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

平成３１年３月４日（月）午後２時３０分から

２ 開催場所

豊山町役場 ３階 会議室３、４

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、高桑峯夫、鈴木育生、
安藤たづ子、川村武、今村一正、高木実希、飯田義秀、
富田和美、小出芳子、長瀧隆司、田村孝彦、奥村誠彦、
藤原康臣
欠席委員：安藤春一、山口和彦
事 務 局：北川昌宏教育長、安藤憲司事務局長、安藤与智主事

４ 議題 （１）平成３０年度青少年育成会議事業報告について
（２）平成３１年度青少年育成会議事業計画(案)について
（３）その他
５ 会議資料 ・平成３０年度青少年育成会議事業報告について
(資料 No.1）
・平成３１年度青少年育成会議事業計画(案）について (資料 No.2）
６ 議事内容
（司
会） 皆様おはようございます。本日の定刻は午後２時を予定しておりまし
たが、本町の都合により開始時間を３０分遅らせていただきました。
委員の皆様申し訳ございませんでした。ご協力ありがとうございます。
それでは、ただいまから平成３０年度第２回豊山町青少年育成会議を
開会いたします。なお本日、委員のうち、山口委員につきましては事前
に欠席の連絡をいただいております。
なお、
安藤委員におかれましては、
ただいま議会に出席しており、終わり次第出席される予定です。
それでは次第に沿いまして進めさせていただきます。初めに、井上委
員長よりごあいさついただきます。よろしくお願いいたします。
（委 員 長） 皆様こんにちは。年度末の大変お忙しい中、青少年育成会議にご出席
頂きましてありがとうございます。委員の皆様には日頃より、豊山町
の子供たちの健全な育成に関しまして、暖かいご理解とお力を賜り感
謝申し上げます。
時が経つのは早いもので、今年も３月に入って、平成の世も残すとこ
ろ２カ月を切ったものでございます。３０余年の平成は瞬く間に過ぎ
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去った様な気がしています。中でも昭和のバブルがはじけて、大変厳
しい中、また途中にはリーマンショックもあり、厳しい経済が続いて
います。そして、災害の多い年代でもありました。地球温暖化の影響
でしょうか、各地でゲリラ豪雨による水害もありましたし、阪神淡路
大震災や東日本大震などの大地震に見舞われ、また熊本や北海道等で
震災があり、未曾有の災害がございました。幸いにもこの地方に大き
な災害はなかったものの、近い将来発生が予測されている東南海地震
ですが、起こらないことを願うばかりです。
そんな中でも、最近では、スケートや卓球、将棋、囲碁の世界など
で十代の若い子たちが目を見張るような活躍をされております。こう
いった活躍は子供たちに対しては将来への大きな希望になるかと思い
ます。また、この豊山町におきましても、世界のイチローの活躍や航
空宇宙産業等、子供たちに希望を与える町であるかと思います。この
ような条件の良い町でありますので、皆様のお力で将来希望のある子
供たちの健全なる育成のために、非行の芽を摘んだり、地域全体で見
守っていかなければならないと思っております。皆様方のお知恵と、
忌憚のないご意見を頂くことで、この会議が実りあるものにしていき
たいと思います。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。続きまして北川教育長より皆様にあいさつ
を申し上げます。
（教 育 長） 本日はご多忙の中お集まりいただきありがとうございます。先ほど事
務局長が申し上げましたが、町議会が本日から始まりまして、午後も
開いた関係で皆様には大変なご迷惑をおかけしまして、おわび申し上
げます。
おかげさまで、今年も豊山町内では青少年に関わる大きな事件、事
故等がなく、皆様の日頃の活動によるものである思っております。た
だ、全国のニュースを見ますと、中学生が車を運転して、パトカーに
追突したニュースや、最近ですとコンビニ等でアルバイトをしている
若者が、不適切な行為をして、お客様やお店の信用を失墜させたとい
うようなニュースがございました。委員長からもお話がございました
が、平成の３０年の間に社会経済状況が大きく変わりまして、青少年
を健全に育成するという当たり前の事が非常に難しい社会になったの
かと思っております。教育長に就任してから、教育行政自体が、ある
いは、学校を取り巻く状況が、かつてのように単純ではなくなってお
り、地域の皆様方をはじめ、色々な行政分野の方たち、色々な各界の
方たちとお話をしながら、教育行政を進めていくことが、この青少年
の健全育成につながるのではないかと思っております。本日も短い時
間ではありますが、皆様から忌憚のない意見をいただいて、この豊山
町の子ども達が立派に育っていくような、そういった前向きな話し合
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いができることを願っています。どうかよろしくお願いいたします。
（司

