
第2回青少年教育のあり方検討委員会資料２

基本事業 具体的事業 事業内容

H25予算額

（千円）

H２４実績

子ども・若者白書　該当項目

（佐賀市データ）

今後の方向性

１　市民総参加運動の推進

子どもや若者の健全育成を図るために「子どもへのまなざし運動」の取り組みを強化し、家庭、地域、企業等、学校等の連携を強め、全ての市民が子どもに関心を持つ社会の構築を目指す

子どもへのまなざし運動

　子どもを育む４つの場「家庭・地域・企業等・学校等」が一体となっ

て取り組めるよう、市民総参加の運動として展開する。

①「広める事業」全市的な周知・啓発

②「紹介する事業」活動の情報発信

③「ほめる事業」表彰、発表の場づくり

9,618

①「広める事業」

　・運動の説明会の実施　・啓発グッズの活用

　・参加企業７０３社

②「紹介する事業」活動の情報発信

　・市報特集号の発行（年４回）、ホームページ掲載

③「ほめる事業」表彰、発表の場づくり

第１章　子ども・若者の成育環境

第２章　第５節　キャリヤ教育への取組

第３章　子ども・若者の安全と問題行動

運動の周知・啓発の継続。

保護者への働きかけの強化。

他部局との連携の継続。

第二次佐賀市教育基本計画第二次佐賀市教育基本計画第二次佐賀市教育基本計画第二次佐賀市教育基本計画

基本目標

基本方針

施 策

市民としての責任と自覚を持ち、さがを創る個性と創造性に富む人づくり

教育・学習の横軸をつなぐ

５ 家庭・地域・企業等の教育力の向上

③「ほめる事業」表彰、発表の場づくり

③「ほめる事業」表彰、発表の場づくり

　・まなざしきらり賞の表彰　・取り組み実践発表

２　子ども・若者問題対策、非行対策の推進

子どもや若者の問題行動を対策として、少年非行防止活動や相談、巡回事業を強化するとともに、ニート、引きこもり等の子どもや若者に関する社会問題に対応するための取り組みを関係機関と連携して推進する

子ども・若者育成支援事業

「子ども・若者育成支援推進方」にともない社会生活を円滑に営む上で

困難を有する「子ども・若者」の健全育成を推進するために関係部署が

連携を図っていき、不登校、ニート、引きこもりに対する問題に取り組

む。

0 未実施

第２章　子ども・若者の社会生活

　　第１節　若者の労働

　　第２節　若者の就職・離職状況等と労働条件

　　第３節　子どもの貧困

　　第４節　若者無業者、ひきこもり、フリーター

            　　等の状況

　　第５節　キャリア教育への取組

体育館、調理室、研修室など施設を活用し、自信を

失った子どもや高校中退者を対象とした教室の実施が

できないか。

コミュニケーション能力、学習支援、就学体験

（市が場所や運営のための経費を負担し、指導、運営

をＮＰＯ等へ委託）

子ども・若者総合相談センター、子ども・若者支援地

域協議会の指定支援機関の事業を受託するＳＳＦへの

支援ができないか。

（アウトリーチの訪問スタッフ養成の支援など）

⇒ＳＳＦのスタッフ育成システムを支援することで、

佐賀市の支援を求める子ども・若者の増加に対応する

ことに加え、支援する側の優秀なスキルを持つ教育職

や医療職の人材を増やす。

少年補導巡回事業

○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の未然防止

　・少年センターに専任補導員３人を配置し、市街地のたまり場や大型

　店舗等を中心に、平日に巡回指導を実施

　・市内全域の２５小中学校区に少年育成委員１２９人を配置し、月４

　回、うち１回は夜間に、各校区の巡回指導を実施

○青少年に対する有害環境の浄化活動

　・コンビニエンスストア等を対象とした「地域環境点検活動」を実施
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○巡回指導回数（延人数）

