（佐賀県）

平成 22 年度「子ども・若者育成支援強調月間」実施結果
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１ 大会等

４（１）ア、イ、エ（イ）
○「青少年健全育成・非行防止県民大会」
（佐賀県、佐賀県教育委員会、 （佐賀県及び佐賀県警察本部、佐賀県青少年 （ウ）及び（２）イ
佐賀県警、佐賀県青少年育成
育成県民会議）
県民会議）
開催日：11 月 27 日 場所：佐賀市
出席者：県議会議長、佐賀県くらし環境本
部副本部長、警察本部長、佐賀市
教育委員会社会教育部長、青少年
育成関係者等
350 名
内 容：表彰、大会宣言決議、講演、活動
事例発表
○子育て支援イベント「ばぶばぶフェスタど ４（１）ア②、イ①②④
ん３」、家族だんらん県民運動「ふれあい
デー」
（佐賀県、佐賀新聞社）
開催日:11 月 23 日 会場:佐賀市
来場者:13,000 名
内容:ﾄｰｸｾｯｼｮﾝ、育児等相談、展示、子育
てｻｰｸﾙ交流会 等
○麻薬・覚せい剤乱用防止運動九州地区大会 ４（１）エ(ウ)③
開催日：11月２日
場所：佐賀市文化会館
出席者：厚生労働省、副知事、九州厚生局
麻薬取締部長、県警察本部刑事部
長、薬物乱用防止関係者等
参加者６４０名
内容：ｱﾄﾗｸｼｮﾝ、大会宣言、表彰、薬物乱
用防止講演
（佐賀市）

４（１）ア①②
○第 22 回佐賀市青少年非行防止大会
開催日：11 月 12 日
場 所：メートプラザ佐賀（佐賀市）
出席者：市長、市議会議長、佐賀・諸富警
察署長、青少年育成関係団体等
430 名
内容：大会宣言決議、事例発表、基調講演

（鳥栖市）

○鳥栖市青少年育成市民会議 研究大会
開催日：11 月 22 日
場 所：鳥栖市役所 大会議室
出席者：市長、議長、警察署長
教育長、
青少年育成関係者 70 人
内 容：小学生作文発表、講演会

４（１）ア②、エ(ウ)①

（武雄市）

○子育て親育ち講座

４（１）イ③、ウ①

開催日：11 月 5 日、11 月 26 日
場 所：北方町
○人権フェスタ in 武雄
４（１）ア②
開催日：11 月 21 日
場 所：武雄市
内容：市内小・中学生人権標語の表彰
○少年弁論大会
４（１）ア⑤
開催日：11 月 13 日
場 所：北方町
内容：市内小学生、中学生による弁論大会
（鹿島市）

○鹿島市青少年健全育成大会
４（１）ア
「第 12 回少年の夢発表会」
開催日：11 月 3 日
場 所：生涯学習ｾﾝﾀｰエイブル（鹿島市）
出席者：市長、教育長、市議会正副議長
文教厚生委員、市内校長会など
内 容：各学校代表による「将来の夢」の
発表、市内小学校から鹿島に関す
るかべ新聞展示、俳句の優秀作品
表彰式
出席者：250 人

（小城市）

○「小城市少年少女の声」大会

４（１）ア②、
（２）イ

開催日：11月13日
場所：生涯学習センター（小城市）
内容：少年少女の声発表
善行及び功労者表彰
（基山町）

（みやき町）

（玄海町）

○基山町青少年健全育成町民大会
４（１）ア②
開催日：11 月 27 日
場 所：基山町民会館（基山町）
出席者：町長、町議会議長、教育長、青少
年育成関係者 150 名
内 容：講演、青少年の主張（体験）発表
○中原校区交流主張大会（みやき町）
４（１）ア
開催日：11 月 4 日
場 所：中原体育館（みやき町）
出席者：小 5,6・中学生、町民会議関係者
等 450 名
○北茂安校区交流主張大会（みやき町）
４（１）ア
開催日：11 月 11 日
場 所：北茂安小学校（みやき町）
出席者：小 5,6・中学生、町民会議関係者
等 500 名
○三根校区交流主張大会（みやき町）
４（１）ア
開催日：11 月 18 日
場 所：三根中学校（みやき町）
出席者：小 5,6・中学生、町民会議関係者
等 450 名
○「スカイフェスタ」
開催日：11 月 6 日

４（１）ア②

場 所：町民会館、総合運動場（玄海町）
内 容：結団式、記念講演、各種イベント
出席者：幼児から高校生、大人 68 名

２ 広報啓発活動

○広報誌（紙）による広報
（佐賀県、佐賀県教育委員会、 ○啓発パンフレットの配布
佐賀県警、佐賀県青少年育成 ○「佐賀県教育週間（11/1〜11/7）
」の実施
県民会議）
・各市町、団体等の取組や行事等をとりまと
め、県ＨＰに掲載し紹介
・懸垂幕・横断幕・ポスターの掲示
○「児童虐待防止推進月間」に伴い、チラシ・
花の種配布
○のぼり旗の掲示
○佐賀バルーンフェスタ前夜祭パレード参
加

