
平成２５年度事業報告書 

第１ 子ども・若者の自主性・社会性の伸長と自立の促進 

 ○1  少年の主張佐賀県大会事業 

   次代を担う子どもたちに、広い視野と柔軟な発想や創造性とともに物

事を論理的に考える力や自らの主張を正しく理解してもらう力などを身

に付けることが大切であり、これらの契機として実施した。 
  ・日 時  平成２５年８月１８日（日）１３：３０～１６：３０ 
  ・場 所  アバンセホール（佐賀市）    
  ・実 施  県、県教育委員会と共催 
  ・内 容  

○県内の中学校へ１学年３名以内で主張発表者を募集 
     ○予選審査会を経て、県大会出場者１０名を選出 
     ○最優秀者を全国大会出場候補者として推薦 
 
（結果） 
最 優 秀 賞   円城寺 夏芽 （佐賀清和中学校３年） 
        タイトル「『障がい者』という言葉について」 

優 秀 賞    渥美 琴音  （成穎中学校３年） 

        森  翔太  （県立ろう学校３年） 

優 良 賞     ７名 
学校内応募者数 880 名（14 校） 
被推薦者数    47 名（14 校） 
県大会参集者  240 名 
全国大会    期日 平成 25 年 11 月 10 日（日）13:00～16:00 
        場所 国立オリンピック記念青少年総合センター 
        主催 独立行政法人国立青少年教育振興機構 
今回の特色   ・最近５年間で校内応募者数及び被推薦者数が低い。 

 

 ○2  顕彰事業 

   日ごろ地域で、地道に優れた子ども・若者育成支援を展開している青

少年、青少年団体・グループ、青少年育成支援指導者を対象に顕彰事業

を実施した。 



（結果） 
○個人（青少年指導者）   

岩田 哲朗 氏 （唐津市）  中村 政利 氏 （伊万里市） 
   白水 久子 氏 （鳥栖市）  山浦 正明 氏 （唐津市） 
○団体（青少年育成団体）        
   二里町をなんとかしゅう会        （伊万里市） 
   吉野ヶ里町老人クラブ連合会三田川支部  （吉野ヶ里町） 

 
第２ 子ども・若者の育成支援に対する親・大人・社会の意識啓

発の促進 
 

 ○1  「家庭の日」運動の推進事業 

    毎月第３日曜日を「家庭の日」とする運動を推進するため、機関紙「青

少年さが」やチラシ及びホームページを活用して、啓発活動に努めた。 
（結果） 
  平成 26 年 3 月「家庭の日」のポスター作成 
  ・部数 2,500 部 
  ・配付先 県民会議構成団体、理美容生活衛生同業組合など 

 ○2  子ども・若者育成支援強調運動 

   夏、秋に「子ども・若者育成支援強調月間」を設定し、期間中に集中

的な広報活動を展開し、広く県民の子ども・若者育成支援に対する理解

と実践活動を促した。 
（ア）「夏の子ども・若者育成支援強調月間」 

   ・期  間  平成２５年８月 1 日（木）～３１日（土） 
   ・広報啓発  チラシ、ホームページへ掲載 
（結果） 
平成 25 年７月 チラシの配付  
部 数 3,000 部 
配付先 各小中学校、公立図書館・公民館、市町、市町民会議等 

（イ）「全国子ども・若者育成支援強調月間」 
    ・期  間  平成２５年１１月 1 日（金）～３０日（土） 
    ・広報啓発  機関紙、チラシ及びホームページへ掲載 
    ・事  業  期間中に「子ども・若者育成支援、非行防止県民大

会」を開催した。 



 ○3  「大人が変われば、子どもも変わる」運動の推進事業 

○子ども・若者育成支援ネットワーク会議の開催 
    各分野における子ども・若者育成支援関係者が、幅広い活動、多彩

な人材でのネットワーク化を図り、連携・協力を深めることにより、 
地域ぐるみの育成活動の充実を図った。 

    ・地域、家庭、学校の連携強化を図るため、県内２地区（嬉野市、

吉野ヶ里町）でそれぞれ実施した。 
 

（結果） 
○嬉野地区 
 日 時 平成 25 年 12 月 13 日（金）14：00 ~16：10   
 場 所 嬉野市塩田町 中央公民館視聴覚室 
 参加者 12 名 
 内 容 中・高校、PTA など関係団体の活動の報告を行い、その後、