会） 次に、本町では「議事録等の作成に関する指針」により、審議会等の
議事録はホームページに掲載させていただきます。議事録は､発言者名
をふせ要点筆記で作成したものに署名をいただき、掲載をすることに
なります。後ほど、委員長から議事録署名委員が指名されますので、
委員長と委員の２名で、議事録の内容を確認していただきます。
それでは議題に入らせていただきます。
本日の会議は委員１８名中１６名の出席をいただいており、過半数に
達しておりますので、豊山町青少年育成会議設置要綱第６条第２項の
規定により会議は成立しております。議題につきましては、同要綱第
５条の４項の規定に基づき、委員長の取り回しでお願いします。委員
長よろしくお願いします。
（委 員 長） みなさま、よろしくお願い致します。
議題に入ります前に、議事録署名委員の指名ですが、鈴木委員を指名
します。よろしくお願い致します。
それでは議題に入らせていただきます。
議題１、平成３０年度青少年育成会議事業報告について事務局から説
明をお願いします。
（事 務 局） ～議題１について、資料 No.１に基づき説明～
（委 員 長） ただいま事務局から説明がございましたが、この議題に関して、ご意
見、ご質問はありませんか。
質問も無いようですので議題１につきまして、
承認いただける方は拍
手をお願いいたします。
～拍手～
（委 員 長） 全員の拍手により議題は承認されました。続いて議題２、平成３１年
度青少年育成会議事業計画（案）について事務局より説明をお願いし
ます。
（事 務 局） ～議題２について、資料 No.２に基づき説明～
（委 員 長） ありがとうございました。それでは、この議題について、ご意見、ご
質問はありませんか。
（委
員） 私が代表を務めている団体は、小さいお子様のお持ちの保護者で構成
しております。現代では共働きが多く、家事、育児の関係で各団体と
協力して行う、この巡回指導の時間帯に出席するのが非常に難しいで
す。今年度はなんとか巡回指導の協力者を出すことができましたが、
親がいないところで子供に何かあると怖いですので、巡回指導を免除
していただけないでしょうか。
（委 員 長） ありがとうございました。発言いただきました委員の団体は、巡回指
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導の４班に所属しております。時間変更をしたり、他の班にうつすな
ど、様々な方法が考えられますが、この件について、意見はございま
すでしょうか。
局） 小、中学校の夏季休暇及び冬季休暇に合わせた巡回指導の時間のどち
らも、時間的に難しいでしょうか。
員） 今年度の話をさせていただきますと、
協力者のお声掛けをしましたが、
ほぼ全員から、時間的に出席できないとお断りをいただきました。
長） 巡回指導の時間はどちらも厳しいということですね。
局） ご出席いただきました皆様の同意がいただけましたら、発言いただき
ました団体については、小、中学校の夏季休暇及び冬季休暇に合わせ
た巡回指導などを免除してもよいのではないかと思います。
員） 私の所属する団体でよければ、代わりに巡回指導に参加します。
長） ありがとうございます。
員） 私が所属している２班では、他の班よりも参加団体が多いので、２班
から４班へ１団体を移動すると、各班の団体数も同じになるので、良
いかと思います。
長） ２班には、毎回参加いただく団体を除いて、３団体ございますので、
３団体の中から４班に移動していただける団体はございますか。
員） 私が所属する団体が４班に移動します。
長） それでは、発言いただきました委員の団体が４班へ移動するというこ
とで、皆様よろしいでしょうか。
員） 異議なし
員） 会議に出席することは、来年度以降も大丈夫ですか。
員） 会議への出席については大丈夫です。
長） 他に意見はありますでしょうか。
員） 来年度の巡回指導のルートについて、今年度の冬場に青塚古墳のある
神社で火遊びの事案が何回かございました。日頃から子供たちが遊ぶ
場所でもあり、道路側から死角になる箇所もあります。もしよろしけ
れば、来年度の巡回指導のルートに追加していただきたいです。
長） ありがとうございます。来年度の会議にて、巡回指導のルートに入れ
たものが提案されるかと思います。
員） 死角があるということで、巡回指導時に青塚古墳のある神社の中も巡
回した方が良いと思います。
長） その点も、来年度に提案させていただきます。他にご意見があります
でしょうか。
員） 今年度はコンビニも巡回指導で回る場所に追加しましたが、閉店した
り、新たにできたコンビニもありますので、そのコンビニも追加して
ルートを作成すると良いと思います。
長） その点も、来年度に提案させていただきます。
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（委 員 長） 他にご意見がありますでしょうか。
（委
員） 啓発品を毎年注文して商業施設に配布していると思いますが、巡回指
導でも商業施設の中を回りますので、その時も啓発品を配る事は可能
でしょうか。
（事 務 局） 啓発品の配布については、事前に商業施設へ依頼をしておりますが、
お店側からは、店内の配布をしなければという条件で承諾をいただい
ておりますので、店内での配布は難しいです。
（委
員） 分かりました。
（委 員 長） 他にご意見がありますでしょうか。
質問も無いようですので議題２につきまして、
承認いただける方は拍
手をお願いいたします。
～拍手～
（委 員 長） 全員の拍手により議題は承認されました。
（委 員 長） それでは、次に「議題（３）その他」について、何かありますでしょ
うか。事務局からは、何かありますか
（事 務 局） 審議する内容はございませんが、連絡が１点あります。委員の任期は
２年となっておりますが、やむを得ない理由で、来年度、こちらの会
議に出席する代表者が変わる予定のある団体がありましたら、会の終
了後で構いませんので、私までご連絡いただきますよう、お願い致し
ます。
（委 員 長） 皆様よろしくお願いいたします。他に審議する内容は無いようですの
で、議題につきまして、これをもって終了いたします。皆様のご協力
により、議案のご承認を賜り、ありがとうございました。
（司
会） 委員の皆様におかれましては長時間のご審議ありがとうございました。
これをもちまして平成３０年度第２回青少年育成会議を終了いたしま
す。報酬をお配りしますのでお待ちください。
上記のとおり平成３０年度第２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３１年 ３月１５日

5

委員長

井 上 博 司

署名人

鈴 木 育 生

