
平成２０年度 芦屋市立青少年愛護センター事業報告（４～９月） 

 
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１６日（金）      第 2回 … １１月６日（木） 
  
◎ 芦屋市立青少年愛護センター関係 
 ○ 国・近畿地区関係 
  ・平成２０年度 近畿地区青少年補導センター連絡協議会総会  ８月２２日・宇治市 
   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 ※ 補導活動のすすめ方 ～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 「揺らぐ時代の非行防止」 
           講 師  佛教大学教育学部教授 奥野 哲也 氏 
 
 ○ 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９日・三木市 
     内容 県青少年課長・県青少年育成課長の現況報告と第４１回兵庫県青少年補導

委員大会･研修会について 
        平成１９年度 事業・会計報告 
        平成２０年度 役員選出 
        平成２０年度 事業方針・会計予算 
  
   ・第2回理事会（所長会）                  ６月６日・加西市 
     内容 所長１日研修会（8月 20日予定）の研修内容について 
        所長・会長一日研修（11月 13日予定）について 
        第４１回 兵庫県青少年補導委員大会(伊丹市・10月 24日予定)について 
 
   ・第３回理事会（所長会）                  ９月４日・明石市 
     内容 平成２１年度 事業計画（案） 
        兵庫県青少年補導委員大会・研修会について（10/24） 
        所長・会長一日研修について（11/13or21） 
  
   ・所長一日研修会                     ８月２０日・神戸市 
     内容 グループ討議「各センターの活動概要を元に」 
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 ○ 阪神関係 
   阪神青少年本部会議                    ５月２６日・尼崎市 
     内容 平成１９年度 事業・決算報告 
        平成２０年度 役員選出 
        平成２０年度 事業計画・予算案について 
  
   第４２回 阪神地区青少年補導センター連絡会        ６月１０日・芦屋市 
     内容 平成２０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 
  
  
◎ 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９日・三木市 
     内容 平成１９年度 事業・会計報告 
        平成２０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則の改正について 
  
   ・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 
                                 ５月９日・宝塚市 
     内容 平成２０年度委託事業・広域補導活動事業・モデルブロック事業について 
        平成２１年度以降兵庫県青少年補導委員大会・研修会について 
        平成２１年度以降ブロック活動について 
  

・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２７日・尼崎市 

     内容 平成２０年度第４１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 委託金地域配分について 
        平成２０年度所長・会長一日研修について 
        平成２１年度各市町負担金について 
        平成２１年度年間事業計画（案）について 
        平成２１年度総会・補導委員大会・研修会等について 
  
   ・第４１回 兵庫県青少年補導委員大会・研修会 伊丹大会 １０月２４日・伊丹市 
     内容 永年勤続者表彰式（知事表彰・知事感謝・会長感謝） 

分散会 
        第１分散会 「補導活動 ～姫路ゆかた祭り特別補導について～」 
        第２分散会 「補導活動 ～地域安全活動の推進～」 
        第３分散会 「補導活動 ～地域と愛護活動～」 
        第４分散会 「補導活動 ～加古川市における夜間特別補導について～」 
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        シンポジウム 
「子どものこころをつかむには」 

           コーディネーター 高橋 哲 氏（兵庫県スクールカウンセラー 
スーパーバイザー） 

           パネラー 各種関係団体代表 
 
 ○ 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１３日・三田市 
     内容 平成１９年度事業報告並びに決算報告等 
        平成２０年度事業計画（案）並びに予算（案） 

平成２０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２０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４日・三田市 
     内容 平成１９年度 事業報告・決算報告 
        平成２０年度 新役員の選出 
        平成２０年度 事業計画・予算について 
        講演会 「少年非行の現状」 
        講 師 三田警察生活安全課 課長 濱本 松次 氏 
  
   ・阪神７市１町 合同補導委員研修会            １０月３日・芦屋市 
     内容 講演会 『矯正施設における少年の姿』 
        講 師 神戸刑務所教育部 上席統括矯正処遇官 柳生 高司 氏 
  