意見交換を行った。当地区では、コミニティセンター、スクールコ

ミニティなど各団体｛機関｝の間で話し合う場がある。次に、「ネ

ットパトロールの結果及びネット上に起こっている問題」について

特定非営利活動法人 IT サポートさがの浴本 信子氏、下川 幹生

氏によるネットパトロールの仕方、結果などについて話された。 
 
○吉野ヶ里地区 
 日 時 平成 25 年 12 月 24 日（火）14：00~16：10   
 場 所 吉野ヶ里町中央公民館視聴覚室 
 参加者 12 名 
 内 容 中学校など関係団体の活動の報告を行い、その後、意見交換を

行った。時間的に難しく、意見交換ができなかった。次に、「ネッ

トパトロールの結果及びネット上に起こっている問題」について特

定非営利活動法人 IT サポートさがの浴本信子氏、森武一将氏によ

るネットパトロールの仕方、結果などについて話された。 
 

○4  子ども・若者育成支援の広報啓発活動の推進事業 

   小・中学生、保護者（大人）を対象にした、インターネット・携帯電

話による有害情報の対処法などの講話や啓発劇を小・中学校で出前講座

（ひまわり講座）を開催し、子ども・若者育成支援についての家庭や学



校などの取り組みを喚起し、一層の機運醸成を図った。 
○「ひまわり講座」の実施 

 最近の急速な携帯電話の普及により、子ども・若者のインターネ

ットを利用してトラブルや犯罪被害に遭う事案が県内でも発生して

おり、子ども・若者を守る取り組みとして、大人（保護者）、小・中

学生を対象に希望する学校で出前講座を開催した。 
 ・実施期間   平成２５年４月～平成２６年３月 
 ・受講対象者  児童生徒、保護者、教職員、地域住民、県民 
 ・開講予定箇所 希望する小・中学校の約５０カ所 
 ・講座内容  「携帯電話・インターネットの有害情報から子ど 

もを守る」をテーマにした講話 
 ・講師    佐賀県警察本部、（財）マルチメディア振興センタ

ー、NTT ドコモなど 
 ・啓発劇   啓発劇団「kid さが」 

（結果） 
・開催箇所 47 ヶ所（小学校 30 校．中学校 18 校（小中校２校あり）。 

公民館１ 
・参加人員 9,066 名（児童生徒 6,763 名 保護者 1,103 名 教職員 587 
名 その他 613 名）   

 

  ○5  広報啓発事業 

（ア）広報紙の発行 
子ども・若者育成支援運動に関する各種の情報の収集、提供に努

めるとともに、広報啓発のため機関紙「青少年さが」を発行した。 
  ・発 行  年３回   

・部 数  約３，０００部 ・発行月 ７月、１０月、２月 
     ・配布先  賛助会員、公民館、図書館、小・中学校、市町、青少 

年育成市町民会議、県民会議会員（構成団体）、子ども・若者育成  

支援団体等 
発行年月 号数 発行部数 頁数 主な記事 

平成 25 年

7 月 
109 3,000 ４ 

・県民会議総会 
・「ひまわり講座」の開催 
・少年の主張の開催など 



平成 25 年

10 月 
110 3,500 ６ 

・少年の主張県大会 
・ネット世代の子どもたちのコミ

ュニケーション能力養成合宿 
・嬉野市民会議の事業紹介など 

平成 26 年

3 月 
111 3,500 ６ 

・子ども・若者育成支援、非行防

止県民大会 
・顕彰表彰 
・青少年を取り巻く有害情報対策

推進フォーラムなど 

 
(イ）ホームページによる情報発信 
  県民会議のほか、子ども・若者育成関係の情報提供や啓発を行った。 
 

第３ 子ども・若者の非行防止と社会環境の浄化・整備促進 

 ○1  「子ども・若者育成支援、非行防止県民大会」事業 

     県民や子ども・若者育成支援関係者及び警察関係者が一堂に会し、子

ども・若者育成の決意を新たにする機会として、「全国子ども・若者育

成支援強調月間」に県民総ぐるみによる県大会を開催した。 
 

    ・日 時  平成２５年１１月１７日（日）１３：３０～１６：３０ 
    ・場 所  アバンセホール（佐賀市） 
    ・参加者  約３００名 
    ・内 容   顕彰表彰、講演、大会宣言など 
    ・共 催  佐賀県、佐賀県教育委員会、佐賀県警察本部、県民会議 

 
（結果） 
 ・日 時 平成 25 年 11 月 17 日（日）13：30~16:30 
 ・場 所 アバンセホール（佐賀市） 
 ・参集者 300 名 
 ○講 演  
   演題 子どもの心にひびく「いじめ」予防対策をめざして 
      ~H25「いじめ」に関する児童生徒の意識調査結果より~ 

