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第２０回全日本青少年育成アドバイザー連合会総会 

総会次第 

１ 開会の言葉  

 

２ 会長挨拶 

 

３ 来賓挨拶  内閣府特命担当大臣  

          石破 茂  様 

 

        全日本青少年育成県民会議連合会  

          会長 八村 輝夫 様 

 

４ 定足数の確認 

出席者    名    委任状    通 

 

５ 議長選出 

 

６ 議事録署名人 

  （            ）   （            ） 

 

７ 議事 

  第 1 号議案  平成２７年度事業報告について 

   

第 2 号議案  平成２７度会計報告及び監査報告について 

 

  第３議案   平成２８年度活動方針及び事業計画（案）について 

   

第４議案   平成２８年度会計予算（案）について 

  

 その他 

 

８  表  彰 

  

９  議長解任 

 

10 閉会の言葉 
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第１号議案 平成２７年度運動の総括及び事業報告について 

 

Ⅰ、２７運動の総括 

 

１ 青少年育成の基本目標の再確認について 

  昨年度は、本会結成２０周年の前年度ということもあり、昭和 41年４月、国民会議結

成の際の決意文の趣旨を本会の基本目標として再確認した。育成運動とは何かが問われ、

青少年問題が多様化する中で、目指す方向を見失いがちな今日、目標を明確に示した意

義は大きい。しかし、会員意識の中に浸透しているとは言えず、２８運動での更なる確

認と定着が必要である。 

 

２、現状の認識と課題について 

（１）青少年の現状について 

私達なりに青少年の問題視すべき現状を理解し、憂慮すべき傾向を確認し、それに対

応するため、新しく家庭や地域社会の取り組みを提唱した意義は大きいものがある。「子

は親の鏡」であり、「社会を写す鏡」であり、この姿が青少年問題である。今後とも、

青少年の現状を理解しながら、課題を明確にし、我らの運動の原動力とする必要がある。 

 

（２）組織の現状について 

   各ブロックや各県の組織や活動状況を把握しながら、見直し、活性化を図る必要が

あるとの課題認識で、取り組んだが、国民会議の解散と会員の高齢化による組織の弱

体化は進みつつある。しかし養成講座によって新しい仲間が加わった組織は活力を得

ているのが現状である。先ずは、各ブロックや県との連携を密にし、的確に現状を把

握し、切磋琢磨するためにも、情報のパイプを太くすることが重要である。 

 

（３）青少年育成運動の経過について 

長年運動を継続する中で、マンネリ化を生じている状況を、見直すことに取り組んだ

が、浸透しきれていないのが現実である。 

更に、基本目標の実現を目指すため「人づくり（我づくり）を積み上げて、町づくり・

国づくりを」のスローガンを加え、自己研鑽を積み重ね、新たな重点運動方針を定めて、

健全育成に取り組む町づくりを進めることも課題としたが、取り組みの初年度であり、

今後粘り強く継続していく必要があると考える。 

 

（４）青少年育成アドバイザーの役割について 

   役割を明確に示す事ができたが、その理解は徐々にしか進んでいないような現状で

ある。しかし、養成講座では、これがアドの役割として説明し、新たなアドを目指す

受講生には徹底できたものと考える。アドとしての自覚を高め、周囲にその役割を更

に理解して頂けるよう、ひたすらに努力が重要である。 
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（５）青少年育成アドバイザーの養成について 

昨年度までの反省と検討結果を踏まえ、入門編（仮称入門コース）・認定編（全日本

コース）の２段階で養成を図ることとし、北海道・宮城・鳥取、東海・北陸ブロックで

入門編の講座に取り組むことができた。更に、全日本コースを愛知県アド連を主管県と

し、県民会議連合会の協力を得て、内閣府統括官や愛知県など多くの後援をいただいて

開催。３５名の新規受講生と３０名の既会員がフォローアップの為に参加し計６５名で

実施できた。若い青年の受講生もあり、非常に充実した内容で、同期生会が発足するな

ど、多くの成果を上げて終了。今後の新アドバイザーとしての活躍が期待される。今後

も仲間を増やすため、各県やブロックでの地域課題やアドバイザーとしての基礎的な学

習をする機会をつくることを奨励・支援し、全日本コースの受講希望者の増大を図るこ

とに努めることが重要である。 

 

（６）子ども・若者育成支援推進法との関係 

内閣府主催の中央・各ブロック研修会に積極的に参加して、国の施策や先進的な活動

事例を学習した。養成講座では、法に規定する地域支援協議会（行政、教育、福祉、保

健、医療、矯正、更生保護、雇用等のネットワーク）の設立と活動のねらいについても

学習した。今年２月には子供・若者育成支援推進大綱が見直しされ、公表されたことも

あり、今後とも、この内容理解と協力できる内容を検討すると共に、各県や市町村の子

ども・若者支援計画の推進に参画しながら、地域協議会の設立にも注目していく必要が

ある。 

また、支援を要する子ども・若者を対象とした法律も大切であるが、健全な青少年の

育成を目指した、法律も必要である。この支援法の上位に位置する形で青少年育成の基

本理念を盛り込んだ「青少年健全育成基本法」の制定が検討されていることから、この

制定要望書を１０名の国会議員に提出。今後とも、その進捗状況・法の内容を把握しな

がら、動きに注目し、国民運動の再興をめざし、県民会議等連合会と連帯して、その成

立を目指し続けることが重要である。 

 

２、重点運動方針に関する総括 

 

 青少年問題の現状と課題を踏まえ、新しい運動の旗を立て、啓発・推進に取り組むととも

に、従来からの運動を見直し、その活性化を目指した。 

 ・「子どもが伸びるチャンスを活かす」運動」の提唱・推進をします。 

 ・青少年育成運動の見直しを行います。 

 ・専門委員会で組織活性化方策を検討します。 

 

｛具体的な内容｝ 

（１）「子どもが伸びるチャンスを活かす」運動」の提唱・推進について 

社会の一員として、逞しく活きぬく力を育てるために、新しく「子どもが伸びるチャ

ンスを活かす」運動」の提唱・推進したが、初めての提唱であり、十分に考え方が理解
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されたとは言えない現状である。様々な青少年問題の解決は、家庭・地域の教育力の回

復が不可欠であり、子ども自身が自ら伸びようとする力を信頼し、それを支援する環境

が大切であることから、今後、私達の活動や市町村・各県民会議などの育成運動の中で

取り組むよう、継続して粘り強く提唱・推進していく必要がある。 

 

（２）青少年育成運動見直しの推進について 

（旧）国民会議並びに県民会議創立５０周年を捉えて「このままで良いか？」と視点で育

成運動を見直すことに取り組んだが、始めたばかりであり、一部にしか取り組まれていな

い現状がある。今後も継続して推進する必要がある。 

 

 １）アドバイザー自身の見直し運動について 

  自分自身にとってアド活動とはどんな活動か？を自らに問いながら、アド県連の活動は

このままでよいか？市町村民会議・県民会議との連携は強いか、十分な見直しが進んでお

らず、引き続き検討することが、組織の結束と活性化に繋がると考える。 

 

２）市町村民会議運動の見直しと連携の強化について 

アドバイザーは、市町村民会議会員として、市町村の育成運動に積極的に参画すること

を目指したが、その実態が把握できていない。養成講座では、アドバイザーの役割として、

市町村民会議が身近な活動場所であることを伝え、参画を要請した。今後、引き続き、取

り組んでいくこととする。 

「ありがとう一日 100回運動」の提唱と推進については、大会・研修会を捉えて趣旨を説

明し、シール・缶バッチを配布し、少しずつ広がりを見せている。今後も更に継続し、「あ

りがとうの子育て」へと発展させていきたいものである。 

 

３）各県アド連と各県民会議との関係見直しと連携強化について 

   殆どの県アド連は県民会議の中で重要な役割を果たしており、関係会議や各事業に積

極的に参加しており、その推進力となっているが、若干繋がりの弱い組織も見られる。

これは、県内会員が少なかったり、役員の高齢化により活動が停滞していることに起因

しており、本会との連携強化により、その解決策を作り出すことが課題である。 

 

４）県民会議等連合会との連携を強化する 

県民会議等連合会への加入が少ない事から、本会も未加入の各県アド連を通じて、加

入を奨励・推進に努めたが、成果が出ていない。①国民会議解散時の処理に問題がある

②加入してもメリットが無い③他県の様子を見て・・等が理由である。これらを払拭す

るために、問題意識を連合会と共有して解決方策を探り、加入県の拡大を図る必要があ

る。 

「基本法」の制定要望については、本会単独の要望に終わった為、連帯して国民運動

の再興に取り組む必要がある。 

 

５）内閣府との連携を強化する 
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 １９回和歌山総会に加藤参事官の出席を願い記念講演をいただいた他、内閣府主催の中

央・各ブロック研修会に積極的に参加。ボランティア調査結果を受け、その課題解消に向

けた指導者ハンドブックの作成には会長の私見ではあるが意見書（ＨＰ掲載）を提出して、

その解決方策を提言した。養成講座では、統括官の後援をいただき、講師も務めていただ

くなど、連携強化を図ることができた。今後も、共通の目標に向かって、より一層、意思

疎通を図り、内閣府の青少年施策への理解を深め協力すると共に、我らの運動への理解と

協力を得る努力を続ける必要がある。 

 

（３）組織活性化方策の検討について 

 ３つの専門委員会を設置して、運動・組織の再構築を検討することとし、和歌山大会で審

議を開始し主要な課題を確認した。理事会で正副委員長他委員を選任して具体的な検討を開

始し可能なものから実施した。その状況を以下のとおりである。 

 

１） 基本問題検討委員会について 

   石井委員長（北海道）松田副委員長（滋賀県）を中心に総会決定の検討項目に沿って

意見の取りまとめ作業を行い、別紙のとおり中間意見の報告を得た。 

④の、ブロック・各県の活動実態把握や会員名簿の作成について、委員会で調査用紙を

作成検討中であり、様式が決定次第調査が開始できる。 

九州ブロックの復帰については、会長を中心に協議を進めているが、「全日本の様子を

見ながら検討する」との状況であり進展はしていない。 

その他については委員会で検討中であり、下記事項について継続して協議・検討してい

くこととする。 

① 青少年問題とアド連の役割～基本認識と運動方針の再検討 

② 規約の再検討 

③ 市町村民会議・県民会議・県民会議等連合会との連帯 

④ ブロック・各県の活動実態調査の実施 

⑤ 未加入組織の加入促進（含む九州ブロック）方策の検討 

⑥ 資格会員の加入促進方策の検討 

 

２） 後継者養成委員会について 

   宇野委員長（愛知県）伊藤副委員長（宮城県）を中心に作成された養成講座実施要項

と要請講習会の案を、理事会で以下のとおり審議・決定して、愛知県立青年の家を会場

に 2泊 3日で実施。詳細は別紙委員会報告のとおり。 

① 養成の方法・内容の検討について 

第１回理事会で委員会作成の原案を審議。各ブロック。県が行う入門コースと全日

本が行う認定コースの要領を定め、第２回理事会で委員会提案の内規を審議。これに

基づいて、養成講座の募集要項（HP掲載）を定め、募集開始。 

② 講座の財源・実施場所の検討について 

 「子ども夢基金」を検討したが、申込み期限までに、実施内容や予算計画が間に合

わず、必要経費は全て参加者負担とした。 
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「愛知県青年の家」を会場として、２月２６・２７・２８日の二泊三日で開催。新規

３５名、既アド３０名合計６５名の参加者を得て、充実した講座を修了。 

今後、各ブロック・県の入門コース、全日本の認定コースを、安定して継続実施す

るための方策を更に検討していくこととする。 

 

３） 広報・運営委員会について 

    峠委員長（愛知県）香川副委員長（香川県）を中心に、和歌山大会終了後、早速に

協議し、ホームページの委託先を変更して開設し、大会資料をはじめ役員名簿や現行

規約を掲載。その後大会報告書や活動状況、理事会通知や議事録など早期更新に努め、

全国発信に努めた。また、「全日本アド連だより」も少し遅れたが第８号を発刊。第９

号も長編を発行して、ホームページに掲載。 

今後、各ブロックや県アド連の情報も提供願って、ネッと次時代に相応しい広報・ 

   啓発が期待される。 

 また、財政確保、ＮＰＯ法人化については、極めて重要な課題であり、その解決に向

けた真剣な取り組みが求められている。 

 

