
平成１９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…６月７日（木）       第２回…２月２０日（水） 

 

◎ 芦屋市立青少年愛護センター関係 

○ 国・近畿地区関係 

・平成１９年度 近畿地区青少年補導センター連絡協議会総会 ８月３０日・大津市 

兼 第３７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 ～青少年の心を育てる地域社会のあり方～ 

【青少年補導センターの果たすべき役割】 

第１分科会 ※ 補導活動のあり方 ～関係機関との連携をどうするか～ 

第２分科会 ※ 相談活動のあり方 ～特に悩み相談とその支援をどうするか～ 

第３分科会 ※ 環境浄化活動のあり方 ～特にインターネット・携帯電話 

への対応をどうするか～ 

全体研修会  講演会 「子どもが育つ 大人が育つ」 

講 師  児童文学者 今関 信子 氏 

 

・平成１９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   （１０月１８日～１９日 茨城県土浦市) 

 

○ 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１１日・三田市 

内容 県青少年課長・県青少年育成課長の現況報告と少年法改正について 

平成１８年度 事業・会計報告 

平成１９年度 事業方針・会計予算 

平成１９年度 近畿ブロック青少年補導センター研修大会について 

 

・第２回理事会（所長会）                  ６月１日・西脇市 

内容 所長１日研修会（8/22）の研修内容について 

平成１９年度 近畿ブロック青少年補導センター研修大会について 

第４０回 兵庫県青少年補導委員大会（尼崎）について 
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・第３回理事会（所長会）                  ９月４日・相生市 

内容 平成２０年度 事業計画（案） 

平成２０年度 役員改選・選考について 

兵庫県青少年補導委員一日研修会について（10/26） 

所長・会長一日研修について（11/15） 

 

・第４回理事会（所長会）             平成２０年２月７日・神戸市 

内容 平成２０年度 県センター協・県補連 事業計画（案）について 

第４１回 県青少年補導委員大会の運営について 

 

・所長一日研修会               ８月２２日・神戸市（県民会館） 

内容 分散会方式で各センターの「補導活動の進め方・相談活動の在り方・環境

浄化活動の在り方・適応指導教室自立支援活動の在り方」について論議 

午後 講演会ケータイの「フィルタリングの仕組みとサービスの現状」 

～青少年健全育成の視点から～ 

講 師 ネットスター㈱ 営業マーケティング本部 広報部長 高橋 大洋 氏 

 

・所長・会長一日研修会                １１月１５日・加古川市 

内容 加古川学園・播磨学園視察【総合型少年院】 

 

・青少年健全育成フォーラム「兵庫大会」兼 非行防止大会  ７月１０日・県公館 

内容 基調講演「子どもを本気で守るには……大人の責任」 

講 師  おやじ日本会長 竹花 豊 氏 

午後 パネルディスカッション 

「インターネット・ケイタイと正しく向き合うには」 

 

・「青少年相談機関に関する近畿ブロック連絡会議」   １１月２８日・県公館他 

同時開催 「大人が変わろう全県決起大会」 【補導委員連合会と共催】 

第１部 基調講演「若者をサポートする包括的なネットワークづくりをめざして」 

～学習と変容の視点から～ 

講 師  天理大学人間学部教授 今西 幸蔵 氏 

第２部 分科会 

第１分科会 「いじめ又は不登校の事例について」 

第２分科会 「非行その他の事例について」 

第３分科会 「社会的自立（ひきこもり・ニート問題）の事例について」 
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○ 阪神関係 

阪神青少年本部会議                    ５月２９日・県民局 

内容 前年度 事業・決算報告 

新年度 役員選出 

本年度 事業計画・予算案について 

 

第４０回 阪神地区青少年補導センター連絡会       ６月１４日・猪名川町 

内容 本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４１回 阪神地区青少年補導センター連絡会    平成２０年２月４日・三田市 

内容 平成２０年度 各センターにおける重点活動方針 

同    事業計画・予算案について 

各センター運営上の諸問題について 

各市の青少年の問題行動等について 

 

阪神南県民交流大会・阪神南青少年健全育成フォーラム   １１月３０日・尼崎市 

内容 講演会  『子ども達とともに』 

講 師  プロゴルファー 高橋 勝成 氏 

 

 

◎ 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１２日・三田市 

内容 平成１８年度 事業・会計報告 

平成１９年度 事業計画・予算案について 

 