　　・昼間：　　５０９回（２，１９７人）

　　・夜間：　　７３９回（３，５０７人）

　　・合計：１，２４８回（５，７０４人）

○地域環境点検活動

　　・参加者：１５１人（少年育成委員等）

　　・点検箇所数：２９０ヶ所（佐賀市全域）

　　・優良認定店数：２５１店

第１章　子ども・若者の成育環境

　第２節　子ども・若者の教育

　　３．学校に係る諸問題

第３章　子ども・若者の安全と問題行動

　第２節　犯罪や虐待による被害

　第４節　刑法犯少年

　第５節　問題行動

　　　（薬物乱用、非行、いじめ、家出、自殺等）

青少年のたまり場となりやすい施設等の巡回の拡充を

図る。

校区PTAや地域見守り活動団体との連携

子ども相談事業

　学校生活に関するいじめ、不登校、友人関係などの問題や心や体の悩

みなどを抱える少年及びその家族等の子ども・若者の悩みに対して、子

ども電話相談、子どもメール相談、面談相談などにより、専任補導員が

適切な指導、助言を行う。

－

○子ども相談件数：延７１件

　　・電話相談　：３４件

　　・メール相談：３７件

　　・面接相談　　：０件

第１章　子ども･若者の成育環境

　第２節　子ども・若者の教育

　　３．学校に係る諸問題

第２章　子ども･若者の社会生活

　第４節　若者無業者、ひきこもり、

　　　　　フリーター等の状況

第３章　子ども・若者の安全と問題行動

　第２節　犯罪や虐待による被害

　第４節　刑法犯少年

　第５節　問題行動

　　　（薬物乱用、非行、いじめ、家出、自殺等）

相談員のスキルアップ

⇒増加するメール相談へ問題なく適切な対応を行う。

NPOや市民団体の青少年相談事業実施団体との連携

強化

第１章　子ども･若者の成育環境 大会の実施方法の検討。

少年非行防止啓発事業

　青少年の非行防止と健全育成を図ることを目的として「佐賀市青少年

非行防止大会」を開催する。

　また、非行防止の啓発を図るために、非行防止啓発グッズ（ポケット

ティッシュ）を作成し、非行防止大会終了後に大型店舗や佐賀駅周辺で

配布する。
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青少年非行防止大会の開催

　・開催日時：平成２４年１１月１６日（金）

　・開催場所：メートプラザ佐賀

　・参加者数：４７４人

第１章　子ども･若者の成育環境

　第２節　子ども・若者の教育

　　３．学校に係る諸問題

第３章　子ども･若者の安全と問題行動

　第２節　犯罪や虐待による被害

　第４節　刑法犯少年

　第５節　問題行動

　　　（薬物乱用、非行、いじめ、家出、自殺等）

大会の実施方法の検討。



基本事業 具体的事業 事業内容

H25予算額

（千円）

H２４実績

子ども・若者白書　該当項目

（佐賀市データ）

今後の方向性

３　子ども・若者育成事業の推進

学校間、地域間の枠を超えた各種体験・交流活動を通して、子ども・若者の育成を推進する

青少年センター管理運営事業

　青少年に学習と憩いの場を与え、心身ともに健全な青少年を育成する

ことを目的として設置された「青少年センター」の管理運営を行う。

　１階には調理室、談話室、２階には研修室、音楽視聴覚室、和室、３

階には体育館があり、これらの研修室の貸館業務等を行っている。

　この他、青少年センター内には青少年課、少年センター、青少連事務

局、市子連事務局、適応指導教室くすの実が設置されている。

 ・青少年センター開館（受付）業務　３人　（嘱託職員）

 ・青少年課事業補助及び青少年関係団体の育成指導　１人（嘱託職員）

 ・青少年課及び青少年センター　一般経費

 ・施設、設備及び備品等の維持管理

16,827

平成２４年度青少年センター利用状況（延人数）

【団体】

　・登録数：青少年団体（１）、若者・青少年支援団体（４）、

　　障がい児支援団体（３）、薬物依存者支援団体（１）、

　　その他（３）、生涯学習（ｽﾎﾟｰﾂ、文化）（３９）

　　合計　５１団体

  ・青少年：　８，３０２人、　・大人　：１９，４４７人

【個人】

　・青少年：　８，１８６人

