
協議事項（１）平成２６年度青少年健全育成事業の概要について

①久喜市の青少年健全育成事業の実施状況と計画について

総合振興計画の施策 事業内容

青少年の活動促進 各種青少年事業に関する情報の発信として、広

報紙を活用し、各団体の事業を広く市民に周知し

て青少年の社会参加を促進しています。

青少年団体の活動支援 ○市内の青少年健全育成団体への補助金

補助対象 補助金額

・青少年団体連絡協議会 45,000

・青少年のつどい実行委員会 108,000

・青少年相談員協議会 195,000

・社会を明るくする運動実施委員会 81,000

・青少年育成久喜市民会議 900,000

・菖蒲地区青少年育成市民会議 347,000

・菖蒲地区青少年を守る会 48,000

・小林地区青少年を守る会 48,000

・三箇地区青少年を守る会 48,000

・栢間地区青少年を守る会 48,000

・青少年育成久喜栗橋市民会議 30,000

・鷲宮地区青少年育成推進員協議会 144,000

合計 2,042,000

青少年を取り巻く環境の浄化 地域、警察、青少年団体と連携して、防犯パトロ

ールを実施します。

○各地区の市民会議による非行防止パトロー

ル実施状況

青少年育成久喜市民会議 月１回

菖蒲地区青少年育成市民会議 月１回

青少年育成久喜栗橋市民会議 隔月１回

鷲宮地区青少年育成推進員協議会 月１回

　※主な参加団体

市、教育委員会、教職員、ＰＴＡ、自治会、青少年

育成推進員、青少年育成久喜市民会議、保護司会、

少年補導員、民生児童委員、区長会、学校応援団、

スクールガードリーダー、青少年を守る会、防犯

推進委員、子ども見守り隊、地区コミュニティー

協議会、親父の会、学校警察連絡協議会
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○有害図書自動販売機の監視

　現在、埼玉県利根地域振興センターや警察署の

協力のもと、有害図書自動販売機の監視を続けて

います。

青少年を支える体制づくり 青少年問題協議会の開催
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②青少年健全育成団体の活動状況および事業計画

事業 団体名 主な事業

野
外
キ
ャ
ン
プ

②久喜市青少年のつどい実行委員会 7/5,6青少年のつどいサマーキャンプ

　埼玉県野外活動センター (市バス2台)

　参加者60名、指導員18名

③久喜市青少年相談員協議会 7/26,27サマーキャンプ　

埼玉県野外活動センター(市バス1台)

参加者24名　指導員13名

体
験
事
業

①久喜市青少年団体連絡協議会 ・バスハイク　9/21

・ワイワイスクール11/15,16

・お菓子作り1/21

③久喜市青少年相談員協議会 ・チャリティもちつき11月

・バスハイク12月

⑤青少年育成久喜市民会議 ・わくわくどきどき子どもあそび　10/11

・親子ふれあいデー　そばづくり　11/22

非
行
防
止
パ
ト
ロ
ー
ル

⑤青少年育成久喜市民会議

⑥菖蒲地区青少年育成市民会議

⑦菖蒲地区青少年を守る会

⑧小林地区青少年を守る会

⑨三箇地区青少年を守る会

⑩栢間地区青少年を守る会

⑪青少年育成久喜栗橋市民会議

⑫鷲宮地区青少年育成推進員協議会

市、地域、警察、青少年団体と連携して、

非行防止パトロールを実施（ひと月に１回）

啓
発
事
業

④社会を明るくする運動実施委員会 7/23　社会を明るくする運動　更生保護に関する

ワークショップ、街頭啓発活動

　　　参加者60名

⑤青少年育成久喜市民会議 6/21久喜すこやかかるた大会　　

参加者326名スタッフ・ボランティア 155名

・「家庭の日」絵画コンテスト表彰式、青少年健全

育成推進講演会12/6

⑥菖蒲地区青少年育成市民会議 ・人権のつどい･少年の主張大会、青少年健全育成

啓発事業

⑪青少年育成久喜栗橋市民会議 7/19,26夏祭りパトロール、いじめ撲滅の呼びかけ

啓発品の配布　　参加者18名

⑫鷲宮地区青少年育成推進員協議会 ・青少年育成大会（家庭の日ポスター、少年の主

張作文表彰式） 11月
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③青少年健全育成団体の概要

１　久喜市青少年団体連絡協議会

・設置目的　（規約第３条から抜粋）

本会は、久喜市青少年団体の連絡調整を密にし、団体相互の友好親善と団体活

動の促進を図ることを目的とする。

・構成団体

こもれび、ジュニアサークル風の子、久喜市青少年相談員協議会

・役員

　相談役　１名

　会長　１名　　　　副会長　２名　　　　常任理事　３名

　事務局長　１名　　事務局次長　２名　　理事　１２名

・市補助金　４５，０００円

【主な事業】

7/5,6 青少年のつどいサマーキャンプ

・バスハイク　9/21

・ワイワイスクール11/15,16

・お菓子作り1/21

２　青少年のつどい実行委員会

・設置目的

野外活動をする中で、集団行動や共同生活を通してお互いの理解を得る。

・構成団体　久喜市青少年団体連絡協議会、公募の指導員

　　　　　　　（こもれび、ジュニアサークル風の子、青少年相談員協議会）

・市補助金：108,000円

【主な事業】

青少年のつどいサマーキャンプ

※２６年度実施状況　　

期　日：７月５日（土）、６日（日） 

場　所：埼玉県青少年野外活動センター（秩父市）

参加者：小、中学生　60人　　指導員(高校生以上) 16人

指導員：久喜市青少年団体連絡協議会、公募の市民

 
３　久喜市青少年相談員協議会
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・設置目的　

地域の子どもたちのよき友、よき理解者なって、子どもたちの健やかな成長を

サポートするため様々な活動をする、埼玉県知事からの委嘱を受けた青少年相

談員の協議会組織。

・構成団体

久喜市内で活動する青少年相談員。

　任期：２年(第２５期　H26.4.1～H28.3.31)