４（１）ウ①
４（１）ウ①
４（１）ア、イ、ウ、エ

（市町）

○懸垂幕、横断幕、のぼり旗等の設置、掲出
（鳥栖市、武雄市、吉野ヶ里町、基山町、上
峰町、太良町）
○市、町広報誌への啓発記事掲載
（唐津市、鳥栖市、伊万里市、神埼市、基山
町、江北町、白石町）
○チラシ配布（佐賀市、吉野ヶ里町）
○有害自動販売機の増設防止運動（伊万里
市）
○「小城市少年の声」作品配布（小城市）
○啓発ポスター掲示（白石町、太良町）

４（１）ア①、イ②、エ

○学校安全ボランティア養成講習会
○交通ボランティア実践事業
○「いじめ（非行）防止講話」
○「防犯講話」
○防犯訓練の実施
○協働提案型家庭教育講座委託事業
「双子・三つ子の元気が出る子育て講座」
○青少年育成指導者会議における携帯電話
フィルタリングについての講話

４（１）エ(イ)①
４（１）エ(イ)③
４（１）ア、イ、エ
４（１）ア、イ、エ
４（１）ア、イ、エ
４（１）イ④

○唐津地区中学校生徒指導連盟研修会
（唐津市）
○唐津地区高等学校生徒指導連盟研修会
（唐津市）
○伊万里市青少年問題協議会（伊万里市）

４（１）エ（イ）①

４（１）ウ①
４（１）ウ①
４（１）ウ①

４（１）ア②、イ②、エ

４（１）ア①
４（１）エ(ウ)
４（１）イ
４（１）ア

３ 研修会等
（佐賀県、佐賀県教育委員会
佐賀県警）

（市町）

○武雄市青少年問題協議会（武雄市）
○家庭教育推進事業会議（吉野ヶ里町）
○人権研修会（基山町）
○生活補導協議会（玄海町）

４（１）ア、エ

４（１）エ（イ）①
４（１）ウ、エ（イ）
（ウ）
（エ）
４（１）ウ、エ
４（１）ア、イ
４（１）ウ
４（１）エ（イ）①

４ 青少年保護育成巡回活動、
環境浄化活動等
○地域環境点検活動（ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ・ｶﾗｵｹﾎﾞｯ ４（１）エ（ウ）②
（佐賀県、佐賀県教育委員会
ｸｽ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｶﾌｪ・ｽｰﾊﾟｰ等の実態調査）及
佐賀県青少年育成県民会議、
びサポート協力認定店巡回
及び市町）
（県下全市町）

○地区別補導活動（唐津市）
○街頭補導活動（唐津市、武雄市、基山町）
○「有害自動販売機の増設防止運動」チラシ
配布、回覧（伊万里市）
○巡回パトロール（伊万里市）
○年末年始に向けた万引き防止等対策連絡
会議（武雄市）
○年末年始警戒パトロール隊合同出発式（武
雄市）
○青色パトロール（武雄市）
○文化祭会場及び周辺巡回活動（吉野ヶ里
町）
○補導員パトロール活動（基山町）
○登下校時の児童生徒見守り（大町町）
○ビッキー隊（防犯推進協議会）町内巡視（江
北町）

４（１）エ（イ）③
４（１）エ（イ）①
４（１）エ（ウ）

（佐賀県警）

○少年の居場所づくり活動
・施設清掃・美化活動（武雄市）
・公園清掃活動（唐津市）

４（１）ア、イ、エ

（市町）

○相知駅清掃活動（唐津市）
○伝統行事（秋祭り）参加（吉野ヶ里町）
○町内清掃活動（基山町）
○子ども会清掃活動（玄海町）
○こども農作業体験活動（白石町）

４（１）ア②
４（１）ア②
４（２）イ
４（１）ア②
４（１）エ（エ）③

４（１）エ（イ）
、
（ウ）
４（１）エ（イ）①
４（１）エ（イ）①
４（１）エ（イ）①
４（１）エ（イ）①
４（１）エ（イ）①
４（１）エ（イ）①
４（１）エ（イ）①

５ 青少年の社会参加活動

６ その他
（佐賀県教育委員会）

○朝食等実態調査の実施（公立小中・小 5、 ４（１）イ①
中 2）

（市町）

○第 30 回小学生健康ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会
（玄海町）
○高校生親子ﾐﾆﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会
（玄海町）
○ｷｯｸﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ大会「玄海っ子教室」
（玄海町）
○町立図書館おはなし会
（玄海町）
○小中学校感謝の日（子どもが教職員への感
謝の気持ちを託す）
（玄海町）
○シルバービッキー隊（江北町）

４（１）エ（イ）①
４（１）ア②
４（１）ア②
４（１）ア②
４（１）ア②
４（１）エ（イ）①