　　小中学生（5,103）、高校生（1,603）、大学生

（623）、青年（973）

　・大人　：　１，５０９人

【団体・個人の合計】

　・青少年：１６，４８８人

　　小中学生（10,609）、高校生（3,869）、大学生

（978）、青年（1,032）

第１章　子ども・若者の成育環境

　第２節　子ども・若者の教育

　   ３．学校に係る諸問題

　第３節　子ども・若者の体験活動

　   ２．子ども・若者の体験活動の機会の提供

第２章　子ども・若者の社会生活

　第４節　若者無業者、ひきこもり、

　　　　　フリーター等の状況

第３章　子ども・若者の安全と問題行動

　第２節　犯罪や虐待による被害

　第５節　問題行動

　　　（薬物乱用、非行、いじめ、家出、自殺等）

青少年の施設利用に特化し、生涯学習として利用する

大人の利用者からの使用料徴収の検討。

NPOやボランティア組織が行う青少年相談業務に対

する活用促進及び連携協力を図る。

施設、事業の情報発信の強化。

（978）、青年（1,032）

　・大人　：２０，９５６人

　・合計　：３７，４４４人

　　＊青年・・・２０歳以上の人（小・中学生、高校生、大学生等を除

く）

博愛精神育成事業

　川副地区の青少年健全育成などを目的とした博愛精神育成事業に取り

組む佐野常民顕彰会に対して補助金を交付する。

　【博愛精神育成事業の内容】

　　・日本赤十字社の見学及び体験学習

　　・日赤佐賀県支部主催宿泊訓練への参加

1,415

補助金額：１，２８４，５８６円

【博愛精神育成事業の実績】

　○佐野常民の足跡をたどる

　　・日本赤十字社本社の見学等

　　・関東地区JRC加盟校との交流会

　　・事前、事後研修会及び研修発表

　　・参加者：20人（小学生12人、中学生4人、引率者4人）

　○赤十字活動養成宿泊訓練

　　・日本赤十字社佐賀県支部主催宿泊訓練への参加

　　・参加者：17人（小学生13人、中学生4人）

第１章　子ども・若者成育環境

　第３節　子ども・若者の体験活動

　　２．子ども・若者の体験活動の機会の提供

（川副地区を担う青少年の心を育むとともに、リー

ダーとなる青少年の健全育成を目的として、川副地区

ふるさと創生基金を活用した事業）

　大人としての自覚を持ち、地域社会や国際社会に羽ばたき、社会人と

して自立する新成人の門出を祝福するとともに、これからの社会を担っ

○開催日：平成２５年１月１３日（日）

○会場：佐賀市民会館他７会場

○対象者数：２，５０４人

　　　　　　（平成24年10月末現在の住基登録者数）

○参加者数：１，９４４人（８会場）

第２章　子ども・若者の社会生活

　　　第１節～第５節

成人式に参加する成人を増やす。

佐賀市会場が佐賀市民会館から佐賀市文化会館に変更

するため、式典の内容の検討が必要。

成人式開催事業

して自立する新成人の門出を祝福するとともに、これからの社会を担っ

ていく若者を激励することを目的として、毎年、成人の日の前日の日曜

日に、市内８会場で成人式を開催する。

4,733

○参加者数：１，９４４人（８会場）

　　　　　佐賀：1,270人、諸富：99人、大和：181人、

　　　　　富士：41人、三瀬：9人、川副：159人、

　　　　　東与賀：78人、久保田：107人

○参加率：７７．6％

小学生、親子向け

短期講座開催事業

　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して、卓球

教室を開催している。

　・開催回数：２期／年（１期６回、計１２回。土曜日午前中に開催）

　・募集定員：各期１６名程度

　・開催場所：青少年センター体育館

156

○開催期：２期開催（１０～１１月、１～２月）

○開催回数：計１２回（第１期／６回、第２期／６回）

○参加者数：計３４人（第１期／１６人、第２期／１８人）

第１章　子ども・若者の成育環境

　第３節　子ども・若者の体験活動

　　２．子ども・若者の体験活動の機会の提供

第2章　子ども・若者の社会生活

　第3節　子どもの貧困

　第4節　若年無業者、ひきこもり、フリ－ター等

　　　　   の状況

