第２号様式（第３関係）
平成３０年度第１回豊山町青少年育成会議会議録
１ 開催日時

平成３０年７月５日（木）午前１０時から

２ 開催場所

豊山町役場 ３階 会議室３

３ 出席者

豊山町青少年育成会議委員
委
員：山縣正英、中西正司、井上博司、高桒峯夫、鈴木育生、
安藤たづ子、川村武、今村一正、高木実希、田村孝彦、
富田和美、小出芳子、奥村誠彦、長瀧隆司、藤原康臣
欠席委員：安藤春一、飯田義秀、山口和彦
事 務 局：西川徹教育長、安藤憲司事務局長、安藤与智主事

４ 議題 （１）平成３０年度青少年健全育成巡回指導（夏季・冬季パトロール）事
業計画（案）について
（２）平成３０年度各団体による青少年育成活動事業計画（案）について
（３）その他
５ 会議資料 ・平成３０年度第 1 回豊山町青少年育成会議次第
・平成３０年度青少年健全育成巡回指導（夏季・冬季パトロール）事
業計画（案）
(資料 No.1）
・平成３０年度各団体による青少年育成活動事業計画（案）
(資料 No.2）
・豊山町青少年育成会議委員名簿
６ 議事内容
（司会）

それでは、ただ今より、
「平成３０年度第１回豊山町青少年育
成会議」を、開会いたします。なお、
「豊山中学校校長の飯田様、
豊山小学校 PTA 会長の山口様」におかれましては、事前に欠席の
連絡が入っておりますので、よろしくお願いします。ここで資料
の確認をいただきたいと思います。
本日の会議次第、資料 No.１、資料 No.２、青少年育成会議委
員名簿の４部となります。不足等がございましたらお申し出くだ
さい。
それでは、はじめに教育長の西川よりみなさまにあいさつを申
し上げます。
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（教育長） ～教育長あいさつ～
おはようございます。第 1 回の豊山町青少年育成会議にご出席
いただきましてありがとうございます。また、日頃より青少年の
非行防止の活動にご尽力いただきまして感謝申し上げます。さて、
５月に新潟市で小学２年生の女子が下校途中、誘拐され、殺害さ
れたという、大変痛ましい事件があり、私たちを含め、子どもと
関係する者、保護者の方々も非常に不安を感じられたと思います。
豊山町においては、小学校等から送られる緊急メールを通じて、
小学生女子が不審者に腕を掴まれたとか、自転車や車で後ろから
追いかけられたという事件が４件ありました。子どもを持つ保護
者の方々は不安な気持ちでいっぱいだったと思います。
まもなく、夏休みに入ります。子どもたちも開放的な気持ちに
なります。学校には事前指導をお願いしたところでございます。
今日の青少年育成会議の議題でも、教育委員会の取組みについ
てもお話しさせていただきたいと思います。教育委員会は、青少
年の健全育成に関わる団体を大きく３つもっております。一つは、
豊山町生徒指導推進協議会です。豊山中学校の校長を会長としま
して、昭和５６年から活動をしております。今年も教育講演会の
ほか、標語の入った看板、栞、ティッシュなどにより、健全活動
の啓発運動をしております。二つ目に豊山町いじめ不登校対策委
員会がございます。各学校の生徒指導主事、スクールカウンセラ
ー及び県からの相談員を含めて、各学校での情報交換を行い、子
どもとどう向き合うかを話し合う会であります。
「一人で悩まな
いで」というチラシを保護者向けに配布しております。三つ目は
今回の会議でございます。主な活動として、地域の方とともに、
町をあげての巡回指導を行い、地域の方々が子どもたちを見守る
ことで、子どもたちの安心・安全を生むことを目標としておりま
す。以上の三団体とも歴史があり、大きな成果も上げております。
その他にも教育委員会の取組みとして、空港ロータリークラブか
ら小学校１年生に対し、防犯ブザーを配布しております。また、
１５年以上前からＣＡＰ講習会を児童向けと大人向けに行って
おります。子どもたちが自分の身を自分で守る講習を、小学４年
生対象に実施しております。
以上のとおり、様々な対策によって、子どもたちを守っていこ
うと思っておりますが、まだまだ不足している部分があると思い
ます。ぜひとも、委員の皆様におかれましてはご協力をいただき
まして、子どもたちの健全育成にご尽力をくださいますよう、お
願いいたします。本日は忌憚のないご意見をいただきますよう、
よろしくお願いいたします。
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（司会）

