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令和４年度第１回 新居浜市青少年センター運営協議会会議録 

 

１ 日 時  令和４年５月２０日（金）午後３時００分～午後３時４５分 

２ 場 所  市民文化センター 別館４階 第５中会議室 

３ 出席者  委員 １３人 

       教育長、事務局２人   

４  傍聴者  なし 

５ 議 題 （１）議案第１号 会長選出について 

・会長挨拶 

・会長職務代理者の指名 

（２）議案第２号 令和３年度事業報告について 

（３）議案第３号 令和４年度事業計画（案）について 

(４) 議案第４号 少年補導委員の推薦について 

（５）その他 

6  会 議 

＜午後３時００分開会＞ 

○事務局  定刻がまいりましたので、ただいまから、令和４年度第１回新居浜市青少年セ

ンター運営協議会を開催いたします。 

 なお、会議は、会議資料１ページにございます会次第にそって進めさせていただきます。 

本日の協議会に御出席いただいております委員さんは、13 人でございます。 

 新居浜市青少年センター運営協議会規則第６条第２項に規定されております定足数は、半

数以上でございます。よって、会議は成立していることを御報告申し上げます。 

 それでは最初に、高橋教育長に開会のご挨拶をお願いします。 

＜教育長挨拶＞ 

○教育長（高橋良光） 

皆様、こんにちは。本日はお忙しい中、青少年センター運営協議会に出席していただきま

してありがとうございます。 

ある時、私がスーパーマーケットで買い物をしておりましたところ、腕章をつけた少年補

導委員の皆様方が巡回補導をしているのをお見掛けいたしました。「見せる」補導活動により、

日常的に子どもたちを良い方向へとお導き戴いておりますことに、頭が下がりました。地道

な活動が大きな力になると思います。補導委員さんをはじめ関係各所の方がそれぞれの立場

から青少年健全にご尽力いただき、温かい目を向けて頂いていることに感謝申し上げたいと

思います。 

先般、少年非行特に小学生の非行が増えていることをお伺いしました。とても憂慮すべき

ことで、小さな時に過ちの芽をつみとらないと大きなことになると危惧しているところです。 

書面開催から、今年度はコロナ禍ではありますが対面で協議ができるようになりつつあり

ます。さまざまな活動が用意されていると思いますが、皆様のお力を持ちまして健全育成 

のために、ぜひ今年度もお力を添えていただきますことをお願いして、ごあいさつに代えさ

せていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○事務局（所長）  ありがとうございました。続きまして、委員の自己紹介をお願いした

