尾張旭市少年センター運営協議会議事要旨
１

開催日時
平成 ２８年３月８日（火）
開会 午前１０時００分
閉会 午前１１時００分
２ 開催場所
尾張旭市役所 講堂１
３ 出席委員
若杉和久、伊藤智成、渡辺安正 、宮部 剛 、森 修、 山﨑晴弘、
菅沼捷子、寺田博道、長谷川裕子、浅見洋子、山本真依子、
勝野 辰、加藤奈保樹
４ 欠席委員
澁谷理絵
５ 傍聴者数
０名
６ 出席した事務局職員
市民活動課長 秋田芳忠、少年センター所長 大竹良寿、
少年育成係長 豊田定史、電話相談員 平田智子
７ 議題等
⑴ 平成２７年度事業について
⑵ 少年センターの移転について
⑶ 尾張旭市少年センター設置条例の一部改正について
⑷ 尾張旭市少年センター運営協議会会長の選出について
⑸ 平成２８年度事業計画（案）について
⑹ その他
８ 会議の要旨
事務局（所長）

少年センター所長の大竹です。
本日は、お忙しい中 お集まりいただき、ありがとうございます。
定刻となりましたので、ただいまから、平成２７年度第１回尾張
旭市少年センター運営協議会を開始します｡
会議に入ります前に、澁谷委員から本協議会を欠席されるとの連
絡がありましたことをご報告します。
本日の出席委員は１５人中、１４人出席していますので、過半数
の出席をいただいております。
従いまして、少年センター運営規則第４条第２項の規定による定
足数に達しておりますので、ただいまより開会いたします。
なお、この会議は傍聴を認め、後日議事録を公表するといった会
議の公開を行いますので、委員の皆様にはご了承いただきますよう
お願いします。まず、本日の会議資料の確認をさせていただきます。
(10:01)

事務局（係長）

少年センター係長の豊田です。よろしくお願いします。

まず、先に送付させていただきました資料の確認をいたします。
本日の次第、委員名簿、冊子の 1 ページから 20 ページまでの資料
です。また、本日配布資料として推進大会のクリアファイルには、
「少
年センターだより」を入れてあります。東中学校区支部の広報誌も
お配りしております。
事務局（所長）

次に 委員のうち、新任のかたのご紹介をします。
委員名簿をご覧ください。
青少年健全育成推進会議 会長 若杉 和久 様
青少年健全育成推進会議旭中学校区支部長
更生保護女性会

会計

大橋

妃登美

小中学校 PTA 連絡協議会からの代表
です。
自治連合協議会

理事

子ども会連絡協議会

寺田
会長

博道
山本

伊藤

智成

様

様
澁谷

理絵

様は本日欠席

様
真依子

様

小中学校生徒指導主事主任者会からの代表 水野 茂様は公務に
より欠席のため、代理で加藤 奈保樹 副会長に出席していただい
ております。
(10:04)
事務局（所長）

会議に先立ちまして、事務局を代表しまして、市民活動課長から
あいさつを申しあげます。

事務局
（秋田課長）

皆様、おはようございます。市民活動課長の秋田でございます。
本日は、お忙しい中、尾張旭市少年センター運営協議会にご出席い
ただき、ありがとうございます。
皆様には、日ごろから、少年センターの運営や活動に対し、格別な、
ご理解、ご協力をいただき、心より感謝申し上げます。
近年、全国的にも少年犯罪は減少傾向にあるといわれていますが、
青少年が被害に遭う事件が新聞、テレビなどで連日のように報道され
ています。
本市においては、非行青少年をほとんど見ない状況ですが、最近は、
学校内での問題行動が多く見受けられる状況のようです。
少年センターでは、このような、青少年を取り巻く環境を、今一度、

しっかり踏まえ、「あさひの子 地域みんなで 育てましょう」を合
言葉に今後とも 皆様のお力をお貸しいただき、健全育成にしっかり
取り組んでまいりたいと思います。
本日は、新年度の事業計画などを議題とさせていただいておりま
す。皆様の貴重なご意見を賜り、少年センターの活動内容をより良
いものとしたいと存じますので、よろしくお願いします。
事務局（所長）

