
平成２１年度 芦屋市立青少年愛護センター事業報告 

 
１．会議 
  
◎ 芦屋市立青少年愛護センター運営連絡会 
    第 1回 … ５月８日（金）      第 2回 … １０月２７日（火） 
  
◎ 芦屋市立青少年愛護センター関係 
 ○ 国・近畿地区関係 
  ・平成２１年度 近畿地区青少年補導センター連絡協議会総会  ８月２１日・香芝市 
   兼 第３９回 近畿地区青少年補導センター連絡協議会研修大会 
    大会テーマ 「地域が見守り、支援する青少年育成のあり方」 
          ～地域に根ざした青少年センターの役割～ 
    全体研修・講演会 「子どもを孤立・孤独にさせない子育てのために」 
         講 師  関西大学臨床心理専門職大学院教授  

奈良県臨床心理士会会長      石田 陽彦 氏 
    公  演・テーマ 「携帯電話の落とし穴」 

出演者 奈良県警察本部生活安全部少年課少年サポートセンター 
全体研修・パネルディスカッション 「青少年健全育成に関する今日的な課題」 

コーディネーター 石田 陽彦氏 
パネラー 上原 一志氏，松長 一樹氏，池木 郁子氏，辻村美智子氏 

 
・平成２１年度 全国青少年補導センター連絡協議会定期大会 

不参加      （１１月５日～６日 石川県金沢市） 
 
 ○ 県関係 
   兵庫県青少年補導センター連絡協議会  
   ・総会及び第１回理事会（所長会）             ５月１３日・伊丹市 
     内容 県青少年課長の愛護条例改正内容の報告・県警少年育成課長の現況報告と

第４２回兵庫県青少年補導委員大会･研修会について 
        平成２０年度 事業・会計報告 
        平成２１年度 事業方針・会計予算 
  
   ・第２回理事会（所長会）                  ６月５日・川西市 
     内容 所長１日研修会（8月 19日予定）について 
        所長・会長一日研修（11月 19日予定）について 
        第４２回 兵庫県青少年補導委員大会(高砂市・10月 29日予定)について 
 
   ・第３回理事会（所長会）                  ９月３日・西脇市 
     内容 平成２２年度 事業計画（案） 

平成２２年度 役員改選・選考について 
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        兵庫県青少年補導委員大会・研修会について（10/29） 
        所長・会長一日研修について（11/19） 
 
   ・第４回理事会（所長会）            平成２２年２月１２日・神戸市 
     内容 平成２２年度 事業計画（案）について 
        平成２２年度 役員改選･選考について 
        第４３回県青少年補導委員大会の運営について 
        午後：所長研修（ひきこもり支援の現状について） 
  
   ・所長一日研修会                     ８月１９日・神戸市 
     内容 講演会 「子どもが抱える様々な問題とその背景，対応のヒント」 

講 師 弁護士 峰本 耕治氏 
情報交換会 「各ブロック代表のセンターの活動概要を元に」 

 
・所長・会長一日研修会                 １１月１９日・宍粟市 
内容 県立山の学校視察 

 
 ○ 阪神関係 
   阪神青少年本部会議                    ６月２２日・尼崎市 
     内容 平成２０年度 事業・決算報告 
        平成２１年度 役員選出 
        平成２１年度 事業計画・予算案について 
  
   第４４回 阪神地区青少年補導センター連絡会        ６月１０日・西宮市 
     内容 平成２１年度の各センターの事業計画について 
        各センター運営上の諸問題について 
 
   第４５回 阪神地区青少年補導センター連絡会    平成２２年２月４日・宝塚市 
     内容 平成２２年度の各センターにおける重点活動方針 

平成２２年度予算（案）及び２１年度事業実績 
        各センター運営上の諸問題について 

各センターの青少年の問題行動等の状況 
  
◎ 芦屋市青少年育成愛護委員会関係 
 ○ 県関係 
   兵庫県青少年補導委員連合会 
   ・総会                          ５月１３日・伊丹市 
     内容 平成２０年度 事業・会計報告 
        平成２１年度 事業計画・予算案について 
        兵庫県青少年補導委員連合会会長感謝表彰方法の改正について 
 
