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会議名 平成２８年度第１回四街道市青少年問題協議会会議録  

日時 平成２８年５月１６日（月） 午後１時３０分～午後３時３０分 

会場 こども保育課２階会議室 

出席委員 教育委員【平野頴範】委員 

社会教育委員【江﨑俊夫】委員 

四街道警察署【牧内健太】委員 

小・中学校長会【豊田充】委員 

青少年補導委員連絡協議会【久保木利雄】委員 

青少年相談員連絡協議会【横山武】委員 

ＰＴＡ連絡協議会【豊田恵子】委員 

子ども会育成連合会【佐藤光江】委員 

体育協会【清水悦美】委員 

社会福祉協議会【齊藤康治】委員 

民生委員・児童委員協議会【岡本節子】委員 

保護司会長【髙司実】委員 

市民公募委員【山岸竜治】委員 

 

欠席委員 なし 

事務局 市長【佐渡斉】 

教育部長【小髙博信】 

青少年育成センター所長【青柳伸二】 

青少年育成センター【山田孝雄】 

社会教育課長【内海正憲】 

社会教育課学習振興グループリーダー【久保木直樹】 

青少年担当【千葉薫】 

 

傍聴人 ０人 

会議次第 １．開会 

２．委嘱状交付 

３．市長挨拶 

４．委員・事務局紹介 

５．会長・副会長選出について 

６．会長挨拶 

７．青少年問題協議会小委員会委員の選出について 

８．報告事項 （１）平成２７年度 青少年関係事業報告（社会教育課・育成センター） 

       （２）平成２８年度 青少年関係事業計画（社会教育課・育成センター） 

９．議  題 （１）第３８回四街道市青少年健全育成推進大会の実施について 

       （２）その他 

10．その他 

11．閉会 

 

１．開  会 

２．委嘱状交付 

事務局：課長 昨年度末の任期満了に伴い、皆様には今年度より２年間、青少年問題協議会委員を委

嘱することになります。別冊資料に委員の名前が載っています。 

本来であれば委員は１５名。一般公募に４名の申し込みがありましたが、市の選考委

員会において、３名は基準を満たさなかったため、山岸さん１名となりました。残り

の２名については、６月１日から再公募を行います。本日は２名欠員で、１３名の委

員による会議となります。 

― 市長が委員の前に行き、一人ずつ委嘱状を交付 ― 

 

３．市長挨拶 

市長 市長の佐渡でございます。皆様方にはお忙しい中、青少年問題協議会にご出席を賜り

まして、心より御礼申し上げます。ただいま委嘱状を交付させていただきました。快

くお引き受けを賜りまして、重ねて御礼を申し上げます。皆様は日ごろから、各方面 
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 でご活躍されており、四街道市の青少年健全育成のためにぜひともご尽力を賜りたい

と存じます。さて、近年は、ネット社会であり、携帯電話・スマホ等が普及し、誹謗

中傷やプライバシーの侵害、いじめにつながるなどの大きな問題が生じています。こ

れは、青少年にかかわらず大人にとっても大きな問題となっています。青少年の健全

育成・指導にあたりましては、家庭・地域、そして学校が連携して進めなければなら

ない課題でありますが、最近はコミュニケーションの取り方がうまくいかないことが

原因であるとともに、一人ひとりの命を大切にすることなど、「人間はみな幸せに生

活する権利がある」という基本的な人権意識をもつことが一番重要であると感じま

す。私たち大人が、四街道市の将来を託し、次の時代を担う子どもが、いかに健康で

たくましく、やさしく成長いくかを、個人としてではなく、地域や社会の問題として、

子どもたちの健全育成を進めていく責務があると思います。そして、子ども達一人ひ

とりが「自分は必要な人間なんだ」「自分は社会の中でこういう役割を果たせること

ができる存在なんだ」という自尊感情をいかに子ども達に育成するかが、私たち大人

にとしての責務だと感じます。本日は、７月に開催される「青少年健全育成推進大会」

が大きな議題です。各委員さんから様々なご意見を賜り、是非とも議論を深めていた

だければと思います。よろしくお願い申し上げます。開会にあたり御礼とお願いとい

うことで、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

４．委員・事務局紹介 

事務局：課長 ― 一人ひとり名前を読み上げて紹介 ― 

 

５．会長・副会長の選出について 

市長 会議次第「５．会長・副会長選出について」。 

会長・ 副会長の選出については、四街道市青少年問題協議会条例 第４条 第１項

及び第２項に、「協議会に会長及び副会長各 1 人を置く。会長及び副会長は、委員の

互選によって定める。」となっている。いかがいたしましょうか。 

 

