
みんなで“ワッショイ”
　苗穂地区青少年育成委員会では、苗穂連合町内会と共に「子
ども樽みこし実行委員会」（実行委員長　森　良一）を立ち上
げ、毎年、「苗穂子ども樽みこし」を開催しています。（苗穂は
るにれ児童会館共催）
　当日は、晴天に恵まれ、沿道からは多くの方たちから温かい
声援を受け、幼児から小中学生の約100人が保護者の皆さんた
ちと“ワッショイ”の元気な掛け声とともに苗穂地区内約２ｋｍ
の道のりを練り歩きました。
　子どもたちは、事前にみんなで大きな布にマジックで好きな
絵を描き、長年使用している樽をその布で包み、飾りつけをし
て樽みこしを作りました。また、触れ太鼓も厳しい練習を積み、
本番では練習の成果を存分に発揮。手作りのみこしの重さを感

じ、くたくたになりながらも、やり遂げた満
足感から笑顔が輝く一日となりました。
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日時：令和元年6月8日（土）
場所：苗穂会館周辺苗穂地区青少年育成委員会
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札幌市青少年育成委員会とは
　札幌市青少年育成委員会は、地域において子どもたちの健全な育成に関する実践活動
を推進するため、市内90地区（連合町内会単位）に組織されています。
　現在は、市長から選任を受けた約1,800人の札幌市青少年育成委員会委員が、各地区
でスポーツ・文化事業や環境対策事業などのさまざまな事業を実施しています。

現在の青少年育成委員会の任期は平成29年4月1日から令和2年3月31日までです。
活動内容や青少年育成委員会委員の選任に係わることについては、各区役所地域振興課までお問い合わせください。

・中央区役所（011）205-3221

・厚別区役所（011）895-2442

・西 区 役 所（011）641-6926

・北 区 役 所（011）757-2407

・豊平区役所（011）822-2427

・手稲区役所（011）681-2445

・東 区 役 所（011）741-2429

・清田区役所（011）889-2024

・白石区役所（011）861-2422

・南 区 役 所（011）582-4723

スクー

●子どもたちが安心して暮らせるよう、地域
　パトロール、あいさつや声かけの実施、安
　全マップの作成、「青少年を見守る店」登録
　の呼びかけ等を実施。

●地域全体で子どもたちを見守るために、地域の関係
　機関、町内会・子ども会・中学校区青少年健全育成
　推進会・主任児童委員・民生児童委員・体育振興会・
　保護司・PTA・少年補導員・各小学校・各中学校・
　行政機関などと連携し、情報交換等の交流会、地域
　イベント開催時の巡回を実施。

●青少年育成委員会の活動を多くの方に知っていただき、
　地域全体で子どもたちの成長を考えるために、広報紙
　の作成・回覧、地域懇談会、講演会を実施。

●子どもたちの健やかな成長のために、ハイキングや
　施設見学などのレクリエーション等を実施。
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おまわりさんと一緒に店舗を訪問
　平岸地区青少年育成委員会では毎年「夏の巡回」を行っています。
今年も7月31日（水）に行いました。夏休み中の「非行防止」を趣
旨に始められたものですが、現在では「平岸交番とタイアップ企
画」として平岸商店街の店舗をまわる形をとっています。タイアッ
プをすることで、交番単体での巡回より物々しさが薄れ、また青少
年育成委員単体での巡回よりお店にメッセージがよく伝わり、双方

にメリットがあるため毎年この形で実施しています。
　巡回するお店は「青少年を見守る店」の登録店。登録
店は会社を含めた多種多様なお店がありますが、子ども
たちが利用する頻度が高い小売店舗、中でもスーパーと
コンビニエンスストアを中心に巡回します。
　お店から頂くコメントとしては、子どもたちが絡む事
案はごくわずかとの事。「問題事案は大人、中でも『高
齢者』によるものがほとんど」と伺い、青少年育成委員
としてはうれしくもあり、大人としては恥ずかしく感じ
るところでもあります。

　例年行っている「野外レクリエーション」。今年は「親
子サクランボ狩り」。7月7日（日）に親子45名が参加し、
バスで南区八剣山麓の果樹園に出発！ 
　はしごをつかって高い位置にある甘～いさくらんぼを
食べたり、お土産用に取ったりと時間いっぱい楽しみま
した。昼食は定山渓のホテルで「バイキング」。みんな
お腹いっぱい食べました。札幌近郊での果物狩りは、最
高の野外レクとなりました。
　ただ、温泉に入れなかったのが残念の声・・

