
令和４年度滝沢市青少年問題協議会会議録  

 

１ 開催日時  

  令和５年１月２７日（金）午前１０時から午前１１時まで  

 

２ 開催場所  

  滝沢市役所２階２０１・２０２会議室  

 

３ 出席状況  

（１）滝沢市青少年問題協議会委員  １４人出席、４人欠席  

役職 氏名 所属・役職  出欠 

会 長 嶋野 重行  盛岡大学短期大学部 教授 出席 

副会長 髙橋 弘美  滝沢市地域婦人協議会  会長 出席 

委 員 福島 裕子  岩手県立大学看護学部  学部長 出席 

委 員 織田 信男  岩手大学人文社会科学部 教授 出席 

委 員 畠山 一弘  岩手県立盛岡農業高等学校  校長 － 

委 員 小原 由紀  岩手県立盛岡北高等学校 校長 － 

委 員  村田 浩隆  滝沢市立滝沢中央小学校 校長 出席 

委 員  江六前仁史  滝沢市立滝沢南中学校  校長 出席 

委 員  小笠原正基  盛岡西警察署滝沢中央交番  所長 － 

委 員  山内  潤 盛岡西警察署滝沢交番  所長 － 

委 員 高橋 雅寛  岩手県青少年育成委員  出席 

委 員  太田  豊 滝沢市自治会連合会 副会長 出席 

委 員 山下 金吾  滝沢市民生児童委員連絡協議会  会長 出席 

委 員 齊藤 康子  滝沢市保護司協議会 会長 出席 

委 員 切金 一夫  滝沢市少年補導員連絡会 会長 出席 

委 員 佐藤 光保  滝沢市青少年育成市民会議  会長 出席 

委 員 武田 美紀  滝沢市子ども会育成連合会  副会長 出席 

委 員 岡崎久美子  滝沢市ＰＴＡ連絡協議会 監事 出席 

  ※委員の半数以上が出席していることから、滝沢市青少年問題協議会設置条例第５条

第２項の規定に基づき、会議は成立している。  

  ※議事録署名人は、村田浩隆委員と高橋雅寛委員を指名した。  

 

 

 

 

 

 



 （２）市・市教育委員会職員  １２人出席  

 氏名 所属・役職  

市三役 武田  哲 市長 

市三役 熊谷 雅英 教育委員会 教育長 

事務局 久保 雪子 教育委員会事務局  教育次長  

事務局 滝田 律子 健康福祉部 地域福祉課長  

事務局 田村 真弓 健康福祉部 児童福祉課長  

事務局 猿舘 睦子 健康福祉部 健康推進課長  

事務局 藤島 洋介 市民環境部 地域づくり推進課長  

事務局 細谷地 格 市民環境部 防災防犯課 主任主査  

事務局 内川千亜希  教育委員会事務局  参事兼学校教育指導課長  

事務局 朝岡 将人 教育委員会事務局  生涯学習スポーツ課長  

事務局 細川 健一 教育委員会事務局  生涯学習スポーツ課  総括主査兼社会教育主事  

事務局 西舘 陽真 教育委員会事務局  生涯学習スポーツ課  主事 

事務局 村田 涼馬 教育委員会事務局  生涯学習スポーツ課  主事 

 

４ 傍聴人の有無  

  無  

 

５ 次第  

（１）開会  

（２）委員紹介  

（３）市長挨拶  

（４）協議会設置趣旨  

（５）会長と副会長の選出（協議会設置条例第４条）  

（６）報告・協議  

  ア 団体など活動報告について  

   ①県青少年育成委員  

   ②自治会連合会  

   ③民生児童委員連絡協議会  

   ④保護司協議会  

   ⑤少年補導員連絡会  

   ⑥地域婦人協議会  

   ⑦青少年育成市民会議  

   ⑧子ども会育成連合会  

   ⑨ＰＴＡ連絡協議会  

  イ 青少年対策施策の実施状況について  

   ①児童福祉課（児童家庭相談援助）  

   ②防災防犯課（防犯・交通安全）  



   ③学校教育指導課（児童生徒の状況）  

   ④生涯学習スポーツ課（青少年教育・青少年対策）  

（７）質疑応答  

（８）閉会  

 