４、地域育成課題の取り組みと運動の継続について 

  各ブロック・県組織が、従来から運動を継続して続けているところであり、今年度も

中心的に取り組んだ。 

１）隣のおじさんおばさん運動の取組 

特に声掛け・あいさつ・見守り運動は定着して実践されていると把握している。新し 

く取り組んだ「ありがとう」運動も少しずつではあるが、浸透しており、今後の拡大強化

が期待される。 

 

２）子ども・若者の居場所づくり 

公民館や交流館等できるところで様々な事業に関わりながらこれらの課題解消に取り

組んできた。その実践例を養成講座でも紹介しアドの重要な活動と位置付けることができ

た。 

 

３）ケータイ・スマホのネット被害から子どもを守運動 

アド所属の各県民会議や市町村民会議でペアレンタル・コントロールの必要性を中心に

啓発を続けることができた。また、会員が講師を務めたり、紙芝居で注意を呼びかけた

りする事例もあり、啓発活動の拡大を図ることができ、今後も期待されている。 

 

４）その他、   

東日本復興支援について、できることから取組んでいくことについては、東北の集中

豪雨による土砂災害発生に関して、中四国ブロックからの救援募金が提唱され理事会で

協議したがタイミングが遅れたこともあり、中四国のみの取り組みとし、その結果、集

まった４万円を２月に代表の宮城県伊藤会長にお渡しする事ができた。 
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５、事業報告 

本会は活動方針のもとに、次の事業を実施した 

 

１）会議の開催 

①総会ならびに研究大会（詳細はＨＰに掲載） 

第１９回全日本アド連研究集会の開催 

期日 平成２７年６月２８～２９日 

場所 和歌山県白浜温泉  ホテル・シーモア 

     ５２名の参加。 

②理事会の開催（詳細はＨＰに掲載） 

第 1回  27年 11月 26～27日（15時～21時・8時半～12時） 

東京都オリンピック記念青少年総合センター会議室。 

出席１２名（委任３名） 

１）経過報告（全日本・各ブロック） 

２）養成講座開催の件（要項審議・決定） 

３）第２０回全国大会開催の件～東京オリンピック記念青少年総合セン 

ター。日程検討。詳細は関東で検討） 

４）専門委員会活動の活性化について（正副委員長の確認・委員の決定） 

５）組織対策の件 

６）その他 

第２回  28年２月 27日（９時～１２時） 

愛知県青年の家 

出席９名（委任５名） 

         １）第２０回総会、研究大会の件（講演・記念事業・来賓・表彰他） 

         ２）専門委員会の件（正副委員長の取り組み案協議） 

         ３）次回役員会・理事会の件 

         ４）その他 

③役員会の開催 

 第１回  平成 27年 9月 10日（18:00~22:00）～１１日（9:00~12:00） 

      場所～オリンピック記念青少年総合センター 

      １）経過報告～和歌山大会報告、ＨＰ開設、基本法法制定要望、意見書提出 

      ２）養成講座開催の件～要項を検討し２月愛知開催を決定 

      ３）２０回大会の件～関東で開催 

      ４）理事会開催の件～１１月内閣府研修会終了後に開催 

      ５）その他 

  第２回  平成 28年 3月 28日（15:00~20:00）～29日（9:00~12:00） 

場所～神戸青少年センターで開催。 

役員と専門委員会正副委員長を対象に開催。 

１）28年度第 20回記念大会の件 

２）３つの専門委員会の課題検討（委員長報告案を協議） 
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３）総会（理事会）提出議案の件 

４）その他 

③ 専門委員会の開催～理事会の開催に併せて開催 

第１回理事会で正副委員長と各所属委員の選任を行い審議内容を検討・確認 

第２回理事会で各委員会の検討素案を協議するも準備と時間が短く審議未了。 

 

２）広報・啓発活動の実施 

①「全日本アド連たより」の発行 

   年３回発行を計画し、８号・９号は発刊済み。ＨＰに掲載して周知した。紙印刷配

布の要望があるが、各ブロックで必要な県アド協に対してプリントアウトして送付い

ただくよう要請した。１０号については、総会までに発行予定（５月末目標） 

②ホームページの活用 

事務局の変更に伴い、委託の管理業者を事務局と広報委員会の連絡しやすい業者に

変更し、総会終了後直ちに開設し、運動方針や事業計画、事業予定や参加者募集、活

動の報告、理事会開催通知や議事録など、掲載し更新にも努めた。全国のみならず世

界に向けた発信であり、育成運動の啓発にも繋がっていると考える。しかし、ＨＰを

見ない人には、全く周知できないため、今後会員をはじめ育成関係者に周知してアク

セスを積極的に働きかけ、諸連絡を含め全てこのＨＰで行う位の活用が期待される。

又、各県・ブロックの情報をより多く収集し、適時に載せて、ページの充実をはかり、

情報の共有化と運動の活性化に努める必要がある。 

 

③情報連絡網の整備 

各ブロック・各県の会長、事務局の連絡網を整備するため、従来の所在地・居住 

地・電話・FAXに加えて、メールのアドレスを調査・把握して迅速な広報・連絡体制を

確立することに努めたが、敏速な反応がなくネット活用による連絡ができない組織もあ

る。今後更に連絡網を強化する必要がある。 

 

３）後継者養成講座の開催（詳細はＨＰに掲載） 

   各県・ブロックで仲間を増やすための、（仮称）初級アドバイザーの養成に努め、東海・

中部ブロックと北海道・宮城・鳥取で、入門講座を開設することができた。実施できな

かったところを含めて、認定コース受講生募集をどのようにするか、認定基準をどうす

るかについては、理事会で内規を定め、対応することとした。 

また、後継者養成委員会の実施要項（案）を基に、理事会で開催要項を決定し、２８年

２月 26～28 日に愛知県青年の家で（認定コース）全日本アドバイザー養成講座を実施し

た。特に新規受講者は青年や若い受講生が多く、内容も極めて充実しており、熱気あふれ

る講座となり、同期生会も発足して、大きな成果を上げた。 

今後、安定して継続実施するための更なる検討を重ねる実用がある。 

 

  新規受講者は北海道２、岩手１、宮城３、東京１、愛知１５、岐阜１、和歌山１、 

愛媛３、鳥取３、沖縄５  計３５名 
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  既アドは 北海道１、宮城１、愛知２０、岐阜１、和歌山１、兵庫３、 

愛媛２、鳥取１、  計３０名 

４） 表彰 

和歌山総会での会長表彰 

岐阜県～安江ちか子。兵庫県～小路力子（ちかこ）。和歌山県～楫本泰輔（かじもと） 

兵庫県～吉村美南枝（みなえ）。広島県～村田靖子。徳島県～吉川栄治 

の６名を表彰。 

 

（社）日本善行会の個人表彰（成人） 

岐阜県～澤田 睦美。香川県～久和 和子 の２名が受賞 

      

５）アドバイザーを支援する有識者会議の開催 

 と き・・理事会、又は研究大会にあわせて・・ 

 ところ・・未定 

としていたが、予算及び久田先生病気のため、開催できず。 

 

６）内閣府など関係機関事業への積極的参加 

①中央研修会への参加 

 と き  ２７年１１月２６～２７日 

 ところ  青少年総合研修センター 

参加者名簿によるとアドバイザーの参加は２３人（全 344人）以上になったと思われる。 

この中央研修会を活用して終了後からその翌日午前中まで理事会を開催した。 

②各ブロック研修会への参加 

各ブロックでの参加は把握できていないが、積極的な参加を提唱した。中四国ブロック

では、役員の打ち合わせ会を、近畿ブロックでは、終了後研修会を開催し、山本会長も参

加して全日本アド連の活動状況報告を行った。 

今後も、内閣府並びに各都道府県青少年行政との連携と研修を深める為、連携強化に努

め、積極的な参加が必要である。 

 

③関係事業への協力 

   ２６年度内閣府実施のボランティア調査結果を受けて、指導者向けの手引き（ハンドブ

ック）を発行することが計画され、本会にも意見を述べる機会が与えられたため、会長の

私見ではあったが「意見書」（ＨＰ掲載）を作成して提出。意見の内容が広すぎたため、

どの程度反映されているか未だ把握できていないが、今後の育成運動の参考になるものと

考えている。 

 

７）その他 

  県民会議連合会と連携して「基本法制定」要望運動を展開することとしていたが、結局、 

今年度は本会独自での行動となった。鳥取県・愛媛県・愛知県選出の自民党国会議員９名 

と愛媛県アド紹介の民主党議員 1名。計１０名の衆参国会議員に山本会長・谷本事務局 
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長・峠愛知県会長の３名が要望書を提出して趣旨を説明した。石破茂・松原仁の２名は公 

務の為不在で秘書との面談であったが、赤沢内閣副大臣、丹羽文部科学副大臣、浜田・井 

原・山本・舞立・中曽根参議員、更に塩崎厚生労働大臣にはご本人と秘書同席であり、青 

少年の健全育成に掛ける情熱と、基本法制定の重要性が共有できた。むしろ要望する我々 

の全組織をあげた取り組みと県民会議連合会との結束が必要であることを痛感した。 

今後、各県アドが組織を挙げてこの要望活動取り組み、県民会議連合会とも連帯した運 

動の強化が重要である。 

 

 

第２号議案 平成２７年度一般会計収支決算報告 

収入の部                               単位：円 

科  目 ２７年度予算額 ２７年度決算額  増 減      付 記 

会   費 １２３,０００ ７２,００0 △5１,０００ ２４県×３,０００＝６９,０００ 

繰 越 金 ２９５      295      ０ 前年度繰越金 

借 入 金      ０      ０      ０  

そ の 他    ７０５       ４８,００４       ４７,２９９ 寄付金４８,０００、利子 4 

合   計 １２４,０００ 1２０,２９９  △３,７０１  

 

支出の部                                 単位：円 

科  目 ２７度予算額 ２７度決算額  増 減      付 記 

会 議 費  ４０,０００   ７,３００ △３２,７００ 役員会、理事会、会場費 

事 業 費  ５０,０００ １０,７８９ △３９,２１１  

 

 

事務費  ２５,０００    ５４０ △２４,４６０ 用紙 

通信費  ２５,０００  １０,２４９ △１４,７５１ 郵送費 

旅   費  ３０,０００ ３０,０００      0 役員会、理事会旅費補助 

返 納 金 0          0      0  

予 備 費     4,000  4８,６４８ ４４,６４８ ホームページ開設費、振込手数料 

合   計 １２４,０００  ９６,７３７ △２７,２６３  

収入決算額１２０,２９９－支出決算額９６,７３７＝２３,５６２円  次年度繰越金 

 

平成２7 年度 アドバイザー認定特別会計決算書 

収入の部                             単位：円 

科  目 ２7 年度予算額 ２７年度決算額 増   減 付 記 

アド認定料      ０      ０     ０  

繰 越 金  ４２,１２６ ４２,１２６     ０ 前年度繰越金 

返 納 金         ０      ０     ０  

そ の 他      ０      ０     ０   
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合   計 ４２,１２６ ４２,１２６     ０  

 

支出の部                             単位：円 

科  目 ２7 年度予算額 ２７年度決算額 増   減 付 記 

会 議 費 １５,０００      ０ １５,０００  

事 務 費  １０,０００    ９２８   ９,０７２ コピー用紙 

通 信 費 １０,０００   ９,０００ １,０００ 委員審査案内等郵送代 

旅   費      ０      ０ ０  

次回開催費      ０   １０,０００ △１０,０００ ２７年度アド講習会開催費 

予 備 費   ７,１２６          0 7,126  

合   計  ４２,１２６  １９,９２８ ２２,１９８  

 収入の部４２,１２６円－支出の部１９,９２８円＝２２,１９８円→次年度繰越金 
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第３号議案 平成２８年度運動方針及び事業計画（案）について 