講師 佐賀市立川副中学校 校長 池之上 義宏 氏 
 ○事例発表 



   演題 少年補導員の活動を通して 
   講師 鳥栖地区少年補導員連絡協議会 蒲原 瑞子 氏 
                     淵  照美 氏 
 ○大会宣言  

朗読者 青少年育成アドバイザー   野方 幹子 氏 

 ○2  地域環境点検活動 

    子ども・若者にとって好ましくない環境の浄化改善のために、全て

の青少年育成市町民会議の協力を得て、地域環境の一斉点検活動を実

施した。 
   ・時 期 11 月 
   ・点検先 コンビニエンスストアー、インターネットカフェ、まんが 
        喫茶、カラオケボックス、その他（スーパー等）など 
   ・参加者 青少年育成アドバイザー、子ども・若者育成支援指導者、

少年補導員、PTA、青少年育成市町民会議関係者など 
地域環境点検活動の説明会 
日時  平成 25 年 10 月 7 日(月)13：30～16：00 
場所  自治会館大会議室 
参集  市町、青少年育成市町民会議 

（結果） 
○点検個所         654 ヶ所 
○青少年に対する配慮の状況 
・大変良くできている    625 ヶ所 
・できている         25 ヶ所   
・できていない         4 ヶ所 
・全くできていない       0 ヶ所 

 

 ○3  子ども・若者を取り巻く有害環境対策の推進事業 

（ア）「佐賀県青少年を取り巻く有害情報対策推進フォーラム」の開催 
     インターネット上に起こっている問題等についての基調講演、宿

泊プログラムの成果である情報モラル啓発劇及びネットパトロール

の結果等を踏まえたパネルディスカッションを行うフォーラムを開

催し、スマートフォンなど日々進化し急速に普及しているネット環

境における課題等について、青少年や保護者をはじめとした県民へ

の普及・啓発を図った。 



   ・日  時  平成２６年２月２日（日）午後 
    ・場  所  小城市生涯学習センター「ドゥイング三日月」  
   ・主 催  県民会議 
   ・内 容 （１）基調講演  講師 平田オリザ氏 

            情報モラル啓発劇                  
         （２）パネルディスカッション 
    ・対象者  青少年、保護者、教職員、子ども・若者育成支援指導者 

県民など 
（結果） 
・日時 平成 26 年２月 2 日（日）⒔：30～16：30  
・場所 小城市生涯学習センター「ドゥイング三日月」多目的文化ホール 
・参集者 160 名 

○基調講演 
 ・演題 「わかりあえないことからーコミュニケーション能力とは何か」 
 ・講師 平田 オリザ氏 （劇作家・演出家） 
○子ども演劇による啓発劇 
 ・演目  「いじめになる前に」 
 ・出演者 ｋiｄさが 
○パネル・ディスカッション 
 テーマ 「これからの情報モラル教育への効果的手法について考える」 
 ・登壇者 
  森本 登志男 氏（佐賀県最高情報統括監） 
  今村 統嘉  氏（小城市教育委員会教育長） 
  藤井 信吾  氏（佐賀県警察本部生活安全部生活環境課サイバー犯

罪対策室課長補佐） 
  石橋 裕子  氏（特定非営利活動法人佐賀県放課後児童クラブ連絡

会理事長） 
  今村 一希  氏（佐賀大学学生） 
  古賀 萌子  氏（佐賀大学学生） 
 ・助言者 
  平田 オリザ 氏（劇作家・演出家） 
 ・コーディネーター 
  角 和博   氏（佐賀大学文化教育学部教授） 

 
   （イ）「未成年者飲酒防止、飲酒運転撲滅キャンペーン」及び「未成年

者喫煙防止キャンペーン」を関係機関・団体とともに実施した。 



 
（結果） 
○未成年者飲酒防止、飲酒運転撲滅キャンペーン 
 平成 25 年 4 月 15 日（月）15：30～16:50  

JR 佐賀駅周辺でキャンペーン（啓蒙グッズの配付） 
 ○未成年者喫煙防止キャンペーン 

平成 25 年 12 月 9 日（月）7:30~8：15 
JR 佐賀駅周辺でキャンペーン（啓発文入りウエットティシュを配付） 

 ○未成年者喫煙防止協議会 
平成 25 年 12 月 9 日（月）9：00 ~11：00  

  ホテルグランデはがくれ「シンフォニー」 
  参加者 19 名 
  内容 各団体（機関）からの活動報告及び意見交換 

    
（ウ）薬物乱用防止及び防犯ポスターコンクールの実施 

     佐賀県高等学校生徒指導連盟及び中学校生徒指導連盟と連携し、

少年の薬物乱用防止と防犯意識の向上を図った。 
（結果） 
・応募期間   平成 25 年 10 月 10 日〈木〉～平成 26 年 1 月 14 日（火） 
・応募者数   薬物乱用防止ポスター53 作品 
・審査会    防犯ポスター    25 作品 