いと存じます。新居浜市青少年センター運営協議会規則で委員任期は３年と規定されており、

この５月１日から新たにお願いしたところでございまして、委嘱状は、封筒の中に入れさせ

ていただいておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。委員名簿は、会議資料の

表紙の裏に掲載しております。 

それでは、自己紹介をお願いしたいと存じます。 

高畑委員から席の順でお願いいたします。 

＜自己紹介＞ 

○事務局（所長）  ありがとうございました。それでは議事の方に移っていただくわけで

すが、第１号議案が会長の選任となっております。会長が決まりますまで、私が進行役をさ

せていただきます。 

 新たにスタートするため、会長の選任を行う必要がございますことから、第１号議案にあ

げさせていただいております。規則第４条では、会長は「委員の互選によって定める」とな

っております。いかが取り計らいましょうか。 

○箱岡委員  ぜひとも、これまでどおり、保護司会の渡邉会長に会長をお願いしたいと思

います。 

［拍手多数］ 

○事務局（所長）  渡邉委員にという声がございまして、拍手もありましたがいかがでし

ょうか。渡邉委員にお願いすることでよろしいでしょうか。 

［拍手多数］ 

○事務局（所長）  それでは渡邉委員さん、恐れ入りますが席の移動をお願いします。 

ここで渡邉会長に、ご挨拶をいただきたいと思います。 

＜会長挨拶＞ 

○会長（渡邉美保子） ただいまご推薦をいただきました保護司会の渡邉でございます。 

皆さん各所で青少年の健全育成に携わっておられる、非常にベテランの方ばかりですので、

この会を皆さん方のお力をもちまして盛り上げていただきたいと思います。どうぞよろしく

お願いします。  

○事務局（所長）  ありがとうございました。これからの議事進行につきましては、新居

浜市青少年センター運営協議会規則第５条第１項の規定により会長に議長役を務めていただ

きたいと存じます。渡邉会長、よろしくお願いいたします。 

＜議 事＞ 

○会長 まず、規則第５条にあります、会長職務代理者の指名を行います。会長職務代理者

は、新居浜公民館の高田委員にお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 ［拍手多数］ 

○会長  ありがとうございました。それでは、高田委員さんよろしくお願いいたします。 

議事に入ります前に、本日の協議会を部分公開にするという件でございます。このあと審

議していただきます議案第４号につきましては、審議資料に推薦書がございまして、この中

には個人情報が詳しく掲載されておりますので、従前の取り扱いと同様に新居浜市審議会等

の公開に関する要綱第３条及び第４条の規定によりまして、個人情報部分を除いて公開とい

うことにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 
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＜議 事＞ 

＜議案第２号、令和３年度事業報告について＞ 

○会長  それでは、まず、議案第２号令和３年度事業報告を議題といたします。 

事務局の説明を求めます 

○事務局                             

議案第２号令和３年度事業報告につきまして、ご説明申し上げます。 

 資料の２ページから４ページをお目通しください。 

 まず２ページをご覧ください。 

令和３年度の事業についてのうち、１の青少年センター関係主要行事についてでございま

す。本来であれば、四国地区少年補導センター連絡協議会高知大会や少年補導委員ブロック

別東予地区研修大会をはじめ、小・中学校生徒指導主事連絡協議会、県立学校生徒指導連絡

協議会及び県立学校ＰＴＡ連合会・生徒生活指導委員会等、愛媛県少年補導センター連絡協

議会などが開催される予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大により、その多くが中止

になるなど、大変な１年でございました。そうした中で書面開催やオンライン会議ではあり

ますが、開催された主要事業を掲載いたしました。 

 なお、欄外の少年補導委員会議につきましては、少年補導委員の定例支部長会と兼ねて実

施しており、毎月１回、２７日を基本として開催し、新居浜警察署生活安全課の少年補導職

員には、３か月ごとに出席していただき、少年非行概況の説明を受けるなどして、街頭補導

活動等についての情報交換・意見交換をいたしました。 

 次に、３ページをご覧ください。 

 ２の健全育成活動の推進についてでございますが、まず、括弧１の青少年健全育成標語の

募集、審査、表彰につきましては、毎年７月の「青少年の非行・被害防止全国強調月間」に

合わせて行い、市内各学校に募集しております。令和３年度は、小学校、中学校、高校から

計７８点の応募をいただきました。 

最優秀に３点、優秀に５点、佳作に１２点を選考いたしまして、それぞれ賞状と記念品を

授与いたしました。なお、入選作品は、市政だよりに掲載、ポスターを強調月間中公民館等

に掲示いたしました。 

（全市民が青少年の非行問題に対する共通の理解と認識を深めていただき、青少年の規範意

識の醸成 及び 社会環境の浄化を図ることをいたしました。） 

次に、括弧２の青少年善行表彰につきましては、新居浜市青少年善行表彰要綱に基づき、

青少年の資質向上のため、特に 生活 及び 行動において、善行著しい個人・団体につい

て 表彰を行うというもので、令和３年度２月に書面開催した第２回青少年センター運営協

議会で承認をいただいた、小学生１名、中学生６名、高校生２名の計９名に、表彰を行いま

した。 

 次に、３の相談活動でございますが、まず、相談件数につきましては、電話が４件でした。 

相談対象者は、中学生１名、高校生１名、その他が２名でございました。相談内容は、家庭

問題に関するものが１件とその他３件でした。 

（相談業務を担当する青少年センター職員は、事務職二人だけということですので、対応が

困難な場合は、隣接する適応指導教室のあすなろ教室の先生方に応援していただいたり、専

門機関に取り次ぐことにより対応しているところでございます。） 
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 次に、４の街頭補導活動でございます。 