親子で参加できる、ものづくりやスポーツなどの、ふ

れあいを強調した事業とする。

事業内容の検討。

卓球教室のような場（体育館）と講師（指導者）を用

意した短期講座の実施。

（音楽室を使ったギター教室、調理室を使ったお菓子

づくり教室など）

⇒スポーツ、芸術を通した教室を提供することで、子

ども・若者の健やかな成長に加え、問題を抱える子ど

も・若者の増加を抑える。

子どもふれあい体験キャンプ

　子どもに自然体験を通して、協調性や思いやりの心などを育はぐくむ

ことを目的として、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！」を開催する。

　・キャンプ内容 ：レクリエーション、野外炊飯、キャンプファイ

450

○開催日：平成２４年５月１２日(土)～５月１３日(日)

　　　　　　　【１泊２日】

○開催場所：佐賀県北山少年自然の家

○参加者数：１０１人（応募者数：１４８人）

第１章　子ども・若者の成育環境

　第３節　子ども・若者の体験活動

　　２．子ども・若者の体験活動の機会の提供

第2章　子ども・若者の社会生活

　第3節　子どもの貧困

民間等が提供する体験学習との住み分け。

参加希望者の誰もが参加できる内容。

事業の拡充を図る。

⇒自然体験を経験する機会を提供することで、子ど

も・若者の健やかな成長に加え、問題を抱える子ど

も・若者の増加を抑える。

　・キャンプ内容 ：レクリエーション、野外炊飯、キャンプファイ

ヤー、オリエンテーリング等

　・参加負担金　：２，５００円／人

　・業務委託先：佐賀県キャンプ協会

○参加者数：１０１人（応募者数：１４８人） 　第3節　子どもの貧困

　第4節　若年無業者、ひきこもり、フリ－ター等

　　　　　の状況

も・若者の増加を抑える。

海と山の体験交流事業

山間部と沿岸部の子どもたち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

やりの心を育はぐくむことを目的として、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：諸富で潮干狩りを実施

　・夏：三瀬でキャンプを実施
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○海の事業

　・開催日：平成２４年６月３日（日）

　・内容：自然環境学習、潮干狩りほか

　・参加者：小学生81人、大人48人

○山の事業

　・開催日：平成２４年８月３日(土)～８月４日(日）

　　　　　　【１泊２日】

　・内容： 自然環境学習、キャンプファイヤーなど

　・参加者：小学生33人、中学生6人、大人16人

第１章　子ども・若者の成育環境

　第３節　子ども・若者の体験活動

　　２．子ども・若者の体験活動の機会の提供

子どもふれあい体験キャンプや小学生、親子向け短期

講座の拡充を図る。

青少年教育のあり方策定事業

子ども・若者の状況を把握し、支援を必要としている子ども・若者に対

して、具体的事業の検討を行うために「青少年教育のあり方検討委員

会」を設置する。

　・平成２５年４月～９月まで、毎月１回、計５回の委員会を開催

　・９月　第５回委員会で答申
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○青少年教育のあり方に関する検討小委員会（勉強会）を開催

　　期間：平成２４年８月～平成２５年３月　　７回開催

　　委員：佐賀市社会教育委員　４名

佐賀市版子ども・若者白書全般 ９月の答申を受け、平成２６年度青少年教育事業に反

映させる。



基本事業 具体的事業 事業内容

H25予算額

（千円）

H２４実績

子ども・若者白書　該当項目

（佐賀市データ）

今後の方向性

４　家庭教育への支援の充実

家庭での教育をサポートするために、関係機関と連携し、家庭の教育力の向上を支援。

家庭教育講座開催事業

家庭でするべきしつけ等の家庭教育に関心を持ってもらい、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。

