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平成 22 年度第 1 回 

千葉県青少年問題協議会 

 

 

 

日  時   平成 23 年 2 月 1 日（火）午後 2時～3時 40 分 

場  所   プラザ菜の花４階「槙１」 

出席者数   １２名 

出席委員   森田委員、明石委員、島委員、井内委員、白﨑委員、森委員、

鬼澤委員、五十嵐委員、田中委員、木名瀬委員、 

鈴木國夫委員、青木委員 

 

 

 議事等次第 

  １ 議事等 

（１）副会長の選出について 

（２）所属部会（企画検討部会、指導育成部会）の指名について 

（３）部会長・副部会長の選出について 

（４）青少年をめぐる当面の課題等について 

  ２ 閉 会 
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会議の成立 

 

【司会】 ここで、会議の成立について御報告いたします。 

  本日は、全委員１８名のうち１３名の御出席をいただいており、過半数を

満たしておりますので、千葉県行政組織条例第３２条第２項の規定により、

会議が成立いたしますことを御報告申し上げます。 

 

〔委員紹介〕 

〔事務局紹介〕 

 

協議会の概要について 

 

【司会】  

それでは、今回初めて委員に就任いただいた方もいらっしゃいますので、

本協議会の概要について事務局から御説明いたします。 

【事務局（酒井課長）】 

それでは、本協議会の概要について御説明いたします。 

  配布資料の１ページをお開きください。 

  青少年問題協議会は、昭和２８年７月２５日に設置されました、県の附属 

機関でございます。 

  法律により、会長は知事とされております。委員は、本日の委嘱をもち 

まして、会長以下１８名体制となっております。 

  協議会の所掌事務でございますが、ここに記載のとおり、一つとして、 

青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立と適切な実施 

の調査審議及び連絡調整。 

二つといたしまして、千葉県青少年健全育成条例第２４条第１項の規定に 

よる知事の諮問事項の審議、具体的に申しますと優良興行等の推奨、有害が

ん具の指定等でございます。 

  また、この協議会には、企画検討部会と指導育成部会をおいております。 

  企画検討部会につきましては、千葉県青少年健全育成計画の策定、計画の 

実施状況の確認と成果の評価に関すること、 

  指導育成部会につきましては、興行（映画等）又は図書等の推奨、有害 

図書、有害がん具等の指定、有害図書等の包括指定の基準等に関することに 

つきまして、調査審議をしていただきます。 

  委員構成につきましては、後ほど御審議いただくところでございますけ 

れども、それぞれの部会に属すべき委員につきましては、会長である知事が 
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指名することとなっております。 

  最近の開催状況につきましては、このページの下段に記載してございます 

が、平成１９年度には「千葉県青少年健全育成計画の策定について」、平成２ 

０年度には、秋葉原の事件を受けまして「有害がん具の指定について」、平成

２１年度につきましては、「千葉県青少年健全育成条例の一部改正につい 

て」、「千葉県青少年健全育成計画の実施状況の評価について」。 

 また、指導育成部会の開催状況についてですが、昨年度「優良興行の推奨」 

について、御審議いただいております。 

 なお、２ページには、協議会の設置根拠、３ページには千葉県青少年問題 

協議会設置要綱を添付させていただいております。 

 以上で概要説明を終わらせていただきます。 

 

協議事項等 

 

【司会】  

それでは、これより議事に入ります。 

議事進行は、千葉県行政組織条例第３２条第１項の規定により、会長が行

うこととされていますが、会長である知事が退席いたしましたので、副会長

が選任されるまで事務局が行います。 

 議事に入る前に、議事録署名人を決めたいと思います。事務局から提案さ 

せていただいてよろしいでしょうか。 

 

［異議なし］と呼ぶ者あり 

 

【事務局（酒井課長）】  

それでは、井内委員と青木委員にお願いたします。どうぞよろしくお願 

いいたします。 

【井内委員・青木委員】 受諾する旨の発言 

【司会】  

ありがとうございます。では、協議事項（１）「副会長の選出」に入りた 

いと存じます。事務局お願いします。 

【事務局（酒井課長）】  

副会長の選出につきましては、千葉県行政組織条例第３０条第１項の規 

定により、「委員の互選により定める」こととなっております。どなたか自

薦又は他薦による候補者はいらっしゃいますでしょうか。 
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【井内委員】  

今までと同様、明石委員と島委員にお願いしてはどうでしょうか。 

【事務局（酒井課長）】  

ただいま、副会長の候補として、引き続き明石委員と島委員の御推薦が 

ございましたが、皆様いかがでしょうか。 

 

［異議なし］と呼ぶ者あり 

 