豊田委員 事務局に一任。 

 

市長 ただ今、事務局に一任という声が上がったが、よろしいでしょうか。 

 

各委員 異議なし。 

 

市長 それでは、事務局案をお願いします。 

 

事務局：課長 事務局案としては、前回の協議会では、会長には教育委員から、副会長には社会教育

委員より選出されました。よって、今回の協議会においても、会長には教育委員の平

野委員。副会長には社会教育委員の江崎委員にお願いしたいと考えています。 

 

市長 ただ今、事務局の案が示されたが、委員の皆様はよろしいでしょうか。 

 

各委員 異議なし。 

 

市長 全員賛成ということで、両委員よろしいでしょうか。 
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平野・江崎委員 はい。 

 

６．会長挨拶 

会長 ただ今、会長に選出された平野と申します。先ほど市長からもあったように、教育の

問題、青少年の育成というのは、市長が掲げる「子育て日本一」にするというもので

あります。ハードな面、ソフトな面で子育てをしていくわけですが、一番大事なのは、

ものをつくって子育てをするということよりは「チーム四街道」として、お集まりの

皆様が組織の中で子ども達一人ひとりを大切に育てていくのが子育ての道だと思い

ます。組織の代表の皆様、組織の会員の皆様の協力を得て、四街道の子ども一人ひと

りを大事に育てていく会にしたいと思っています。よろしくお願いします。 

 

副会長 今期は可能な限り出席させていただき、会長の補佐をさせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

 ― 市長退席 ― 

 

事務局：課長 議事に入る前にご報告。本日の出席委員の方は、定員１５名のところ１３名。従って、

四街道市青少年問題協議会条例の規定に基づく（過半数）の定足数に達しておるので、

本会議が成立することを報告します。四街道市青少年問題協議会条例第５条に、「協

議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。」とあるため、これ以降の会議の

進行につきましては、平野会長にお願いします。それでは、よろしくお願いします。 

 

会長 これより会議の進行をつとめさせていただきます。審議に先立ちまして、本会議の公

開・非公開の決定についてお諮りします。原則、公開は、審議内容によっては、非公

開と決定することも可能であることを申し添えます。 

それでは、四街道市青少年問題協議会の開催において、本会議を公開することとして

よろしいでしょうか。 

 

委員 異議なし。 

 

会長 それでは公開することとします。傍聴人はいらっしゃいますか。 

 

事務局：課長 傍聴人はおられません。 

 

会長 次に、本会議の会議録の取り扱いについてお諮りします。 

１点目、会議録に発言者氏名を記載するか否について、お諮りします。 

議事内容に特に支障がない限り、審議内容の透明性を図るうえで、発言者の氏名を明

記させていただきます。 

２点目、会議録の作成についてですが、「要点筆記」による会議録とさせていただき

ます。また、会議録の正確さを期すため、本会議での発言を録音させていただくこと

を、あらかじめご了承くださるようお願い申し上げます。 

何かご意見はありますか。 

…ご意見がないようなので、そのように取り扱うこととします。 

３点目、会議録署名人についてお諮りします。２名の会議録署名人を選出するという

ことでよろしいでしょうか。 
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委員 異議なし。 

 

会長 それでは、２名選出します。私が指名させていただいてよろしいでしょうか。 

 

委員 異議なし。 

 

会長 それでは、会議録署名人を、佐藤委員、齊藤委員にお願いします。 

 

７．青少年問題協議会小委員会委員の選出について 

事務局：課長 本協議会には、青少年健全育成推進大会表彰者や宣言文等の決定を行っていただくた

めに、小委員会を設置し事務を進めていただいております。小委員会委員の選出をお

願いしたいと思います。委員については、これまで、社会教育委員、青少年補導委員

連絡協議会、青少年相談員連絡協議会、PTA 連絡協議会、子ども会育成連合会、体育

協会、社会福祉協議会からの選出の委員に、お願いしています。そのため、了承して

いただいたうえで引き続きお願いしたいと思います。また、今回は、社会教育委員の、

江﨑委員が本会議の副会長になりましたことから、副会長業務と小委員の両立は困難

と判断し、この度は市民公募委員の山岸委員に、小委員会委員に加わっていただきた

いと考えております。 

 

山岸委員 まったくわからないので、サポートはしていただけるでしょうか。 

 

事務局：課長 事務局としてサポートさせていただきます。 

 

会長 ただいま事務局から提案がありましたが、社会教育委員の江﨑委員が副会長になって

いる関係で、公募委員の山岸委員に加わっていただいく７名に小委員会の委員をお願

いしたいと提案がありましたが、この提案通りでよろしいでしょうか。 

 