　　　　　　　　現在８人 を委嘱（女性３人、男性５人）

・役員

　代表　1名　　副代表1名　　会計1名　　書記1名

・市補助金

１９５，０００円

【主な事業】

7/26,27サマーキャンプ　埼玉県青少年総合野外活センター

(参加者26人、相談員８名、ボランティア２名)

　・菖蒲産業祭もちつき11月

　・バスハイク　12月

４　社会を明るくする運動実施委員会

・設置目的　

“社会を明るくする運動”は、全ての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した

人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や

非行の無い明るい社会を築こうとする全国的な運動を実施するため。

・構成団体　７団体

久喜市、久喜市社会福祉協議会、久喜市民生委員・児童委員協議会、

更生保護法人埼玉県更生保護観察協会久喜・幸手支部、

久喜・幸手地区保護司会久喜支部、久喜地区更生保護女性会久喜部会、

青少年育成久喜市民会議、

・役員

　委員長1名　　副委員長1名　　監事2名

・市補助金

　　８１，０００円

【主な事業】
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①啓発事業（ワークショップの開催）

　　　期　日：H26.7.23(水)14:00～15:30　

　　　場　所：久喜総合文化会館　広域文化展示室

　　テーマ：「地域のチカラが犯罪や非行を防ぐ」

　②街頭啓発活動

　　　期　日：H26.7.23(水) 16:30～17:15　

　　　場　所：久喜駅西口、東口　　　イトーヨーカ堂久喜店店頭

配布物：啓発チラシ、バック、ポケットテッシュ等　　

参加者：６０名

5青少年育成久喜市民会議

・設置目的　

青少年のもつ重要性にかんがみ、広く市民の総意を終結し、次代を担う青少年

の健全な育成を推進すること、健全な明るい家庭づくりの普及促進を図るため

の事業、青少年の非行防止及び事故防止のための事業、青少年自らの意識の高揚

と健全な団体活動の育成を図るための事業を行う。

・構成団体

個人正会員５６人、団体正会員９団体　

・役員

　　　会長　１名　　副会長　１名　　理事　　２５人以内　　

・市補助金

９００，０００円

【主な事業】

　　6/21 久喜すこやかかるたの実施　　参加者340人、スタッフ 150人

　　・わくわくどきどき子どもあそび　10/11

・親子ふれあいデー　そばづくり体験 11/22　　　

　　・「家庭の日」絵画コンテスト表彰式　　12/6

　　・青少年育成推進講演会　　12/6

　　・屋外違反簡易広告物除却活動　

・少年非行防止パトロール（毎月第３金曜日18時から１時間）

6菖蒲地区青少年育成市民会議
・設置目的　

青少年のもつ重要性にかんがみ、広く市民の総意を終結し、次代を担う青少年

の健全な育成を推進することを目的とする。

・構成団体

三箇地区青少年を守る会、菖蒲地区青少年を守る会、小林地区青少年を守る会
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栢間地区青少年を守る会、婦人会、PTA、母子愛育班、スポーツ少年団、子ども会、

保護司会、少年野球団、商工会、食生活改善推進員協議会、更生保護女性会、民生

委員･児童委員協議会

・役員

　会長１名、副会長３名、常任理事５名以内、理事５０名以内、監事２名

・市補助金３４７，０００円

【主な事業】

・久喜市菖蒲地区少年の主張大会の開催

（久喜市人権啓発菖蒲実行委員会との共催）

・少年スポーツ大会、イベントにおける啓発活動

7菖蒲地区青少年を守る会
8小林地区青少年を守る会
9三箇地区青少年を守る会
10栢間地区青少年を守る会
・目的　

青少年の健全育成を図ることを目的とする。

・市補助金

各地区それぞれ、４８，０００円

【主な事業】

地域の非行防止パトロールの実施（毎月１回）

11青少年育成久喜栗橋市民会議

・設置目的　

青少年問題のもつ重要性にかんがみ、広く市民の総意を集結し、次代を担う青

少年の健全な育成を推進することを目的とする。

・構成団体

区長、民生委員・児童委員、青少年育成埼玉県民会議より委嘱を受けた青少年

育成推進員をもって組織。

・役員

　　　代表１名、委員７名（会長含む。定員８名）

・市補助金　３０，０００円
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【主な事業】

7/19､26夏祭り青少年非行防止パトロール、啓発活動　

・非行防止パトロール（随時）

・有害図書等監視パトロール

・声かけ運動（イベント時の啓発）

12鷲宮地区青少年育成推進員協議会

・設置目的　

次代を担う青少年の健全育成を推進し、健やかに成長できる環境づくりを図

ることを目的とする。

・構成団体

青少年育成埼玉県民会議より委嘱を受けた青少年育成推進員をもって組織。

・役員

　会長１名、副会長１名、書記兼監事２名、書記1名、会計２名

委員１２名（会長、副会長、会計、監事含む）

・市補助金

　　１４４，０００円

【主な事業】

コスモスフェスタにて折紙教室

青少年育成大会　「家庭の日」ポスター・青少年の主張作文表彰式

青少年非行防止パトロール（毎月第３金曜日21時 30分から22時 30分）
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