 

 全日本アド連結成２０周年、わが会の生みの親である青少年育成国民会議結成５０周年

の記念すべき年にあたり、育成運動の目指すものと運動の経過を踏まえて、青少年の現状と

課題を明らかにし、我らアドバイザーの役割を再認識しながら、今後、新たな育成運動を展

開するため、この運動方針と事業計画を定めるものとする。 

 

１ 青少年育成の基本目標 

 

青少年は日本の希望である。日本の明日をにない、世界の将来を築くものは青少年である。 

青少年が健康な身体をもとに、広い視野と正しい見識を培い、豊かな情操と高い徳性を磨

き、その能力を十分に発揮し、有為の人として成長することは青少年自身の誇るべき課題

であるとともに、国家、国民の大きな責任である。 

 

１、 青少年が次代の日本をになうものとしての誇りと責任とを自覚し、その輝かしい未

来を自らひらき希望に満ちて生きるよう。 

２、 親や青少年を指導する立場にあるものはもちろん、一般国民がその姿勢を正すとと

もに、青少年問題についての関心を高め、積極的に青少年の育成につとめるよう。 

３、 政府および公共団体の青少年施策の強化を求めると同時に、これに協力して十分に

その効果をあげるよう 

 

青少年育成アドバイザーは、この目標に向かって運動することを基本とします。 

 

２、現状の認識と課題 

 

（１）青少年を取り巻く社会 

①経済最優先の競争社会～人間の生き方が経済中心となり、お金の為に働く社会であ

り、常に緊張して頑張り続けるフル・マラソンの世界で、当然に勝者と敗者が出ること

になる。～常に競争があり、ゆとりの無い非情で過度に疲労することから、社会規範・

倫理・人間性喪失の社会となっている。 

②自由・平等・平和を理念とする民主主義社会。～自由と民主は個人尊重の社会。個

人尊重は個人中心となり、時に利己的になる。協働・協力を欠き、共同体社会をこわし

て、孤立した個人生活中心の社会となっている。～家庭・地域社会・コミュニティーの

崩壊した社会となっている。 

③国際化・情報化・技術化社会～激しい競争の中で高度に発達を続ける社会であり、

長所と短所が複雑に入り混じった社会となり、非常に危険性をはらんでいる社会でもあ

る。 
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④少子・高齢化・過疎化（都市集中）・核家族化社会～活力が失われ、幸福追求（国

民福祉向上）に逆行する課題山積の社会 

⑤これら社会の強い影響を受けるのが青少年であり「青少年問題は社会の鏡」と云わ

れる所以でもある。 

 

（２）青少年の現状 

2000 年代から少子高齢化、高度情報通信化、経済のグローバル化、格差の増大など

目立ち始め、貧困の連鎖も明らかになり、家庭生活や地域コニュニティーが大きく変化

している。 

   この影響を受けて、青少年においても、規範意識の低下、問題行動の多様化、社会

性の未熟、親子関係の希薄化、虐待や携帯ネット被害の増加、ニート・引きこもりな

ど自立できない若者など様々な問題が生じ、幼い命が奪われたり、いじめを原因に、

自ら命を絶つ青少年もあり、憂慮すべき傾向が見られ取組むべき課題が多くあります。 

 

（３）組織の現状 

青少年育成アドバイザーは旧（社）青少年育成国民会議が行った通信教育事業の修了

者及び全日本アド連養成事業で所定の課程を修了し、本会が認定した者で組織した、青

少年育成運動の中核的役割を果たそうとする団体であります。 

今日、青少年育成アドバイザーは、調査によると 1,３００余名の方々が都道府県ア 

ドバイザー組織に加入し活動をしていますが、多くは青少年育成アドバイザーと言うよ

り他の団体や役職で活動している人がいて、組織的な独自活動が弱いのが現状でありま

す。一方、退会を申し出る組織が出たり、認定されていても参加していた団体や立場か

ら退いたり、高齢化等により、組織の弱体化や組織の存続が危ぶまれているところもみ

られます。 

しかし、新しい会員を仲間に入れた県アド会は、会員数が増え活性化が生まれ、新た

な担い手として活躍している組織もあります。 

 

（４）青少年育成運動の経過 

国民運動の目標を実現するため「伸びよう 伸ばそう 青少年」を合言葉に、家族の

絆を強くするための「家庭の日」の制定、「大人が変われば 子どももかわる」をスロ

ーガンに一般国民がその襟を正して育成運動に参加するとう提唱、地域のこどもは地域

で育てることをめざして「地域のおじさんおばさん運動」を提唱し、「あいさつ・声掛

け運動」も推進してきました。各県も青少年を見守る運動の中で「少年を守る店」を指

定して非行化防止にも取り組んできました。しかし、長年運動を継続する中で、マンネ

リ化を生じ、掛け声だけに終わっている所も見受けられます。 

これらの状況を把握し、見直しながら、より成果の上がる運動に発展させていかなけ

ればなりません。 

更に、基本目標の実現を目指すため「人づくり（我づくり）を積み上げて、町づくり・

国づくりを」のスローガンに則り、地方創生が国家的課題となっている今日、地域の未来

を担う、青少年の育成を中心に据えた町づくり・国づくりを進めることが重要な課題と考
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えます。 

 

（５）青少年育成アドバイザーの役割 

私達は、青少年が社会の一員としての自覚を高め、逞しく生きる力を育てる為、青少年

の地域活動を支援すると共に、健全な育成に相応しい社会環境の醸成に努める責務を担っ

ています。その為、絶えず自己研鑽に励み、地域社会に信頼される存在として、育成運動

の中核的役割を果たさなければなりません。 

その為、本会の基本目標の実現を目指し、運動の重点方針や決定事項の実践に努めるほ

か、次のとおり役割を担います。 

① 「子どもが伸びるチャンスを活かす運動」の提唱・推進を図ること。 

② 青少年育成県民会議を始め市町村青少年育成組織を支援し運営基盤づくりや青少年育

成に関心の高い町づくり・国づくりに力を注ぐこと。 

③ 青少年育成活動組織にかかわり計画、準備、調整、参加者の募集などの、プログラムの

実施に関わること。 

④ その他、育成課題解決のため行政や関係団体との連携を図ること。 

 

（６）青少年育成アドバイザーの養成 

全日本アド連の行う青少年育成アドバイザー養成は本会の根幹にかかわる事業で、認

定・登録されたら各県アド連に加入し、さらに研鑽することを前提して過去４回、内閣府

や全国青少年育成県民会議連合会や主管アド連の県・教育委員会等の後援をいただき実施

してまいりました。現在 71 名の方々が認定されて活躍しており、２７年度は３５名が養

成講座を受講され、認定申請を受け付け中であります。 

全日本アド連では昨年度から、今までの反省と検討結果を踏まえ、入門編（入門コー

ス）・認定編（全日本コース）の２段階で養成を図ること決定し、既に実施しています。 

先ずは私たちの仲間を増やすため、ブロックや各県での地域課題やアドバイザーとして

の基礎的な学習をする機会をつくることを奨励・支援して、（仮称）初級アドバイザーの

養成に努め各県の会員拡大に努めます。 

これによって、全日本コースの受講希望者を増大することに努め、修了者は認定審査会

を経て青少年育成アドバイザーとして認定し、後継者の養成を行うことが必要と考えます。 

 

（７）子ども・若者育成支援推進法との関係 

また、平成２２年４月「子若法」が施行され 7 月に「子ども若者ビジョン」策定され、

国と地方公共団体の責務の基に課題解決の方策が進められてきました。平成 28 年２月に

この「子ども若者ビジョン」は廃止され、新たな大綱が決定されました。全ての子供・若

者の健やかな育成にも力が注がれ、新しく①子供・若者の成長を支える担い手の養成②創

造的な未来を切り拓く子供・若者の応援、が加わり、私達の育成運動と深く関わっていま

す。内閣府や地方行政の取り組みを見ながら我らもこれに参画していくことが重要です。

支援を必要とする子ども・若者に対する「地域活動の支援」や「居場所づくり」にも引き

続き力を注ぐ必要があります。 

また、この支援法の上位に位置する形で青少年育成の基本理念を盛り込んだ「青少年健
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全育成基本法」の制定が検討されています。昨年、関係国会議員に制定要望活動を行いま

したが、その後の状況・内容を把握しながら、動きに注目し、より一層取り組みを強化し、

県民会議等連合会と連帯しながら、引き続きその成立を目指すための運動を推進します。 

 

３、重点運動方針 

 

 青少年問題の現状と課題を踏まえ、社会の一員としての自覚を高め、逞しく生き抜く力を

身に付けた青少年を育成する為、新しい運動への取り組みを啓発しその実践に取り組みます。 

 ・「子どもが伸びるチャンスを活かす」運動の奨励・推進をします。 

 ・各都道府県・市町村民会議等の青少年育成運動に参画しその活性化を図ります。 

 ・組織の連帯を強化し、会員の拡大と活性化に努めます。 

 

｛具体的な内容｝ 

（１）「子どもが伸びるチャンスを活かす」運動の奨励・推進をします。 

  家庭や地域社会の大きな変化が、憂うべき青少年の現状を作り出しており、正に「子

は親の鏡であり、社会の鏡」と云えます。そのため、家庭や社会の教育力を回復すること

が極めて重要であることを認識し、社会の一員として、逞しく活きる力を育てるために「子

どもが伸びるチャンスを活かす」運動を推進します。 

・スローガン～「子どもが伸びるチャンスを活かそう」～家庭で地域で住んでる町で～ 

  子ども達が、家庭・地域・社会の一員としての自覚を高め、進んで役割を見つけて実践

することを、育成運動の重点とします。（運動要旨は別紙添付のとおり） 

 

（２）・各都道府県・市町村民会議等の青少年育成運動に参画しその活性化を図ります。 

（旧）国民会議並びに県民会議創立５０周年を捉えて「このままで良いか？」と視点で

育成運動を見直し、新しく「子どもが伸びるチャンスを活かす（増やす・創る）運動」を

提唱し推進します。 

 

 １）アドバイザー自身の活動を見直します。 

  ①県アド連（協）の活動はこのままでよいか？を検討します。 

 

２）市町村民会議に参画し、運動の見直しと活性化を図ります。 

① アドバイザーは、市町村民会議会員として、市町村の育成運動に積極的に参画します。 

ア）本会が推進する次の運動を提唱し、市町村民会議での運動を展開します。 

社会の一員として、逞しく生きる力を育てるために・・・「子どもが伸びるチャンスを

活かす運動」の提唱・推進します。 

② 従来からの組織・運動を見直します。 

③ 「ありがとう一日 100回運動」の提唱と実践をします。 

 

３）各県アド連と各県民会議との関係見直しと連携強化を図ります。 

  ①町村民会議への対応と同様に、創立５０周年を契機に県民会議運動の見直し運動を推
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進する。 

②県民会議等連合会への加入を奨励・推進する。 

 

４）県民会議等連合会との連携を強化する 

①未加入県民会議へ加入の働きかけをし、加盟県の拡大に協力する 

②共に「青少年健全育成基本法」の成立を目指します。 

 ③育成運動標語募集への協力を行う。 

 

（３）組織の連帯を強化し会員の拡大と活性化に努めます。 

   各ブロックや各県組織との連携を強化するため、情報の交流を緊密にすると共に、運

動や組織にどのような課題があるのか、自ら「このままで良いか？」の視点に立って、

検討することが必要です。昨年度に引き続き３つの専門委員会を継続して設置し、その

結果を理事会に報告します。 

 

４） アドバイザーが活発な活動を展開する為には、どのようにすれば良いか、を引き 

続き検討し、その答えを導く年とします。（基本問題委員会） 

⑦ 青少年問題とアド連の役割～基本認識と運動方針の再検討 

⑧ 規約の再検討 

⑨ 市町村民会議・県民会議・県民会議等連合会との連帯 

⑩ ブロック・各県の活動実態調査の実施 

⑪ 未加入組織の加入促進（含む九州ブロック）方策の検討 

⑫ 資格会員の加入促進方策の検討 

 