委員 お願いします。 

 

会長 山岸委員については、十分サポートしますし、経験をしていただくということで加わ

っていただき、この７名の委員さんに、小委員会の委員をお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

８．報告事項 

事務局：久保木 

育成センター 

８．報告事項 

（１）平成２７年度青少年関係事業報告（社会教育課・青少年育成センター） 

（２）平成２８年度青少年関係事業計画について（社会教育課・青少年育成センター） 

 

会長 ただいま説明があった２件については、報告事項ですが、何かご質問はありますか。 

 

山岸委員 事業報告の中に「６月１９日第１回青少年問題協議会小委員会」とあり、「２月１９

日青少年問題協議会小委員会」とありますが、２月のものは「第２回」でよろしいで

しょうか。 

 

事務局：久保木 「第２回」でよいです。 
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山岸委員 事業計画の「小委員会」も２回分記載されているが、２８年度も会議は２回予定され

ているようですが、第３回はあるのでしょうか。 

 

事務局：久保木 予定としては２回です。 

 

豊田委員 ６月の小委員会はいつごろを予定しているのでしょうか。 

 

事務局：久保木 ６月１７日あたりを考えています。会議室はおさえてあるので、委員の皆さんが参加

できる日をと考えています。日を延ばしすぎると、大会に向けての準備が間に合わな

くなってしまいます。 

 

豊田（恵）委員 平日の予定ですか。 

 

事務局：久保木 はい。 

 

横山委員 ７月２日に「青少年育成関係団体」とありますが、どのような団体が該当するのでし

ょうか。 

 

事務局：久保木 青少年補導委員連絡協議会、青少年相談員連絡協議会、市ＰＴＡ連絡協議会、市子ど

も会育成連合会などたくさんあります。資料の１７ページに記載もしており、後程く

わしく説明します。 

 

９．議題 

会長 「９．議題（１）「第３８回四街道市青少年健全育成推進大会の実施について」 

 

事務局：千葉 ― 資料（ア）～（ウ）の項目について説明 ― 

 

会長 ここまでの説明に対し、ご質問はありますか。 

 

清水委員 功労者表彰の賞状は、青少年問題協議会の名前で出すのか、市長の名前かどちらでし

ょう。また、環境美化の方でも推薦書を出したいと考えているが、両方に推薦してよ

いのでしょうか。 

 

会長 以前は市長が青少年問題協議会の会長になっていたため、市長名で賞状を出していま

した。昨年からは、事務局が教育委員会に移ったため、市長名は入れず、「青少年問

題協議会」で出していたかと思います。昨年は、誰の名前で表彰状を出していたか確

認をお願いします。 

 

事務局：課長 手元に資料がないのですが、形式的に表彰するのであれば「四街道市青少年問題協議

会 会長 平野頴範」が妥当であると考えます。 

 

会長 前任の会長からは、元々は市長名で出していましたが、会長が変わり、市長名が使え

ないのであれば、団体名で出すのがよいのではないでしょうか。または、市長から受

けるのであれば、市長名で出すべきではないのかと思います。もう一度確認をお願い

します。 
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事務局：久保木 昨年は、会長名だったと記憶している。団体名で出す場合は、「青少年問題協議会」

の角印が必要になります。社会教育課には、会長の角印はありますが、会の角印はあ

りません。 

 

事務局：課長 そういったことから見ても、会長名が入っていたのではと思います。青少年問題協議

会として出すのであれば、会長名を入れても差し支えないと考えます。ここで回答で

きず申し訳ありませんが、確認させていただきます。 

 

会長 この会や表彰の重みを考えたときに、受賞者にとっては市長名の方が重みがあってよ

いのではと思います。教育委員の中でも、賞状の出し方については考える必要がある

のではないかと話が出ました。検討をしていただければと思います。 

 

事務局：課長 教育長とも検討させていただきます。 

環境美化との兼ね合いについてですが、どちらも市長から賞状を出すのであれば支障

があります。しかし、両方もらってはいけないという規定がないですし、どちらから

も推薦されるということはあり得ることだと思います。また、環境美化の方は、市長

名だったと記憶しているので、問題はないと考えます。 

 

髙司委員 「功労者表彰審査留意事項」の「５）その他」はどういう状況をいうのですか。 

 

事務局：久保木 一度受賞して、その後、同じ活動内容で推薦されても表彰は受けられないということ

です。 

 

齊藤委員 「功労者表彰審査留意事項」の「３）特別表彰」は、過去にどのようなものがあった

のでしょうか。 

 

事務局：久保木 推進大会での表彰の事例はないと記憶しています。 

 