　また、9月8日（日）には「こどもまつり」を地域の
会館で行いました。子ども60名、大人30名が参加して
くれました。
　ゲームコーナーでは、みんな張り切ってお菓子をゲット！！
ヨーヨー釣りでは一度に4個も取った人がいたり、けん
玉コーナーで先生の指導を受けたりと、みんなそれぞれ
に楽しんでいました。
子どもたちにとって良い思い出になれば幸いです。

イベントが盛りだくさん！
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苗穂地区青少年育成委員会 日時：令和元年7月7日(日)・9月8日（日）　　
場所：八剣山麗の果樹園　他

日時：令和元年7月31日（水）
場所：平岸地区「青少年を見守る店」登録店各所平岸地区青少年育成委員会



みんなで歩こう！
　北白石地区青少年育成委員会主催の「てくてくウォーク」は今年
で18回目となりました。子どもたちが楽しんでくれるように、毎年
どこで何を行うか頭を悩ませております。
　今回の「てくてくウォーク」は9月8日（日）に砂川市の「北海道
子どもの国」で行いました。参加対象者は北郷、川北、北白石の各

こぐま座へGo!!
　平岡地区青少年育成委員会が主催する、ハーティーマイン
ド推進運動は、家庭・学校・地域が一体となって「温かな思
いやりを持った青少年をはぐくむ」ことを目的に、毎年、
テーマを変えて、子どもたちに親しみやすいイベントを開催
しています。昨年は夜の動物園と、秋の音楽会を実施。
　27回目の今回は夏休みの8月8日（木）、地区の小学生60人

が参加し、2台のバスで中島公園にある、札幌子ども
人形劇場こぐま座に行ってきました。参加した子ども
たちの中には、初めて人形劇を見る子も。この日の演
目は腹話術『あっちゃんとあそぼう』と人形劇『オオ
カミとゆかいなこぶたたち』。
　人形劇はセリフと人形の動きがピッタリ。まるで生
きているような人形に、子どもたちは釘付け。この日
はあいにくの雨でしたが、子どもたちは、笑ったり、
驚いたりと、楽しいひとときを過ごしました。

小学校に通学する児童で、総勢48名の参加です。
　当日は各学校に集合した児童をバス2台で迎え
に行き、現地へ向かいました。天気に恵まれ気温
も上がる中、広大な敷地の移動はすべて徒歩。公
園内の各所で育成委員がクイズを出題し、合計得
点によって賞品がもらえます。
　その移動だけで汗だくになりました。たくさん
の遊具や施設があり、出発時間ぎりぎりまで楽し
むことができました。全員事故もなく無事帰路に
着けたのが何よりでした。
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北白石地区青少年育成委員会 日時：令和元年9月8日（日）
場所：北海道子どもの国

日時：令和元年8月8日（木）
場所：札幌子ども人形劇場こぐま座平岡地区青少年育成委員会



少年育成指導員とは…

少年育成指導員コラム
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風に吹かれて風に吹かれて風に吹かれて

　少年育成指導員は、喫煙や怠学など子どもの問題行動に対応するため、札幌市子ども未来局及び各区役所
に配置され、日々、駅・バスターミナル・繁華街・商業施設などを巡回し、子どもたちへ声かけや指導等を
行っています。子どもが抱えている悩みを少しでも解消してあげられるよう積極的な対話に努めるとともに、
子どもの問題行動や友人、親子関係などに関わる各種の相談にも対応しています。また、地域における関係
機関・団体との連携及び協力により、地域の自主的な青少年の健全育成活動の支援・協力をしています。