   ・第１回運営委員会 第２回会長・副会長会 兼 第１回ブロック長会議 
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（５月８日・尼崎市で開催予定も新型インフルエンザ対策のため中止） 
 
・第２回運営委員会 第３回会長・副会長会 兼 第２回ブロック長会議 

８月２６日・神戸市 
     内容 平成２１年度 第４２回兵庫県青少年補導委員大会・研修会について 
        平成２１年度 委託金地域配分について 
        平成２１年度 所長・会長一日研修について 
        平成２２年度 各市町負担金について 
        平成２２年度 年間事業計画（案）について 
        平成２２年度 総会・補導委員大会・研修会等について 
 
   ・第４２回 兵庫県青少年補導委員大会・研修会 高砂大会 １０月２９日・高砂市 
     内容 永年勤続者表彰式 「知事表彰・知事感謝・会長感謝」 
        講演会 「私の取材ノートから 時代の若者像に迫る」 

講 師 江川 詔子氏（ジャーナリスト） 
 

・所長・会長一日研修会                 １１月１９日・宍粟市 
内容 県立山の学校視察 

 
・第２回理事会（会長会）             平成２２年２月５日・姫路市 
内容 平成２２年度年間事業計画（案）・収支予算（案）について 

平成２２年度総会・補導委員大会・研修会の開催地等について 
平成２２年度負担金について 

 
 ○ 阪神関係 
   阪神地区青少年補導委員連絡協議会 
   ・第１回 役員会                     ６月１２日・芦屋市 
     内容 平成２０年度事業報告並びに決算報告等 
        平成２１年度事業計画（案）並びに予算（案） 

平成２１年度阪神地区青少年補導委員連絡協議会総会・研修会 
平成２１年度阪神地区青少年補導委員連絡協議会負担金 

 
   ・総会及び研修会                      ７月３日・芦屋市 
     内容 平成２０年度 事業報告・決算報告 
        平成２１年度 新役員の選出 
        平成２１年度 事業計画・予算について 
        講演会 「夜間定時制高校の群像～私は生きる 歌に刻む～」 
        講 師 兵庫県立神戸工業高校 教諭 南 悟 氏 
  
   ・阪神７市１町 合同補導委員研修会            １０月２日・伊丹市 
     内容 講演会 『子どもたちの居場所づくりにかかわって』 

～元総長のふれ愛塾～ 
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        講 師 ＮＰＯ法人ＴＦＧ（田川ふれ愛義塾）代表 工藤 良 氏 
 
   ・第２回 役員会                 平成２２年２月９日・芦屋市 
     内容 平成２１年度 事業報告並びに決算報告等 

平成２２年度 事業計画（案） 
平成２２年度 役員選出（案） 
各市町の状況 

 
 ※ その他の青少年育成愛護委員会関係 
   ・芦屋市青少年育成愛護委員会 総会及び委嘱式    ５月２９日・市民センター 
  
   ・芦屋市青少年育成愛護委員会 役員会        毎月定例・青少年センター 
     ４月２１日  班活動費の収支状況 
            総会にむけて 
  
     ５月２６日  愛護委員委嘱式・総会について 

第１回班集会での腕章等の引継ぎについて 
５月分の活動報告について 

  
     ６月１６日  班長の役割について 

阪神地区青少年補導委員連絡協議会総会及び研修会について 
            社会を明るくする運動について 
            協会事業「子どもと語る会」について 
  
     ７月２１日  阪神地区青少年補導委員連絡協議会総会・研修会（報告） 
            「社会を明るくする運動」市民の集い（報告） 
            協会事業「子どもと語る会」について 
              中学校の部  ８月24 日（水） 青少年センター 
              小学校の部  ８月31 日（月） 岩園小学校，宮川小学校

潮見小学校 
 
     ８月１８日  協会事業「子どもと語る会」について 
            第 1回愛護委員研修会「声かけの実際」の開催について 
            「阪神7市 1町合同補導委員研修会」（10/2）について 
            兵庫県青少年補導委員大会･研修会「高砂大会」(10/29)について 
            協会事業「愛護大会」(11/26)について 
            三市合同パトロール（11/30）について 
 
