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はじめに 

 

佐賀市青少年教育のあり方検討委員会は、平成25年4月25日、佐賀市教育委員

会教育長から「佐賀市における青少年教育のあり方」について諮問を受け、青

少年教育施設などの先進地視察を行いながら、5回にわたる協議を重ねました。 

検討委員会では、まずはじめに、佐賀市版子ども・若者白書などを基に佐賀

市の青少年の現状把握に努め、そこから見えてきた問題・課題等について意見

を交わしました。 

このような基本的な部分を踏まえたうえで、今の佐賀市の青少年が必要とし

ていること、これからの佐賀市の青少年教育の方向性などについて議論を重ね

る一方で、今後の青少年センターのあり方についても検討を行いました。 

佐賀市におかれましては、この答申を基にさまざまな青少年が抱える問題・

課題に対応するために、市民総参加で取り組む「子どもへのまなざし運動」を

推進しながら、これからの佐賀市を担う青少年のための施策を展開し、「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」の実現

に向けて力強く前進していかれることを期待します。 
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１ 佐賀市における青少年教育のあり方検討の背景と趣旨 

近年、有害情報の氾濫など青少年をめぐる環境は悪化し、ニート、ひきこも

り、不登校などの青少年の抱える問題は深刻化しています。さらには、従来の

個別分野における縦割り的な対応の限界といった現状があります。 

佐賀市では、このように青少年に係る社会情勢が急速に変化する中、時代変

化に応じた青少年教育施策が求められています。 

また、これまで佐賀市の青少年教育の拠点であった「佐賀市青少年センター

（以下、「青少年センター」という）」は、建築後約 40 年が経過し、施設の老

朽化や耐震問題等によりそのあり方を検討する時期にきておりました。 

このようなことから、佐賀市では、青少年センターのあり方の検討を含めて、

「これからの佐賀市における青少年教育のあり方」について検討を行う必要が

ありました。 

    

２２２２    佐賀市版子佐賀市版子佐賀市版子佐賀市版子ども・ども・ども・ども・若者白書若者白書若者白書若者白書等等等等からからからから見見見見えたえたえたえた問題問題問題問題等等等等    

  佐賀市版子ども・若者白書などを基に、佐賀市の青少年を含めた昨今の青

少年の現状を把握していく中から見えてきた青少年が有する主な問題・課題

は次のようなものでした。 

 

（（（（１１１１））））子子子子ども・ども・ども・ども・若者若者若者若者のののの成育環境成育環境成育環境成育環境    

① 子ども・若者の発育 

［子ども・若者の食育］ 

佐賀市の小学 5 年生の朝食の食事形態は、平成 16 年度と平成 22 年度

を比較すると、最も多い「家族の中の誰かと朝食をとる児童」が 12.1 ポ

イント減少し 57.6％となっている。「家族全員で朝食をとる児童」が 5.1

ポイント増加する一方、「一人で朝食をとる児童」も 6.5 ポイント増加し

ています。 

② 学校に係る諸問題 

［いじめの状況］ 

平成 23 年度の佐賀県の公立小・中・高等学校におけるいじめの認知件

数は、小学校 7 件、中学校 20 件、高等学校 28 件の合計 55 件と前年度と

比較して 7 件の増加となっており、依然として学校にいじめが存在して

います。 

また、いじめ認知件数に占めるパソコンや携帯電話を使ったいじめの

割合が 4.3％増加しています。 

［不登校］ 
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平成 23 年度、佐賀市の公立小・中学校における不登校児童生徒数は、

小学校 28 人、中学校 179 人の合計 207 人で、佐賀市の全児童生徒数に占

める不登校児童生徒数の割合は、小学校 0.21％、中学校 2.96％となって

おり、依然として不登校児童生徒が存在しています。 

また、平成 23 年度の不登校となったきっかけの状況は、国・県と比べ

て佐賀市は家庭に係る状況の割合が高くなっています。 

［高等学校中途退学者］ 

平成 23 年度の佐賀県の県立高校の中途退学者数は 246 人と微増し、こ

れらの多くは佐賀市内に滞留していると考えられますが、学校教育の指

導・支援の範囲から外れてしまったこれらの中途退学者への支援等があ

っていません。 

 