少年補導委員は、毎月２回ないし３回、地域の実情にあった小学校区別の定例の補導活動

を実施しているほか、月に２回の日曜日には、支部長による広域パトロールを、また、愛媛

県補導委員連絡協議会の申し合わせによる県下一斉街頭補導につきましては、小学校入学式

の４月８日、青少年の非行被害防止全国強調月間の取組として７月５日、子ども・若者育成

支援強調月間の取組として１１月５日、中学校卒業式の３月１７日の４回実施いたしました。 

また、特別街頭補導として、夏には夏祭り、花火大会、夏越祭、各種地域行事など、冬季に

は年末年始の特別街頭補導を実施することとしていますが、この２年間は、新型コロナウイ

ルス感染拡大により、花火大会などのイベントが開催されなかったため、特別街頭補導の回

数は減少しております。特に、令和３年度は、愛媛県の「新型コロナウイルス感染対策期」

における不要不急の外出自粛要請を受けて、４月２２日から５月１９日まで全市域において、

街頭補導活動を中止いたしました。 

次に、４ページをお開きください。 

令和３年度の少年補導委員の街頭補導実施状況でございます。令和３年度は、市内各小学

校区男女１９１人の少年補導委員が延べ人数で２，０９５人、回数で４７１回の街頭補導を

実施し、巡回補導を行いました。 

補導の件数は、総数で９８件でございまして、前年度の１０４人より６人減となっており

ます。これは、非行の補導だけでなく、指導や声かけも含むものでございます。 

内容といたしましては、喫煙が２人、自転車の無灯火、二人乗り等が８件、帰宅指導の声か

けが８８件という状況でございます。 

 以上でございます。ご審議 よろしくお願いいたします。 

○会 長  はい。ありがとうございました。 

ただいま事務局から 令和３年度の事業報告の説明がありましたが、本案について何か御

意見や御質問がございましたらお願いいたします。 

○会 長  質疑がないようですので、これにて質疑を終了いたします 

これより、議案第２号を採決いたします。本案について、報告のとおり御了承いただけ 

ますでしょうか。了承いただければ、拍手をお願いします。 

［拍手多数］ 

○会 長  どうもありがとうございました。議案第２号は、報告のとおり了承されました。 

 

＜議案第３号、令和４年度事業計画（案）＞ 

○会 長  次に、議案第３号令和４年度事業計画（案）を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

〇所 長  議案第３号令和４年度事業計画（案）につきまして、ご説明申し上げます。 

資料の５・６ページを、お目通しください。 

青少年センター及び少年補導委員協議会では、非行の芽を早期に発見して、非行・不良少

年等をつくらないということで、令和４年度も昨年度までと同様に、三つの重点目標を掲げ

ております。 

一つは、「補導委員」のネーム入りのグリーンのジャンバー冬用と、サックスのポロシャツ
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夏用を着用して、「見せる補導を徹底し、非行の未然防止を図る。」ことで少年非行や不審者

