
青少年課事業 参考資料②

事業
開始
年度 (うち一般） (職員分) (嘱託員分)

①①①①子子子子どもふどもふどもふどもふ
れあいれあいれあいれあい体験体験体験体験
キャンプキャンプキャンプキャンプ

子どもに自然体験・野外体験の機会を提供するとともに、協調
性や思いやりの心などを育むことを目的として、佐賀市内の小
学校に在籍する４年生から６年生を対象に、佐賀県北山少年自
然の家で１泊２日の「友だち１００人できるかなキャンプ！」
を開催。定員を超える数の応募があっており、抽選で参加者を
決定している。異学校・異学年での班を作り、その班単位で野
外体験活動等を行う。活動内容は、野外炊飯、キャンプファイ
ヤー（※雨天の場合は室内でのレクレーション）、オリエン
テーリングなどで、その全体的な指導・進行は、佐賀県キャン
プ協会へ委託している。

平成
１４
年度

2,436 255 255 2,181 2,120 61

社会教育法により、体験活動の機会を提供する事業の実施
が求められていることもあり、今後も継続してこの事業を
実施していく。合併及び応募者の増加傾向を考慮し、１８
年度以降は、子どものみの参加とし、定員も１０１名に増
員をしたが、定員の約２倍前後の応募があり、参加した子
どもたちのアンケートでは、満足の声や来年度も参加を希
望する声が多いことから、子どもたちのニーズに合った事
業である。今後もこの事業は、体験活動のメニューを検討
しながら継続していく。ただし、業務委託費については、
若干増大するが適正価格にしていく必要がある。

②②②②海海海海とととと山山山山のののの
体験交流事体験交流事体験交流事体験交流事
業業業業

山間部と沿岸部の子ども達が自然体験交流を通して、自然の大
切さを学び、また共同での活動を通して豊かな人間性、自主
性、協調性、思いやりの心を育むことを目的として、気候、風
土、環境、人情もそれぞれ異なる三瀬、富士、諸富の小学生を
対象に、子ども会の協力を得て春と夏にそれぞれ交流事業を実
施する。春は諸富で潮干狩りを、夏は三瀬でキャンプを実施す
る。

平成
１８
年度

4,391 223 223 4,168 4,168 0

平成１７年度合併当時の山間部と沿岸部児童の交流事業の
必要性も低下し、体験や市内児童の交流といった面では
「友だち１００人できるかなキャンプ」もある。また、
「参加対象者が富士・三瀬・諸富の３校区の児童に限定し
ている」などの課題があり、その課題改善も難しいことか
ら、平成２５年度をもって「廃止」する。

③③③③小小小小・・・・中学中学中学中学
生生生生、、、、親子向親子向親子向親子向
けけけけ短期講座短期講座短期講座短期講座

子どもたちが、スポーツを通じて他人への思いやりや優しさ、
協調性を学び、心身ともに健全な青少年へと成長することを目
的とする。青少年センターの設備を活用し、卓球教室を開催し
ている。年間全２期開催（１期６回、毎週土曜日午前中開
催）。各期受講者１６名程度を募集。

平成
９

年度
2,434 183 183 2,251 2,190 61

今後は、募集時に、保護者も任意参加できることを周知
し、更なる「親子ふれあいの場」としても、この事業を推
進していく。また、この卓球教室参加者及び保護者には、
継続的な青少年センター利用へ結びつくように施設利用の
案内等を行う。

④④④④青少年青少年青少年青少年セセセセ
ンターンターンターンター管理管理管理管理
運営事業運営事業運営事業運営事業

昭和４７年７月１日に青年の家として設立、平成１５年４月１
日に青少年センターと名称変更。青少年の健全育成を目指す青
少年の居場所的な施設である青少年センターの管理運営事業。
１階：調理室、談話室　２階：１号研修室、２号研修室、３号
研修室、音楽視聴覚室、和室　３階：体育館　これらの研修室
の貸館業務を行っている。

昭和
４７
年度

33,371 23,765 23,386 9,606 3,956 5,650

利用者の増加は微増傾向のため、更なる利用促進のために
も学校外での居場所を求める児童・生徒に気持ちよく利用
してもらえる施設を目指して整備していく必要がある。ま
た、平成２２年４月に「子ども・若者育成支援推進法」が
施行され、引きこもりや若年無業者など様々な困難を有す
る「子ども・若者」たちを支援していくこととなってい
る。このような現状に対応できるよう青少年行政のあり方
を検討する中で、施設の利活用を考えていく必要がある。

⑤⑤⑤⑤佐賀市成佐賀市成佐賀市成佐賀市成
人式人式人式人式

佐賀市成人式は、その年度に二十歳を迎える方を対象に、毎年
１月、成人の日の前日の日曜日に開催している。平成２３年度
は旧市町村ごとの８会場で開催。

昭和
４０
年

以前

26,701 4,430 4,430 22,271 21,831 440

成人式は、当面、旧市町村単位の８会場での分散開催とし
ているが、今後も引き続き統一開催に向けて関係各位と協
議を重ねていく必要があり、その時期や方法を決定してい
くことが課題である。その準備として、２３年度は各会場
担当課との共通認識を図った。また、参加率がほぼ横ばい
状態であるため、成人式の意義を周知し式典への参加を促
していく必要もある。

⑥⑥⑥⑥少年補導少年補導少年補導少年補導
巡回事業巡回事業巡回事業巡回事業

少年センターに専任補導員を配置し、市街地のたまり場や大型
店舗等を中心とした巡回指導を毎日実施するとともに、市内全
域に少年育成委員（１２９名）を委嘱し、月４回（昼間又は、
夜間）に２６校区地区毎の巡回指導を実施し、問題少年の早期
発見、早期指導を行い青少年の非行や犯罪を未然に防止する。