 ・審査場所   県立伊万里商業高等学校 
 ・審査委員   2 名 
 ・県民会議会長賞 
  （最優秀作品） 薬物乱用防止ポスター 
          県立厳木高等学校 3 年    脇山 杏菜 さん 
  （最優秀作品） 防犯ポスター 
          県立伊万里商業高等学校 2 年 山田 珠聡 さん 
  （エ）新春読書感想文コンクールの実施 

県立図書館ほか関係機関・団体と共催して小・中・高校生及び一

般の方の読書の向上を図った。 
（結果） 
 ・応募締切日 一般の部     平成 26 年１月 10 日（金） 
        児童・生徒の部  平成 26 年１月上旬（各学校で定めた日） 
 ・応募者数  総数 40,118 件  小学校 28,139 件  中学校 8,249 件 
                高等学校 3,717 件  一般 13 件 



 ・審査会   一般の部    平成 26 年１月 28 日（火）県立図書館 
        児童・生徒の部 平成 26 年 2 月 4 日（火） 佐賀新聞社 
 ・表彰式   平成 26 年 3 月 7 日（金）    佐賀新聞社 5 階会議室 
 ・県民会議会長賞 小学校、中学校、高等学校、一般の部のそれぞれ 1 名

の方に授与した。 
 （受賞者） 
  ・小学校の部   片渕 歌音さん（杵島郡白石町 北明小学校５年） 
  ・中学校の部   原  千怜さん（佐賀市 致遠館中学校３年） 
  ・高等学校の部  岩本 海成さん（唐津市 唐津東高等学校２年） 
  ・一般の部    嘉村 正司さん（佐賀市） 

第４ 子ども・若者育成支援指導者の養成促進 

 ○1  指導者研修の実施 

地域における多様な人材を活用した地域ぐるみの育成活動を促進す

るとともに、子ども・若者育成支援のために直接かかわる指導者の養

成に努め、指導力の向上を図り、また、その活動を支援した。 
 
  （ア）指導者研修会の開催 
    ・日 時  平成２６年１月１９日（日）１４：００～１６：００ 
    ・場 所  アバンセ研修室 
    ・講 師  佐賀県警察本部生活安全部生活環境課サイバー犯罪対

策室 課長補佐 藤井 信吾 氏 
佐賀県健康福祉部薬務課 
麻薬・毒劇物担当係長 高橋 秋彦 氏 

    ・参集者  市町民会議関係者、地域のおじさんおばさん運動に携

わっている方、PTA 関係者、公民館職員など 
（結果） 
・日 時  平成 26 年 1 月 19 日（日）14：00～16：30  
・場 所  アバンセ第 2 研修室 
・参集者数 60 名 
・講演 演題「子どものインターネット利用の現状について」 
    講師 佐賀県警察本部生活安全部生活環境課サイバー犯罪対策室 
       課長補佐 藤井 信吾 氏 
   （10 分休憩） 
    講演「青少年の薬物乱用防止について」 



    講師 佐賀県健康福祉部薬務課麻薬・毒劇物担当係 
       係長 高橋 秋彦 氏 
・内容「インターネットの乗せた写真などは消せないこと」、「ネット上で 

の誹謗中傷、個人攻撃を匿名でしても発信者は判明し、犯罪であれ 
ば検挙されること」などを話され、最後に基本的には道徳心、規範 
意識を大人たちが子どもを教育する必要性を話された。 

    また、薬物の身体に与える害や、違法ドラックの問題や危険性に 
話された。 

（イ）合同開催 「子ども・若者育成支援、非行防止県民大会」と合同 
（再掲） で実施する。 

    ・日 時  平成２５年１１月１７日（日）１３：３０～１６：３０ 
  ・場 所  アバンセホール（佐賀市） 
   

   （ウ）合同開催 「佐賀県青少年を取り巻く有害情報対策推進フォーラ 
（再掲）  ム」と合同で実施する。 

     ・日  時  平成２６年２月２日（日）午後 
     ・場  所  小城市生涯学習センター「ドゥイング三日月」  
    ・内 容  （１）基調講演  講師 平田オリザ氏 