ここで、本協議会につきましてご説明させていただきます。

事務局（係長）

１９ページの尾張旭市少年センター設置条例をご覧ください。「第
５条に、少年センターの適切な運営を図るため、尾張旭市少年センタ
ー運営協議会を置く。」となっております。また、第４条に少年セン
ターが行う事業として、３項目掲げております。皆様方には、各種事
業の実施内容について、ご協議をいただくために、委員をお願いして
おります。
任期は、平成２７年６月１日から平成２９年５月３１日までとなっ
ておりますので、よろしくお願いいたします。

事務局（所長）

それでは、報告事項に移ります前に当協議会の石原彰委員が辞職し
たことに伴い、会長が空席となっているため、先に協議事項（1）
「尾
張旭市少年センター運営協議会会長の選出について」に移りたいと思
います｡

事務局（係長）

２０ページの尾張旭市少年センター運営規則をご覧ください。
第３条第２項に、
「会長は、委員の互選によってこれを定める。」ま
た、第４項に、「会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会
長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。」となっており
ますので、職務代理者の森 修様に議長をお願いします。

議長

ただいま、議長の指名を受けました社会福祉協議会 森です。
早速ですが、議題に入ります。
少年センター運営協議会会長の選出について、ご意見はございま
せんか。

(森委員)

加藤委員

議長
(森委員)

自治連合協議会役員として地域における青少年の健全育成にご尽
力をいただいております、寺田 博道様を会長に推薦したいと存じ
ます。
ありがとうございました。
寺田博道様の推薦がありました。他にありませんか。

議長
(森委員)

ご異議がなければ、拍手にて承認ください。
（一同拍手）

議長
(森委員)

拍手で承認をいただきました。
それでは、新会長と議長を交代いたしますので、寺田様は会長の席
に移動してください。
(10:10)

事務局（所長）

次に、新会長の寺田 様からあいさつをお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。

議長
（寺田委員）

会長を務めさせていただきます寺田です。ご協力よろしくお願いし
ます。

事務局（所長）

ありがとうございました。
なお、以後の議事の進行は会長にお願いいたします。
それでは、寺田会長よろしくお願いします。

議長

次第２

（寺田委員）
事務局（係長）
議長
（寺田委員）

報告事項

⑴ 「平成２７年度事業について」事務局より

説明をしてください。
〈係長、資料に基づき説明〉
平成２７年度事業について、ご質問などございましたら、お願い
をいたします。
(10:26)
〈質問、意見はなし〉

議長
（寺田委員）

平成２７年度事業については、よろしいでしょうか。
次に、報告事項 ⑵ 少年センターの移転について
⑶ 尾張旭市少年センター設置条例の一部改正について
は、関連するので、一括で説明してください。

事務局（係長）

〈係長、資料に基づき説明〉

議長

報告事項⑵⑶について、ご質問などございましたら、お願いをい

（寺田委員）

たします。

〈質問、意見はなし〉
議長
（寺田委員）

「少年センターの移転について」、「尾張旭市少年センター設置条
例の一部改正について」は、よろしいでしょうか。
それでは、協議事項⑵
「平成２８年度事業計画（案）について」事務局より説明をしてく
ださい。

事務局（係長）

〈係長、資料に基づき説明〉

(10:35)

議長
（寺田委員）

平成２８年度事業計画（案）について、協議を行います。
本件について、ご質問やご意見等ございましたら、お願いをいた
します。

長谷川委員

少年センターの移転のことに、関連して、不登校児の通う「適応
指導教室」は、少年センターの移転先である中央公民館に入ると聞
きましたが、移転する部屋はわかりますか。

事務局（係長）

資料 P12 の平面図で、１階の東側 103 から 105 の部屋が「適応指
導教室」になる予定です。また、こどもの部屋を改装して、職員室
になると聞いております。

