
平成２０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 
 
・平成２０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６日～７日 奈良県奈良市） 
 
 ○ 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） 
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   ・第４回理事会（所長会）            平成２１年２月１２日・神戸市 
     内容 平成２１年度 事業計画（案）について 
        第４２回県青少年補導委員大会の運営について 
        午後：所長研修（県青少年愛護条例の改正内容について） 
 
   ・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」 
 

・所長・会長一日研修会                 １１月２１日・阪南市 
内容 和泉学園（総合型少年院）視察 

 
 ○ 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 
 
   第４３回 阪神地区青少年補導センター連絡会    平成２１年２月９日・尼崎市 
     内容 平成２１年度の各センターにおける重点活動方針 

平成２１年度予算（案）及び２０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 
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・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～」 
        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 
 

・所長・会長一日研修会                 １１月２１日・阪南市 
内容 和泉学園（総合型少年院）視察 （会長不参加） 

 
・第２回理事会（会長会） 

平成２１年２月６日・姫路市 
     内容 平成２１年度年間事業計画（案）・収支予算（案）について 
        平成２１年度総会・補導委員大会・研修会の開催地等について 
        平成２０年度モデルブロック実践発表・研修会報告について 
        平成２１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 
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     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 
 

・三市（芦屋・西宮・尼崎）合同パトロール        １１月２０日・尼崎市 
内容 阪神尼崎周辺を三市の補導委員が合同でパトロール 

  
   ・第２回 役員会                平成２１年２月１３日・三田市 
     内容 平成２０年度事業報告並びに決算報告等について 
        平成２１年度事業計画（案）について 

平成２１年度役員選出（案）について 
各市町の状況について 

 
 ※ 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 
  
     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 
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     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 
 
    １１月１８日  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 
            中学校区青少年健全育成推進会議合同研修会（12/10）について 
  
    １２月１６日  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 
            中学校区青少年健全育成推進会議合同研修会（12/10）について 
            精中（青健）イベント（12/2）について 
            山中青健（12/11）について 
 
     １月２０日  平成２１年度愛護委員会事業（協会事業は除く）について 
 
     ２月１７日  ウルトラマンプレート家庭・店舗の名簿の点検状況について 
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            班の会計決算について 
 
     ３月１７日  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 
 
   ・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。 
  
 ○ 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                   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      ５月２８日・精道中学校 

役員会 平成２１年２月２０日・精道中学校 
精道中青健 精道小学校事業            １１月２６日・精道小学校 
内容 講習会 『裁判員制度に関する講習会』 

講 師 神戸地方裁判所尼崎支部から 
 
精中イベント                    １２月２日・精道中学校 
内容 落語（桂はるな）／小学校演奏（精道小，宮川小，打出浜小）／ 
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ダブルダッチ／精道中合唱部、精道中吹奏楽部の演奏 
 

  ・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 
山中青健事業                 １２月１１日・朝日ヶ丘小学校 
 内容 講演会 『中学校生活に期待すること』 

講 師 山手中学校長 小峠 長八郎 氏 
 

  ・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 
 
・中学校区青少年健全育成推進会議 合同研修会    １２月１０日・市民センター 

内容 講演会 『子ども達を取り巻く携帯，インターネットの諸問題について』 
講 師 ねちずん村キッズ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〕 
    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 
  
・公開ケース研究会（社会を明るくする運動）     １１月１７日・市民センター 

 
  
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視している。 
 
 ◎ 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 20 37  40 48 81  26 23 15 28 23 13 12 361 
有害図書 124  54  22 89 91  81 64 115 109 79 146 88 1,056 
有害ＶＤ 52 76  20 26 5   2 8 14 11 15 4 37 281 
計 196 167 82 163 177 109 95 144 148 117 163 137 1,698 

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） 
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 ◎ 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（９月～４月） 
 ○ 中青健機関誌の発行     今年度は発行せず 
 ○ 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     随時 
  
 
４．相談業務      ・電話相談，来所相談（随時）  相談件数（15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） 
 ・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（随時） 
 
 
７．1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、夜間の巡視活動、地域の
環境浄化活動（清掃パトロール等）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。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を基に、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。 
班集会では、前月の巡視活動の報告と今月の巡視予定を立てることを初めとして、地
域の問題点、子ども達の様子が話し合われる。小学校からの委員が多いこともあり、小
学校を中心とした愛護活動に偏りすぎる傾向があることは今後の課題である。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。
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、尼崎市で開催された。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
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活動の重要性を再認識することとなった。 
 
(2) 市内巡視活動について 
愛護委員の日常の巡視活動に加えて、青色回転灯装備の巡回車による市内パトロール
も４年目を向かえ、市内パトロールの充実が進んでいる。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。 
愛護委員と地域の団体との連携として、宮川校区では地域のボランティア団体や民生
児童委員、子ども見守り隊等が結成され子ども達の登下校時の安全見守りも強化されて
いる。宮川校区を手本に岩園校区においても防犯協会、自治会との連携が作られ、子ど
も達の登下校の見守りが実施されている。 
今年度で４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、愛護委員会と防
犯協会、自治会等それぞれの団体の活動を相互に確認することで一層の連携強化が期待
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、カラオケ店・イン
ターネットカフェ、ＣＤ販売レンタル店，書店並びに刃物取扱店に対し情報収集を実施
した。 
 
(3) 広報・啓発活動 
広報・啓発活動では、「愛護班ニュース」・「愛護だより」に加え、５年ぶりに愛護だ
よりに寄せていただいた愛護委員の手記をまとめた『愛護の森』を発行した。 
また、市ホームページの青少年愛護センターのページを更新し、愛護センターの事業
内容の広報とともに、愛護委員の活動内容の案内や、トピックスとして最新情報の提
供・啓発並びに、先進的に啓発を行っているサイトへのリンクなど、いろいろな情報が
発信できるよう努めた。 
 
(4) 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、学校教育課主催の生徒指導連絡会で、
各小・中学校の生徒指導担当者からの報告を受け、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。 
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