              情報モラル啓発劇                  
           （２）パネルディスカッション 

 

第５ 運動の活性化と充実強化の促進 

○1 市町民会議活動との連携強化 

    子ども・若者育成支援運動が成果をあげるためには、地域住民の意

識を盛り上げる必要があり、青少年育成市町民会議との連携を密にす

るとともに、その活動が充実されるよう支援した。 
○市町民会議の活動助成 
市町民会議が勧誘して賛助会員になった方の会費を、当該市町民会

議へ活動費として３割を交付した。 
（交付） ・交付対象先  20 市町青少年育成市町民会議 
     ・交付額    ５２３,９７５円 
     ・交付日    平成 25 年 10 月 21 日（月） 

○2  各種指導者研修会の実施 



○子ども・若者育成支援ネットワーク会議の開催（再掲） 
    各分野における子ども・若者育成支援関係者が、幅広い活動、多彩

な人材でのネットワーク化を図り、連携・協力を深めることにより、

地域ぐるみの育成活動の充実を図った。 
   ・ 「地域のおじさん・おばさん運動」の推進及び地域、家庭、学校

の連携強化を図るため、県内２地区（嬉野市、吉野ヶ里町）でそれ

ぞれ実施した。 
 

 ○3  広報啓発事業（再掲） 

   （ア）広報紙の発行 
子ども若者育成支援運動に関する各種の情報の収集、提供に努める

とともに、広報啓発のため機関紙「青少年さが」を発行した。 
・発 行  年３回   

  ・部 数  約３，０００部  
・発行月  ７月、１０月、２月 

 ・配布先  賛助会員、公民館、小中学校、市町、青少年市町民会議 
県民会議会員（構成団体）、子ども・若者育成支援団体

等 
(イ）ホームページによる情報発信 
  県民会議のほか、子ども・若者育成関係の情報提供や啓発を行った。 

 

第６ 県民会議基盤づくり 

○1  関係機関・団体との連携事業 

子ども・若者育成支援関係機関・団体との連携を密にし、関係事業に協 
賛、後援するなど子ども・若者育成支援の推進を図った。 

（後援） 

・佐賀地区 BBS会「少年ボランティア体験セミナー」 

（期間：平成 25年 6月～平成 26年 3月） 

・佐賀県警察本部「全国地域安全運動」 

（期間：平成 25年 10月 11日～10月 20日） 

 

（参加） 

・（公財）佐賀県防犯協会 第１回理事会 佐賀市「グランデはがくれ」 



第 2 回理事会 佐賀市「グランデはがくれ」 

・（公財）佐賀県暴力追放運動推進センター 

                 第 1 回定時評議員会 佐賀市 佐嘉神社記念館            

○2   賛助会員募集事業及び永年賛助会員に対する感謝状の贈呈 

   子ども・若者育成支援県民運動の推進に賛同し、支援・協力していただ

くために、市町民会議の方々とともに企業に出向くなど、広く賛助会員の

募集に努める。また、これまで長い期間協力いただいている永年賛助会員

加入者に対し、感謝状を贈呈した。 
平成 25 年５月 25 日定期総会時の贈呈 
受贈者 脇山 恵美子（唐津市） 賛助会員期間（15 年） 

 

 ○3  運営会議の開催等 

（ア）平成２５年度定期総会  
５月２９日（水）１４：００～１６：００  
アバンセ研修室 

（イ）平成２５年度 理事会  
第１回 １０月３１日（木）１４：００～県商工会館 

      第２回   ３月２５日（火）１４：００～県特別会議室 
（ウ）監査    ４月３０日（火）１４：００～県会議室 
（オ）各部会の開催  

総務部会  １０月２４日（木）１４：００～県特別会議室    
○通常総会     ・5 月 29 日（水）14：00 分~15：10 
          ・アバンセ研修室 
          ・出席者 42 名（委任状 29 名） 
○第１回理事会    ・10 月 31 日（木）14：00~14：00    

・県商工会館３階第１会議室 
          ・出席者 18 名（委任状 8 名） 
○第 2 回理事会   ・3 月 25 日（火） 14：00～ 
          ・県自治会館４階大会議室 
○平成２４年度監査 ・４月 30 日（月）14：00 分~16:00 
          ・県庁本館３階会議室１号 
○第１回総務部会  ・10 月 24 日（木）14：00 分~15:30 
          ・県庁特別会議室 A 
          ・出席者 6 名 



 