     ９月１５日  協会事業「子どもと語る会」について 
            第１回愛護委員研修会「声かけの実際」（9/30）について 
            「阪神7市 1町合同補導委員研修会」（10/2）について 
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    １０月２０日  第１回愛護委員研修会「声かけの実際」（9/30）を終えて 
            三市合同パトロール（芦屋市主催）の役割分担について 
            市内合同パトロール（11/6）について 
            防犯ネットワーク交流会（11/11）について 
 
    １１月１７日  兵庫県青少年補導委員大会･研修会「高砂大会」(10/29)について 
            市内合同パトロール（11/6）について 
            防犯ネットワーク交流会（11/11）について 
            公開ケース検討会（11/16）について 
            協会事業「愛護大会」（11/26）について 
            三市合同パトロール（芦屋市主催）の役割分担について 
 
    １２月１５日  協会事業「愛護大会」（11/26）について 
            三市合同パトロール（11/30）について 
            愛護委員会研修会（第2回目）について 
 
     １月１９日  愛護委員会研修会（2/19）について 
            施設見学会について 
 
     ２月１６日  備品の購入について 
            愛護委員会研修会（2/19）中青健合同研修会と共催について 
            施設見学会について 
            愛護協会入会について 
            班会計について 
 
     ３月１６日  腕章の購入について 
            施設見学会（3/24・チューリップの館）について 
            第 3期（12，1，2，3月分）活動集計について 
            愛護協会入会について 
            協会事業「愛護協会総会」（5/20）について 
            愛護委員委嘱式･総会（6/2）について 
 
   ・芦屋市青少年育成愛護委員会（８小学校区）班集会   毎月定例 地区集会所他 
  
   ・講習会「声かけの実際」             ９月３０日・青少年センター 
     内 容 西宮サポートセンター職員及び芦屋警察署生活安全課職員を講師に招

き，よい声かけの仕方等の講習会を行う。 
     参加者 ４６人 
 
   ・市内合同パトロール             １１月６日・青少年センター集合 
     内 容 観光バスを利用し，市内５ヵ所をパトロールするもので，各地点を管轄

する班の委員が状況の説明を行う。 
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     参加者 ４６人 
 
   ・講演会（中青健合同研修と共催）      ２２年２月１９日・青少年センター 
     内 容 ・テーマ 『学ぶ』ことと『生きる』こと 
         ・講 師 南 悟氏（兵庫県立神戸工業高校教諭） 
     参加者 ７８人（うち愛護委員４２人） 
 
 ○ 芦屋市青少年育成愛護協会関係 
  ・芦屋市青少年育成愛護協会 総会・研修会  ６月２２日・青少年愛護センター 
  
  ・芦屋市青少年育成愛護協会 理事会     毎月定例・青少年愛護センター 
 
  ・第１８回 子どもと語る会 中学生の部   ８月２４日・青少年センター 

小学生の部   ８月３１日・岩園小学校，宮川小学校 
潮見小学校 

    内 容  テーマ『聞こう子ども達の言い分，伝えよう大人の思い』 
    参加者  中学生２１人・小学生６４人 
 
  ・第３０回 芦屋市青少年愛護大会     １１月２６日・青少年センター 
 
 ○ 芦屋市中学校区青少年健全育成推進会議  
・代表者会                 ４月２８日・青少年愛護センター 

  
  ・精道中学校区青少年健全育成推進会議 役員会      ６月９日・精道中学校 
 
・山手中学校区青少年健全育成会議 事業         ９月２６日・山手小学校 
内 容  交流事業 山手中学校ブラスバンド部が山手小学校の運動会に出演 

 
◎ 市関係会議 
  ・生徒指導連絡協議会（学校教育課所管）          毎月定例・市教委 
  
  ・次世代育成支援対策推進協議会〔こども課所管〕 
    平成２１年度実施状況ヒアリング            ７月１日・市役所 
 
  ・要保護児童対策地域協議会〔こども課所管〕 
    第１回代表者会議                   ６月３０日・市役所 
    第２回実務者会議（ケース検討会）           ９月２９日・市役所 
  