（委員）
（司会）
（委員）
（司会）

（委員）
（司会）

次に、机の上に委嘱状を置かせていただきましたので、ご確認
していただくことで、委嘱にかえさせていただきたいと思います
ので、よろしくお願いいたします。なお、任期につきましては、
「平成３０年４月１日から平成３２年３月３１日まで」となって
おります。
ここで、新たに役員の選出をお願いしたいと思います。
「豊山
町青少年育成会議設置要綱 第５条第２項の規定により、委員の
互選となっております。
」委員長につきまして、どなたか、ご推
薦があれば、お願いいたします。如何でしょうか。
当局の指名でよろしいのではないでしょうか。
今、当局の指名でよろしいのではないかという意見をいただ
きましたが、如何でしょうか。
異議なし
ありがとうございます。そういたしましては、昨年度までも
委員長としてご尽力いただきました、
井上委員にお願いしたいと
思いますが、皆様如何でしょうか。
（拍手）
ありがとうございます。みなさまの拍手により、井上委員を
委員長に決定したいと思います。
井上委員よろしくお願いいたし
ます。それでは、井上委員は委員長席にお移りください。

（司会）

それでは、はじめに委員長就任のごあいさつをいただきます。
井上委員長よろしくお願いいたします。
（委員長） ～委員長あいさつ～
皆様おはようございます。ただいまご指名いただきましたので
務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。委員の皆
様におかれましては、大変お忙しい中、悪天候の中、青少年育成
会議にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。委員
の皆様には、豊山町の子どもたちの健全なる育成にご協力いただ
きまして、感謝申し上げます。今年も半分過ぎてしまいました。
本日の新聞にて、文科省の局長の受託収賄という、大変恥ずか
しい事件がありました。本当に残念に思っております。この事件
を境に、教育に真面目に取り組んでいかなければならないと思い
ました。
話が変わりますが、サッカーワールドカップにて、強豪チーム
を相手に日本代表チームが予選を突破し、日本中を沸かせており
ました。ところが、今週月曜日の試合にて逆転負けという、本当
に残念な結果となりました。世界の壁は厚いのだと実感いたしま
した。しかしながら、豊山町出身の鈴木一郎選手が世界記録を樹
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立したり、昨年将棋界を賑わせた藤井聡太棋士の連勝記録など、
スーパースターの出現や大きな記録に対しては、子どもたちの夢
を育て上げるのではないかと考えております。
豊山町は小さな町ではございますが、子ども会やスポーツ少年
団等、大変活発に活動しており、子どもたちの将来に向け、夢と
希望を持てる街ではないかと考えております。先ほどの教育長の
話にもございましたが、児童が犯罪に巻き込まれる、大変不幸な
事件がありました。こういった事件の再発を防止して、われわれ
大人たちが子どもを守っていく、元気に育てるといったことが大
人の責任でございます。また、地域全体で子どもを守っていかな
ければならないと考えております。みなさまのお知恵を拝借しな
がら、明るい街づくりを進めていきたいと思いますので、ご協力
をよろしくお願いいたします。
（司会）