【事務局（酒井課長）】  

ただいま、「異議なし」との声があがりましたが、明石委員、島委員はお 

引き受けいただけますでしょうか。 

【明石委員・島委員】 受諾する旨の発言 

【事務局（酒井課長）】  

それでは、明石委員と島委員に副会長をお願いたします。どうぞよろし 

くお願いいたします。 

【司会】  

 副会長が決定いたしましたので、以後の議事進行を、副会長である明石 

委員または島委員にお願いするところですが、会長代行の経験を有する明 

石委員に議長をお願いしたいと思いますが、明石委員、島委員、よろしい 

でしょうか。 

【明石委員・島委員】 了承する旨の発言 

【司会】   

それでは、明石委員は議長席に、島委員は副会長席に御移動をお願いし 

ます。 

【明石副会長】   

明石でございます。一言御挨拶申し上げます。 

  私の今考えていることを、少し申し上げたいと思います。 

  先ほどの知事のあいさつにもありましたように、子どもたちを取り巻く 

環境が変わってきた、ということが非常に大きい。 

たとえば、今、青少年団体で一番大きいのは地域子ども会、全国子ども 

会です。それが３０年前は、小学生の約８００万人が参加していた。組織

率は８割であった。この３０年間で３７０万人に減った。組織率は４割で

す。 

そして少子化が進んでいますけれども、それ以上に子どもたちが、やわ

らかい集団である子ども会にも参加していない、つまり一人ぼっち化現象

が始まってきているのが第一点です。 
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  第二点は、子どもたちが体験活動をする場合に、青年の家、少年自然の 

家というものがございます。ちょうど１０年前に全国で市立、県立含めて 

８００近くあったのですが、これがこの１０年間で５００になっている。 

  ということは、団体に属していなくて、体験したいのだけれども、それ 

を補う施設は市町村の財政の問題で維持できなくなって、指定管理制度は 

いいんですけど、それ以上に財政の問題で維持できなくなってきた。 

  こういう形で要するに、体験格差がますます広がっている。豊かな体験 

をするお子さんとそうでないお子さんの両極分化。 

  今日、鬼澤教育長さんがいらっしゃいますが、学力の格差もあり、その 

体験の格差ももっと大きい。体力の格差も、ちょうど富士山の形から台形 

型に移行している。真中がすごく多くなっている。 

  ですから、青少年問題を考える場合に、今一度台形の形を青少年の分布 

を富士山の山の形にもっていくにはどうしたらよいか、ということが必要 

かと思っております。 

  内閣府が「子ども・若者育成支援推進法」を作っておりますが、私は「体 

験推進法」というものをお願いしたいのでございます。 

  今、議員立法で文部科学省は考えつつありますけれども、今の政権が 

不安定なので難しいだろうと、できたら、千葉県条例で「千葉県青少年 

体験推進条例」、そういうのをやっていただけないか。 

この４月から教科書が変わります。体験活動は貴重だとおっしゃって 

いるのですけれど、なかなか今学校は勉強の方で忙しくて、この体験の時

間が取れない。そうすると千葉県独自で、たとえば、小学校５年生に一週

間、自然体験をしてほしい、中学校２年生に一週間、職場体験をしてほし

い、高校２年生でボランティア活動を一週間してほしいとか、そういう子

どもの発達段階に応じた体験推進をする条例。 

皆さん、体験は必要だとおっしゃるのだけれど、それを支える法的な根 

拠がないのでございます。善意に任せて行っているので、ますます格差が

広がる。 

それと、結果として体験を豊かにすれば、千葉県の青少年が、知事が言 

われる夢を持ち、健全な子どもに成長してゆくと思っております。 

冒頭ですので、御挨拶を兼ねて青少年を取り巻く環境をどう作り直せば 

いいかということを、問題意識を持っていただいて、本日の会議に参加し

ていただければと思っております。 

 

協議事項（２）所属部会について 
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【明石副会長】  

協議事項（２）所属部会について、事務局から説明をお願します。 

【事務局（酒井課長）】   

資料４ページをお開きください。 

  お手元の資料の千葉県行政組織条例第３３条にございますように、部会を 

置くことができ、部会の委員は会長である知事が指名することになってい  

ます。 

すでに、会長である知事からそれぞれの部会の構成員について、指名を

受け、お手元の「千葉県青少年問題協議会委員名簿」に記載させていただ

きました。各部会の委員の皆様を読み上げさせていただきます。 

企画検討部会は明石委員、有馬委員、白﨑委員、諸富委員、鈴木委員、 

森委員、鬼澤委員、田中委員、以上８名の委員でございます。 

指導育成部会は島委員、井内委員、五十嵐委員、佐藤委員、柗冨委員、 

木名瀬委員、鈴木委員、青木委員、及び千葉県民生委員児童委員協議会か

ら推薦いただく委員の以上９名です。どうぞよろしくお願いいたします。 

【明石副会長】   

ただ今、事務局から説明のあった部会構成について、いかがでしょうか。

異議がなければ、名簿のとおり企画検討部会８名、指導育成部会９名を 

それぞれの部会の委員としてお願いしたいと思います。 

 

協議事項（３）部会長・副部会長の選出について 

 

 【明石副会長】   

続いて、協議事項（３）部会長・副部会長の選出について、事務局から

説明をお願いします。 

【事務局（酒井課長）】   

千葉県青少年問題協議会運営要綱により、部会に部会長１名及び副部会

長１名を置くとされています。 

   副会長である明石委員と島委員にそれぞれ企画検討部会と指導育成部会

の部会長になっていただき、副部会長につきましては、部会を開催した際

に選出するということにしてはいかがでしょうか。 

【明石副会長】   

皆様いかがでしょうか。 

［異議なし］と呼ぶ者あり 

 

