
    「各種事務事業の取扱い」（その３）

　26  青少年健全育成分科会

ページ
事務事業

コード 各　種　事　務　事　業 分類 調　　　　整　　　　方　　　　針　　　　案

130 010102 成人式の開催 合併後に統一 長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度とそれに続く３か年度から５か年度程度は現行どおりとする。

131 010401 放課後児童健全育成 合併後に統一 長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度とそれに続く翌年度は現行どおりとする。

132 010402 児童館の運営 合併後に統一 長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度とそれに続く翌年度は現行どおりとする。

133 010201 青少年の交流・体験学習 当分の間現行どおり 当分の間現行どおりとし、期間をかけて調整する。
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各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡地域合併協議会）

２６ ０１ ０１ ０２

(６)運営方法　　

    　                 式典

(５)記念品 　   記念写真
(６)運営方法

(４)対象者数 100名
(５)記念品     図書カード
(６)運営方法

(２)会場　　　中之島町町民文化センター
              文化ホール
(３)内容　　　式典、記念講演

(１)開催日　  ８月１４日
(２)会場      山古志村民会館
(３)内容　　　

　　      　   記念撮影

　　教育委員会が計画、実施

　人生の節目の行事であるため、開催日や運営
方法等に地域の伝統的な特性がある。

　長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度
とそれに続く３か年度から５か年度程度は現行
どおりとする。

　　      　   神社参拝
　　      　   昼食会
(４)対象者数　38名

調　整　方　針　案課　　　　　　題小　　国　　町

越　　路　　町

(４)対象者数　　2,292名

長　　岡　　市

(３)内容　　　　オープニング演奏

(１)開催日　　　５月３日
(２)会場　　　　長岡市立劇場

中　　之　　島　　町
(１)開催日　　８月１５日 (１)開催日　　５月３日

(２)会場　　　町民体育館
(３)内容
　　　　　　  式典
　　　　　　    式辞、記念品贈呈、来賓祝辞
　　　　　　    成人者謝辞
              記念セッション
　　　　　　    中学校の恩師を交えてセッシ
                ョン
　　　　　　  記念撮影
(４)対象者数　221名
(５)記念品　　袱紗、記念写真
(６)運営方法

成人者から実行委員を募り、内容の企画、運
営等に協力。祝賀パーティーは、実行委員が運
営。

(４)対象者数　約210名

各 種 事 務 事 業
青少年健全育成 青少年健全育成 青少年育成活動 成人式の開催

小 項 目大 項 目 （分科会） 中 項 目

　　　　　　　  式典、記念演奏

作  成  日　 平成16年 4月20日

データ基準日 平成16年 4月 1日

(１)開催日　 ５月３日
(２)会場  　 農村環境改善センター
(３)内容
　　         式典
　　           式辞、記念品贈呈、来賓祝辞
               成人者謝辞
 　　          記念品撮影、祝賀会
               メッセージ紹介
(４)対象者数　116名
(５)記念品  　アルバム
(６)運営方法
　新成人で実行委員会を組織し、アトラクショ
ンや祝賀会などを企画・立 案している。近年
は、講演会等はおこなわず、式典の後に祝賀会
を行う形式が定着している。

(２)会場     みしま交流センター
(３)内容

(５)記念品　　　図書カード
(６)運営方法
     市担当課が計画、実施

(１)開催日　 ８月１５日

  卒業生に呼びかけ、実行委員会を作り、教育
委員会と協力して行う。
  卒業生が会費制で、同級会と花火打ち上げ
(三島まつり）

             式典
              式辞、記念品贈呈、来賓祝辞
              （町長、議長）、 成人者抱負
              発表（謝辞）

              中学校時代の恩師の話
             記念撮影

             第二部

三　　島　　町 山　　古　　志　　村

(５)記念品    記念写真

   町担当課（公民館、総務課）が計画、実施
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各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡地域合併協議会）