５） 後継者養成の為の検討を継続します。（後継者養成委員会） 

 各ブロック・各県で仲間を増やすための、入門講座（入門コース）の開催を奨励し、そ

の支援を行うと共に、認定のための全日本コースの講座を実施する。 

また、安定的な継続実施方策を考えます。 

④ 講座の財源・実施場所の検討 

⑤ 全日本認定コースの在り方の検討 

 

６） 広報の徹底並びにを図ると共に財源の確保について検討を継続します（広報・運営委

員会） 

認知度が低いと云われる我らの運動（活動・事業）を広く理解頂き、育成運動の発展を

図る為に、情報を収集して公開し、仲間との共有を行うホームページを積極的に活用する

と共に、啓発資料や周知徹底方策を更に検討します。 

また、運動（活動・事業）資金をどのように確保するかを継続して検討します。 

特に、NPO法人化について、積極的に研究し、各ブロック・各県の意思を集約して、その

是否を決定します。 

 

４、地域育成課題の取り組みと運動の継続 
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   青少年健全育成をするために各地域で様々な問題や課題があり、青少年育成に携わ

る広範な関係者と連携して引き続き強力に取組んでいきます。 

 

１） 隣のおじさんおばさん運動 

   「地域の子どもは地域で育てる」で身近な行動は、自分の周りの青少年と親しくなる 

ことにあります。そのために挨拶や良いことをしていたら褒める、悪いことをして 

いたら叱るといったコミュニケーションを深めていきます。 

   

２）子ども・若者の居場所づくり 

   子ども・若者が気軽に集い話し合える場が少なくなり、自宅でケータイ・スマホ・ゲ 

ームなどにはまりこむ傾向があります。また、コミュニケーションの能力の希薄 

化が課題となっています。古民家や空き商店街、公民館や交流館等できるところで 

居場所を考えていきます。 

      ・事例の様子を HPや「アド連だより」で紹介 

 

３） ケータイ・スマホのネット被害から子どもを守る運動 

スマホが高校生から、中学生、小学生へと広まりつつあり、SNSアプリの進化は、 

いじめ、犯罪被害、依存症などさまざまな問題が顕在化しその対策が急務となっていま

す。とりわけ買い与える保護者の役割は大きく、保護者がネットの危険を理解し注意、

指導、見守りのペアレンタルコントロールの営みを深めでいく必要があります。 

  そのため、身近な場でのケータイ・スマホの研修会の開催提唱し、各ブロック又は県

アドの要請によっては、指導者を派遣します。 

 

５、事業計画 

本会は活動方針のもとに、次の事業により全日本アド連活動を展開します。 

 

１）会議の開催 

①総会ならびに研究大会 

期日 平成２８年６月１７・１８日 

場所 国立オリンピック記念青少年総合センター 

   また、次期開催予定ブロックの計画をする。 

    ２９年（東海・北陸）・３０年（東北・北海道）・３１年（中国・四国） 

    ３２年（近畿）３３年（関東・甲信越） 

・・この間に九州が復活すれば、九州と協議の上、開催する・・ 

②理事会の開催～年３回開催 

第１回～内閣府主催中央研修会終了後～11月 29・30日～青少年総合センター。 

第 2回～養成講座開催期間中～29年 2月 18日～青少年総合センター 

第 3回～総会直前 29年 6月。東海・北陸ブロック 

③役員会の開催～必要に応じて開催 

④専門委員会の開催～理事会・役員会に合わせて３つの委員会を開催する。 
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また、各所属の委員同士が日常的な情報・意見交換を行い、委員会の検討

結果を理事会に報告し、理事会の合意を経て総会に提案し組織決定を行う。 

 

２）広報・啓発活動と組織網の整備 

 ①会員バッチとロゴマーク入りの名刺の活用 

   会員意識の昂揚と連帯感を強めるため、２０周年を記念しての銀色の会員バッチを

作成する。また、同一様式の名刺を活用して、アドバイザーの認知度を高めることと

し、これらの活用を推奨する。 

 ②「ありがとう」運動缶バッチ・シールの作成と活用 

   鳥取県アド協議会が提唱して、全国運動に発展させようと取り組んでいる「ありが

とう一日 100 回運動」を会員自ら実践するため、缶バッチ・シールを作成配布し、そ

の自覚と啓発活動を推進する。 

 ③のぼり旗の作成と活用 

   ２０周年を記念して、のぼり旗の作成を検討し、各県アドの希望に応じて作成・頒

布を行う。本会事業ほか各ブロック・県での活動の際に活用して士気高揚と啓発を図

る。 

 ④「青少年健全育成基本法」の制定要求運動の継続 

   国民運動の再興を図るためには、何としても青少年の健全育成を国の責務とする法

律の制定が不可欠である。とりわけ、少子・高齢化社会が急激に進み、地域創生が国

家的課題となっている今日、その原動力となる青少年の育成こそが、最優先課題と確

信する。その為、昨年度に引き続き、国会議員への要望活動を実施する。各ブロック・

県アド連（協）も、これと連携して、地元出身国会議員へ要望書提出を行うよう奨励

する。また、県民会議と連携して提出したり、ハガキによる要望活動を実施すること

も検討する。（例 島根県では県議会の議決により、総理大臣・衆参両議院議長へ提出

している） 

 ⑤各県・ブロック研修会への講師・指導者の派遣 

   アドの実践活動奨励と会員意識高揚を図ることを目指し「ネット被害から子供を守

る運動」として、出前紙芝居による啓発活動を行う。可能な限り開催希望の所に指導

者を派遣し、実技並びに指導を行う。 

   また、各県・ブロックで養成講座他育成運動に関する研修会を開催する際に、必要

であれば、本会役員を派遣し、運動を啓発・推進する 

⑥「全日本アド連たより」の発行 

  全日本の活動他、各県やブロック活動の報告、事業のお知らせ、参考になる提言、 

会員の声などの情報を提供し、広く活動を紹介するため、年３回発行し、ホームペー 

ジにも掲載する。 

⑦全日本アド連ホームページの活用 

運動方針や事業計画、事業予定や参加者募集、活動の報告、主張、提言、他各県・ 

ブロックの情報もあわせて掲載載して、ページの充実をはかり、情報の共有化と運動の

活性化に努める。 

 各ブロック及び各県の担当者は下記アドレスに情報・資料を提供する。 
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 ・山本会長～e-mail: kunihiko-yamamoto@ncn-k.net 

 ・香川情報担当～e-mail:kagawa@ayauta.net 

 ・谷本事務局長～e-mail:higenyabi2451@mc.pikara.ne.jp 

また、広報担当者は可能な限り、情報収集・提供活動を行うものとする。 

⑧情報連絡網の整備 

各ブロック・県の活動状況が正確に把握できておらず、情報のパイプが詰まっている

状況がある。そのため、各ブロック・県の総会資料を提供頂くと共に、可能であればホ

ームページに掲載して周知する事が適当と考える。 

また、各ブロックの役員や県の会長、事務局の連絡網を整備するため、所在地・居住

地・電話・FAXに加えて、メールのアドレスなど組織実態を調査・把握して迅速な広報・

連絡体制を確立する。 

各県の会員名簿を作成し、ブロック・各県・各会員との情報交流を緊密にして、組 

織に活力を生み出すよう努める。 

 

３）後継者養成講座の開催 

   後継者養成委員会が中心となって、各県・ブロックで仲間を増やすための、（仮称）初

級アドバイザーの養成に努めます。 

また、全日本アドバイザー養成講座要項により次のとおり養成講座を実施する。 

そのため、後継者養成委員会で開催要項を協議・決定して開催し、認定審査委員会の審査

を経て、認定します。 

 ①全日本アドバイザー養成講座の開催 

   と き 平成 29年 2月 17・18・19日 

   ところ 国立オリンピック記念青少年総合センター 

   ②認定審査委員会の開催 

 

４） 表彰を行う 

本会及び加盟団体の発展に寄与した個人を各加盟都道府県 1名程度、総会において表彰

する。特に２０周年を記念して、（旧）国民会議の１０期までの認定者で、現在も現役と

して活動している者を特別表彰することとします。 

又、（社）日本善行会の個人表彰（成人）も 5～6 名、青少年（2 団体）の推薦も行う。 

      

５）アドバイザーを支援する有識者会議の開催 

  と き・・理事会、又は研究大会にあわせて・・ 

  ところ・・未定 

  予定有識者～・萩原    ・久田    ・福留 強  ・上村文三 

・多様化、専門化する青少年育成課題に対応するためアドバイザーに協力的な専門家によ

る支援会議をつくり意見やアイディアを得ていきます。 

・青少年育成に造詣が深く協力的な講師助言者をリストアップし要請があれば紹介します。 

     

６）内閣府など関係機関事業への積極的参加 

mailto:kunihiko-yamamoto@ncn-k.net
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①中央研修会への参加 

  と き  ２８年１１月２８（月）～２９（火）日 

  ところ  国立オリンピック記念青少年総合センター 

 

②各ブロック研修会への参加 

 ・北海道・東北ブロック研修会 

  と き 平成２８年９月 ２日（金）１０：００～１４：３０ 

  ところ 北海道 

 ・中部ブロック研修会 

  と き 平成２８年１１月 １日（火）１０：００～１４：３０ 

  ところ 福井県 

 ・関東甲信越静ブロック研修会 

  とき 平成２８年１０月２１日（金）１０：００～１４：３０ 

  ところ 長野県 

 ・近畿ブロック研修会 

  とき 平成２８年８月２４日（水）１０：００～１４：３０ 

  ところ 滋賀県 

・中国・四国ブロック研修会 

  と き  平成２８年１０月１８日（火）１０：００～１４：３０ 

  ところ  高知県 

 ・九州・沖縄ブロック研修会 

  と き 平成２８年９月３０日（金）１０：００～１４：３０ 

  ところ 熊本県 

 

① その他、関係事業への協力 

 

 

第４号議案 平成２８年度一般会計予算（案） 

 

収入の部                               単位：円 

科  目 ２８年度予算額 ２７年度予算額  増 減      付 記 

会   費 １4１,０００ １２３,０００  １８,０００ ２８県×3,000＝８４,０００、過

年度未納金５１,０００（岡山・山

口・栃木・石川）賛助金 3,000、

賛助金未納 3,000 

繰 越 金  ２３,５６２    ２９５ ２３,２６７ 前年度繰越金 

そ の 他  ４８,４３８    ７０５ ４７,７３３ 寄付金、利子等 

合   計 ２13,０００ １２４,０００ ８9,０００  
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支出の部                                 単位：円 

科  目 ２８年度予算額 ２７年度予算額  増 減      付 記 

会 議 費  ４０,０００  ４０,０００  ０ 役員会・理事会・有識者会議 

事 業 費  ５０,０００  ５０,０００      ０  

 

 

事務費  ２５,０００  ２５,０００    ０ インク、用紙、原紙、封筒、

賞状筒 他 

通信費  ２５,０００  ２５,０００  ０ 切手、はがき、宅急便 

旅   費  ３０,０００  ３０,０００      ０ 講師・役員旅費補助 

ＨＰ維持費 ４８,０００     ０ ４８,０００ ホームページ維持費 

予 備 費 ４５,０００   ４,０００ ４１,０００  

合   計 ２13,０００ １２４,０００ ８９,０００  
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平成２８年度 アドバイザー認定特別会計予算（案） 

収入の部                                  単位：円 

科  目 ２８年度予算額 ２７年度予算額 増   減 付 記 

アド認定料 ２４０,０００      ０ ２４０,０００ ８,０００×３０人認定登録料 

繰 越 金  ２２,１９８ ４２,１２６ △１９,９２８ 前年度繰越金 

そ の 他    １,０００      ０   １,０００ 寄付金 

合   計 ２６３,１９８ ４２,１２６ ２２１,０７２   

 