 ※ 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１５日  生活安全推進大会（報告） 
            １９年度班活動費の会計決算報告について 
            護身術講習会の開催について 
            総会にむけて 
  
     ５月２０日  護身術講習会（報告） 

総会にむけて 
  
     ６月１７日  班活動費の執行方法について 
            「社会を明るくする運動」市民の集いについて 
            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 
            協会事業「子どもと語る会」（9/1,3）について 
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     ７月１５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」(9/1,3)の取り組みについて 
              小学校の部  9月 1日（月） 宮川小学校 
              中学校の部  9月 3日（水） 体育館・青少年センター 
 
     ８月１９日  協会事業「子どもと語る会」(9/1,3)の取り組みについて 
            愛護委員研修会「護身術」の開催について 
            「阪神7市 1町合同補導委員研修会」（10/3）について 
            兵庫県青少年補導委員大会･研修会「伊丹大会」(10/24)について 
            協会事業「愛護大会」(10/30)について 
            防犯ネットワークづくり交流会(10/31)について 
            協会事業「施設見学会」（研修会）（11/19）について 
            三市合同パトロール（11/20）について 
            中青健 合同研修会（12/10）について 
  
     ９月１６日  「阪神7市 1町合同補導委員研修会」（10/3）開催準備について 
            兵庫県青少年補導委員大会･研修会「伊丹大会」(10/24)について 
            協会事業「愛護大会」（10/30）について 
            防犯ネットワークづくり交流会(10/31)について 
  
    １０月２１日  阪神７市１町合同補導委員研修会（報告） 

護身術講習会（報告） 
平成２０年度 ウルトラマンステッカーの点検について 

            兵庫県青少年補導委員大会･研修会「伊丹大会」(10/24)について 
            協会事業「愛護大会」(10/30)について 
            防犯ネットワークづくり交流会(10/31)について 
            三市合同パトロール（11/20）について 
            市内合同パトロール（11/27）について 
            中青健 合同研修会（12/10）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 
  
   ・護身術講習会                   ４月１８日・市民センター 
     内容 平成 19 年度の愛護委員を対象に，芦屋警察学校から講師を招聘し，護身

術の講習会を行う。 
  
   ・護身術講習会                   ９月２６日・体育館柔道場 
     内容 平成 20 年度の愛護委員を対象に，兵庫県警と芦屋警察署から講師を招聘

し，護身術の講習会を行う。 
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 ○ 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１６回 子どもと語る会 小学生の部          ９月１日・宮川小学校 
                中学生の部        9月 3日・青少年センター 
    内 容  テーマ『子ども達の言い分，大人の思い』 
    参加者  中学生２９人・小学生５２人(プラス飛び入り２人) 
 
  ・第２９回 愛護大会             １０月３０日・青少年愛護センター 
        市内の各駅を出発点にパトロールしながらセンターに集合し，全員で意見

交換を行った。    参加者数５３名 
  
  
 ○ 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２８日・精道中学校 
 
  ・山手中学校区青少年健全育成推進会議 役員会    ７月１１日・朝日ヶ丘小学校 
 
  ・潮見中学校区青少年健全育成推進会議 役員会     １０月２８日・潮見小学校 
  
◎ 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２０年度実施状況ヒアリング             ７月１４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３０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 
    現在，毎日３台のパトロール車が市内を巡回している。 
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 ◎ 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 20 37  40 48 81  26 23      275 
有害図書 124  54  22 89 91  81 64      525 
有害ＶＤ 52 76  20 26 5   2 8      189 
計 196 167 82 163 177 109 95     989 

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） 
  
 ◎ 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 
 ○ 中青健機関誌の発行     年 1回 
 ○ 健全育成・非行防止等チラシ等配布，街頭巡視等（随時） 
 ○ ホームページの作成（現在作成中） 
  
４．相談業務      ・電話相談，来所相談（随時）  相談件数（4～9月 10件） 
  
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） 
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