
別紙４

学年 人数
勧興まちづくり協議会　まなざし部
会

校区 2泊3日 小5-小6 20 70 勧興公民館
PTA、自治会、子ども会、食改、体協、青少健、民生委員、老
人会、社協、公民館

循誘まちづくり協議会　子どもへ
のまなざし部会

校区 2泊3日 小5-小6 24 69 循誘公民館 循誘まちづくり協議会、各種団体、公民館

日新校区通学合宿実行委員会 校区 3泊4日 小4-小6 22 130 日新公民館

まちづくり協議会、青少年育成会、子ども会、自治会長会、女
性の会、体協、民生児童委員会、小中ＰＴＡ、交通安全協
会、少年補導委員、少年育成委員、食改、保護司会、日新太
陽くらぶ、小学校、中学校、佐賀女子短期大学、日新地域の
歴史と文化の活用を考える会、公民館

神野校区青少年健全育成協議会 校区 3泊4日 小4-小6 30 120 神野公民館

自治会長会、婦人会、福寿会、社会福祉協議会、民生・児童
委員会、体育協会、子ども会育成会、小・中学校PTA役員
会、交通安全協会、少年育成委員、保護司会、公民館、佐賀
女子短期大学、地域代表

西与賀まちづくり協議会　子育て
部会

校区 2泊3日 小4-小6 15 80 西与賀公民館
まちづくり協議会・自治会・青少健・社協・民協・食改善・小学
校・PTA・子ども会・公民館・地域教育コーディネーター

嘉瀬町青少年健全育成協議会 校区 3泊4日 小4-小6 12 100 嘉瀬公民館
青少協、かせ女性ネット、自治長会、分館長会、子ども会、体
協、民協、老人クラブ、ＫＳＶＮ、小学校ＰＴＡ、中学校ＰＴＡ、
小学校、公民館

巨勢町通学合宿実行委員会 校区 3泊4日 小4-小6 16 65 巨勢公民館
青少健、自治会、小学校、小ＰＴＡ、子ども会、社会福祉協議
会、ボランティア巨勢、民生児童委員会、食改善、少年育成
委員、公民館

兵庫町通学合宿実行委員会 校区 ４泊５日 小3-小5 20 154 兵庫公民館
青少健、教育振興会、子ども会、自治会、PTA、民生児童委
員、体育協会、長生会、食改善、少年育成委員、男性料理
サークル、いなほ会、、一般町民、公民館

高木瀬通学合宿実行委員会 校区 2泊3日 小4-小6 24 50 高木瀬公民館

自治会・自治公民館長会・青少協・小PTA・子ども会・社協・
民児協・ボランティア高木瀬・体協・長生会・高木瀬を愛する
会・連協・少年育成委員・食改善・高木瀬小学校・高木瀬公
民館

北川副公民館、北川副校区通学
合宿実行委員会

校区 2泊3日 小4-小6 17 50 北川副公民館
青少健、食改善、PTA、子ども会、民生児童委員、女性の会、
ボランティア北川副、小学校、公民館

本庄通学合宿実行委員会 校区 2泊3日 小5-小6 21 70 本庄公民館 本庄まちづくり協議会、公民館

鍋島まちづくり協議会 校区 2泊3日 小4-小6 22 76 鍋島公民館 鍋島まちづくり協議会、公民館

久保泉町青少年健全育成協議会 校区 3泊4日 小4-小6 24 92 久保泉公民館
青少健・地域連携協議会・自治会・子ども会･食改・女性部・
いずみボランティア・ＰＴＡ・社協・民生委員

新栄ふれあいまちづくり協議会 校区 3泊4日 小5-小6 31 147 新栄公民館 新栄ふれあいまちづくり協議会、　　各種団体、公民館

若楠校区通学合宿実行委員会 校区 3泊4日 小4-小6 20 83 若楠公民館
青少健、子ども会、ＰＴＡ、自治会長会、自治公民館著会、民
協、体協、老人クラブ、交通安全協会、ボランティア若楠、ヘ
ルスメイト、若楠小学校

開成まちづくり協議会 校区 2泊3日 小4-小6 3 30 開成公民館 開成まちづくり協議会、各種団体、公民館

諸富町通学合宿実行委員会 校区 2泊3日 小4-小5 31 71 諸富公民館
子ども会、青少教、PTA、食改協、ボランティア推協、まち協
子育て部会、諸富っ子見守隊、民間ボランティア、学校、公民
館

春日北通学合宿実行委員会 校区 2泊3日 小5-小6 21 110 春日北公民館
青少年育成大和町民会議、子ども会、自治会、学校、PTA、
食改協、民生児童委員会、まちづくり協議会、公民館

富士公民館
支所
管内

2泊3日 小4-小6 19 38 富士公民館
青少年健全育成協議会、食改、自治会、民児協、ボランティ
アネットワーク協議会、子ども会、体協、ひなたぼっこ、農協女
性部、公民館

三瀬公民館 校区 2泊3日 小5-小6 17 23 三瀬公民館
老人クラブ、婦人会、食改、民児協、少年育成委員、ボラン
ティア連絡協議会、公民館、読み語りの会ほんほん

南川副公民館 校区 2泊3日 小4-小6 9 25 南川副公民館 まち協、食改協、公民館、青年団

西川副まちづくり協議会 校区 2泊3日 小4-小6 8 21 西川副公民館
まちづくり協議会　老人クラブ　食改協　自治会　民生委員
公民館

中川副公民館 校区 2泊3日 小3-小5 22 56 中川副公民館 まち協、食改協、中小ＰＴＡ、公民館

久保田通学合宿実行委員会 校区 2泊3日 小5-小6 15 30
久保田老人福
祉センター

小学校、小学部PTA、子どもクラブ、自治会長会、まち協、青
少協、JA女性部、児童委員、公民館

合計 24校区 463 1,760

【中止】

春日通学合宿実行委員会 校区 2泊3日 小4-小6 春日公民館
青少年育成大和町民会議、子ども会、自治会、学校、PTA、
食改協、民生児童委員会、まちづくり協議会、公民館

東与賀通学合宿実行委員会 校区 2泊3日 小4-小6
東与賀農村環
境改善セン
ター

食改協、少年育成委員、青少健、子どもクラブ育成会、小学
校PTA、民生委員、まちづくり協議会、消費者グループ、公民
館

合計 2校区

宿泊場所泊数
実施
単位

大雨警報発令の
ため開催中止

九州北部豪雨の
ため開催中止

平成２９年度　通学合宿等開催実施状況
参加者

主催構成団体（スタッフ）主催者
支援者数
（延べ）

【通学合宿の開催実績の推移】

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

公民館数 23 24 13 25 26 26 23 22 24 23 24

参加者数 474 506 230 525 557 510 491 471 424 458 463

※平成２１年度は、新型インフルエンザ流行のため、10館が実施を中止。