支出の部                                  単位：円 

科  目 ２8 年度予算額 ２７年度予算額 増   減 付 記 

会 議 費 ２0,０００ １５,０００ ５,０００ 会場費等 

事 務 費  ２５,０００  １０,０００  １５,０００ コピー用紙、プリント代、認定用

紙等 

通 信 費  ２５,０００ １０,０００ １５,０００ 委員審査案内等郵送代 

認定申請者案内等 

旅   費 １００,０００      ０ １００,０００ 委員交通費 

次回開催費 ５０,０００       ０  ５０,０００ 28 年度アド講習会開催費 

予 備 費 4３,１９８   ７,１２６ ３６,０７２ 

 

バッジ作成補助費 

合   計 ２６３,１９８  ４２,１２６ ２２１,０７２  
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専門委員会進行要領 

 

３つの委員会とも、正副委員長が司会進行と協議内容の記録を行い、総会資料に基づき 27年

度委員会の経過報告、協議を行うこと。 

 

１、基本問題検討委員会 

①２７年度、委員会活動報告 

②運動の推進方策。～どのように進めるか・・手の付けやすいところから・・ 

・「子どもが伸びるチャンスを活かす運動」 

・「ありがとう一日 100 回運動」 

・「育成運動の見直し活動」 

・「基本法制定要望運動」など 

③組織の強化方策、 

・組織の実態調査の進め方と未加入組織への対応（調査実施日。回答期限は？） 

④「規約の検討」など、・・どんな問題点・課題があるか？の検討・・ 

 

２、後継者養成委員会 

①入門編・全日本コースの実施報告 

②２８年度、入門編の取り組み奨励 

③28 年度全日本の取り組み（全日本主催で専門委員会を中心に実行委員会を組織して実施）

と参加要請。（２７年度同様に新規２名以上、フォローアップ２名以上） 

④２９年度開催予定（方法や開催地）などの協議 

 

３、広報運営委員会 

①２７年度活動報告（広報関係は HP の立ち上げ、アド連だよりの発刊８・９号、メール

活用による連絡網、NPO 法人化の検討ほか） 

②28 年度の取り組み（広報関係～名刺の台紙、あいさつシール・缶バッチの活用、アドバ

ッチや幟旗の活用・・以上の取り纏め方法や取り纏め期限。HP やアド連だよりの更新・

発刊の為の情報・通信網の強化方法～各県広報担当者の選任。など。運営関係～財源～

会費アップ問題。NPO 法人化への取り組みなど） 

③２９年度の取り組み（～②の協議により、それぞれの申込期限や NPO について、２９年

度総会までにどのようにするか。とくに２９年度総会には NPO 法人化について結論を出

せるようにする） 

 

・調査、注文の取り纏め期限の決定。９月開催予定の役員会、１１月の理事会を想定して。 

 

課題や審議未了部分は、各県・ブロックに持ち帰って検討を深め、来年の大会には一定の

方向を出すことにしたいと考えております。 
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全日本青少年育成アドバイザー連合会基本問題検討委員会 

 

◎ 経過 

 平成２７年６月に開催された当連合会の和歌山総会において組織活性化方策が検討され、 

前年度設置された専門委員会を継続することが決定され、分散会においても意見交換が行わ 

れている。 

◎ 主要な検討課題 

１ 青少年問題とアド連の役割～基本認識と運動方針の再検討 

２ 規約の再検討 

３ 市町村民会議・県民会議・県民会議等連合会との連携 

４ ブロック・各県の活動実態調査の実施 

５ 未加入組織の加入促進（含む九州ブロック）方策の検討 

６ 有資格会員の加入促進の検討 

◎ 検討委員会の構成 

平成２７年１１月２７日に開催された理事会で下記の者が選任された。 

 委員長  石井 光郎（北海道） 

 副委員長 松田 正己（滋賀県） 

   委員   吉田 穂積（京都府） 

◎ 今後の検討日程 

平成２８年３月２８、２９日 役員会（大阪）に原案提示 

     ４月１５，１６日 理事会（東京）で協議 

     ６月１７，１８日 総会（東京）で方針決定 
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私案 

１ 青少年問題とアド連の役割～基本認識と運動方針の再検討 

  平成２１年７月に「子ども・若者育成支援推進法が施行され、国の青少年育成 

の方針が「健全育成」から「困難を抱える若者支援」に重きが移ってきていると 

推察されます。 

確かに私たちの周辺にもニート、引きこもりと言われる人たちがいます。そう 

   いう「困難を抱える若者支援」は私たちにとっては未知の部分です。ユースアド 

バイザーなど専門分野の研修内容は青少年育成アドバイザー養成とは比になら 

ないほどの量と質を求められ、自治体に設置される協議会や相談機関で活動する 

ことになるようです。 

 青少年育成アドバイザーは協議会の構成員としては位置付けられておりませ 

ん。そのため、「困難を抱える若者支援」活動に関わりを持ちたい人は内閣府や 

自治体が行う研修に参加することを推奨します。 

 さらに、このような課題が青少年育成をすすめるうえで避けて通れないもので 

あるとの認識にたち、制度の仕組みと自治体や専門機関の実践例を学ぶ場を設け 

たり、アドバイザー養成講習のプログラムに組み込むことが必要と考えられます。 

 

（吉田委員の意見） 

 「子・若法」が一体化されているのに、アドバイザーは子どもだけを対象でい 

いのでしょうか？私も「ニート、引きこもり」の世話をしたことがありますが 

とても大変です。 

 

２ 規約の再検討 

  規約を大きく変更する部分はないと考えます。会長が役員会構成者（各ブロッ 

 ク会長）から選任されることも運動上問題はないと考えます。 

  むしろ、総会の構成者についての規定を検討すべきです。現行の規定は正会員 

である各アド連会長をもって構成するとありますが、現実にはそれ以外の会員も 

出席し、発言している場面もあります。総会と全国研修会が同時開催になってい 

るためです。 

  遠来の会員もいるわけですから総会の構成員として一般会員も含め、発言は認 

めるが表決権は都道府県１票と決めてはどうでしょうか。そのほうが現実的と考 

えます。 

 

（吉田委員の意見） 

  総会と研修会が一つになっているので、発言は自由、表決権は各県１票でい 

いと思います。 
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３ 市町村民会議・県民会議・県民会議等連合会との連携 

  これについてはまず実態調査から始め、現状を把握することが大切です。 

  別紙の調査表を検討願います。 

 

４ ブロック・各県の活動実態調査の実施 

  別紙の調査表を検討願います。 

 

  （吉田委員の意見） 

   会員の状況、会計の状況は書きたくない。ブロックの研修会の資料として昔 

は出していたが、今はもう出していない。いずれも高齢化し会員も会費も減っ 

ている。いつまで続くかわからない状況。 

 

５ 未加入組織の加入促進（含む九州ブロック）方策の検討 

九州地区ブロックの脱退問題はすでに２年以上経過しているのにもかかわ 

わらずいまだ進展がありません。脱退の理由が後継者養成講座の不十分さと 

   となっています。しかし、アド連ではすでに講習会を３回実施しており、確 

実に新しいアドバイザーが誕生しています。 

     このことについては九州地区ブロックから何のコメントがありません。しか 

も、九州の一部の県から講習会に参加している事実もあります。 

   規約上、各アド連は全国アド連の構成者でありますが、ブロックへの参加は 

  任意となっています。当会としては１０月を目途（中国・四国ブロック研修時） 

  に九州の各アド連会長に意思確認を行い、全国アド連への復帰を促すこととし 

  ていました。しかし、従来から行われていた中国・四国研修会への九州地区の 

参加が、突然「九州地区は離脱」という流れに変わり、全国アド連と九州地区 

とのチャンネルが途絶えた状況になってしまいました。 

 私たちとしては九州地区の復帰は緊急的な課題であり、円満に解決したいと 

考えております。 

   また、未加入県や脱退県には賛助会員制度を会員に周知いただき、個人賛助 

会員を増やすことも視野に入れた活動が必要と考えます。 

 

６ 有資格会員の加入促進の検討 

     ５の後段と同じです。 

 

（その他 吉田委員の意見） 

    アドバイザー名簿は、昔は国民会議から出されていたのですが、今調べるのは 
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大変です。私は一期生で田居さんも同じことぐらいしか覚えていない。理事会決 

定といえども出せない。 
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           後継者養成専門委員会 

１ ２７年度の取組報告 

 各都道府県・ブロックで仲間をふやし、活動を活性化するためにアド養成講習会を実施した。２６

年度の都道府県会長会議の内容充実の提案を受けて、本年度は入門コース（初級編）と全日本コース

（上級編）を経てアドバイザー認定を行うとした。そしてカリキュラムを次のとおり作り示した。 

➊入門コース    カリキュラム例 

科    目 内          容 時間 単位 

アドバイザーの役

割 

青少年育成についての基本的な考え方やねらい、青少年育成ドバ

イザーの役割について学びます 

１ １ 

 

青少年の理解と育

成 

人間として成長していくためには、さまざまな発達過程や課題が

あります。その発達過程や課題を理解し効果的な育成方法を構築

できるヒントを学びます。 

２ １ 

青少年行政や関係

法規 

青少年行政施策の方向や青少年育成に関る法令を理解します。 １,５ １ 

青少年の相談（カ

ウンセリング）又

はコ－チング 

相談・助言の目的と方法の基本や心構え、カウンセリングとコー

チングの違い等。演習を通して基本を学びます。 

３ １ 

地域コーディネー

ターとして 

地域には青少年育成に関わる様々な団体や人がいます。青少年育

成環境をつくるためどのような考え方と手法で取組めばよいか

学びます。 

２ １ 

情報交換会 参加者の自己紹介と日頃の取組や地域の課題について語り合う。 １,５ １ 

合  計  １１ ６ 

県・市町の育成事

業参加 

青少年育成関係講習会や指導者研修やスキルアップ研修などに

参加した 

 １ 

   ・各都道府県又はブロックアド連で入門コースカリキュラムの例に沿って、できる範囲で全日

本コース前に実施する ・全日本アド連からの予算措置はなし とした。                                          

❷全日本コース 

地域の子どもは地域で育てよう 

青少年育成アドバイザー養成講習会 

            【平成 2７年度全日本コース開催要項】 

１ 趣 旨   今日、少子高齢化、高度情報通信化、経済のグローバル化、格差の増大など目立ち始め、

青少年においても、規範意識の低下、問題行動の多様化、社会性の未熟、親子関係の希薄

化、虐待や携帯ネット被害の増加、ニート・引きこもりなど自立できない若者など様々な

問題が生じ、新しい青少年育成が課題となっています。そこで、全国に呼び掛け青少年の

心身の発達過程を理解し、その健やかな成長と自立を支援するための専門的な知識や技術

を学び、地域における日常的な各種青少年育成活動の中核となる指導者を養成します。 

２ 研修日程と内容 
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日（曜） プログラム 内           容 担    当 

２ ６ 日

（金） 

開講式 

13:00～13:２0 

主催者・来賓挨拶とオリエンテーション 主催者  

後援者 

講義① 

13:30～1４:30 

国の子ども・若者育成支援推進法による地

域協議会のねらいと愛知県の取組を知り困

難を抱える若者の支援策を学びます。 

愛知県県民生活部社会活動

推進課主任主査 森田恭弘 

講義② 

1４:4０～1６:15 

人間の成長・発達課程を軸に、それぞれの

発達段階で、どんな関係や活動、経験が必

要か学びます。 

群馬大学名誉教授 

萩原元昭  

講義③ 

16:30～17:30 

今日の青少年育成アドバイザーの役割につ

いて考えます  

全日本青少年育成アドバイ

ザー連合会長 山本邦彦 

意見交換会④ 

18:45～20:４５ 

参加者の自己紹介と活動状況についてグル

ープ別に語り合います。 

助言者：萩原元昭、全日本青

少年育成アドバイザー連合

会役員 

２ ７ 日

（土） 

講義と実習⑤ 

9:00～12:00 

相談・助言（カウンセリング）の意味、実

践の基礎と応用について学びます。 

名古屋大学大学院教授 

博士（教育心理学）伊藤義美  

公開講義⑥ 

13:00～1４:10 

国の進める青少年インターネット環境整備

の現状と今後の取組みについて学びます。 

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）

付参事官（青少年環境整備担当）付

参事官補佐 清水泰貴 

公開講義⑦ 

14:20～1５:５０ 

進化するインターネット社会の現状を知

り、青少年育成者はどのように向き合い対

応すればよいか学びます。 

NPO 法人青少年メディア研

究協会理事長下田太一 

活動事例紹介⑧ 

16:00 ～17:２0  

地域で先進的な活動を行っている指導者の

思いや実践活動の具体例を学びます。（①夜

の街に漂う若者への街頭型アウトリーチと

居場所づくり ②地域のネットワークづく

りの実践） 

NPO 法人全国子ども福祉セ

ンター理事長 荒井和樹 

北海道青少年育成アドバイ

ザー連絡協議会副会長 石

井光郎 

課題研究⑨ 

17:30～18:30 

課題別グループで参加者の持ち寄った育成

課題や問題を発表し合い、解決のためのテ

ーマを整理する。 

助言者：萩原元昭、下田太

一 、荒井和樹、石井光郎、

小田元一、他 

18:40～20:30 

全体交流会 

夕食をしながら受講生と現アドバイザーで

それぞれの地域の話題を紹介し合い、交流

と絆を深めます。 

 

