平成 29 年度「子供・若者育成支援強調月間」実施結果
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１ 大会等
（佐賀県、佐賀県教育委員会、 〇平成 29 年度「子ども・若者育成支援佐賀 ★４（１）イ（エ）
４（１）ア
佐賀県警察本部、佐賀県青少 県大会」
開催日：11 月 26 日（日）
年育成県民会議）
場 所：佐賀県神埼市千代田文化会館
出席者：佐賀県関係者、県警察本部人身安
全・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
320 名
内 容：佐賀県青少年育成県民会議顕彰、
少年補導等功労者表彰、講演、子
どもの伝統芸能活動、大会宣言
４（１）ア
（県警察本部人身安全・少年課） ○広域的立ち直り支援活動
（通称：サポリンピック）
開催日：11 月 4 日（土）
場所：佐賀市諸富町 ハートフル
出席者等：佐賀県警、福岡県警、長崎県警、
熊本県警の関係者、対象少年等
内容：ソフトバレー大会を通じ、少年の
社会的自立を促進
（県薬務課）
○平成 29 年度麻薬・覚醒剤乱用防止運動佐 ４（１）イ（ウ）③
賀（九州地区）大会
開催日：11 月 24 日 場所：鳥栖市
出席者：知事、市長、教育長、検事正、
薬物乱用防止指導員等 250 人
内 容：表彰、アトラクション、体験発表、
講演、大会宣言
４（１）イ（イ）①
（県くらしの安全安心課）
○「犯罪被害者週間佐賀大会」
日時：平成 29 年 11 月 15 日（水）
場所：ロイヤルチェスター佐賀
主催：警察庁・県・県警・被害者支援ネッ
トワーク佐賀 VOISS
内容：基調講演・パネルディスカッション
パネル等展示
（唐津市）

４（１）ア
○第 8 回唐津市青少年意見発表大会
開催日：11 月 11 日 場所：唐津市
出席者：教育長、
青少年育成関係者等 196 人
内容：小中学生が学校や地域での活動、
友達との関わりの中で、考えている
こと、体験に基づいた意見、将来の
夢などについて発表

４（１）ア、イ

（鳥栖市）

○青少年育成市民会議研究大会
（鳥栖市青少年育成県民会議）
開催日：11 月 3 日
場 所：市役所大会議室
出席者：教育長、市民会議関係者等
81 人
内 容：中学生意見発表、講演

（武雄市）

４（１）ア、イ
○武雄市青少年育成市民会議研究大会
開催日：11 月 12 日
会 場：武雄市文化会館
出席者：佐賀県民会議会長・市長・武雄市
議会長・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・保
護者等 310 人

（鹿島市）

（小城市）

（嬉野市）

４（１）ア、エ
○第５９回武雄市弁論大会・話し方大会
開催日：11 月 23 日
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
○鹿島市青少年健全育成大会
４（１）ア
(鹿島市・鹿島市教育委員会・鹿島市青少
年育成市民会議)
開催日：11 月 3 日(金・祝)
出席者：市長、教育長、青少年育成市民会
議、児童・生徒等
関係者約 150 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
○平成 29 年度
４（１）ア
第 13 回小城市少年少女の声大会
開催日：11 月 25 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 230 人
内容：善行、功労者表彰(7 個人 1 団体)
少年少女の声大会（発表者 12 人）
４（１）イ（ウ）
○平成 29 年度嬉野市青少年育成市民会議
塩田支部・嬉野支部合同支部会
日時 11 月 8 日（水）19：00〜
場所 嬉野市中央公民館（塩田公民館）
内容 地域環境点検活動について
夢づくり支援事業について

４（１）ア

（基山町）

○第 37 回基山町青少年健全育成町民大会
開催日：平成 29 年 11 月 4 日（土）
場 所：基山町民会館 大ホール
出席者：町長、町議会議長、教育長、青少
年育成関係者 約 230 名
内 容：青少年の主張（体験）発表
基山中学校吹奏楽部によるアトラ
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 28 日（火）
場所：上峰町民センター
演題：
「絵本と紙芝居のちから」
講師：絵本作家・紙芝居作家
長野 ヒデ子 様
参加者：小学 5〜6 年生、中学 1〜3 年生
議員、区長、公民館長、民生委員、
町民会議理事 等

