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 ２７年３月１２日（木）
開会 午前１０時００分
閉会 午前１０時５５分
２
開催場所
尾張旭市民会館 第３会議室
３
出席委員
三浦庄三 、田中善廣、 渡辺安正 、宮部 剛 、森 修、 山﨑晴弘、中垣光代、
小川孝子（代理）、菅沼捷子、 石原 彰、 長谷川裕子、浅見洋子、 森 ヒロミ、
勝野 辰、 大竹良寿
４
欠席委員
なし
５
傍聴者数
０名
６
出席した事務局職員
市民生活部長 小池 勲、市民生活課長 秋田芳忠、少年センター所長 黒田 博、
少年育成係長 豊田定史、街頭相談員 原田純栄、電話相談員 平野尚美
７
議題等
（１）
平成２６年度事業実施状況について
（２）
平成２７年度事業計画（案）について
（３）
その他
８ 会議の要旨
事務局（所長） 少年センターの黒田です。
本日は、お忙しい中、また寒い中、お集まりいただき、ありがと
うございます。
昨年度は、少年補導が子どもを捕まえるというような威圧的な言
動ではないかというご指摘があり、この協議会で少年センター設置
条例の一部改正を協議していただきました。
少年センターでは、子どもたちを健全に育成する「愛の声かけ」
など優しい対応で電話相談や街頭相談において、お子さんたちに接
しております。
それでは本日の会議を始めて行きたいと思います。
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
議公開を行いますので、委員の皆さまにはご了承いただきますよう
お願いいたします。
ここで、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 18 ページまでの資料
です。
お持ちでないかたは、お知らせください。
（委員の様子を見る）
（10：02）

事務局（所長）

ここで、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西中学校区支部長
社会福祉協議会

事務局長

森

剛様

修様

民生委員児童委員協議会からの代表

山﨑

小中学校 PTA 連絡協議会からの代表
子ども会連絡協議会からの代表
守山警察署尾張旭幹部交番

宮部

所長

森

晴弘様

中垣

光代様

ヒロミ様
勝野

辰様です。

（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、市民生活部長から
あいさつを申しあげます。
小池部長

皆様、おはようございます。市民生活部長の小池でございます。
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。
昨今は、青少年の大切な時期の過ごし方に関わる事件が連日のよ
うに報道されていますが、中でも最近の川崎の事件は、とても痛ま
しく、市民の皆さんも大きな関心を持たれていることと思います。
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。
（10：05）
事務局（所長） ありがとうございました。
次に、会長の石原様から開会の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。
（10：05）
会長
おはようございます。年度末のお忙しい中、御出席賜りありがと
うございます。日頃は「地域のおじさん おばさん運動」
「非行防止
キャンペーン」など青少年の健全育成のために御協力いただき、誠
にありがとうございます。本日は議長を務めさせていただきますの
で、よろしくお願いします。
（10：05）
事務局（所長） ありがとうございました。
なお、会議の進行は、尾張旭市少年センター運営規則第３条第３項
の規定によりまして、
「会長は会務を総理する」とされておりますの
で、以後の議事の進行は会長にお願いいたします。
それでは、石原会長よろしくお願いします。
会長

報告事項に入ります前に、協議事項（１）の少年センター運営協
議会会長職務代理者の選出について事務局より説明をしてくださ
い。
（10：06）
事務局（係長） 当協議会の会長職務代理者の選出を務めておられた大橋雄委員が
民生委員児童委員協議会からの選出委員の改選により当協議会の委
員を辞職されたことに伴いまして、新たに会長職務代理者を選出す
る必要がございます。
冊子の 18 ページをご覧ください。尾張旭市少年センター運営規則

会長

第３条第４項の規定により、
「会長があらかじめ指定した委員がその
職務を代理する。」こととなっています。
（10：07）
それでは、会長が指定するということになっていますので、森修
さんを会長職務代理者に指名いたしますが、ご異議はございますで
しょうか。
（「異議なし」の拍手あり）

会長

ありがとうございます。
ご異議もないようですので、会長職務代理者につきましては、森

委員が選出されました。
それでは、森委員から一言ご挨拶をお願いします。
森修委員

森です。これより会長職務代理者を務めさせていただきます。よ
ろしくお願いします。
（10：08）
（全員拍手）

会長

ありがとうございました。それでは、報告事項
「平成２６年度事業について」事務局より説明をしてください。
（10：08）

事務局（係長） 〈資料に基づき説明〉
会長

（10：23）
ありがとうございました。それでは、平成２６年度事業計画につ
いて、ご質問などございましたら、お願いをいたします。

渡辺安正委員

1 ページに記載されております空き家、空きビルの中で地域で情報
を把握しておいた方がよいことがあれば教えてほしい。
（10：24）

事務局（所長）

まず、空きビルでは西大道町の廃業したパチンコ店があり、子ど
ものたまり場になるとの懸念がありましたが、今はドラッグストア
になって空きビルではなくなりました。
向町の空き家は人の気配がないのに生ごみが増えていると連絡が
あり、定期的に巡回をしています。
旭台の空き家は少年たちが入り込んでいる様子はないですが、こ
こも定期的に街頭パトロールをしています。

渡辺安正委員

では、緊急を要するものはないということですね。

事務局（所長）

はい。

会長

他にご質問等ございませんか。

会長

平成２６年度事業については、よろしいでしょうか。

会長

それでは、協議事項（２）
「平成２７年度事業計画（案）について」ご協議いただきたいと思
います。事務局より説明をしてください。
（10：29）

事務局（係長） 〈資料に基づき説明〉
会長

会長

（10：34）
平成２７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、ご発言お願い
いたします。
（10：35）
〈質問又は意見はなし〉
平成２７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。
〈「異議なし」等の声〉

会長

ありがとうございました。
平成２７年度事業計画について、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。
それでは、お手持ちの資料のｐ12 からｐ14 の（案）を消して下さ
い。
（10：36）

会長

次に、協議事項の３－（３）「その他」ですが、委員の皆様でご意
見等がありましたらお願いします。

事務局（所長）

よろしいでしょうか。もしご意見等なかったら、先程ご質問があ
りました空き家・暴走族等、夜間に交番で把握されていることがあ
りましたら幹部交番所長にお話をしていただけたらと思います。

勝野辰委員

暴走族は、三郷駅周辺に集まっていることが多いです。瀬戸・春
日井方面から来ている有職者の少年が多く、警察に対して反抗的な
態度をとることはありません。夏とか盆踊り後のい集は、一昨年は
ありましたが、昨年は雨が多かったせいかあまり見られませんでし
た。
空き家は何か問題がありましたら、その都度 110 番通報していた
だければ、事態を把握いたします。
また不審者を見かけましたらすぐに通報していただきたいです。
（10：40）

小池部長

暴走族については市の方に寄せられているのは、三郷駅周辺の他
に印場・旭前駅周辺での情報を何件かいただいています。

会長
森ヒロミ委員

また新年度には、空き家の実態調査を進めたいと思っています。
（10：46）
他に何かご質問やご意見等ございませんか。
少年センターの移転について教えてください。
（10：48）

事務局（所長）

平成 27 年 3 月に少年センターの入っている市民会館の貸館業務が
終了しますが、少年センターは平成 27 年度はそのまま市民会館に残
ります。平成 28 年度は中央公民館に移転を予定しています。
（10：49）

会長

事務局（所長）
会長

それでは、４「その他」について、事務局から何かありましたら
お願いします。
ありません
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
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２７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。
（10：55）