・青少年健全育成フォーラム「兵庫大会」兼 非行防止大会  ７月２０日・県公館 

内容 【県青少年補導センター連絡協議会と共催 内容同じ】 

 

・第３回会長・副会長会 兼 第２回ブロック長会議 兼 第２回理事会（会長会） 

８月２９日・姫路市 

内容 平成１９年度 第４０回 兵庫県青少年補導委員研修会について 

所長・会長一日研修について 

平成２０年度 負担金・役員改選・事業計画案について 
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総会・補導委員研修会について 

 

・第４０回 兵庫県青少年補導委員研修会 加古川大会  １０月２６日・加古川市 

大会デーマ「今,わたしたちから動き始めよう!」 

内容 分科会 

第１分科会 「街頭補導活動①」 

第２分科会 「街頭補導活動②」 

第３分科会 「環境浄化と啓発活動について」 

午後 講演会 「今，こどもたちは…」～わたしたちにできること， 

しなければならないこと～ 

講 師 夜回り先生 水谷 修 氏 

・「青少年相談機関に関する近畿ブロック連絡会議」   １１月２８日・県公館他 

同時開催 「大人が変わろう全県決起大会」【県補導センター連絡協議会と共催】 

 

・第３回理事会(会長会)              平成２０年２月１日・姫路市 

内容 規約改正について 

臨時 理事会の開催について 

 

・兵庫県青少年補導委員連合会 所長・会長一日研修会 

【補導センター連絡協議会と共催 内容同じ】   １１月１５日・加古川市 

 

○ 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５日・尼崎市 

内容 平成１８年度 事業報告案・決算報告案について 

平成１９年度 運動計画案・予算案について 

総会及び第１８回阪神地区青少年補導委員研修会について 

 

・総会及び研修会                      ７月６日・尼崎市 

内容 平成１８年度 事業報告・決算報告 

平成１９年度 事業計画・予算について 

講演会 「非行少年と家族危機」 

講 師  京都創生大学経営情報学部教授 目黒 信子 氏 

 

・三市（芦屋・西宮・尼崎）合同パトロール         ８月１０日・西宮市 

内容 甲子園球場周辺を三市の補導委員が合同でパトロール 
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・阪神７市１町合同補導委員研修会             １０月５日・三田市 

内容 講演会 『今どきの子どもたち』 

講 師  兵庫教育大学教授 新井 肇 氏 

 

・第２回役員会                  平成２０年２月８日・尼崎市 

内容 平成１９年度 事業・決算報告案について 

平成２０年度 事業計画案について 

平成２０年度 役員選出 

 

 

※ 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３１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１７日  愛護マップ・ウルトラマンプレートの点検状況について 

班会計決算報告について 

総会にむけて 

 

５月１５日  総会にむけて 

 

６月１９日  班活動費の執行方法について 

対外活動への参加について 

夜間パトロール用ベストの支給について 

協会事業「子どもと語る会」（9/3）について 

 

７月１７日  第４０回 県補導委員大会・非行防止大会の取り組みについて 

三市合同パトロール(8/10)の取り組みについて 

協会事業「子どもと語る会」(9/3)の取り組みについて 

中学校区青少年健全育成推進会議合同研修会(10/10)について 

県青少年補導委員研修会加古川大会(10/26)について 

防犯ネットワークづくり交流会について 

協会事業「愛護大会」「市内合同パトロール」について 

 

８月２１日  協会事業「子どもと語る会」(9/3)の取り組みについて 

中学校区青少年健全育成推進会議合同研修会(10/10)について 
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県青少年補導委員研修会加古川大会(10/26)について 

防犯ネットワークづくり交流会について 

協会事業「愛護大会」(10/18)について 

「市内合同パトロール」(11/29)について 

精中青健『精中イベント』(12/4)について 

 

９月１８日  ７市１町青少年補導委員研修会参加について 

中学校区青少年健全育成推進会議合同研修会(10/10)について 

協会事業「愛護大会」(10/18)の参加について 

県青少年補導委員研修会加古川大会(10/26)への参加について 

「市内合同パトロール」(11/29)の参加について 

 

１０月１６日  平成１９年度ウルトラマンステッカーの点検活動の実施 

防犯ネットワークづくり交流会(2/14)の実施について 

 