昭和
４０
年

以前

20,225 9,197 9,197 11,028 6,005 5,023

　小・中、高校生活指導部会や関係機関等とより一層の連
携を図りながら事業を推進する。また、地域の関係団体や
市民団体と協力しながら継続的指導を行い、非行や事故の
防止を図っていきたい。

事務事業名 今後の改革案人件費事業費
平成２３年度総事業費（千円）

概要
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⑦⑦⑦⑦少年非行少年非行少年非行少年非行
防止啓発事防止啓発事防止啓発事防止啓発事
業業業業

子ども・若者育成支援強調月間に併せて「地域の子どもは、地
域で守り育てよう！」をスローガンに、青少年の健全育成に理
解と認識を深め、関係機関、団体等が協力、連携して青少年の
非行防止と健全育成を図ることを目的とし、佐賀市青少年非行
防止大会を開催する。また、非行防止啓発グッズ（ティッシュ
型）を作成し、少年育成委員及び関係団体等と連携して、本大
会終了後に大型店舗等で配布するとともに、あらゆる機会を捉
えて配布を行い、非行防止の啓発推進を図る。

平成
元

年度
9,392 264 264 9,128 6,500 2,628

市民総参加での青少年を取り巻く様々な問題の解決を目指
し、地域における健全育成と非行防止に繋げるため、全参
加者が大会で採択したスローガンへの理解を更に深めるこ
とができる充実した大会となるよう工夫する。

⑧⑧⑧⑧家庭教育家庭教育家庭教育家庭教育
講座開催事講座開催事講座開催事講座開催事
業業業業

より多くの保護者に、家庭でするべきしつけ等の家庭教育に関
心をもってもらい、市全体での家庭教育力の向上を図ることを
目的として実施する。
①「新入学説明会を活用した家庭教育講座」：市立小中学校
（附属含む）においての新入学説明会の際に講師を派遣し、家
庭教育講座を開催する。
②「各出張所教育課での家庭教育講座」：各出張所地域におい
て、合併以前から実施している家庭教育講座を開催する。

平成
１６
年度

10,676 1,119 1,119 9,557 9,396 161

市立全小中学校（附属含）で家庭教育講座を実施すること
によって、市内の家庭教育力向上に寄与している。しか
し、一部出張所で実施されている家庭教育講座について
は、その校区の保護者にとっては機会が増加することは良
いことであるが、コストを増大させずに公平性を保つとい
う観点からは改善を検討する必要がある。

⑨⑨⑨⑨地域子地域子地域子地域子どどどど
もももも教室推進教室推進教室推進教室推進
事業事業事業事業

小学校区単位で、地域の大人が実施協議会を設置。心豊かでた
くましい子どもを地域、社会全体で育むことを目的とし、主に
学校や公民館にて、週末や放課後に、子どもたちが体験できる
活動や、子どもたちと地域住民との交流活動を企画運営。子ど
もの安全・安心な居場所（遊び場）を整備する目的もあり、子
どもへのまなざし運動の地域における取り組みの一つとして推
進している。各協議会の取り組みに応じ、予算の範囲内で事業
費に対し補助金を交付する。（平成１６年度から１８年度まで
は文部科学省委託事業として実施した。平成１９年度から２４
年度までは市単独補助事業として実施する。）

平成
１６
年度

4,938 840 840 4,098 4,098 0

ここ数年、実施校区を増加させることを目標に事業を推進
してきたが、実際に増加させることはできなかったことか
ら、新規実施校区用予算枠の削減を検討する必要がある。
また、現時点では、平成２４年度までの事業継続を決定し
ているが、それ以降の事業継続については未定であること
から、今後は、実施校区の自立した運営・継続的な活動等
に対する指導・助言が更に必要となる。しかしながら、こ
の取り組みは、子どもへのまなざし運動の地域での代表的
な取り組みとして支援してきたことや、今後も子どもへの
まなざし運動の推進を図っていく状況に鑑み、引き続き実
施校区への支援は継続すべきと考える。

⑩⑩⑩⑩博愛精神博愛精神博愛精神博愛精神
育成事業育成事業育成事業育成事業

・佐賀の七賢人の一人である佐野常民が創設した日本赤十字社
等の縁地・足跡の見学や研修、体験学習を通して、常民が提唱
した「博愛精神」を養い、学校や地域のリーダーとして活動す
る青少年の健全育成を図る。
・佐野常民に造詣があり、博愛精神推進事業に積極的に取り組
んでいる佐野常民顕彰会に補助金を交付。
・川副地区内小・中学生を対象に日本赤十字社本社、日本美術
協会等の見学研修、佐野常民墓前の清掃活動、日本赤十字社の
活動養成宿泊訓練参加（２泊３日）を実施。

平成
２１
年度

2,509 1,285 0 1,224 1,060 164

地域特色を活かした青少年健全育成のための地域審議会発
案事業であり、現状を維持する。今後の継続を含め、より
効果的な事業内容について、地域審議会の中で議論してい
く。

⑪⑪⑪⑪社会教育社会教育社会教育社会教育
助成補助事助成補助事助成補助事助成補助事
業業業業

社会教育は学校教育と同様に重要な教育であり、その社会教育
分野の振興を図るため、青少年健全育成に関する事業を実施す
る社会教育団体に対して補助金を交付する。

昭和
４８
年度

4,356 3,367 3,367 989 989 0

行政だけでは出来ない青少年に関する社会教育分野におい
て、補助金交付団体が果たしている役割や重要性は大き
い。毎年度、事業目的以外の活動等がないか、各団体の活
動内容等を確認している。将来的には、完全に自立した組
織運営に向けた支援・助言等を今後も引き続き行う。
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