（（（（２２２２））））子子子子ども・ども・ども・ども・若者若者若者若者のののの社会生活社会生活社会生活社会生活        

① 若者の就職・離職状況等と労働条件 

［離職状況］ 

佐賀県の離職者全体に占める若者労働者の割合は 33.2％、パートタイ

ム労働者に限ってみるとその割合は 40.0％と高い割合となっています。 

また、就職後 1 年間の離職率は、平成 23 年 3 月卒業者の場合、中学校

卒業者で 55.6％、高等学校卒業者で 23.0％となっており、中学校卒業者

及び高等学校卒業者のいずれも就職後 1 年目に離職する者の割合が高く

なっています。 

② 子どもの貧困 

［母子家庭の増加］ 

平成 22 年を 15 年前と比較すると、母子世帯は約 1.3 倍増加し、経済的

な困難を抱え、その家庭の子どもが進学できずに自分たちの進路について

も希望の段階で格差ができています。 

③ 若年無業者、ひきこもり、フリーター等の状況 

［フリーター、若年無業者の状況］ 

平成 19 年の 15～34 歳までの 5 歳毎の年齢階層では、同じ年齢階層に

占めるフリーターの割合は、男女とも15～19歳が最も高くなっています。 

また、「就業を希望していない」若年無業者がその理由として挙げて

いるのは、「病気・けがのため」が 33.3％と最も高く、「その他」を除

くと、次いで「特に理由はない」となっており、３番目には全国が「学

校以外で進学や資格取得などの勉強をしている」となっているのに対し、

佐賀県では「仕事をする自信がない」となっています。 

［ひきこもりの状況］ 
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ひきこもりのきっかけは、仕事や就職に関するものが多く、現在の状 

況について関係機関へ相談したいと思わないものが 66.1％と最も多く、

相談を避ける傾向があります。 

そして、佐賀県子ども・若者総合相談センターの相談件数は 5,176 件 

と前年の 1.58 倍、地域別では利用者の 43％が佐賀市となっている。さが

若者サポートステーションの相談件数も上昇の傾向にあり、平成 23 年度

の相談件数は 10,621 件、平成 19年度の約 1.5倍の件数となっています。 

また、アウトリーチの対象者は困難の度合いが高く、複雑かつ深刻な

背景を抱えるケースが多いが、さが若者サポートステーション利用者の

約４割がアウトリーチの対象者となっています。 

 

（（（（３３３３））））子子子子ども・ども・ども・ども・若者若者若者若者のののの安全安全安全安全とととと問題行動問題行動問題行動問題行動        

① 犯罪や虐待による被害 

［犯罪被害の状況］ 

平成 23 年中に少年（20 歳未満）が被害者となった刑法犯の認知件数は、

学職別に見ると高校生が一番多く11件で 40.7％、次いで中学生が22.2％、

無職少年が 18.5％となっています。 

［児童虐待の状況］ 

児童虐待に関する相談対応の件数は、年々増加していましたが、平成

23 年度は 127 件で、前年度比 9.28％減少しており、児童相談所とは別に

佐賀市にも 14 件の相談があり、前年度比 77.4％減少しています。 

また、虐待の内容では、平成 23 年度は身体的虐待が 40.2％と最も多く、

次いでネグレクトが 36.2％、以下、心理的虐待、性的虐待の順となって

います。佐賀市においては、ネグレクトが 71.4％と高い割合になってい

ます。 

② 刑法犯少年 

［刑法犯少年］ 

刑法犯少年を年齢別に見ると、中学校から高等学校への移行年齢でも 

ある 15 歳が最も多く、次いで 16 歳、14 歳の順となっており、14 歳から

16 歳までの年齢層で刑法犯少年全体の 69.6％を占めています。佐賀市で

は、15 歳、16 歳がそれぞれ 47 人と最も多く、次いで 14 歳（37 人）とな

っています。 

また、刑法犯少年、触法少年の県内における佐賀市の割合は、平成 23

年で 32.0％と高い割合となっています。 

    

３３３３    青少年青少年青少年青少年がががが有有有有するするするする問題問題問題問題等等等等へのへのへのへの佐賀市佐賀市佐賀市佐賀市のののの対応状況対応状況対応状況対応状況とととと課題課題課題課題    
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佐賀市版子ども・若者白書などから見えた青少年が有する問題等に対して、