（みやき町）

○中原校区小中学校交流主張会
開催日：11 月 11 日
場所：中原小学校体育館
○三根校区小中学校交流主張会
開催日：11 月 18 日
場所：三根中学校体育館
○北茂安校区小中学校交流主張会
開催日：11 月 25 日
場所：北茂安小学校講堂

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）エ
2017」（県こども家庭課、県警察本部人身
安全・少年課）
実施日：11 月 25 日（土）
場 所：ゆめタウン佐賀
出席者：県こども家庭課、児童相談所、県
警察（本部、署）等
内 容：広報チラシ等配付
○小学校・中学校・高等学校等における薬物 ４（１）イ（ウ）③
乱用防止教室の開催（通年）
（県薬務課）
<11 月実施分>
実施日：11 月 7、27 日
場 所：相知交流文化センター、
白石中学校
○「早寝早起き朝ごはんカード」を活用した ４（１）オ①
食育の普及・啓発（各学校）
（県保健体育課）
○「県下一斉合同列車指導」における広報活 ４（１）エ
動（県警察本部人身安全・少年課）
実施日：11 月 16 日（木）
場所：佐賀駅、小城駅、鳥栖駅等
内容：児童虐待防止広報チラシ配布等

○ポスター・のぼり・懸垂幕・横断幕の掲出 ４（１）エ
（２）
（佐賀県、鳥栖市、吉野ヶ里町、基山町、★ ４（１）
４（１）ア
みやき町、大町町、白石町、太良町）
★４（１）ア
４（２）
４（１）ア
４（２）
４（１）イ（ア）
、エ
○広報誌による広報
（２）
（県警本部人身安全・少年課、鳥栖市、★伊 ４（１）
★４（１）ア、イ
万里市、武雄市、小城市、★白石町）
４（１）ア、
（２）
４（１）ア
★４（１）ア、エ
４（１）イ
○有害自動販売機の増設防止運動
○チラシ 2,300 部を作成し、各班回覧を実施
（伊万里市）
○facebook による広報（武雄市）

４（１）ア、イ、オ

○地区懇談会での啓発（吉野ヶ里町）

４（１）ア、オ

○青少年健全育成標語コンクール表彰及び
作品展示（みやき町）

４（１）イ、オ

、エ
○児童虐待防止（町広報掲載・チェックリス ４（１）イ（ア）
ト全戸配布・啓発グッズ配布）
（有田町）
○社会教育委員・公民館運営審議会委員会議 ４（１）イ（イ）
にて周知
実施日：11 月 22 日

３ 研修会等
（佐賀県、市町）

○佐賀県いじめ防止対策研修会
（県学校教育課）
開催日：11 月 7 日、14 日、21 日、28 日
場所：嬉野市中央公民館
佐賀県教育センター
相知交流文化センター
基山町民会館
参加者：県内学校教員（計 305 人）

４（１）イ（エ）①

○赤ちゃん力！みんなの元気応援事業
４（１）ア②
（県まなび課）
開催日：11 月 6、8、15、16、17、27、30
場 所：各中学校
・中学生と乳幼児及び保護者とのふれあい
４（１）イ（イ）①
○第 3 回佐賀市少年育成委員中央研修会
（佐賀市）
開催日：11 月 28 日（火）
場 所：佐賀市エコプラザ
出席者：85 名
○ 子どもへのまなざし運動推進委員・学校 ４（１）ア②
等分科会（佐賀市）
開催日：11 月 13 日（月）
場 所：佐賀市青少年センター
出席者：9 名

・家庭分科会
開催日：11 月 14 日（火）
場 所：佐賀市青少年センター
出席者：10 名
・地域分科会
開催日：11 月 17 日（金）
場 所：佐賀市青少年センター
出席者：13 名
・企業等分科会
開催日：11 月 20 日（月）
場 所：佐賀市青少年センター
出席者：12 名
○地区懇談会（吉野ヶ里町）
・11 月 8 日（水）力田地区
10 日（金）田手村地区
15 日（水）新宮田地区
16 日（木）苔野地区

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（県学校教育課）
育成県民会議）
日時：11 月 14 日 16 時〜17 時 30 分
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。
○校外巡視（県学校教育課）
[高等学校生徒指導連盟]
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。
○防犯教室（各学校）
○交通安全教室（各学校）
○薬物乱用防止教室（各学校）
（県保健体育課）