～子どもたちの明るい未来のために～
　「こんにちは　少年育成指導員です。」　
　子どもたちに会った時はいつもこんな挨拶から始まります。でも少年育成指導員という仕事を何年していても、子ども
たち、保護者、学校、地域の皆様にはなじみが少なく、なかなか周知されていないのが現状なのです。
　私は、地域の会合や学校などを訪問する機会があれば自分たちの仕事をPRしたり、町内会の会報誌にも「少年育成指
導員の仕事」を載せていただいたりと、周りの皆さまとかかわりながら仕事をさせていただきました。
　さて、私たち少年育成指導員は、不良行為や怠学などの子どもの問題行動に対応するため、各区役所に1名、子ども
未来局に4名の総勢14名が配置されています。主に、区内の商業施設など、子どもの集まりやすい場所を重点的に巡回
しています。巡回中、問題を抱えているように見られる子どもに対しては積極的に声をかけ、顔と顔を合わせて会話をし、
好ましくない行為に対しては、子ども自らが気づき、改める事が出来るように指導を行っています。
　ある時、こんなことがありました。学校へ行っているはずの時間帯に制服姿でバス停に立っていた女子高生に「こんに
ちは　少年育成指導員です。」「今日はもう授業は終わったの。」と声をかけると、「これから学校へ行きます。」という返事。
「いってらっしゃい。」と会話をして別れました。
　後日、同じような時間、場所で制服姿の女子高生に会ったので、声をかけてみました。
　顔を見ると、以前に会ったことがあるような見覚えのある少女と思い、「あらっ。前にも会ったことがあるよね。」と聞く
とうなずいてくれたのです。悩みがありそうな気がしたので、子どもアシストセンターのカードを渡して、「困っていること
があったらここに電話してみてね。」と言葉を交わして別れました。数日後、私を探し訪ねてきてくれ、誰にも言えなかった
悩みを打ち明けてくれました。少女は、「周りの人は皆、自分のことには関心を持ってくれないのに、おばさんは、私のこと
を覚えていてくれたことがうれしかった。」というのです。
　ある少年は、中学校の制服を着て耳にはピアスをし、他校の生徒とたむろをしていました。何度か見かけるようになり、
その都度話をするようになったものです。少年は、「大人の人とこんなに話をしたのは初めてだ。」と真面目な顔で言って
いました。高校に受かったときはうれしそうに報告してくれました。
　また、学校へ行かず、問題行動でよく注意をした少年は、3年後の成人式の日、外見は相変わらず金髪にピアスという
格好で、私のところへ駆け寄り、今はちゃんと仕事をしていると教えてくれたこともありました。私たち少年育成指導員に
とってとてもうれしい瞬間です。
　現代の子どもは、情報社会の中に生まれてきます。ネットゲームで遊び、人とのコミュニケーションはメール、ライン、ブ
ログ、フェイスブック等です。
　機械的な文字だけでは、相手の表情や感情は伝わらず心の通うコミュニケーションとは言えません。
　私は、人を成長させるのは、人と人との「会話やふれあい」ではないかと思います。家族との会話や、学校、地域の方々
との挨拶や行事でのふれあいなど、多くの人と関わりを持つことで、相手の気持ちを思いやる心が育ち、成長するのでは
ないでしょうか。
　「声かけ」という「まいた種」は必ずどこかで芽が出ると信じ、私たち少年育成指導員は、子どもたちに日 「々声かけ」をし
ています。



狙いをさだめて！
　30回目を迎えた「厚別区民まつり」。厚別区は分区30年の節
目の年を迎えます。厚別区青少年育成委員会は「厚別区誕生
30周年記念事業」として「輪投げコーナー」を出店しました。
　熱帯夜が連日続く猛暑の中、当日も30℃を超える晴天です。
開店前にもかかわらず行列ができ、開店と同時に待ちわびた子
どもたちが一斉にお目当ての商品を狙います。輪が入ると大き

な歓声が上がりました。
　とても暑い日でしたが、延べ2,800人を超え
るご家族やお友達が来てくれて、用意された景
品は予定時刻前にすべてなくなり、大盛況のう
ちに終わりました。
　収益は、成人式の運営費などに充てられます。

優しくて楽しい時間にカンゲキ！
　9月8日（日）拓北・あいの里地区センターにて、拓北・あいの里地
区青少年育成委員会主催の「劇団風の子　中部」を招いての観劇会が開
催されました。この観劇会は毎年行われ、今年も小さなお子さんからご
年配の方まで、沢山の地域の方々が観に来てくださいました。
　「ゆすらん　かすらん　たかいやまこえて　あっぱっぱ　ぱらりっと
せ～♪」の歌声とともに「ぱらりっとせ」の開演です。
　昔あそびのお手玉、なわとび、竹馬、傘まわしでは「すごい！」と感

