平成 28 年度「子供・若者育成支援強調月間」実施結果
都道府県名
区
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こども未来課
備
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１ 大会等
（佐賀県、佐賀県教育委員会、 〇青少年育成県民運動 50 周年記念
★４（１）ア
佐賀県警、佐賀県青少年育成 「子ども・若者育成支援佐賀県大会」
４（１）エ（２）イ
開催日：11 月 27 日（日）
県民会議）
場 所：佐賀市立東与賀文化ホール
出席者：佐賀県関係者、県警少年課長、佐
賀県青少年育成県民会議会長、青
少年育成関係者等
450 名
内 容：特別感謝状贈呈、少年補導等功労
者表彰、若者の主張、リレートー
ク、新宣言キックオフ、パネル展
示等
（佐賀市）

○市民総ぐるみ街頭活動
開催日：11 月 15 日（火）
場 所：佐賀市全域
参加者：1,029 名

４（１）エ

（鳥栖市）

○鳥栖市青少年育成市民会議研究大会
開催日：11 月 3 日（木）
場 所：鳥栖市役所３階大会議室
出席者：教育長、市民会議関係者等
内 容：小学生 8 人の意見発表及び表彰
育成支援のための講演会

４（１）ア、イ

（武雄市）

○第 58 回武雄市弁論大会・話し方大会
４（１）ア、エ
開催日：11 月 12 日（土）
会 場：武雄市文化会館
出席者：市長・教育長・武雄市教育委員・
武雄市青少年市民育成会議会
長・武雄市連合 PTA 会長・武雄市
小中校長・武雄市小中教職員・弁
者保護者等
200 人

（鹿島市）

○鹿島市青少年健全育成大会
開催日：11 月 3 日（木）
出席者：市長、教育長、
青少年育成市民会議、
児童・生徒等 関係者 200 人
内 容：・市内小中学生による
少年の夢発表
優秀俳句発表
英語スピーチ発表
・かべ新聞表彰

（小城市）

○第 12 回小城市少年少女の声大会
４（１）ア
開催日：11 月 19 日（土）
場 所：小城市生涯学習センター
出席者：副市長・県議会議員・教育長
青少年育成関係者 282 人
内 容：善行、功労者表彰
少年少女の声大会（発表者 12 人）

４（１）ア

（嬉野市）

○嬉野市青少年育成市民会議塩田支部・嬉野 ４（１）ア
支部合同支部会
開催日：11 月 17 日 （木）
場 所：嬉野市嬉野公民館
出席者：嬉野市青少年育成市民会議会長、
塩田支部・嬉野支部両支部役員、
文化・スポーツ振興課長、文化・
スポーツ振興課員
内 容：地域環境点検活動及び「青少年
サポート協力認定店」運動の実施
について
夢づくり支援事業について

（基山町）

○第３６回基山町青少年健全育成町民大会
４（１）ア
開催日：11 月 5 日（土）
場 所：基山町民会館（小ホール）
出席者：基山町町長、町議会議長、教育長、
青少年育成関係者 200 名
内 容：青少年の主張（体験）発表
佐賀県警察音楽隊によるアトラ
クション

（上峰町）

○上峰町青少年育成大会講演会
★４（１）ア
開催日：11 月 29 日（火）
場 所：上峰町民センター
演 題：「みんなやさしさの根っこでつな
がっている」
講 師：詩人・画家・風の丘美術館館長
大野 勝彦 様
参加者： 554 名
小学 5～6 年生、中学 1～3 年生
町長、議員、区長、公民館長、
町民会議理事等

（みやき町）

○三根校区小中学校交流主張会
開催日 11 月 5 日（土）
場 所：三根中学校体育館
○中原校区小中学校交流主張会
開催日 11 月 12 日（土）
場 所：中原小学校体育館
○北茂安校区小中学校交流主張会
開催日 11 月 19 日（土）
場 所：北茂安小学校講堂

（玄海町）

○「第 7 回玄海町ら・ら・ら音楽祭」開催
開催日：11 月 27 日（日）
場 所：玄海町 文化ホール
出 演：7 組
（唐津市、鳥栖市、玄海町、東京都）
入場数： 139 名

（大町町）

○大町町青少年の主張大会
４（１）ア②
開催日：11 月 6 日(日)
会 場：大町町公民館
出席者：教育長、学校長、教育委員、
町議員、青少年育成町民会議役
員、一般町民
内 容：小、中学生による自分の思いを
発表

４（１）ア

２ 広報啓発活動
（佐賀県、佐賀県警、市町）

○「ストップ！児童虐待街頭キャンペーン ４（１）ウ
2016」
実施日：11 月 26 日（土）
場 所：ゆめタウン佐賀
出席者：こども家庭課、児童相談所、警察
本部等
○小学校・中学校・高等学校等における薬物
乱用防止教室の開催（佐賀県）
実施日：11 月 18、22、24、25、29、30 日
6 校にて実施
○ポスター・のぼり・懸垂幕・横断幕の掲出
（佐賀県、県警少年課、鳥栖市、★多久市、
★吉野ヶ里町、基山町、★みやき町、白石町、
太良町）

４（１）オ（ウ）③

４（１）ウ
４（２）
★４（２）
★４（１）ア、ウ及び（２）
４（１）ア
★４（１）ア
４（１）ア
○広報誌による広報
４（１）ウ
（県警少年課、鳥栖市、伊万里市、武雄市、 ４（２）
小城市、有田町）
４（１）ア、エ
４（１）ア、イ、オ
４（１）ア
○有害自動販売機の増設防止運動（伊万里 ４（１）エ
市）
○チラシ 2,300 部を作成し、各班回覧を実施 ４（１）ア、エ
（伊万里市）
○facebook による広報（武雄市）