ありがとうございました。
「豊山町青少年育成会議設置要綱 第
５条第３項の規定により、委員長が委員のうちから副委員長を指
名することとなっております。委員長、指名の方をお願いいたし
ます。
（委員長） それでは、副委員長におかれましては、長年青少年の育成をス
ポーツを通じて尽力していただいております、川村委員にお願い
したいと思っております。川村委員、よろしくお願いいたします。
（委員） 川村と申します。皆様よろしくお願いいたします。
（委員） （拍手）
（司会）
ありがとうございます。それでは、副委員長には川村委員に決
定いたしました。よろしくお願いいたします。
それでは、議題に入らせていただきます。議題につきましては、
育成会議設置要綱に基づき、委員長に取り回しをお願いしており
ますので、委員長よろしくお願いします。
（委員長） それでは、議題に入らせていただきます。皆様のご協力により、
議事のスムーズな進行をよろしくお願いいたします。それでは第
１号議題「平成３０年度青少年健全育成巡回指導（夏季・冬季パ
トロール）事業計画（案）
」について、資料 No.１をご覧くださ
い。事務局より説明を願います。
（事務局） ～議題１について、資料 No.１に基づき説明～
（委員長） ありがとうございました。説明が終わりましたが､ご意見、ご
質問がありますか。
（委員）
日程の中で、冬季巡回の日程について、１２月２４日が振替休
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日の関係で祝日となっておりますが、それでも実施ということで
よろしいでしょうか。
（事務局） ご指摘ありがとうございます。１２月２４日は祝日でございま
すので、日程の２４日を２５日に、２５日を２６日に変更をお願
いいたします。
（委員長） そうしますと、１２月２２日は金曜日ではなく、土曜日ですが
よろしいでしょうか。
（事務局） 失礼いたしました。冬季の合同街頭ですが、日にちの不備がご
ざいました。１２月２２日金曜日となっておりますが、２１日金
曜日の誤りでございましたので、訂正をお願い致します。
（委員長） 先ほど、事務局からの説明があった通り、冬季の巡回指導計画
において、合同街頭が１２月２２日金曜日のところを１２月２１
日金曜日に訂正。それから、冬季巡回指導第 1 回の日付でありま
す、１２月２４日月曜日のところを１２月２５日火曜日に訂正、
第２回の日付であります。１２月２５日火曜日を１２月２６日水
曜日に訂正ということで、よろしくお願いいたします。他に意
見・質問のある委員の方はいらっしゃいますか
（委員）
２４日は祝日ということで変更されましたが、祝日に巡回指導
を行うことはできないのでしょうか。２４日はクリスマスイブで
すので、こういうときこそ巡回指導を行った方がよいと思います。
（委員長） ありがとうございます。意見がございましたが、事務局、委員
からこのことについて意見をお聞きするのはどうでしょうか。
（委員）
聞きましょう。
（委員）
２４日は子どもたちが浮足立つ日でございます。そういう日こ
そ巡回指導を行う必要があると私は思います。ただ、構成団体さ
んから協力者を出していただきながら、祝日にご参加いただくこ
とに対する配慮はあると思います。巡回指導を大事にするのか、
協力者の配慮を優先するのかを考えますと、青色パトロールの方
では時期やイベントに合わせて日程を組み合わせることを既に
やっております。２４日から２５日に変更することはやぶさかで
はないですが、巡回指導か、協力者の配慮か、どちらを重点に置
くのか、私は疑問を持ちましたので意見させていただきました。
（委員長） ありがとうございます。他の委員さんからも意見をいただきた
いのですが、よろしいでしょうか。
（委員）
私も２４日がよいと思っておりましたので、２４日がよいと思
います。
（委員長） ありがとうございます。それでは、日程について、皆様の決を
取りたいと思いますが、よろしいでしょうか。
（委員）
小学生と日頃から接している立場から意見を言わせていただく
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と、多くの子どもたちは、クリスマスイブに家族と過ごしている
と聞いておりますので、外を出歩く子どもは少ないのではないか
と私は考えております。
（委員長） ありがとうございます。他に意見のある委員さんはいらっしゃ
いますか。
（委員）
事務局が２４日から２５日に訂正した理由を教えてください。
（事務局） ２４日から２５日に訂正しましたのは、例年平日に巡回指導を
お願いしていたこともございます。また、巡回指導に出ていただ
く皆様に、休みの日まで出ていただくのは如何なものかというこ
ともございまして、平日に変更いたしました。ですので、事務局
としては、この会で決定した日程で巡回指導の方を実施したいと
考えておりますのでよろしくお願いいたします。
（委員）
先ほど他の委員がおっしゃいましたが、われわれは子どもたち
を守る立場にあります。それを考えますと、多くの子どもは２４
日に家庭で過ごすと思いますが、家庭で過ごさず、子ども同士で
遊びに行ったりする子どもたちに気を配ることで、事故を未然に
防ぐことができると考えます。今年度はたまたま２４日の祝日に
あたりましたが、私はそういう日こそ巡回指導を行うべきであり、
そういった子どもたちを見守ることが青少年育成会議における
巡回指導の目的ではないでしょうか。
（委員）