４（１）ア、イ

４（１）イ（イ）③

４（１）イ（イ）①

４（１）イ（イ）
４（１）イ（イ）
４（１）イ（ウ）③

○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）イ
４（１）イ（ウ）
４（１）イ（ウ）②
４（１）イ、ウ

（佐賀市）

○市民総ぐるみ街頭活動
開催日：11 月 14 日（火）
場 所：佐賀市全域
参加者：1,130 名

４（１）イ(イ)①、③

（唐津市）

○街頭補導活動（唐津市）

４（１）イ

（伊万里市）

４（１）イ
○巡回パトロール
・市街地の溜まり場等のパトロール及び青少
年の状況調査を実施
・11 月 28 日実施
・参加：12 名
（青少年育成市民会議）

（武雄市）

○青色回転灯車両パトロール巡視
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

４（１）イ

（基山町）

○町補導員パトロール

４（１）イ（イ）

（有田町）

○防犯パトロール登下校見守り活動
（11 月中随時）
○婦人会登下校見守り活動
（毎月 1・10・20 日）
○通学路安全確保活動（駅周辺等の巡視）

４（１）イ（イ）

（太良町）

４（１）イ（イ）
４（１）イ（イ）

５ 子供・若者の社会参加活動
（県警察本部人身安全・少年課） ○少年サポートセンターを中心とした「居場 ４（１）ア
所づくり」活動
（県警察本部人身安全・少年課）
・11 月 1 日（水） 佐賀市 若楠小体育館
ソフトバレー
・11 月 5 日（日） 三養基郡みやき町
稲刈り体験
・11 月 11 日（土）多久市
稲刈り体験、横断幕作成
・11 月 15 日（水）佐賀市 若楠小体育館
ソフトバレー
出席者：少年サポートセンター職員、少年警
察ボランティア、大学生ボランティア等
４（１）ア①
（佐賀市）
○職業人講話
開催日：11 月 11 日（土）
講 師：漫画家 たつひこ 先生
出席者：20 名
（小城市）

（玄海町）

（有田町）

４（１）ア
○桜岡青少健 「親子ふれあい料理教室」
桜楽館
60 人参加
○岩松青少健 「学習田米おにぎり作り」
岩松支館 45 人参加
○晴田青少健 「土曜教室干し柿作り」
晴田小学校 60 人参加
「芋ほり」 130 人参加
「みかん狩り」80 人参加
○三里青少健 「みかん収穫体験」48 人参加
「親子料理教室」
三里支館 23 人参加
○清掃活動
産業文化祭に合わせて会場周辺（玄海町町
民会館）の清掃活動を行った。
期日：平成 29 年 11 月 19 日
場所：玄海町町民会館周辺
出席者：小学生 48 名 教育課職員 1 名
○公園遊具および遊歩道修繕
４イ（イ）

６ その他
（県学校教育課）

（県学校教育課）
（県こども未来課）

（県まなび課）

（多久市）

（伊万里市）

（有田町）

○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 13 日
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

４（１）ア②
４（１）イ（イ）①
４（１）イ（イ）③
４（１）イ（ウ）①
４（１）イ（ウ）③
４（１）イ（エ）①
４（１）オ①②

○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
○POP コンテスト表彰式
・開催日：11 月 19 日 場所：佐賀県庁

４（１）イ（イ）①

４（１）イ（イ）①
４（１）イ（ウ）①

４（１）ア②

４（１）イ（ウ）①
○インターネット等に関するアンケート
内 容：<未就学児を持つ保護者を対象と
したアンケート>
ＬＩＮＥ、ツイッター等、ソーシ
ャルネットワークを介した青少
年を巻き込んだ悲惨な事件が社
会問題として報道されている。子
どもだけの判断で手にすること
ができないＩＴ機器やインター
ネット環境を、保護者がどのよう
な認識をもって与え触れさせて
いるのか、その実態を探り今後の
青少年健全育成のための活動に
生かせるようアンケート調査を
行う。
対象者：市内在住の未就学児童を子にもつ
保護者約 580 人
４（１）ア、イ
○青少年問題対策連絡協議会の開催（市）
開催日：11 月 20 日 場所：市役所
出席者：協議会委員等 19 人
内 容：関係機関（警察署、学校教育課、
青少年相談室、家庭児童相談室）
からの現状報告、意見交換
○乳児家庭全戸訪問事業

４（１）エ