嘆と拍手にわきました。
　小さなお子さんは新鮮で、ご年配の方は懐しく
思われたのではないでしょうか。本場の郡上踊り。
三味線を弾きながら岐阜の方言で語られた民話
「はなさかこぞう」のお話の最後に岐阜の名産和
傘に描かれた桜の花が咲きとてもきれいでした。
観劇会が終わった後は、昔遊びを一緒に楽しみま
した！
　とても優しくて、楽しい時間をすごす事ができ
ました。
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厚別区青少年育成委員会 日時：令和元年8月2日（金）・3日（土）
場所：ふれあい広場あつべつ、科学館公園

日時：令和元年9月8日（日）
場所：あいの里地区センター拓北・あいの里地区青少年育成委員会



みんなで楽しめるふれあい運動会
　9月9日（月）星置福祉のまち推進センター主催の
「ちびっことふれあい運動会」が地区センターで開催さ
れました。星置地区青少年育成委員会では、福祉のまち
推進センターに協力を申し出て、今年初めて行事に参加
しました。
 この催しは、子ども達に普段から関わっている児童会
館・子ども園等も協力して毎年行っていて、当日は100
人ほどの親子が参加。

 準備体操は保育園の先生が担い、運動会競技の１番目は年齢別
かけっこ、2番目はふれあいゲーム「電車にのってゴー！」です。
　競技の最後は5人一組で箱そりを引っ張り行う障害物競走。
ネットくぐり、玉入れ、パンゲットとなかなかきつい内容でした
が、みんな一生懸命に頑張っていました。幼児のお母さんも安心
して競技に参加できるよう臨時の託児所を設けて配慮するなど、
みんなで楽しめるひとときでした。

虐待の現状 私たちにできることとは？
　令和元年8月28日（水）、南区藤野で社会福祉法人札幌育児園を
運営している千葉徹理事長に、｢虐待の現状　私たちにできるこ
ととは？｣というテーマで講演をしていただきました。
　講演の中で昨今の児童虐待についての行政・警察との情報伝
達・連携の悪さの指摘などもありました。虐待の定義を御教示い

ただいたうえで、虐待を防ぐためには、家庭により近
い地域町内会が、子育て支援や見守り活動によって、
親と子どものケアをしていくことが、より重要である
ことを解りやすく教えていただきました。
　問題解決には、行政・学校に加え町内会・民生児童
委員・育成委員などの地域の協力・連携が重要であり、
一体となって子育て家庭への交流を積極的に図り、親
と会話をして現状を理解、アドバイスをして、子ども
たちが、明るく心豊かに育つ南沢になるように活動し
ていきます。

南沢地区青少年育成委員会
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日時：令和元年8月28日（水）
場所：南沢福祉会館

日時：令和元年9月9日（月）
場所：星置地区センター星置地区青少年育成委員会



楽しく遊びながら学べる見学ツアー♪
　7月21日（日）快晴の天気にも恵まれ、当委員会初めて
のバスツアーを企画しました。当日は地域の小学生50名、
子ども会ジュニアリーダー5名、育成委員スタッフ10名の
参加でバスは超満員でした。水族館では大人気のイルカ
ショーや海獣公園での散策などに子どもたちは大満足。
　特に歓喜の声が上がったのは「タッチエリア」で、生き
ている海星やウニを直接触ることの出来る体験コーナーで
した。
　恐る恐る手に取る生き物との触れ合いは、はしゃぎ合う
子どもたちの豊かな表情がとても印象的でした。
　広い芝生の上で昼食を食べた後はチーム対抗ゲーム大会
を行い、水族館で学んだクイズで楽しみました。暑い中での外出となり体調面で心配もしましたが、笑顔と
活気にあふれ、充実したバスツアーとなりました。
　今後も地域の子どもたちが楽しく安全に過ごせるよう、健全育成活動を支援・協力をして参ります。

02-G01-19-1805
31-2-1226

札幌市子ども未来局子ども育成部子どもの権利推進課
札幌市中央区南1条東1丁目大通バスセンタービル1号館3階
電話：011-211-2942　FAX：011-211-2943
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発寒地区青少年育成委員会 日時：令和元年7月21日（日）
場所：おたる水族館