今の意見を聞いて、それぞれ思うところがあると思いますが、
２４日、２５日と決めてあるということは、意味があって決めた
のだと思います。ですので、当初の案でよいと思います。
（委員長） ありがとうございました。事務局としては、委員の決定に従う
ということで間違いないでしょうか。
（事務局） はい、その通りでございます。
（委員長） 他に意見はございますか。なければ冬季巡回指導の意見をいた
だきましたので、決を取りたいと思います。確認ですが、冬季の
合同街頭指導の日にちについても、変更前は１２月２２日となっ
ており、こちらも土曜日ですが、こちらはどうしましょうか。
（委員）
学校の立場から言わせていただきますと、土曜日に職員に出勤
するように指示するのは難しいです。
（委員長） では、１２月２１日金曜日なら大丈夫でしょうか。
（委員）
問題ありません。合同街頭は１２月２１日金曜日でよいと思い
ます。
（委員長） ご意見ありがとうございます。それでは、１つずつ決を取りた
いと思います。まず、冬季巡回指導の合同街頭の日にちについて、
事務局の修正どおり、１２月２１日金曜日でよろしいでしょうか。
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（委員）

小学校は２０日に終業式に入りますので、妥当であると考えま
す。
（委員長） ありがとうございます。では、事務局の修正どおり、１２月２
１日金曜日でよろしいでしょうか。
（委員）
（拍手）
（委員長） ありがとうございます。多数の賛成により、冬季巡回の合同街
頭の日にちは１２月２１日金曜日に決定いたします。
つづきまして、冬季巡回指導の第１回、第２回の日にちについ
て、変更前の２４日、２５日に実施する方が良いと思われる方、
挙手をお願い致します。
（委員）
（多数の挙手）
（委員長） ありがとうございます。賛成多数により、冬季巡回指導につい
ては、変更前の２４日、２５日に実施することに決定いたしまし
た。それでは、第１号議題「平成３０年度青少年健全育成巡回指
導（夏季・冬季パトロール）事業計画（案）
」につきまして、承
認していただける方は拍手をお願い致します。
（委員）
（拍手）
（委員長） ありがとうございます。賛成多数により、第１号議題は承認さ
れましたので、よろしくお願いいたします。
それでは、つづきまして、第２号議題「平成３０年度各団体に
よる青少年育成活動事業計画（案）
」について、事務局から説明
をお願い致します。
（事務局） ～平成３０年度各団体による青少年育成活動事業計画（案）に
ついて、資料 No.２に基づいて説明～
（委員長） ありがとうございます。説明が終わりましたが、何かご意見、
ご質問等はございますでしょうか。
（委員）
子ども会ですが、今年度からジュニアリーダークラブを設立し
ました。中学生以上の生徒が現在４２名加入しており、子ども会
の活動のサポートを主にやっていきます。今後、青少年育成活動
にも関わっていくと思いますので、よろしくお願いいたします。
具体的な活動が決まりましたら、計画に載せさせていただきます。
（委員長） ありがとうございます。他にご意見、ご質問がありますか。無
いようですので、第２号議題「平成３０年度各団体による青少年
育成活動事業計画（案）
」について、承認していただける方は拍
手をお願い致します。
（委員）
（拍手）
（委員長） ありがとうございます。賛成多数により、第２号議題は承認さ
れましたので、よろしくお願いいたします。
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それでは、第３号議題のその他に移ります。その他この場で議
題にあげるような事が事務局からは何かありますか。
（事務局） 事務局からはありません。
（委員長） 委員さんからは何かありますでしょうか。
（委員）
ありません。
（委員長） それでは、すべての議題について、審議が終わりました。ご協
力ありがとうございました。
（事務局） 委員長ありがとうございました。これをもちまして、
「平成３
０年度第１回豊山町青少年育成会議」を、閉会いたします。ご協
力ありがとうございました。
上記のとおり平成３０年度第１回豊山町青少年育成会議の議事の経過及
びその結果を明確にするためにこの会議録を作成し、委員長及び出席者１名
が署名する
平成３０年 ７月１８日
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委員長

井 上 博 司

署名人

川 村

武