佐賀市では、第二次佐賀市教育基本計画の中に掲げられた事業計画のもと、

青少年の成育環境に係る部分では、「発育・いじめ・不登校」などの問題、

青少年の社会生活に係る部分では、「子どもの貧困」などの問題、青少年の

安全と問題行動の部分では、「犯罪や虐待による被害・問題行動」などの問

題等については、ある一定の対応はされているところです。 

一方、青少年の成育環境に係る部分では、「高等学校中途退学者」などの

問題、青少年の社会生活に係る部分では、「若者の労働・就職・離職、若年

無業者・ひきこもり・フリーター」などの問題への対応が不十分と思われま

す。 

今後は、それらの問題等にも配慮した対応が課題であると考えます。 

 

４４４４    これからのこれからのこれからのこれからの青少年教育施策青少年教育施策青少年教育施策青少年教育施策にににに必要必要必要必要な３つのな３つのな３つのな３つの基本方針基本方針基本方針基本方針 

  これからの佐賀市における青少年教育施策の方向性については、佐賀市版

子ども・若者白書などから見えた青少年が有する問題等に対応していくため

に、既存事業の廃止も含めた見直しを行い、これまで対応できていなかった

部分については、必要な人的配置も含めて新規事業の創設等の検討を行い、

佐賀市の雇用、福祉、教育、保険・医療などの関係各課が横断的な連携体制

を構築していく必要があると考えます。 

そこで、未来の佐賀市を担う青少年を市民総参加で健やかに育むために必要

と考える“３つの基本方針”を提案します。 

なお、青少年は、学童期の小学生から思春期の１８歳までと、青年期のおお

むね３０歳未満までと考えますが、支援の対象とする青少年は近年の不安定雇

用、フリーターなど様々な問題を踏まえ、３４歳以下の個人まで含めるべきと

考えます。 

 

（（（（１１１１））））    青少年青少年青少年青少年のののの健健健健やかなやかなやかなやかな成長成長成長成長をををを支援支援支援支援        

   青少年の基本的生活習慣形成のための取組及びコミュニケーション能力

や規範意識等を育むための取組を推進し、そして、さまざまな体験活動や

交流活動などの多様な活動機会を提供する取組などを推進することにより、

青少年の健やかな成長を支援していくことが必要です。 

 

  ◇◇◇◇    基本的生活習慣基本的生活習慣基本的生活習慣基本的生活習慣のののの形成形成形成形成    

    青少年が心身ともに健康に育つための生活基盤となる基本的生活習慣

の形成については、家庭での食事や規則正しい生活など、日ごろからの家

庭における教育が大切です。 
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しかしながら、最近の青少年を見ると、「よく体を動かし、よく食べ、よ

く眠る」という成長期の青少年にとって当たり前で、必要不可欠な基本的

な生活習慣が大きく乱れています。こうした生活習慣の乱れが、学習意欲

や体力、気力の低下の要因の一つとして指摘されています。 

このため、全ての家庭に対して家庭教育の重要性を啓発し、家庭での基

本的生活習慣を形成していくための支援を行っていくことが必要です。 

 

  ◇◇◇◇    多様多様多様多様なななな活動機会活動機会活動機会活動機会のののの提供提供提供提供    

青少年にとって、集団で活動することや自分の力で物事に取り組むこと

は、規範意識を持った豊かな人間性や他人を思いやる社会性を確立させ、

自ら学び、自ら考える力などの生きる力を育み、健やかな成長に大きく寄

与するものです。 

しかしながら、近年、人間関係をうまく作れない、あるいは、集団生活

に適応できない青少年の増加や、陰湿ないじめ問題にみられる青少年の規

範意識の低下など、青少年に関する多くの問題が指摘されています。 

このような問題に対応し、青少年の健やかな成長を支援するためには、

自然体験活動やスポーツ体験活動などの多様な活動機会の提供が重要であ

ると考えます。 

 

  ◇◇◇◇    ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動などのなどのなどのなどの社会参加活動社会参加活動社会参加活動社会参加活動のののの推進推進推進推進    