　◇　新入学説明会を活用した家庭教育講座

　　　　市内小中学校における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。

　◇　各出張所教育課での家庭教育講座（※三瀬、川副除く）

　　　　各出張所地域において、家庭教育講座を開催。

1,218

○新入学説明会を活用した家庭教育講座

　　・開催場所：市内小学校３５校、中学校１９校

　　・参加者数：保護者　３，６８３人

○各出張所での家庭教育講座

　　・実施回数：１９回

　　　　　　諸富（4回）、大和（6回）、富士（4回）、

　　　　　　東与賀（3回）、久保田（2回）

　　・参加者数：１，８４４人

第１章　子ども･若者の成育環境

　第１節　子ども・若者の近年の状況

　　３．子ども・若者の発育

第2章　子ども・若者の社会生活

　第4節　若年無業者・ひきこもり、フリーター等の

               状況

第３章　子ども・若者の安全と問題行動

　第１節　子ども・若者の安全

　第２節　犯罪や虐待による被害

　第３節　インターネット等の有害環境

新入学説明会時の講座に一本化。

アンケートから保護者の希望する聴講テーマを、講師

へフィードバックする。

小学校と中学校の講師及び講座内容を分けて検討す

る。

小学校は、基本的生活習慣、中学校は、情報モラル教

育、いのちの教育等。

５　地域ぐるみでの教育活動の推進

子どもたちにさまざまな体験活動の機会を提供するなど、地域全体での協同による子育て風土の醸成に努める。

第１章　子ども・若者の成育環境

　第３節　子ども・若者の体験活動

学校への地域教育コーディネーター配置期間は、２～

３年間であるため、コーディネーター配置終了後の地

学校地域連携支援

地域教育コーディネーターを４校（城東中、昭栄中、大和中、兵庫小）

に配置し、地域に根付いた教育活動を推進する体制づくりを行い、学校

（児童・生徒）と地域が連携して行う活動を支援する。

市民総参加子ど

も育成事業経費

に含む

○平成２４年度地域教育コーディネーター配置校

　・城東中学校　　平成２４年度～

　・大和中学校　　平成２４年度～

　・思斉館中学部　平成２２、２３、２４年度

　・兵庫小学校　　平成２４年度～

　　２．子ども・若者の体験活動の機会の提供

第２章　子ども・若者の社会生活

　第５節　キャリア教育への取組

　　１．職場体験、インターンシップ等の実施状況

域連携体制の確立が必須である。

地域子ども教室推進事業

地域の大人が自主的かつ主体的に、週末や放課後に、学校や公民館を活

用して、子どもの安全な居場所を提供し、子どもたちの様々な体験活動

や、子どもたちと地域住民の交流活動を企画運営する団体に対して補助

金を交付する。

800

補助金額：６８８，８００円

　　　　（7校区、総開催回数：164回）

・開成校区　　 117,600円   ・嘉瀬校区      92,400円

・北川副校区  109.200円   ・新栄校区     126,000円

・日新校区     100,800円   ・兵庫校区      58,800円

・若楠校区      84,000円

　＊１回当たりの補助金額　4,200 円

第１章　子ども・若者の成育環境

　第３節　子ども・若者の体験活動

　　２．子ども・若者の体験活動の機会の提供

７団体の継続支援

新規取組団体（コミュニティ協議会モデル校区）の開

拓

補助金額：３，３３３，０００円（４団体）

第１章　子ども・若者の成育環境

　第３節　子ども・若者の体験活動

　　２．子ども・若者の体験活動の機会の提供

本来は交付基準を設け関係団体への補助を行うべきだ

が、現状においては難しい。まずは補助額に対して過

大な繰越額の計上や、他の補助金との重複とならない

社会教育助成補助事業

(青少年育成団体助成補助経費）

社会教育の振興を図るため、社会教育に関する事業を実施する青少年健

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。

3,232

補助金額：３，３３３，０００円（４団体）

　・佐賀市子ども会連絡協議会　　　 1,444,000円

　・佐賀市スカウト運動推進連絡会議       92,000円

　・佐賀市青少年健全育成連合会 　    1,664,000円

　・佐賀子ども劇場  　　　　    　　   133,000円

　　２．子ども・若者の体験活動の機会の提供 大な繰越額の計上や、他の補助金との重複とならない

よう注意する。