の抑止に繋げたいというものであります。 

二つ目は、「学校周辺の巡回を行い、通学路の状態を含め、児童・生徒の安全確保に努める。」

であります。 

三つ目は、警察、学校、行政、関係団体が連携を取りながら、健全育成を推進していくた

めに、「安全情報ネットワークの整備に努める。」というものであります。 

 この三つの重点目標にそって、少年補導委員による街頭補導活動についてなど、七つの活

動計画に取り組んでまいります。  

 以下、要点のみご説明させていただきます。 

少年補導委員による活動は、月例の補導活動のほか、特別街頭補導として、公民館や学校

等で行われる地域行事にも積極的に補導活動を実施いたします。今年度は、新型コロナウイ

ルスの感染防止のため、夏の花火大会の中止がすでに決まっており、他のイベントがどうな

るのか大変危惧いたしております。 

愛媛県補導委員連絡協議会の申し合わせによる県下一斉街頭補導については、今年度も年

間４回を予定しています。 

６ページの６ 少年補導委員の研修について（２）につきましては、今年度は、少年補導

センター連絡協議会の四国大会が愛媛県での開催になります。９月２３日秋分の日に伊予市

で開催される予定でございまして、新型コロナウイルス感染状況にもよりますが、久しぶり

に四国大会が開催されるものと期待をいたしております。また、愛媛県青少年健全育成推進

大会につきましては、東予・中予・南予でのブロック別開催でしたが、昨年度から県下１か

所での開催に変更され、今年度は南予の大洲市での開催予定となっております。 

７の関係機関・団体等との連携については、これまでの継続的な会議等への参加を中心に

掲げておりますが、これらを基に、関係機関との連携を図り、少年補導委員への適切な情報

提供、情報共有を図ってまいります。 

 以上でございます。 ご審議 よろしくお願いいたします。 

○会 長  はい。どうもありがとうございました。ただいま事務局から令和４年度の事業

計画（案）の説明がありましたが、本案について何か御意見や 御質問がございましたら お

願いいたします。 

○会 長  質疑がないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

＜採 決＞ 

○会 長  これより、議案第３号を採決いたします。本案について、原案のとおり御承認

いただけますでしょうか。承認いただければ、拍手をお願いします。 

［拍手多数］ 

○会 長  ありがとうございました。議案第３号は、原案のとおり承認されました。 
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議案第４号、少年補導委員の推薦について＞ 

○会 長  次に、議案第４号 少年補導委員の推薦について を議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

○事務局  議案第４号少年補導委員の推薦につきまして、ご説明申し上げます。 

資料の７ページから１３ページをお目通しください。 

今回推薦を行う少年補導委員候補者は、泉川支部の矢野千春さんと古川恵美さん、中萩支

部の山本信行さん、大生院支部の加藤世紀さんと曽我部敬也さんの５名で、委嘱期間は、令

和４年６月１日から令和６年３月３１日までを考えております。 

１３ページをご覧ください。 

令和４年４月１日現在、少年補導委員の実数は１８５人で、総枠２００人に達していない

状況でございますので、この５名を新たに少年補導委員として委嘱したいと考えております。 

支部長及び公民館長の推薦書は、８ページから１２ページのとおりでございます。 

ご審議よろしくお願いいたします。 

○会 長   はい。どうもありがとうございました。 

ただいま事務局から少年補導委員の推薦についての説明がありましたが、本案について何

か御意見や御質問がございましたらお願いいたします。 

○会 長   質疑がないようですので、これにて質疑を終了いたします。 

○会 長   これより議案第４号を採決いたします。本案について、原案のとおりご承認い

ただけますでしょうか。承認いただければ、拍手をお願いします。 

 ［拍手多数］ 

○会 長  どうもありがとうございました。議案第４号は、原案のとおり承認されました。 

○会 長  以上で、本日予定しておりました議題は、ご協力のもとすみやかに全て終了い

たしました。 

ここで、「令和３年の生活安全白書」について、新居浜警察署地域課長の藤田委員にご説明

をお願いしたいと存じますが、よろしいでしょうか？  

○藤田委員 「生活安全白書」の解説    

○会 長  藤田委員、大変ありがとうございました。 

事務局から何かございますか。 

○事務局  資料の個人情報等の取扱いには十分注意してください。次回の開催ですが、こ

れまでどおり２月を予定しております。改めてご案内いたしますのでよろしくお願いいたし

ます。 

＜閉 会＞ 

○会 長  その他、特にないようですので、これにて、令和４年度第１回青少年センター

運営協議会を閉会いたします。 

ご審議お疲れさまでした。 

 

   

 

＜午後３時４０分閉会＞ 