１１月２０日  ウルトラマンステッカーの点検活動の進捗状況について 

「大人が変わろう全県決起大会」(11/28)への参加について 

阪神南県民交流大会・フォーラム(11/30)への参加について 

社会を明るくする運動「少年問題懇談会」(11/28)について 

 

１２月１８日  協会事業「施設見学会」(1/31)の取り組みについて 

防犯ネットワークづくり交流会(2/14)の取り組みについて 

 

１月２２日  精中青健 打出浜小学校事業(2/12)について 

愛護委員研修会(2/27)の取り組みについて 

防犯ネットワークづくり交流会(2/14)の参加状況について 

 

２月１９日  ウルトラマンステッカー設置場所 再点検依頼 

愛護委員研修会(2/27)の参加状況について 

・テーマ……今，子どもたちの周辺は 

～ 生活，学習面の状況を改めて考える ～ 

・講 師  新井野 久男 芦屋大学准教授 

平成１９年度 班活動の会計決算報告について（依頼） 

 

３月１８日  生活安全推進大会(3/27) ルナ・ホールの参加状況について 

愛護委員護身術研修会について(4/18) 市民センター203号室 
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講師……兵庫県警察学校女性警察官２名 

平成２０年度の班事業費の改正について 

 

・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 

 

・市内合同パトロール（午前・午後の２回実施）     １１月２９日体育館集合 

内容 大型バスを利用し，市内６箇所の地点を他の小学校区の委員が見学する 

 

・第３回 防犯ネットワークづくり交流会  平成２０年２月１４日・市民センター 

内容 地域の防犯グループ（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）とＰＴＡ役員・愛護委員及び教師が校区ご

とに集まり，それぞれが持っている情報等の交換を行う 

 

 

○ 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   ５月２５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１６回 子どもと語る会 参加者           ９月３日・宮川小学校 

内容 テーマ『子ども達の言い分，大人の思い』 

中学生２７名・小学生４８名 

今回・部屋の関係で小中学生の混成で３班に分けたが，一班２５名と多

くなったため全員の声を聞きにくかった 

 

・第２８回 愛護大会            １０月１８日・青少年愛護センター 

市内５コースをパトロールしながらセンターに集合，全員で意見交換を

行った    参加者数５６名 

 

・平成１９年度 施設見学研修会             １月３１日・加古川市 

見学地 総合型少年院『加古川学園・播磨学園』  参加者３６名 

施設見学の後，少年院長 柳生 高司 氏 の講義を受ける 

 

・兵庫県「平成19年子育て応援元気アップ賞」受賞  ２０年３月２４日・県民会館 

受賞理由 地域での子育て支援などに貢献した。 
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○ 芦屋市中学校区青少年健全育成推進会議 

 

※ 芦屋市中学校区青少年健全育成推進会議 代表者会   

５月１５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     ５月２４日・精道中学校 

精中手作りイベント                １２月４日・精道中学校 

内容 桂 ちょうば独演会（落語）／精道小・宮川小・打出浜小の代表合唱／ 

校区住民による｢アロハハイタウンズ｣／精中合唱部・精中吹奏楽部演奏 

 

精道中青健 打出浜小学校事業          ２月１２日・打出浜小学校 

内容 講演会 『青少年健全育成に資するものの見方・考え方』 

～当たり前をあえて考える/みんなちがってみんないい/アタマのストレッチ～ 

講師  芦屋市教育委員会学校教育課長 伊田 義信 氏 

 

・潮見中学校区青少年健全育成推進会議 役員会     ７月１０日・浜風小学校 

潮見中青健事業                  ９月１４日・浜風小学校 

内容 講演会 『子どもの抱えるストレスの受け止め方とその解消法』 

～保護者のストレスを溜めない解消法～ 

講 師  兵庫教育大学講師 島崎 まゆみ 氏 

 

・山手中学校区青少年健全育成推進会議 役員会     ７月１０日・岩園小学校 

山手中青健事業              ２月２９日・岩園小学校視聴覚室 

内容 講 義 『禁煙教育』 

講 師  芦屋警察生活安全課・西宮サポートセンター 

 

・中学校区青少年健全育成推進会議 合同研修会   １０月１０日・市民センター 

内容 講演会 『子どもをインターネット，携帯電話の被害から守るには！』 

講 師  ねちずん村ITｷｯｽﾞｾｰﾌ・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ 下田 太一 氏 

 

 