久保木委員 資料にある「①青少年健全育成功労者表彰基準の確認」と「②四街道市青少年健全育

成功労者表彰審査留意事項」を分けている意味はあるのですか。 

 

事務局：課長 ②の方については、①のそれぞれの項目に対して、過去の小委員会で協議したことを

付け加えたものとして載せてあります。まとめてよいかどうかは今後検討します。 

 

会長 別に掲載されている②の内容については、小委員会にて、表彰者を選考する際に「規

定の内規」ということで使用しています。 

 

会長 事務局、説明の続きをお願いします。 

 

事務局：千葉 ― 資料（ウ）～（カ）の項目について説明 ― 

 

横山委員 「派遣役員役割分担」の中に「青少年問題協議会委員がキャンペーン参加」とありま

すが、ここにいる委員が参加するということでよろしいのでしょうか。 

 

事務局：久保木 ご都合があるかと思いますが、できる限り参加していただけたらと思います。 
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大会では、各会長には個々の役割をやっていただいて、委員の皆様には客席の方で参

加者の一人としてお願いしたいと思います。 

 

横山委員 私は青少年相談員として駐車場整理もありますが、そちらもやるのでしょうか。 

 

事務局：久保木 お願いします。 

 

豊田（充）委員 キャンペーンで、イトーヨーカドーで声掛けはしたが、行進はしなかったと記憶して

いますが。 

 

事務局：久保木 確かに資料の方には「行進」とありますが、他に表現方法がなかったため、「行進」

という言葉を使わせていただきました。昨年同様、横断幕は持って歩きます。 

 

豊田（充）委員 横断幕を持って横に広がって歩くでもなく、ただ移動して、現地で声掛けをするとい

うことでよろしいでしょうか。 

 

事務局：久保木 はい。 

 

豊田（充）委員 以前は、キャンペーンで物資を予算を使って配っていましたが、今年はないのでしょ

うか。 

 

事務局：久保木 昨年度から配布物の予算がなくなったことについて会議でも協議しました。また、キ

ャンペーン自体をなくす案も出ましたが、それはどうかということで継続することに

しました。チラシを作って配布という案もありましたが、ティッシュと違い、配った

後に捨てられる可能性が高く、環境美化という点からしても問題があります。そうい

った経緯もあり、今回の提案となっています。昨年度と同様で行っていきたいと考え

ております。 

 

豊田（充）委員 財政難であることはわかりますが、昨年度参加して感じましたが、何も配らず声掛け

だけでは、キャンペーンとしてアピールが足りないと思います。予算のやりくりや、

各関係団体から配布物をもらえないか等、来年度検討していただきたいと思います。 

 

久保木委員 昼の弁当がないのも予算の関係でしょうか。これまでは、他団体には市から弁当が支

給されていましたが、補導委員に支給されず各自で昼食を用意しており失礼なことだ

と感じていました。今回は皆なくなったということでよかったです。配布物ですが、

絆創膏は子どもや高校生に人気があり、あっという間になくなりました。以前は、市

からのボールペンやティッシュがあったと思います。ティッシュくらいは用意できな

いでしょうか。やはり、ただ立っているだけで、どうやって声をかけたらよいものか

と思います。 

 

会長 キャンペーンの効果を上げる意味では、貴重な意見であります。ただ、予算との関係

もあり、事務局も苦しい立場であると思いますがご検討いただきたいと思います。 

 

事務局：千葉 ― 資料（キ）～（ク）の項目について説明 ― 
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会長 ここまでの説明で、ご質問はありますか。 

では、私から１点。「少年の主張」に関して、発表内容が子どもとしては、優等生す

ぎる発言としてとられることがありますが、彼らの社会や普段思っていることなどの

本音が聞けるものであるといえます。そういった発表を、全部の学校にしてほしいと

ころでもありますが、時間の都合上できません。ならば、原稿の原本でもコピーでも

事務局で残し、成人式などで当時の発表を披露する機会がつくれるとよいと思いま

す。個人的な意見ですがご検討をお願いします。 

 

事務局：久保木 原本はコピーをとり職員がパソコンで打ち出したものを毎年「社会教育事業のあゆ

み」という冊子に原稿を掲載しています。 

 

会長 内容が非常に良いものですので、一人でも多くの人に聞いてもらったり読んだりして

いただければと思います。 

 

会長 会議次第の「９．議題（２）その他」。 

 

事務局：課長 小委員会は、６月１７日（金）１０：００に予定しています。 

 

１０．その他 

 ― 特になし ― 

 

１１．閉会 

 

 

 会議録署名人      齊 藤  康 治     

 

                  佐 藤  光 江     

 