受講生、講師、各県青少年育

成アドバイザー 

 

２ ８ 日

（日） 

課題解決の企画立

案⑩ 

９:00～12:00 

課題別グループで解決しなければならない

テーマを絞り、テーマ解決のために必要な

条件や背景を検討し、具体的な方策を皆で

知恵を出しあい立案する。 

グループアドバイザー：全日

本青少年育成アドバイザー

連合会役員 助言者：萩原元

昭、下田太一 
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   ※講師の都合で講義時間が変更になる場合があります。 

３ 主 催  全日本青少年育成アドバイザー連合会 

４ 協 力  全国青少年育成県民会議連合会 

５ 主 管  愛知県青少年育成アドバイザー連絡協議会   

６ 後 援  内閣府政策統括官【共生社会政策担当】、愛知県、愛知県教育委員会 

愛知県青少年育成県民会議、岡崎市、岡崎市教育委員会 

７ 対象者  ①青少年の育成指導・教育・支援等、幅広く青少年に関わる活動や仕事をしている人 

       ②青少年指導者としての基礎知識や今日の青少年を理解する手掛かりを学びたい人 

③住んでいる地域をいきいきとさせる手掛かりや相談・助言について学びたい人 

８ 募集定員 ８０名（先着順） 

９ 期 日  平成 2８年 2 月２６日（金）～２８日（日）【2 泊 3 日】〔受付：２６日 12:00～13:00〕 

１０ 会 場  愛知県青年の家（〒444-0802愛知県岡崎市美合町並松１－２ TEL0564-51-2123） 

会場までのアクセス：JR 名古屋駅で乗り換え、名鉄本線名古屋駅から美合駅まで急行

約４５分、美合駅から南西へ徒歩１５分。JR 豊橋駅から名鉄本線乗り換え美合駅まで

急行約２０分。車の場合は東名高速道路岡崎 IC から約２０分 

１１ 参加費  ２０,000 円（２泊３日の受講経費、食事、宿泊費を含みます。宿泊先を別にされる方は

1６,000 円）。納入は別途連絡します。  

１２ 講習の内容をより深めるために次の分野別に意見交換やグループワークを行います。申込書にどれ

かを選んでご記入下さい。 

   ①青少年の居場所づくりやニート・引きこもりの現状と向き合い方を学ぶ。 

   ②インターネット時代の子育て教育に関わる知識と、啓発への具体策を学ぶ。 

   ③価値観の多様化や地域の連帯感、少子高齢化の中で、青少年健全育成活動をどうデザインするか

について学ぶ。 

１３ 青少年育成アドバイザーの認定 

（１）この講習会の修了者には修了証を発行いたします。 

（２）この講習会終了後から 1ヶ月以内に、 

①小論文（1,000 字～1,200 字）2 編（テーマ「これからどんな青少年育成活動をおこなって

いくか」「この講習会で学び感じたこと」）と青少年育成アドバイザー認定申請書（自己紹介）

を所定用紙に記入し全日本青少年育成アドバイザー連合会事務局に送付すること。 

（３）青少年育成アドバイザー認定は、主催者の認定委員会が①入門コース修了②全日本コース修了③

小論文④青少年育成アドバイザー認定申請書を勘案し青少年育成アドバイザーとしてふさわしい方

を全日本青少年育成アドバイザー連合会長名で認定し認定証を発行いたします。但し、入門コース

講座に参加できなかった方は、後日主催者が指定する補講(受講者に連絡)を受けていただきます。  

１４ その他 

全体会⑪ 

13:00～14:０0 

グループ別で立案した方策を発表し、講師

の先生からアドバイスをいただき、明日か

らのアクションを明確にします。 

コーディネーター：愛知県ア

ド連相談役小田元一 助言

者 萩原元昭、下田太一 

 閉講式 

14:00～14:30 

挨拶と修了証授与及び青少年育成アドバイ

ザー認定までの予定説明 

主催者 

（終了後に写真撮影） 
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・ 青少年育成アドバイザー認定後は各県アドバイザー会に加入でき、さまざまな青少年育成活動

に参加できます。 

・ この講座は青少年育成アドバイザーのフォローアップ研修を兼ねています。 

・ 公開講義は受講者を含め 1３0 名を定員とします。公開講義のみの受講者は無料です。 

・ 会場へは公共交通機関や自家用車等でお越し下さい。                     

結果 

１、入門コースの取組状況 

  北海道  11 月 23 日札幌市で行った。1日で新受講者 12名参加 

  宮城県  11 月 23 日仙台市で行い、 1日で新受講者 17名参加 

  東海北陸ブロック 11 月 21・22 日金沢市で行い新受講者 9 名参加 

  鳥取県  12 月 11 日青少年育成推進指導員・アド養成合同研修会を行い新受講者５名参加 

２、全日本コースを全日本アド連主催、愛知県アド連主管で平成２８年２月２６日～２８日に愛知

県青年の家で開催した。 

（１）参加状況（全体で６５名） 

   ①新受講者 北海道２、岩手１、宮城３、東京１、愛知１５、岐阜１、和歌山１、愛媛３、鳥取３、 

沖縄５   計３５名 

   ②既アド者 北海道１、宮城１、岐阜１、和歌山１、兵庫３、愛媛２、鳥取１、愛知 20、計３０名 

   ③各県２名以上達成県 

        北海道３、宮城４、岐阜２、和歌山２、兵庫３、愛媛５、鳥取４、愛知３５、 計８県 

  （２）入門コース➡全日本コースに参加した新受講者 

    北海道２、岩手県１、宮城３、愛知３、岐阜１、鳥取３ 計１３名 

 ３、入門コースを受けていない者の対応    

  （１）加盟県アド連のあるところ  

    全日本コース受講後に県アド連の主催する事業又は当該県市町村並びに県市町村民会議が実施す 

   る青少年育成事業（半日程度）に３回以上参加し、所定の用紙に参加記録を付し、県アド連会長に 

   送付する。県アド連会長は、所定用紙推薦欄に推薦理由を記し全日本アド連認定委員会事務局に送 

   付する。記名押印しその状況をみて県アド連会長名で認定申請をする 

  （２）加盟県アド連がないところ  

全日本コース受講後に当該県市町村並びに県市町村民会議が実施する青少年育成事業（半日程度 

を指定し３回以上参加し、所定の用紙に参加記録を付し、全日本アド連認定委員会事務局に認定 

申請をする。 

  （３）教員免許、社教主事、青少年担当公民館主事、ユースアドバイザー修了者等は入門コースを学

んだものとすることができ、その資格等を認定申請書に記す。 

４、アド認定委員 

    萩原元昭群馬大学名誉教授（委員長）、伊藤順子（宮城）、稲垣喜夫（富山）、松田正巳（滋賀）、香

川勝（香川）、山本邦彦（会長）、谷本治（事務局長）、宇野晃（愛知）、山本又三（東京都) 計 9名。 

アド認定委員会の事務局は宇野晃（愛知）担当。 

５、アド認定までの手順 

  （１）入門コース修了者 
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 全日本コース修了（2月２８）➡小論文 2編の提出（４月１０日締切）➡4 月１５日第 1回認定委員開 

催（入門コース修了＋全日本コース修了＋小論文＋申請書を勘案しふさわしい方を認定）➡認定者に認定 

料・登録料（８千円【バッヂ含】）の納付依頼➡納付確認後に認定証の郵送。そして該当都県アド連加入 

（２）入門コースを修了していないが全日本コースを修了した人 

 全日本コース修了(2月２８)➡入門コース（各県指定補講を受講）➡小論文 2 編の提出（４月１０日締 

切に間にあった者）➡４月１５日第１回認定委員会開催（指定補講を修了＋全日本コース修了＋小論文＋ 

申請書を勘案しふさわしい方を認定）➡認定者に認定料・登録料（８千円）の納付依頼➡納付確認後に認 

定証の郵送。そして該当都県アド連の会員。 

（３）第 1回アド認定委員会に所定の書類が届かない方（受講者）は、28 年 11月２９日の第 2回アド 

認定委員会で審査し認定する予定。 

 ６、新アド認定者   

    ４月１５日の第１回認定員会で次の２２名を青少年育成アドバイザー 第４期生として認定した。 

北海道 土屋 公保、津田 美雪 

宮城県 阿部 和子、千種 八重子、渡部 美智子 

東京都 間宮 由美 

愛知県 城 美智子、近藤 位知子、鈴木 俊宏、成田 直樹、小林 忠義、古山 勝人、 

村野 政章、落合 佑哉、関原 美智代、山本 百百代、船木 陽子、長谷川 幸子 

岐阜県 小川 達大 

鳥取県 西垣 康正、植嶋 しのぶ、松原 厚子 

７、２８年度に向かって 

  （１）２７年度アド養成講習会に受講し修了証された方は必ず必要な書類は提出しアドとして認定し、 

 各県アド連に加入し活動をしてもらうことが基本とし、第２回アド認定委員会に向けてアフターフォロ 

 ーしていく。   

 （２）後継者養成事業を行わないことは、青少年育成アドバイザーはこれで終わりとみなされる。よっ 

 て、継続して行っていかなければならない。 

  （３）今回愛知県アド連主管３回目の開催で要領を得たとは 

 １ 受講者集め 

  ①各都道府県必ず２名以上確保 ②日頃からアドは活動する中で後継者らしい人を見つけるこ 

  と ③アド連は県や市行政と連携を保ち、その主催する事業に募集要項を配れるようにする 

  ④各都道府県で入門コースを行う。 

 ２ 後援 

  ２７年度は内閣府、県民会議連合会、県、市と後援を得た。特に内閣府と県民会議連合会の後援 

  は大きく次回もお願いしていく。 

 ３ 予算 

  ①会場費、食事費、会議室の比較安いところがよい。 

  ②経費は参加費によることがほとんどなので、受講者の確保が必須。 

  ②主管しお世話する立場や既アドでも受講料は同じという料金設定が必要。 

 ４ 事務局について 

  計画立案、募集要項の作成、後援依頼・報告、参加者確保、会場確保、当日役割分担、役割説明、 

  講師依頼・礼状、講師レジュメの依頼・纏め製本、受講後はアド認定まで面倒をみていく等と事 
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  務的な仕事があり、完璧を目指せば目指すほど打合せやチエックが大切となる。どうしても特定 

  の人が専従的に責任をもってやることが必要になる。 

 

５ 主管団体のメリットとデメリット 

①地元開催なので受講者を集めやすい。よって会員増が期待される。新しい人を受け入れ吸収、 

成長する度量が必要となる。 

②会員が運営や司会等が学べる体験ができる。参加しお手伝いすることで交流や情報交換がで 

きる。他県の様子が分かり刺激になる。 

 ②慣れないと、手間がかかり、負担が大きくなる。赤字が心配。地元からの参加者少ないと格 

 好がつかない。役員の集まる機会が増える。責任の分担も必要。 

 

６ 次回開催について 

 ①地元開催のメリットと新しいアド発掘の観点から新たな県・ブロックで開催することが望 

 しい。 

②具体的な開催場所と期日は２８年度事業計画に載せ役割分担、プログラム、参加者募集等は 

後継者養成専門委員会で決めることする。 

 