４（１）ア、イ、オ

○有田町自治公民館館長会議による周知・
啓発（有田町）
実施日：11 月 15 日（火）

４（1）オ（イ）

○少年の主張大会（★大町町）
★４（１）ア②
一般来場者へ配布した粗品に啓発シール
を添付

３ 研修会等
（佐賀県、佐賀県警、市町）

○少年課少年サポートセンターを中心とし ４（１）ア
た「居場所づくり」活動（県警少年課）
実施日：11 月 5 日（土）
内 容：稲刈り体験
実施日：11 月 12 日（土）
内 容：横断幕作成等
実施日：11 月 20 日（日）
内 容：調理体験等
出席者：少年サポートセンター、少年警察
ボランティア、大学生ボランティ
ア等
○佐賀県いじめ防止対策研修会（佐賀県）
開催日：11 月 8、15、22、24 日
場 所：みやき町こすもす館
相知交流文化センター
佐賀県教育センター
嬉野中央公民館
参加者：県内学校教員（計 305 人）
○佐賀駅周辺を利用する高校との情報交換
会（佐賀市）
開催日：11 月 17 日（木）
○佐賀市少年育成委員中央研修会（佐賀市）
開催日：11 月 25 日（金）
○先進地視察（武雄市）
実施日：11 月 25 日（金）
視察地：長崎県立開成学園
出席者：市民会議常任理事 18 人
○リーダー研修会（基山町）
開催日：7 月 8 日（金）
場 所：基山町民会館
出席者：区民会議関係者２４人
内 容：情報セキュリティについて

４（１）オ（エ）①

４（１）エ

４（１）エ
４（１）ア

４（１）ウ

４ 青少年保護育成巡回活動、
環境浄化活動等
（佐賀県、市町、佐賀県青少年 ○県下一斉自転車街頭指導
４（１）オ（イ）③
育成県民会議）
日 時：11 月 15 日（火）
内 容：高校生の自転車利用のマナーアッ
プを図るため、街頭指導を行っ
た。
４（１）オ（イ）①
○校外巡視
地 域：唐松地区
内 容：イベント（唐津くんち）期間中の
校外巡視を行った。
○地域環境点検活動
（佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里
市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、★神
埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき
町、玄海町、有田町、大町町、江北町、★白
石町、太良町）

４（１）エ
４（１）オ（イ）①
４（１）オ（ウ）②
４（１）オ
４（１）オ（ウ）
★４（１）オ（ウ）②
４（１）エ（ウ）
４（１）オ（ウ）②

（伊万里市）

○巡回パトロール
４（１）エ
○市街地の溜まり場等のパトロール及び青 ４（１）エ
少年の動向調査を実施
日 時：11 月 29 日（火）
参加者：青少年育成市民会議 12 名

（武雄市）

○有害図書自動販売機並びに市内駅構内巡 ４（１）オ
視
実施日：11 月 9 日（水）
巡視地：武雄市内４か所
巡視者：市民会議事務局 2 人
○青色回転灯車両パトロール巡視
４（１）エ
実施期間：通年
実施場所：各町の計画
実施者：各町町民会議、PTA など

（吉野ヶ里町）

○地区危険個所の点検活動（各地区育成会
長、区長・管理人、育成指導員）
○「子ども 110 番の家」旗点検及び交換

（基山町）

○補導員パトロール活動

４（１）エ（イ）

（有田町）

○防犯パトロール登下校見守り活動
11 月中随時

４（１）オ（イ）

（江北町）

○あいさつ運動

４（１）オ

（太良町）

○学路安全確保活動（駅周辺等の巡視）

４（１）オ

（小城市）

○桜岡青少健 「親子ふれあい料理教室」
桜楽館、ゆめぷらっと 80 人参加
○岩松青少健 「学習田米おにぎり作り」
岩松支館 40 人参加
○晴田青少健 「土曜教室干し柿作り」
晴田小学校 95 人参加
○三里青少健 「みかん狩り会食」
三里支館 65 人参加

４（１）ア

（玄海町）

○清掃活動
日程：11 月 19 日（土）
場所：玄海町内（新田）
参加数：小学生 55 名

５ 子供・若者の社会参加活動

６ その他
（佐賀県）

（鹿島市）

○冬季休業における児童生徒の指導につい
て（通知）
発出日：11 月 30 日（水）
内 容：冬季休業中の生徒指導の在り方に
ついて通知し、指導
○児童生徒への犯罪被害防止に関する対応
策について
内 容：県内公立小・中学校及び県立学校
に対し、犯罪被害防止に関する注
意喚起及び指導
○ネットパトロールとの連携による教育関
係機関への情報提供及び指導・助言
内 容：県内公立小・中学校及び県立学校
に対し、児童生徒の SNS 等への不
適切な書き込み等に関する注意
喚起及び指導

４（１）ア②
４（１）エ①、②
４（１）オ（イ）①

４（１）オ（イ）①

４（１）オ（イ）①
４（１）オ（ウ）①

○ハウスキャンプ
４（１）エ
開催日：11 月 17 日（木）～19 日（土）
参加者：市内小学 5～6 年生
青少年育成会議
市連合青年団
教育委員会 関係者 46 名
内 容：通学合宿
※最終日は、地域産業の体験、見
学ツアー
目 的：普段は異なる小学校に通う子ども
たちが親元を離れ集団生活をす
る中で、①豊かな心を育み、②家
庭教育を見直す機会とし、③地域
の子どもは地域で育む機運を創
出するために行う。