議長
（寺田委員）
渡辺委員

他にご意見はありますか。

「地域協力員が 390 名いますが、東中学校区では、事業の出席率
が悪く、名簿に名前が掲載されているだけの人が多いのではと思い
ます。
「あいさつ運動」でも、参加しているかたは、いつも同じメン
バーです。事業参加依頼文などの発送書類が無駄になっているので
はありませんか。

事務局（係長）

平成２６年度まで健全育成関連団体役員を退任後、そのまま健育
協力員として留任させていた経緯がありました。しかし、平成 27 年
度から６月開催の各支部総会の際、支部長に役員退任後も継続して
頂けるかどうかの確認をして頂いております。

渡辺委員

本人の意志確認が大切なことはわかるが、発送経費の無駄ではな
いかと気になります。

事務局（係長）

「あいさつ運動」には出ないが、支部総会には出席される地域協
力員もいます。次年度も、健全育成関連団体役員を退任されるかた
のリストを作成し、留任するかどうかを支部で確認していただく予
定です。

渡辺委員

支部のレベルでは、各小学校区の様子はわからないのが実情です
が、リストがあれば、対応します。

議長
（寺田委員）

いろいろ、ご協議を頂きましたが、
平成２８年度事業計画（案）について、ご了承いただけますでし
ょうか。
〈一同拍手にて承認〉

議長
（寺田委員）

ありがとうございました。
平成２８年度事業計画（案）について、承認することにします。
今後も、各関係機関とも協力しながら、青少年の健全育成や非行防
止を行っていただきたいと思います。
(10:41)

議長
（寺田委員）

次に、協議事項の⑶ 「その他」ですが、委員の皆様でご意見な
どがありましたらお願いします。
それでは、４「その他」⑴ 守山警察署からの情報として、
尾張旭幹部交番の勝野所長から尾張旭市内の青少年の動向などお願
いします。

勝野委員

旭中卒業式終了時間に、旭中付近に立ったところ、卒業式に参加
したスクールサポーターより「よい卒業式だった。」との報告を受け
ました。市内の青少年の動向は、落ち着いています。引き続き各中
学校と連携していきますのでよろしくお願いします。
守山警察署からは、市内の空き巣の件数が増えているので、警戒
してほしい、また伊勢志摩サミットのある５月末は、名古屋市内は
交通規制があるので車での移動を控えてほしいとの要請がありま
す。
(10:47)

議長
次に、⑵ 中学校からの情報として、東中学校
（寺田委員） 学生の様子などをお願いします。
加藤委員

加藤教頭より中

3 月４日の卒業式は、３中学校とも落ち着いていました。守山警察
署と少年センターのご協力ありがとうございました。

卒業生の中で、バイクの免許を取った者がいるようだが、少年セ
ンターの相談員がパトロールと声かけをしているので助かります。
中学校内は、全体としては落ち着いています。しかしネットを使
った転売をするものや、いじめなどの生徒間トラブルには職員が複
数対応で当たっています。
最近は、名古屋市の中学生との繋がりは少ないようです。
東中学校区内では不審者情報が多く、地域で見守って頂きました。
これからも少年たちを見守って頂ければ幸いです。
(10:56)
議長

以上で、本日の協議事項はすべて終了しましたので、会議進行を

（寺田委員） 事務局へお返しします。
事務局（所長）

事務連絡が２点あります。
１点目は、３月２４日に春の非行防止キャンペーンを実施します。
皆様方におかれましては、お忙しいとは思いますが、団体のメンバ
ーのかたともお誘い合わせの上、ご参加ください。
２点目は、先ほども説明のとおり、平成２８年７月１日に少年セ
ンター地域協力員委嘱式を行いますので、皆様ぜひご出席ください。
本日は、お忙しいなか長時間にわたりご審議いただき誠にありが
とうございました。
これをもちまして、尾張旭市少年センター運営協議会を閉会しま
す。本日は、ありがとうございました。
（11:00）