社会性のある青少年が育成されるためは、青少年自身が地域社会の一員

としての自覚を持つことが重要です。 

青少年が地域の大人などと一緒に地域行事やボランティア活動などの社

会参加活動を行うために、地域において、青少年の社会参加活動の取組を

推進する必要があります。 

 

（（（（２２２２））））    困難困難困難困難をををを有有有有するするするする青少年青少年青少年青少年のののの支援支援支援支援        

近年、ニート、ひきこもり、不登校などの青少年が有する困難は深刻化

しており、そのような困難を有する青少年に対して支援を行っていくこと

が必要です。 

また、非行や犯罪に陥った青少年については、立ち直り支援などを行っ

ている機関等と連携を図る必要があります。 

 

◇◇◇◇    ニートニートニートニート、、、、ひきこもりひきこもりひきこもりひきこもり、、、、不登校不登校不登校不登校などのなどのなどのなどの困難困難困難困難をををを有有有有するするするする青少年青少年青少年青少年へのへのへのへの支援支援支援支援    

ニート、ひきこもり、不登校など青少年の抱える問題や課題は依然とし

て深刻な状況にあります。それらの困難を有する青少年とその家族など対
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して、個々の困難等に応じたきめ細やかな支援を行っていく必要がありま

す。 

また、昨今の青少年の抱える問題や課題は、さまざまな要因が重なり合

っている場合も多く、そのような問題などに適切に対応していくためには、

これまでの個別分野における対応だけでは限界がありますので、各関係機

関との連携を推進し、それら青少年のための支援体制を整備していく必要

があると考えます。 

   

  ◇◇◇◇    非行非行非行非行やややや犯罪犯罪犯罪犯罪にににに陥陥陥陥ったったったった青少年等青少年等青少年等青少年等のののの支援支援支援支援    

近年、情報化の急速な進展や深夜営業の店舗の増加などにより青少年を

取り巻く環境が変化し、青少年が非行や犯罪に陥りやすい社会環境があり

ます。 

このため、青少年が非行等に陥らないための予防的指導、そして、地域 

大人たちによるあいさつ運動といった青少年に対する取組等を啓発する

など、青少年が非行等に陥らないための社会が一体となった支援が求めら

れています。 

また、非行等に陥った青少年については、立ち直り支援を行う青少年支

援団体等と連携した支援を行っていくことが大切です。 

 

  ◇◇◇◇    困難困難困難困難をををを有有有有するするするする青少年青少年青少年青少年のののの居場所居場所居場所居場所づくりづくりづくりづくり    

社会生活を円滑に営む上でさまざまな困難を有する青少年や社会の一員

として立ち直るための支援を必要としている青少年に対しては、多様な体

験活動や交流活動などができ、気軽に集える場、いわゆる“居場所”の提

供が求められています。 

 

（（（（３３３３））））    青少年青少年青少年青少年をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境をををを社会全体社会全体社会全体社会全体でででで整備整備整備整備        

   家庭、地域、学校及び企業等がそれぞれの役割を再認識し、相互の関係

の再構築を図り、青少年を取り巻く環境を社会全体で整備していく必要が

あります。 

 

◇◇◇◇    地域地域地域地域でのでのでのでの放課後放課後放課後放課後のののの居場所居場所居場所居場所やさまざまなやさまざまなやさまざまなやさまざまな活動活動活動活動のののの場場場場づくりのづくりのづくりのづくりの推進推進推進推進・・・・支援支援支援支援    

市民性のある健やかな青少年を社会全体で育成していくためには、地域

の中に、放課後や週末に安心して楽しく過ごせる居場所づくりを推進し、

地域の大人たちが青少年に対してさまざまな体験や交流の場などを提供

する取組を支援していくことが求められています。 
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  ◇◇◇◇    相談相談相談相談のネットワークづくりのネットワークづくりのネットワークづくりのネットワークづくり    

昨今のさまざまな困難を有する青少年や家族などからの相談に適切に

対応していくためには、これまでの個別分野における対応だけでは限界が

ありますので、専門知識等を有する関係機関等とのネットワークを構築し

ていく必要があります。 

 

  ◇◇◇◇    青少年青少年青少年青少年をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく有害環境等有害環境等有害環境等有害環境等へのへのへのへの対応対応対応対応    