Ⅱ ２８年度の取組み（案） 

   我が国の青少年健全育成をはかるために、地域の日常的な各種育成活動の中核的となる指導

者・青少年育成アドバイザーを養成し、もって、全日本アド連及び加盟都道府県アド連活性化と

継続の担い手と資する。アドバイザーの資質の向上を図るために初級編（入門コース）と上級編

（全日本コース）を実施する。 

１ アドバイザー養成事業の実施 

 （１）入門コース（初級編） 

   ・各都道府県アド連若しくはブロック単位で行い、日ごろの青少年育成活動に携る方やこれか

ら青少年育成に興味のある方々に幅広く声をかけ受講を奨める。 

   ・修了者は各都道府県又はブロックアド連の会員（準会員）となる道を用意する。 

   ・カリキュラムの例は前年度を参考とする。 

   ・日程は１泊２日、１日、他の既育成研修に追加プログラムを入れて行うなど工夫して各都道

府県又はブロックで実施する。 

   ・修了者を準会員とし、全日本コースを経てアドとなったら正会員とする方向もある。 

 （２）全日本コース（上級編） 

   ・基本は入門コースを経て受講すること。 

   ・アドバイザー認定はこのコースを修了しないと認定の対象とならない。 

   ・事情により入門コースができない場合は直接受講することもできる。その場合は受講後に全

日本アド連が指定する又は全日本アド連が一任する団体の指定する講座又は研修等に補講

として３回（以上半日程度）以上参加する必要がある。 

   ・カリキュラム例は次のとおり。 

科    目 内          容 分 単位 

アドバイザーの役 青少年育成支援の基本と、青少年育成ドバイザーの役割について ６０ １ 
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割 学びます  

国の青少年育成施

策の理解 

国のすすめる施策の内容を学びます（子ども・若者育成支援推進

法、インターネット環境整備法を基にした施策等） 

７０ １ 

青少年の発達理解 幼児から青年になるまで、幾つかの成長過程があり、適切な対応

が必要になります。それぞれの次期の特徴と課題を知り、対応方

法を学びます。 

９０ １ 

青少年育の成課題

解決の方策を学ぶ 

青少年健全育成のために、中高生の居場所づくりや不登校・ニー

ト・引きこもり支援、食育、放課後児童クラブ、ネット見守、子

育て支援等さまざまな問題や課題があります。それらの実態を知

り、住みよい町づくり・地域づくりの観点での取組の方策を学び

ます。 

１８０ １ 

青少年育成プログ

ラムの企画立案 

受講参加者がそれぞれレ―ポートで育成課題を持ち寄り、解決の

ため方策をグループ考え助言者を混じえて考え、企画立案する能

力を身に付ける。 

１２０ １ 

企画立案の全体会 グループでまとめを模造紙で報告し、助言者からコメント ６０ １ 

相談・助言 さまざまな青少年の悩みや課題に適切に対応し支援できるよう

なカウンセリングやコーチチングの技術を学ぶ。 

１８０ １ 

ネット時代の子育

て 

ネット関係機器が進化し情報が溢れる社会で、青少年育成者はど

うネット向かい合うか体験・体感で学びます。 

９０ １ 

情報交換会・課題

研究 

参加者の自己紹介と日頃の取組や地域の課題について語り合い

ます。 

１８０ ２ 

合  計                                         １０３

０ 

１０ 

内閣府や県の育成

関係事業 

青少年育成関係講習会や指導者研修やスキルアップ研修などに

参加した 

  

      （３）アドバイザー認定の手順 

     ・入門コースと全日本コースを修了し、小論文２編と自己申請書を提出した方で、アド認

定委員会で審議し、相応しい方をアドバイザーとして認定する。 

     ・入門コース未修了者は補講を受けること。また、一定の資格のある方は免除する場合が

ある。 

      

 ２ ２８年度全日本コース開催要領 

   期   日 平成２９年２月１７日（金）～１９日（日） 

   場   所 国立オリンピック記念青少年総合センター 

 受講者確保 既アドバイザーのフォローアップ研修も兼ねますので、新人を含め各県最低２名

以上の受講者を、開催地の東京都又は関東・甲信越ブロックで２０名以上の受講者

確保を目指す。 

財   源 受講者の参加料に依ることが大きく６０名以上の受講者の確保が必達となる。 

運営体制  全日本アド連及び関東ブロック並びにアド東京会 
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地域の子どもは地域で育てよう 

 
         【平成２８年度全日本コース開催要項】 

１ 趣 旨   今日、少子高齢化、高度情報通信化、経済のグローバル化、格差の増大など目立ち始め、

青少年においても、規範意識の低下、社会性の未熟、虐待や携帯ネット被害の増加、ニー

ト・引きこもりなど自立できない若者など様々な問題が生じ、新しい青少年育成が課題と

なっています。そこで、全国に呼び掛け青少年の心身の発達過程を理解し、その健やかな

成長と自立を支援するための専門的な知識や技術を学び、地域における日常的な各種青少

年育成活動の中核となる指導者を養成します。 

２ 主 催  全日本青少年育成アドバイザー連合会 

３ 協 力  全国青少年育成県民会議連合会（予定） 

４ 主 管  青少年育成アドバイザー東京会又は関東ブロック連合会又は実行委員会（検討事項）   

５ 後 援  内閣府政策統括官【共生社会政策担当】、東京都、東京都教育委員会、独立行政法人国立青

少年教育振興機構（以上予定） 

６ 対象者  ①青少年の育成指導・教育・支援等、幅広く青少年に関わる活動や仕事をしている人 

       ②青少年指導者としての基礎知識や今日の青少年を理解する手掛かりを学びたい人 

③住んでいる地域をいきいきとさせる手掛かりや相談・助言について学びたい人 

７ 募集定員 ８０名（申込締切は２月１５日迄） 

８ 期 日  平成 2９年 2 月１７日（金）～１９日（日）【2 泊 3 日】〔受付：１７日 12:30～13:30〕 

９ 会 場  国立オリンピック記念青少年総合センター（センター棟） 

〒151-0052 東京都渋谷区神園町３－１ TEL0３-３４６７-７２０１（代） 

１０ 参加費  ２０,000 円（２泊３日の受講経費、食事、宿泊費を含みます。宿泊先を別にされる方は

1６,000 円）。納入は別途連絡します。 

１１ 講習の内容をより深めるために次の分野別に意見交換やグループワークを行います。申込書にどれ

かを選んで申込書にご記入下さい。 

   ①青少年の居場所づくりやニート・引きこもりの現状と向き合い方を学ぶ。 

   ②インターネット時代の子育て教育に関わる知識と、啓発への具体策を学ぶ。 

   ③価値観の多様化や地域の連帯感、少子高齢化の中で、青少年健全育成活動をどうデザインするか

について学ぶ。 

１２ 研修日程と内容 

青少年育成アドバイザー養成講習会 

要項案 
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   ※講師の都合で講義時間が変更になる場合があります。 

日（曜） プログラム 内           容 担    当 

１ ７ 日

（金） 

開講式 

13:30～14:00 

主催者・来賓挨拶とオリエンテーション 主催者  

後援者 

講義① 

14:00～15:10 

国の子ども・若者育成支援の取組について

学びます。 

内閣府共生社会政策担当官 

講義② 

15:20～17:00 

人間の成長・発達課程を軸に、それぞれの

発達段階で、どんな関係や活動、経験が必

要か学びます。 

群馬大学名誉教授 

萩原元昭  

講義③ 

18:30～19:30 

今日の青少年育成アドバイザーの役割につ

いて考えます  

全日本青少年育成アドバイ

ザー連合会長 山本邦彦 

意見交換会④ 

19:45～21:30 

参加者の自己紹介と活動状況についてグル

ープ別に語り合います。 

助言者：萩原元昭、全日本青

少年育成アドバイザー連合

会役員 

１ ８ 日

（土） 

講義と実習⑤ 

9:00～12:00 

青少年問題解決のための相談・助言(カウン

セリング）の基礎と応用について学びます。 

大学教授 

  

講義⑥ 

13:00～1４:３０ 

困難を抱える子ども・若者の居場所づくり

を進めるためにどんな考えでどんなアクシ

ョンを起こすべきか考えます。 

神奈川大学講師 

久田邦明 

講義⑦ 

14:40～16:10 

進化するインターネット社会の現状を知

り、青少年育成者はどのように向き合い対

応すればよいか学びます。 

NPO 法人青少年メディア研

究協会理事長下田太一 

講義⑧ 

16:30 ～18:０0  

青少年健全育成は青少年育成に関心をもて

るや町や育む町づくりがとても大切になっ

てきます。そこでどんな発想で町づくりを

すべきか実践例を交え学びます。 

聖徳大学名誉教授 

聖徳大学生涯学習研究所長 

福留 強 

課題研究⑨ 

19:30～21:30 

課題別グループで参加者の持ち寄った育成

課題や問題を発表し合い、解決のためのテ

ーマを絞る。 

助言者：萩原元昭、下田太

一 、久田邦明、福留強、他 

1９日 

（日） 

課題解決の企画立

案⑩ 

９:00～11:00 

課題別グループで解決しなければならない

テーマを絞った問題解決のために必要な条

件や背景を検討し、具体的な方策を皆で知

恵を出しあい立案する。 

グループアドバイザー：全日

本青少年育成アドバイザー

連合会役員 助言者：萩原元

昭 他 

全体会⑪ 

11:00～12:０0 

グループ別で立案した方策を発表し、講師

の先生からアドバイスをいただき、明日か

らのアクションを明確にします。 

コーディネーター： 

 助言者 萩原元昭 他 

閉講式 

12:00～12:30 

挨拶と修了証授与及び青少年育成アドバイ

ザー認定までの予定説明 

主催者 
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１３ 青少年育成アドバイザーの認定 

（１）この講習会の修了者には修了証を発行いたします。 

（２）この講習会終了後から 1ヶ月以内に、 

①小論文（1,000 字～1,200 字）2 編（テーマ「これからどんな青少年育成活動をおこなってい

くか」「この講習会で学び感じたこと」）と青少年育成アドバイザー認定申請書（自己紹介）を所定

用紙に記入し全日本青少年育成アドバイザー連合会事務局に送付すること。 

（３）青少年育成アドバイザー認定は、主催者の認定委員会が①入門コース修了②全日本コース修了③

小論文④青少年育成アドバイザー認定申請書を勘案し青少年育成アドバイザーとしてふさわしい方

を全日本青少年育成アドバイザー連合会長名で認定し認定証を発行いたします。但し、入門コース

講座に参加できなかった方は、後日主催者が指定する補講(受講者に連絡)を受けていただきます。 

 

１４ その他 

・ 青少年育成アドバイザー認定後は各県アドバイザー会に加入でき、さまざまな青少年育成活動

に参加できます。 

・ この講座は青少年育成アドバイザーのフォローアップ研修を兼ねています。 

・ 会場へは公共交通機関でお越し下さい。 

 

【研修についてのお問合わせ先】 

  全日本青少年育成アドバイザー連合会事務局長 谷本 治  携帯 090-8692-9182   

 

【全日本青少年育成アドバイザー連合会とは】青少年育成アドバイザーは、青少年育成活動の分野に

おいて専門的知識及び経験を有する青少年育成指導者で、（旧）社団法人青少年育成国民会議が昭和 53 年から

平成 20 年まで「青少年指導者のための通信教育」で、一定の課程を経て認定した方々等です。全国で 4,１１

０名程の方々が認定され、全国各地において青少年の健全育成や多様な地域活動に参画しています。 

全日本青少年育成アドバイザー連合会は都道府県青少年育成アドバイザー会をまとめる全国組織で平成 9 年

9 月に発足し、会員数は 1,２２２名。事業として育成課題の全国研究集会や平成 23 年度から青少年育成アド

バイザー養成講習（既に９３名の認定）を行っています。事務局は愛媛県宇和島市三間町是能 202-40 谷本治

宅にあります。 

 