◎ 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〕      ９月１３日・市役所 

 

 8



・要保護児童対策地域協議会〔こども課所管〕        ９月２８日・市役所 

同協議会 主催事業               １２月１日・市民センター 

講演会 親としてのｽｷﾙｱｯﾌﾟ『元気一杯！ヤル気のある子どもを育てよう』 

～親子のコミュニケーション,見直してみませんか？～ 

講 師  臨床心理士・薬剤師・武庫川女子大学薬学部非常勤講師 大上 律子 氏 

 

・少年問題懇談会（社会を明るくする運動）     １１月２８日・市民センター 

 

 

２．愛護活動 

 

◎ 青色回転等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・木曜目は教委事務局で対応 

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名あたり月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 61 70 22 48 44 61 34 67 61 81 63 56 668 

有害図書 76 131 119 17 92 41 192 100 83 56 139 187 1,233 

有害ＶＤ 11 11 12 5 5 0 2 18 12 11 34 31 152 

計 148 212 153 70 141 102 141 185 156 148 236 274 2,053 

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 

 

◎ 書店，ビデオ店，量販店等訪問指導（随時） 

 

◎ 愛護マップづくり（各小学校区班の愛護委員及ＰＴＡ役員らで作成） 

 

◎ 特別街頭補導…祭り（打出天神，コミスク祭り，さくらまつり，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 

○ 中音健機関誌の発行年１回 
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○ 健全育成・非行防止等チラシ等配布，街頭巡視等（随時） 

 

 

４．相談業務      ・電話相談,来所相談(随時) 

 

 

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 

・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（青少年愛護活動推進員 随時） 

 

 

７．総括 

 

(1) 市内パトロ－ルについて 
青色回転灯装備の巡廻車による市内パトロールも３年目を向かえ，市内パトロールの

充実が進んでいる。教育委員会だけではなく，市職員全員がパトロールできるように，

職員対象に研修を行い，多くの職員が「パトロール実施者証」の交付を受けている。こ

のパトロールにより子どもの安全見守りはもとより，市内の犯罪抑止にもなっている。 
また，地域のボランティア団体や民生児童委員，ＰＴＡ活動により子ども達の登下校

時の安全見守りも強化されている。とり分け愛護委員の子ども見守り活動は，朝のあい

さつ運動，下校時の見守り，夜間パトロールなどその活動は顕著であり，多大の評価を

得ている。 
このような活動が積極的に行われる中，昨年度で３回目を迎えた防犯ネットワーク作

り交流会は盛会であり，結果として，市内全域に防犯グループが立ち上げられ，愛護委

員会とのより一層の連携も含め，これからの活動が期待されている。 
毎年実施している活動として，夏季休業中，市内の全コンビニ店，カラオケ・インタ

ーネット店，ＣＤ販売レンタル店，書店に対し情報収集を実施した。 
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(2) 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は，月１回の班会議をはじめ，子ども達の

登下校時の安全見守り，夜間の巡視活動，地域の環境浄化活動（清掃パトロール等）積

極的な活動が展開されている。その他，通学路の安全点検やウルトラマンプレートの設

置箇所の再点検など地道な活動の上に，各小学校で「安全マップ」が作られ児童・保護

者に校区内の安全情報を提供している。また，地域の公園を見回り，遊具の安全点検，

公園の美化に取り組み市役所公園緑地課に情報を提供している。 
その他，愛護協会とも連携し，各種研修会，行事に参加し，愛護委員としての見識を

高めている。昨年は，「加古川学園・播磨学園」の施設見学会に参加し，更正施設の子

ども達の姿に接し，日ごろの愛護活動においての児童・青少年に関わる姿勢を再点検す

るきっかけとした。例年実施している西宮，芦屋，尼崎の三市合同パトロールは，西宮

市で開催された。他市と交流する中で，それぞれの地域が抱える問題を知ることで改め

て芦屋における愛護活動の重要性を再認識することとなった。 
 
(3) 関係機関との連携 
芦屋市内の小中学校生の生徒指導面については，各学校と連絡を密に取り生徒指導の

強化を図ることができた。 
愛護委員のパトロール，公園点検中に気づいた行政課題については，市役所の関係機

関に連絡，速やかな対応を受けた。 
青少年に関する教育相談について，他機関と連絡を取り合い適切な対応ができるよう

に調整することが喫緊の課題であると思われる。 
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