  
２．愛護活動 
 ◎ 青色回転灯付パトロール車による下校時の安全パトロール 
    青少年愛護センター（月・水・金）   火・木曜日は教委事務局で対応 
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    現在，毎日３台のパトロール車が市内を巡回している。 
 
 ◎ 愛護委員街頭巡視活動（夜間パトロール含む  各班委員 1人あたり月2回以上） 
 
 ◎ 白ポスト定期回収（月1回） 
 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 
一般図書 65 73 55 52 8 51 151 67 62 85 32 30 731 
有害図書 191 42 90 70 31 230 62 74 89 79 97 163 1,218 
有害ＶＤ 43 44 37 42 147 88 10 58 19 2 7 47 544 
計 299 159 182 164 186 369 223 199 170 166 1363 240 2,493 

設置箇所 JR芦屋駅南 ／ 阪神打出駅 ／ ﾀﾞｲｴｰ芦屋浜店東 ／ 市役所北館駐車場 
※ 平成22年 3月 18日に，既設４基の白ポストの更新を行うとともに，ＪＲ芦屋駅北及
び阪急芦屋川北広場に新規に設置した。 

 
 ◎ 書店，ビデオ店，量販店等訪問指導（随時） 
 
 ◎ 特別街頭補導 … 祭り（打出天神，コミスク祭り，サマーカーニバル等） 
 
  
３．広報・啓発活動 
 ○ 「愛護班ニュース」の発行  月 1回 
 ○ 「愛護だより」の発行    年８回 
 ○ 健全育成・非行防止等チラシ等配布，街頭巡視等（随時） 
 ○ ホームページの更新（毎月） 
 
  
４．相談業務      ・電話相談，来所相談（随時）      相談件数（ １４件） 
 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計 
電話相談 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 
面接相談 1 0 0 1 1 1 2 1 1 0 1 2 11 
計 1 1 1 1 1 1 3 1 1 0 1 2 14 

  
 
５．調査研究業務    ・青少年問題資料収集 
 
  
６．関係機関，団体との協力・連携 
 ・生徒指導連絡協議会を通して 
   学校教育課・各校生徒指導担当者・適応教室（定例 月 1回） 
 ・少年問題懇談会・要保護児童対策地域協議会・次世代育成支援対策地域協議会を通して 
   保健福祉部こども課，保護司，民生委員 
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 ・教育相談連絡会・市内各学校園（随時） 
 ・芦屋警察署・西宮サポートセンター（随時） 
・ 阪神南県民局・阪神南青少年本部（随時）  
 
７．一年を振り返って 
(1)愛護委員会活動について 
 市内８つの小学校単位で構成されている班では，月１回の班会議をはじめ，昼・夜間の巡
視活動，公園の遊具点検，子ども達の登下校時の安全見守りや，地域の環境浄化活動など積
極的な活動が展開されている。 
 各委員は月２回以上の巡視活動を実施し，青少年の非行防止等積極的に活動している。 
 班集会では，前月の巡視活動の報告と当該月の巡視予定を立てることを初めとして，地域
の問題点，子ども達の様子について情報交換がなされている。 
 また，小・中学校区を越えて，情報交換の機会（合同パトロール）が持てたことについて
は，今後の愛護活動の充実につながる活動といえる。 
小学校から選出された委員が多い関係で小学校を中心とした愛護活動に偏る傾向がある
ことは，引き続いての課題でもある。 
また，青少年愛護条例が平成２１年５月に改正され，６歳未満の乳幼児も青少年の範囲に
加わったことから，園長会で青少年愛護条例の改正について説明し理解を求める機会が設け
られた。今後は，就学前の乳幼児を持つ保護者との連携をどのように進めていくことができ
るのかが新たな課題である。 
  
(2)環境浄化活動について 
 市内４箇所に設置されている白ポストが老朽化していたため更新したことに伴って，ＪＲ
芦屋駅北及び阪急芦屋川駅北公園内に白ポストを新設し，配置箇所が合計６箇所となった。 
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