２６ ０１ ０４ ０１

２１か所 なし

　無料

(５)実績
　登録児童数　932人

２か所 なし

(４)利用料
　 無料

作  成  日　 平成16年 4月20日

データ基準日 平成16年 4月 1日

　各市町村の住民ニーズ、受益者負担や運営方
法を検証し、今後の方針を確立する。

　長岡市の制度に統一する。だだし、合併年度
とそれに続く翌年度は現行どおりとする。

調　整　方　針　案課　　　　　　題

放課後児童健全育成

小 項 目 各 種 事 務 事 業

山　　古　　志　　村

児童クラブ・児童館の運営

中　　之　　島　　町 越　　路　　町
(１)児童クラブ数
　　　　　　　１か所

(２)活動内容
　放課後などの保護者が家庭にいない時間帯に
児童交流会館において、友達や児童厚生員と一
緒に遊具やゲームで遊んだり、図書やテレビな
どで楽しんだりしながら過ごすもの。

(３)開設時間
　平日　13:00～18:00
　土曜日･長期休業中　8:30～18:00

(４)利用料
　 3,000円/月

(５)実績
  登録児童数　18人

青少年健全育成

小　　国　　町

(１)児童クラブ数

      (平成16年8月に１か所新設予定)

長　　岡　　市

中 項 目

(２)活動内容

　平日　13:00～18:00

大 項 目 （分科会）

　土曜、長期休業日等　8:30～18:00

(３)開設時間

放課後などの保護者が家庭にいない時間帯に
児童館において友達や児童厚生員と一緒に遊具
やゲームで遊んだり、図書やコミックなどの読
書を楽しんだりしながら過ごすもの。

青少年健全育成

(２)活動内容

三　　島　　町

(４)利用料

(１)児童クラブ数 (１)児童クラブ数
　　　　　　　１か所

(２)活動内容
　保護者が労働等により昼間家庭にいない、小
学校に就学している児童に対し、授業の終了後
に専用施設を利用して、適切な遊び及び生活の
場を与えて、その健全な育成を図る。

(３)開設時間
　平日　  14:00～18:00
　休業日   8:00～18:00

(４)利用料
   4,000円/月

(５)実績
　登録児童数　19人

(５)実績   

(３)開設時間

  登録児童数　42人

福祉関係ではなく、子供たち（小学生）の遊
び場として放課後、土曜日（奇数）、長期休み
に開設。
 

　9:00～12:00、13:00～17:30
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各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡地域合併協議会）

２６ ０１ ０４ ０２

３７か所 ２か所 なし

(３)実績
　利用延べ人数　　　377,734人

(４)開館時間
　月～金　　10:00～17:30              10:00～17:30

(５)休館日 (５)休館日
　祝日、日曜日及び年末年始(12/28～1/4) 

なし なし なし

三　　島　　町

(４)開館時間

　
　各市町村の住民ニーズや運営方法を検証し今
後の方針を確立する。

   土･日曜日、3/25～4/5、7/25～8/31

　長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度
とそれに続く翌年度は現行どおりとする。

山　　古　　志　　村 小　　国　　町 調　整　方　針　案課　　　　　　題

   月～木　　12:00～18:00

(２)活動内容
①児童の健全な遊び及び体力づくりの指導に関
すること
②子供会､母親クラブ等の地域組織活動の育成
及び協力に関すること

(２)活動内容

　祝日、金曜日及び年末年始(12/28～1/5) 

作  成  日　 平成16年 4月20日

データ基準日 平成16年 4月 1日

(３)実績
　利用延べ人数　　　9,253人

各 種 事 務 事 業
児童クラブ・児童館の運営 児童館の運営

(１)児童館数

中　　之　　島　　町 越　　路　　町

小 項 目

(１)児童館数

青少年健全育成

長　　岡　　市

青少年健全育成

大 項 目 （分科会） 中 項 目

①児童が好きな時間帯に来館して、遊具やゲー
ムで遊んだり、図書やコミックなど読書を楽し
んだりできる「屋内の公園」に関すること
②児童厚生員が行う遊びや体力づくりの指導に
関すること
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各種事務事業の取扱いに関する調整方針案（長岡地域合併協議会）