青少年に影響を及ぼす有害環境等については、地域や関係機関等と連携

を図りながら点検活動などを実施すると同時に、地域の大人をはじめとし

た社会全体に対しての意識啓発活動等にも取り組む必要があります。 

 

５５５５    青少年青少年青少年青少年センターについてセンターについてセンターについてセンターについて    

（（（（１１１１））））これまでのこれまでのこれまでのこれまでの青少年青少年青少年青少年センターについてセンターについてセンターについてセンターについて    

これまで、佐賀市における青少年教育施策は、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

佐賀市青少年センター（以下、「青少年センター」という）を拠点として展

開されてきました。 

① これまでの青少年センターの役割 

青少年センターは、スポーツや研修を目的とした個人や団体の利用はも

とより、施設内には、青少年関係団体事務局、青少年課、少年センター及

び適応教室くすの実が設置され、単なる青少年等の研修施設としてのみな

らず、青少年関係団体や教育機関の拠点として利用されてきました。 

② 問題点等 

ここ数年、青少年センターの年間利用者数は４万人前後で推移していま 

すが、利用者の約半数は「大人の利用」です。施設としての有効利用の面

では上手く利用されているものの、本来の設置目的である「青少年のため

の施設」としては、青少年の利用割合が低い状況にあります。 

そして、小学生、中学生の利用については、青少年センター近隣にある

学校に通う児童・生徒に偏っており、市内全域からの利用は少ない状況に

あります。 

 

（（（（２２２２））））これからのこれからのこれからのこれからの青少年青少年青少年青少年センターについてセンターについてセンターについてセンターについて    

これからの青少年センターは、本来の設置目的ができるだけ達成される

ように施策展開を行うとともに、これまでの「佐賀市青少年教育の拠点と

しての役割・機能」を果たしつつ、これまで十分には果たせてこなかった

「困難を有する青少年への支援拠点としての役割・機能」を充実させてい
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く必要があると思います。 

 

６６６６    青少年教育施策青少年教育施策青少年教育施策青少年教育施策のののの具体策具体策具体策具体策    

青少年に対して、基本的生活習慣を身につけさせるなど子どもを一人前の大

人に育てることの役割を担う“家庭”、地域の一員としての自覚を促す役割を

担う“地域”、子どもの勤労観などを育む役割を担う“企業等”、子どもの学ぶ

喜びを育む役割を担う“学校等”の青少年を育む４つの場が、それぞれの役割

を再認識し、「子どもへのまなざし運動」を基軸とした具体的な施策等を展開

していく必要があります。 

 

（（（（１１１１））））家庭教育力向上家庭教育力向上家庭教育力向上家庭教育力向上のためののためののためののための学習機会学習機会学習機会学習機会のののの提供提供提供提供    

（（（（２２２２））））自然体験活動自然体験活動自然体験活動自然体験活動のののの提供提供提供提供    

（（（（３３３３））））スポーツスポーツスポーツスポーツ教室教室教室教室のののの開催開催開催開催    

（（（（４４４４））））体験活動体験活動体験活動体験活動のののの情報提供情報提供情報提供情報提供    

（（（（５５５５））））青少年青少年青少年青少年のののの社会参加活動社会参加活動社会参加活動社会参加活動のののの推進推進推進推進    

（（（（６６６６））））困難困難困難困難をををを有有有有するするするする青少年青少年青少年青少年へのへのへのへの支援支援支援支援のののの検討検討検討検討    

（（（（７７７７））））市全域市全域市全域市全域でのでのでのでの子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの居場所居場所居場所居場所づくりづくりづくりづくりのののの推進推進推進推進    

（（（（８８８８））））子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの健全育成健全育成健全育成健全育成をををを行行行行うううう団体団体団体団体へのへのへのへの支援支援支援支援    

（（（（９９９９））））青少年青少年青少年青少年のためののためののためののための相談相談相談相談体制体制体制体制のののの充実充実充実充実 

（（（（10101010））））青少年青少年青少年青少年にににに対対対対するするするする指導指導指導指導・・・・見守見守見守見守りりりりのののの推進推進推進推進    

（（（（11111111））））健全育成健全育成健全育成健全育成・・・・非行防止非行防止非行防止非行防止啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動のののの一体的取組一体的取組一体的取組一体的取組のののの推進推進推進推進    