特別会計    全日本青少年育成アドバイザー連合会主催 

平成２８年度青少年育成アドバイザー養成講習会予算（案） 

収入の部                                                     （単位円） 

項  目 予算額 備       考 

１ 開催費 50,000 全日本アド連予算特別会計から  

２ 参加費 1,４40,000 参加費（全日程）20,000 円×50 人＝1,000,000 

参加費（全日程泊無し）16,000 円×２０人＝３２０,000 

参加費（全日程泊食事無し）１2,０００円×１０人＝１2０,０００ 

３寄付金その他     ５,000 寄付金 

合  計 1,495,000  
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支出の部                         （単位円） 

項  目 予算額 備     考 

１ 通信費 83,000 全日本アド連加盟県２０５円×３０＝６,１５０、都道府県担当課

２０５円×４７＝９,６３５、東京都関係区市町村２０５円×６３

＝１２,９１５、関係 NPO 団体１２０円×３００＝３６,０００ 

参加者案内８２円×８０人×２回＝１３,１２０、講師、後援申請・

報告郵送料等５,１８０ 

２ 会場費 １38,100 オリンピックセンター２８,１００円、他会場８０,０００円 

会場案内板、横断幕棟３0,０００ 

３ 事務費   65,000 プリンターインク代、コピー用紙、封筒、マジック、名札、記録写真,等 

４ 講師及 

び助言者費 

  （  交通費含） 

3６０,000 

 

１人６０,０００円×５人、助言者２０,０００円×３人 

５ 印刷費 
１１0,000 

募集要項チラシ印刷５０,０００ 

資料印刷第代５００円×１２０部＝６０,０００ 

６ 宿泊費  1９６,000 1,600 円×５０人×２日 

講師・助言者４,５００円×４人×２ 

７ 食糧費 3７９,000 夕食 800 円×75 人＝６０,０００ 

交流会（夕食兼）  ２,０００円×７５人＝１５０,０００ 

朝食５００円×５０×２日＝５０,０００ 

昼食７００円×８５×２日＝１１９,０００ 

８  会議費     40,000 打合せ、反省会議費等１０,０００円×４回 

９  旅 費 80,000 関係機関棟折衝交通費 

１１予備費     ４3,900  

合  計 1,495,000  
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広報・財務専門委員会 

１ ２７年度の実績 

  新しい全日本アド連体制でホームぺージ（HP）をリニューアルした。HPで全日本アド連の沿革、趣

旨、会則、役員名、総会・理事会の議事録、アド養成講習会要項、アドたより８，９。１０号等載せて

きた。また、アド養成講習会の様子をユーチューブに載せた。各県の活動内容も載せるように努めた（宮

城県のアド講習会要項と成果）。 

反省としては、 

①アドたよりは HP だけではなく、紙面で作って配布してほしい。 

②HP に多くの各県活動状況の報告を期待したが宮城県のみと低調であった。 

③ユーチューブの動画が３４回と視聴が少なかった。 

今後はもっと視聴と投稿を PR していく。 

投稿受付事務局 事務局次長 近藤 修（愛媛県）連絡先 Eメール osamu5515@yahoo.co.jp 

HP掲載担当者 事務局次長 香川 勝（香川県）連絡先 Eメール kagawa@ayauta.net 

 

質問：参加者で全日本アド連のHP を見た人，見た人の感想は？ 

  

２ ２８年度取組み 

（１）アドバイザーたよりの編集体制の充実 

   ・編集 全日本アド連事務局 

   ①各県一人通信員を指定し随時活動や全日本アド連の求めに応じた記事をメールで報告 

   ②全日本アド連役員及び専門委員会委員長が編集方針に沿った必要な記事をメールで報告 

   ①＋②を全日本アド連事務局集約で編集し会長決済をとって発行する。HPに載せる 

    例 

号 記事内容 発行日 写真 担当 

１１ 

 

会長挨拶 

総会の全体内容 

表彰者紹介 

総会の議事内容 

専門委員会の内容 

研究集会の内容 

各ブロック・都道県アド連の事業の報告 

国や都道県民会議連合会の動き 

その他 

編集後記 

８月末 

 

あり 

あり 

あり 

あり 

あり 

あり 

あり 

会長 

編集担当 

編集担当 

主管県 

主管県 

主管県 

担当通信員 

会長 

 

編集担当 

１２ アド養成講習会の参加呼び掛け 

講習会の内容・主な講師の紹介 

各県アド連調査アンケートの結果 

新人アドの活動紹介 

各ブロック・都道県アド連の事業の報告 

１ ２ 月

始め 

 

あり 

 

あり 

あり 

後継者委員長 

後継者委員長 

基本問委員長 

事務局 

担当通信員 
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国や都道県民会議連合会の動き 

その他 

編集後記 

 

１３ アド養成講習会特集 

新人アドの活動紹介 

各ブロック・都道県アド連の事業の報告 

国や都道県民会議連合会の動き 

その他 

編集後記 

３月末 あり 

あり 

後継者委員長 

   ※ 提出された原稿は紙面の関係で文意に沿って若干の削除がある場合があります。 

（２）全日本ホームページの充実と活用 

       昨年と同じように取り組む。特に多くの方が視聴するよう PR する 

 

（３）アドバイザーバッジの作成 

   会員に自覚と誇りを持って活動していただくために、従来の純銀バッヂ

は在庫がなくなったので新たにつくる。新しく養成したアドバイザーは必携。

５００個つくると１個１,８００円かかるので、各県で希望個数をまとめる。 

予算 ５００個×１,８００円＝９００,０００円 

            販売 各県既アド ２５０個＝４５０,０００円  

今後の新人アド認定者２５０個＝４５０,００0円 

    財源をどうするか 寄付金１万円以上×４５人＝４５０,０００円又は借金,それとも？   

 

（４）ロゴマーク入り名刺を作る 

   HP上に統一した台紙を貼り付けて、アド連幹部や会員に使ってもらう 

 

 

 

 

（５）のぼり旗をつくる 

   どのようなスローガンの内容のものか（下記の幟参照） 

   例 ありがとう１００回運動  伸びよう伸ばそう青少年  大人が変われば子どもも変わる  

地域の子は地域で育てよう  子どものチャンスを活かそう 等 

    一旗３,０００円×本数 

 

（６）ありがとう運動の缶バッジ 

  自覚と啓発活動を推進するツールとして作成する  

  各県に募集する１個５０円×個数 （だだし１,０００個以上作りたい）                 
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  サイズ３０ミリ、胸につける等。 

  

（７）シールの活用                       （大） 

    サイズ９０ミリ（大） ２色  自動車又は玄関等目につくところ 

    サイズ２５ミリ（小） ２色  携帯、ノート、ファイル等に貼る  

                                   

                                  

                                （小） 

 

（８）情報モラル普及啓発の取組                  

   アドバイザーの活動として子どものネットからの影響は大きく啓発紙芝居

を用意し、保護者や子ども達に正しい使い方について要請があれば全国に訪問する。 

 

（９）全日本青少年育成アドバイザー連合会のＮＰＯ法人化の検討について 

 

平成 28年度運動方針（案）及び事業計画（案）により、広報・財務専門委員会

は、『認知度が低いと云われるアド連の運動（活動・事業）資金をどのように確保

するか。』特にＮＰＯ法人化について、各ブロック・各県の積極的な意思を集約し

て、その是非を決定する。』ことについて検討する。 

 

◎ 法人化のメリットについては、以下のとおりです。 

！） ＮＰＯ法人の存在意義について 

①「新たな起業家」の苗床、②「新しい公共」の担い手、③「市民の社会参加

の促進」、④「雇用の創出」等があります。 

２） ＮＰＯ法人が評価を活用する目的と意義について 

①組織体制や活動、事業がＮＰＯ法人の設立目的や理念を確認できる。②実施す

る事業や組織の改善を促すことができる。③会員や支援者、社会一般へのアカウン

タビリティ(説明責任)を行うことができる。④コミュニケーションツールとして活

用することができる。⑤意図していなかった成果の確認や気が付かなかった点の発

見等ができる。 

 

３）法人格を持つということについて 

「銀行での口座を開設」や「事務所を借る」等の法律行為を行うことができ、国、県、市の各種「公

共事業への競争入札へ参加」することができます。これらの団体が法人格を取得することによって、こ

のような不利益・不都合を解消し、本会の活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与するこ

とを目的とする。」ことが可能となること思います。 

 ◎ 懸念されることについては、以下のとおりです。 

 １）申請に時間かかる 

・多くの団体が所属しているので、全体を取りまとめる為に時間が必要 

https://www.npo-homepage.go.jp/data/report10_5_1.html#1
https://www.npo-homepage.go.jp/data/report10_5_1.html#2
https://www.npo-homepage.go.jp/data/report10_5_1.html#2
https://www.npo-homepage.go.jp/data/report10_5_1.html#3
https://www.npo-homepage.go.jp/data/report10_5_1.html#3
https://www.npo-homepage.go.jp/data/report10_5_1.html#4
https://www.npo-homepage.go.jp/data/report10_5_1.html#4
https://www.npo-homepage.go.jp/data/report10_5_1.html#5
https://www.npo-homepage.go.jp/data/report10_5_1.html#5
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・アド連の組織として、実際に活動できる人材・事業を育てることが重要 

・アド連の財政事情や活動事情等を理解されている会員の賛同が必要 

２）ワーキンググループ（ＮＰＯの人的支援・協働事業の企画立案）の設立が必要 

３）組織維持のための人的要因の確保 

・社労士や税理士・会計士などの協力が必要 

・国、県、市等で社会福祉又は青少年育成関連部署の経験者が必要 

・ＮＰＯ職員（専従職員）が必要 

 ４）全日本アド連がNPO 法人となると加盟県は例として NPO 法人全日本アド連○○県支部と名乗るこ

とになる。 

 

 

 

 

 

 

             申込書等の様式         

 

                団体名                         

                責任者         連絡先 

広報通信員氏名  連絡先（メールアドレス）  

物    品 口数  １単価 金    額 

アドバイザーバッジ  １８００円  

ありがとう缶バッジ  ５０円  

のぼり旗  ３０００円（送料込み）  

シール（大）  １００円  

シール（小）  ５枚組で１シート１０円  

  広報通信員は７月末日 物品は ８月末日までに報告をお願いいたします。 
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 記念講演  

    テーマ『  青少年健全育成活動と現代環境  』  

    講師：神奈川大学・東京学芸大学講師  久田  邦明  氏  

 

 1950 年愛知県生に生まれる。静岡大学卒業後、東京大学教育学部研究生、日本社会

教育学会理事をへて、大学講師となり社会教育計画論、若者文化論を担当しています。  

 社会活動においては、神奈川県や東京都を中心に青少年問題や育成に関わる多くの

団体で、協議会委員や理事、講師としても活動しています。また、雑誌『青少年』 (社

団法人青少年育成国民会議 )編集委員も務められました。  

 

  ＝  講演メモ  ＝  

 

■青少年育成活動への関心  

 １．昨年 4 月突然倒れる  

 

 

 ２．子どもと著者の居場所への視点  

 

 

 

■青少年活動のこれまでとこれから  

 1．青少年育成の時代  

 

 

 ２．現代の課題  

 

 

 

■就労支援と地域社会の再生  

 １．就労支援という課題  

 

 

 ２．社会の先駆者としての若い世代  

 

 

 ３．これからの社会  
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久田邦明先生の最新図書紹介 

 

 数々の名著を刊行されてきた久田先生が最新刊行なされた「生涯学習の展開」は、教育の三分野（学

校教育・社会教育・家庭教育）について先生がこれまで長く研究された見知がたっぷり盛り込まれて

いる珠玉の一冊です。特に第三章と第四章は私たちアドバイザーにとって必読の内容となっています。 

 しかも、先生はこの本を企画し第一章から第四章までの本文を稿了した時点で突然の病に倒れ、半

年近く入院と通院がやむなき仕儀となりました。この病をおしてご家族の支援もあって、プロローグ、

エピソードを完成させ、昨秋ようやく出版発行にこぎ着けました。現在もまだ通院、療養の状況では

有りますが、今回、青少年育成アドバイザーの全国研究集会においで頂きご講演頂けることとなりま

した。 
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