２６ ０１ ０２ ０１

11教室開催

20種の催物

作  成  日　 平成16年 4月20日

データ基準日 平成16年 4月 1日

・子ども会リーダー養成・地域活動推進事業
　中学生・高校生等のリーダー養成及び子ども
会育成役員等の研修会。地区子ども会へのリー
ダー派遣。
・高校生ボランティア・リーダー研修会

　当分の間現行どおりとし、期間をかけて調整
する。

　夏休み期間中の絵画教室､週末活動等事業と
して､子どもわいわい教室､囲碁･将棋教室､ジュ
ニアコーラスを開催し､週末活動の場を提供

  8月(夏休み期間中)県立青少年研修センター

　
　各市町村で実施されている多様な事業を新市
で一律に統一することは難しいと判断される。
とりわけ地域の教育力を高めるため、各地域の
交流体験事業をどのように位置づけるかなど課
題が多い。（事業の主旨・対象範囲・実施時
期）

・青少年文化センター各種催しもの開催

・プラネタリウム（青少年文化センター）

・西川をきれいにする会錦鯉放流参加
　新潟市の坂井輪地区を流れる西川に地元の会
と一緒に村の特産である錦鯉を放流し、交流を
深める｡村から小学６年生が参加する。

　し、たくましさを身につける

・わんぱく教室
　体験学習を通して地域の自然、歴史、文化に
触れ、地区を越えて仲間づくり
　6月から3月（土曜日を中心）
　
・青年リ－ダー研修
　三島郡･古志郡の青年との交流を図り､相互の
親睦とリーダー養成に努める

・青少年講座

・ながおかポニーカーニバル
　9月26日　東山ふれあい農業公園

・親子映画鑑賞会

・青空ぼうけん塾
　小学4年～6年生対象
　毎月第2土曜日及び夏休み期間中に活動
　活動内容：野外活動を中心

三　　島　　町 山　　古　　志　　村

長　　岡　　市
・子どもフェスティバル

中　　之　　島　　町 越　　路　　町
・なかのしま元気塾

  ①6月6日　②7月24日～25日

青少年健全育成 青少年健全育成 交流・体験活動

　4月29日　国営越後丘陵公園
・ジュニア・リーダー夏のつどい
  8月27日～29日 妙高村　国立妙高自然の家
・みんな友だち　…５年生

　　           

青少年の交流・体験学習

大 項 目 （分科会） 中 項 目 小 項 目 各 種 事 務 事 業

調　整　方　針　案課　　　　　　題小　　国　　町

  ③9月11日～12日(1泊2日)県立少年自然の家
  ④12月12日
・中学生夢さがし発見塾
　7月～8月　6回程度

  7月中旬（2泊3日）

・青少年文化センター楽しい教室活動

・通学合宿
　1泊2日＋3泊4日（6月上旬実施）
・刈羽っ子おもしろ体験塾
　1泊2日（8月中旬：石地海岸周辺）
・親子体験広場
　7月～8月
・小国はーとふるクラブ
　通年　前期（4月～10月）後期（11月～3月）
・カヌー教室
　8月
・クラフト教室
　8月
・集落ふれあい人づくり事業
　集落(青少年を巻き込む）
・優良映画の上映
・ステップアップセミナー
　2月
・子どもセンター（子ども通信）
・学校内外を通じた奉仕活動・体験活動事推進
事業

  町体育館、小学校、町外施設等

・ジュニアリーダー研修
  町内2つの小学校が、野外活動を通して交流

　　前期：５月～７月　　後期：10月～12月

・青少年文化センターだより
　2か月に1回発行

　学校5日制に対応し親子のふれあいの場や子
どもたちに様々な体験の機会を提供

  小学4～6年  約50人

  小・中学生（主に小学生）と保護者
  4月～3月の土、日曜日

  県立少年自然の家

・みしまいきいきｳｲｰｸｴﾝﾄﾞ夢事業（平成16年度）

133