６ 委員による発表や質疑応答など（要約要旨）  

  委員 岩手県青少年育成委員です。県内全中学校区に１人配置されており、滝沢市

内に全６人います。各中学校の地区懇談会に参加し情報収集に努めました。ただ、コ

ロナ禍により全６人による青少年対策に関する情報交換会は見合わせております。  

  委員 滝沢市自治会連合会です。３２単位自治会で構成されており地域活動を通じ

た地域の課題解決に取り組んでいます。自治会長研修会を２回、自治会役員研修会を

３回開催しました。単位自治会による敬老会、運動会はコロナ禍により中止しました。  

  委員 滝沢市民生児童委員連絡協議会です。滝沢市のみならず全国的な課題となっ

ていますが民生児童委員のなり手が少ないことと高齢化が進んでいます。市民と市行

政とのパイプ役となって親子サロンによる子ども子育て支援に取り組んでおり、保育

園や小中学校との情報交換を密にするよう連携・協働を進めています。  

  委員 滝沢市保護司協議会です。現在、１８人の保護司が法務省からの任命を受け

て活動しています。保護観察や環境調整、犯罪予防活動に引き続き取り組んでいます。

社会を明るくする運動に関するＰＲ活動や小学校３校、中学校２校にも協力いただき

活動を行うことができました。  

  委員 滝沢市少年補導員連絡会です。全国的にも滝沢市少年補導員連絡会の活動は

盛んであると評価されており、今度、新たな試みとして活動写真コンクールにも挑戦

したいと考えています。  

  副会長 滝沢市地域婦人協議会です。７０年以上の歴史がある団体でございます。

高齢化で組織活動の維持が課題となっています。会員研修会や子育て支援、フードパ

ンドリー参加、女性研修会（主催：市教委）への共催を行いました。  

委員 滝沢市青少年育成市民会議です。コロナ禍でしたが、規模縮小などを図りな

がら相撲大会や青少年健全育成標語募集、総会、少年少女のバス交流、会報発行を行

うことができました。  

委員 滝沢市子ども会育成連合会です。コロナ禍でしたが、会報すくすく発行、県

子連研究大会・東北子育研究大会に参加することができました。子ども会指導者研修

会は令和５年１月２１日に開催することができました。  

委員 滝沢市ＰＴＡ連絡協議会です。８月のコロナ感染者数が増大した時期ですが、

日本ＰＴＡ全国研究大会・東北ブロック研究大会山形大会に数人派遣することができ

ました。研修会と市教育委員会職員との交流会が中止となりました。  

委員 中学校を代表して参加しています。学校教育振興協議会や民生児童委員など

多種多様な地域の皆さんと連携・協働しながら子どもたちの育成に取り組むことがで

きております。文化スポーツにおいても中学生たちが県大会優勝など活躍しておりま

す。もっと地域活動に中学生が活躍できればと考えています。  

委員 小学校を代表して参加しています。今年度から国が提唱するコミュニティ・



スクールを滝沢市でも導入しました。青少年対策に関わる地域の皆さんに学校の応援

団としてご尽力賜り厚く御礼申し上げます。地域との連携・協働による農業体験・伝

統芸能・地域ボランティア活動などで子どもたちの育成を図ることができています。  

委員 滝沢市自治会連合会です。地域で活躍する団体の皆さんが、この青少年問題

協議会などで情報共有を図りながら青少年対策に取り組むことができることが素晴ら

しいと感じています。毎年１１～１２月に行われる「たきざわ学びフェスタ」でコロ

ナ禍以前のように幅広い世代の皆さんが交流を図ることができればと考えています。  

委員 岩手県立大学看護学部です。岩手県における少子化の歯止めが掛からない状

況となっています。国は、「切れ目のない子ども子育て支援」を提唱しており、自治体

において子育て包括支援センターが設立され産後ケアの充実が図られていますが、母

親が不安を抱える事例も多くなっています。コロナ禍や貧困などが理由で母親の孤立

孤独が深刻化している可能性もあるようです。岩手県立大学看護学部としても、市行

政と更なる連携・協働を深めながら「切れ目のない子ども子育て支援」と産後ケアの

充実のお役に立てればと考えております。  

教育長 今朝、滝沢市内の児童生徒のバス活用マナーが素晴らしいとのメールを頂

きました。これもひとえに学校と地域の皆さんとの連携・協働による取り組みの賜物

と感謝しております。大変皆さん、ありがとうございました。  

 


