資 料

平成 19 年度青少年健全育成事業の概要
次代を担う青少年が、豊かな情操と創造力を養い、心身ともに健やかにたくましく成長できる
社会環境づくりと、健全育成活動の推進を図る。 また、家庭教育支援の充実と青少年の体験活
動・ボランティア活動を推進する。
事業名等
リーダー研修会事
業

事業のねらい

実施内容

青少年の自主性、創造性、協調 ・ 子ども会（小学生）リーダー研修
性等を養い、青少年団体のリーダ

会（小学校４会場／延徳小、高丘

ーにふさわしい資質の向上を図

小、科野小、豊井小）

る。

対象者は、小学５年生
・ ジュニア・リーダー養成研修会へ
参加（国立妙高青少年自然の家）
対象者は、中学１年生

明るい家庭・地域

明るい家庭・地域を築くため市 ・ 募集期間は、７月～８月

を築くための作文 民の意識啓発を図り、青少年の健 ・ 募集部門は、小学生、中学生、高
募集事業

全育成に資するため作文を募集す
る。

校生、一般の４部門
・ 表彰式及び入選作品の発表は、青
少年健全育成市民集会時

「家庭の日」普及
事業

明るい家庭づくりを促進するた

広報等による啓発

め、毎月第３日曜日の｢家庭の日｣
の普及定着を図る。

親子ふれあい魚つ
かみどり事業

児童が自然と親しむ機会を設定 ・ ８月５日
し、心身の健全育成を図るととも ・ 夜間瀬川

越橋下流

に、親子や友人との交流を深める。
ガキ大将フェステ
ィバル事業

遊びを通じて、心身の育成を図 ・ 事業内容は、ドッジボール大会
り、児童の連帯感、自主性、協調 ・ ９月 30 日
性を高める。

青少年健全育成推

・ 中野市民体育館

11 月の強調月間にあわせて青少 ・ 11 月 25 日

進市民集会開催事 年健全育成、非行防止活動、市民意 ・ 中野勤労者福祉センター
業

識啓発を図るとともに、地域住民に ・ 参加対象者は、青少年、青少年健
よる実践活動を展開し、うるおいと

全育成関係団体員及び一般市民

活力ある社会づくりを目指す。
青少年団体等育成
事業

青少年健全育成事業が、地域に ・ 市青少年健全育成会連絡協議会
根ざした活動として展開されるよ ・ 市少年育成委員会
う、関係団体に補助金を交付し育 ・ ガールスカウト
成する。

・ ふるさと冒険クラブ実行委員会
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事業名等
青少年健全育成会
事業

事業のねらい

実施内容

スポーツや遊び等を通して、心身

各地区青少年健全育成会で実施

の健全育成を図り、児童の連帯感と
自主性、協調性、創造性を高めると
ともに、指導者の養成を図る。

青少年の健全育

県及び全国統一で設定されてい

成・有害環境浄化 る青少年健全育成等にかかる強調
等の啓発活動事業

特に７月の強調月間中は、関係機
関・団体と連携し啓発活動を実施

月間（７月、11 月、２月）にあわ
せ、事業を推進する。

少年育成センター
事業

少年育成委員を委嘱し、同委員 ・ 少年育成委員 82 人
による少年補導育成活動、少年相 ・ 年間を通して少年補導巡回活動
談事業を実施する。また、風俗営

を実施

業者等に対する要請活動を行い、 ・ 有害環境浄化活動（チェック活
非行防止と環境浄化を図る。
子どもセンター事
業

動）等の実施

青少年の社会性や豊かな人間性 ・ コーディネーターの配置
を育むため、地域の教育力を活性 ・ 子どもが参加できる体験活動等
化し、奉仕活動・体験活動の機会

の情報誌発行（年３回）

や家庭教育の支援に関する情報の ・ 子どもの奉仕活動・体験活動のコ
収集及び提供、指導者の登録及び

ーディネート等

紹介、コーディネート等総合的に
推進する。
子ども地域活動促
進事業

将来にわたり地域社会で子ども

平成 19 年度は、57 地区で実施

を育てる環境整備を目指して、地
域活動事業を実施する団体に補助
金を交付する。
休日を利用した生活体験や自然
体験、社会体験、文化、スポーツ
活動など様々な活動を通して「生
きる力」を育み、健やかに成長す
ることを期待する。

ふるさと冒険クラ
ブ事業

恵まれた自然の中で、キャン ・ 実施期間は、５月～３月
プ・きのこ狩り等の自然体験や地 ・ ふるさと冒険クラブ実行委員会
域の風習や郷土料理など伝統文化

で実施

体験を通じて、異年齢交流や地域
の人々とのふれあいの場を子ども
たちに提供する。
家庭教育学級
（公民館）

乳幼児を持つ親を対象に、親子
のふれあいと家庭の教育力向上の
ため、子どもの自立としつけを中
心に学習する。
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中央・北部・西部・豊田公民館で実
施

事業名等

事業のねらい

実施内容

子ども教室

子どもの休日が充実し、子ども

（公民館）

の社会性や豊かな人間性を育むね

中央・北部・西部・豊田公民館で実
施

らいから様々な体験活動の機会を
提供する。
世代間交流事業
（公民館）

地域の子どもは、地域で育てる

事業実施団体に対し補助金を交付

との立場から、地域における学習
活動・事業を支援する。

ブックスタート事

乳幼児から優しく話しかけて楽 ・ ７ヵ月健診にあわせ絵本を２冊

業

しいひと時を過ごせる読書環境を

（図書館）

つくり、乳幼児の限りない可能性 ・ 図書館職員によるお話会
を伸ばし、豊かな心を育てる。

親子ふれあいセミ

子どもたちの情操教育と魅力あ

ナー

る図書館づくりのため、子ども向

（図書館）

け映画を上映する。

工作教室
（図書館）

子どもたちの情操教育と魅力あ
る図書館づくりのため各種教室を

贈呈
・ 読み聞かせ講座
親子で楽しめる映画・ビデオの上映

平成 19 年度は、スタンプづくりを
実施

開催する。
子ども相談事業
（子ども相談室）

悩みを抱える子ども、保護者か
ら相談を受ける。

子ども相談（育児、障害、発達、不
登校相談ほか）238 件、保健相談 93
件、巡回児童相談等 489 件
（H18 件数）

スポーツ少年団支
援事業

スポーツ少年団加盟団体に補助
金を交付し、活動を支援する。

柔道、剣道、空手道、サッカー、
硬式野球、バレーボール 全８団体

（スポーツ振興課）
家庭教育支援総合

地域や家庭で子どもを育てる環 ・ 子育て理解講座 ５回

推進事業・地域教 境を充実し、青少年の社会性や豊 ・ 就学時子育て講座 14 回
育力再生プラン

かな人間性を育むため、家庭教育 ・ その他の機会を利用した子育て

（中野市地域・家 に関する学習機会の提供や、安

講座

庭教育推進実行委 全・安心な子どもたちの居場所づ
員会）
子育て情報紙の発
行
放課後子ども教室
推進事業

くりを推進する。
子育て中の家庭向けに、子育て

子育て情報紙「子育てインフォメー

を支援する市施設及び施策を紹介

ション ～わくわくどきどき～」を

する。

出生届時に配付

小学生を対象として、地域住民
の参画を得て、放課後に安全で健
やかな居場所づくりを推進する。
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延徳小・長丘小・平岡小・科野小・
倭小・豊井小で実施