協議事項（４）青少年をめぐる当面の課題について 
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【明石副会長】   

続いて、（４）「青少年をめぐる当面の課題について」事務局から説明をお 

願いします。 

【事務局（酒井課長）】   

それでは、「青少年をめぐる当面の課題について」御説明いたします。配布 

資料の５ページをお開きください。 

  最初に青少年健全育成計画の見直しについてでございます。 

  現行の計画につきましては、平成１９年度に作成したもので、計画の構成 

は記載のとおり、３つの柱と８つの基本目標で構成されています。 

  また、計画期間につきましては、平成１９年度から平成２３年度までの５ 

か年計画となっております。 

従いまして、平成２３年度中に現行の計画の見直しを行い、平成２４年度 

からの新たな計画を策定することとなります。 

現行の計画は１９年度からと申しましたが、策定した時期は平成１８年で 

ございます。その当時からみますともう４年が経過し、青少年を取り巻く環

境は大きく変化しているものと考えております。 

たとえば、携帯電話・パソコン等の普及、高機能化による有害情報の氾濫、 

景気低迷による就職率の低迷、雇用形態の多様化による自立の遅れ、貧困や

不安定化する家庭環境のもとで育つ子どもの増加、発達障害等の精神疾患等

のメンタルヘルス問題の深刻化、コミュニケーション能力や規範意識の欠如

による暴力行為の増加、児童虐待・児童ポルノ等、児童の権利や尊厳に関す

る被害の深刻化等によりまして、いわゆる不登校・中途退学・ひきこもり・

ニート、被害児童といわれるような社会生活を営む上で困難を有する青少年

の存在がより深刻化している現状にございます。 

国におきましても、こうした問題を背景といたしまして、平成２２年４月 

１日施行でございますが、「子ども・若者育成支援推進法」、それから、平成

２２年７月に決定されましたが、「子ども・若者ビジョン」計画でございます。

こういったものがつくられています。 

県の計画の見直しに関しましては、こうした社会情勢の変化や国の政策動 

向を踏まえた施策を考えていかなければならないと感じているところでござ

います。 

なお、６ページには、現行の施策体系を掲出させていただいております。 

次に２点目といたしまして、青少年のインターネットの青少年有害情報か 

ら守る取組についてでございます。 

資料の７ページをお開き願いたいと思います。 

この問題につきましては、今や社会問題として大きくクローズアップされ 
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ています。 

携帯電話・スマートフォン・パソコン・ゲーム機等によるインターネット 

上の有害情報に関する問題でございます。 

国におきましても、インターネット環境整備法なども整備されておりまし 

て、国・地方自治体・民間事業者等で様々な取組が行われておりますが、先

の報道では、出会い系サイトで被害にあった青少年の実に９８．５％がフィ

ルタリングに未加入ということで、携帯電話等のフィルタリングの徹底が喫

緊の課題となっております。 

こうした問題は、九都県市首脳会議におきましても議論されておりまして、 

最近では国に対しまして、共同で青少年が使用する携帯電話のフィルタリン

グサービスの解除の厳格化を図るなどの要望書を提出しております。要望書

につきましては、資料８ページを御参照いただければと思います。 

また、各県の条例の状況でございますが、７ページの３にございますとお 

り、全国で７都府県、首都圏では東京都、埼玉県、神奈川県におきまして、

保護者がフィルタリングを解除するにあたっては、正当な理由を書面で提出

することや、事業者にフィルタリングサービス等の内容の説明を義務付ける

ことなど、フィルタリングの解除の厳格化を図るための条例改正が行われて

おります。 

本県におきましても、首都圏における共通の課題として位置付けまして、 

青少年を有害情報から守るため、鋭意検討を行っているところでございます。

当面の課題については以上でございます。 

【明石副会長】   

今、課長の方から大きく二つの課題について御説明いただきました。 

一つは次期５か年計画のための作業、千葉県青少年健全育成計画の見直し 

について。 

もう一つは非常に具体的な案件でございますけれども、インターネットの 

有害情報から守る取組について検討していきたい、二つの課題の説明があり

ました。 

  それでは、少し時間をいただきまして、各委員の方から二つのことを中心 

に、それ以外のことについてもありましたら、何か質問なり御意見ありまし 

たらいただきたいと思います。 

  私の方から事務方にお聞きしたいのですが、栃木県の青少年の健全育成の 

県民的な運動として「本気で叱ろう」という、単なる叱るではなく、「本気で 

叱ろう」というキャッチコピーで県民運動をやっています。 

  九州の長崎県は、「心の根っこ運動」、今の子どもは根っこがないんだ、一 

番大事な「心の根っこ運動」というキャッチコピーで。（横綱の）白鵬に来て 
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いただいて、写真を撮りながら県民運動をしている。白鵬は無料です。非常 

にボランティア精神が豊富で、県のことだからよいと言って、九州場所が終 

わった時にきてくれて、そういう運動のあいさつをしている。 

  ですから、言いたいのは、細かな案件も大事なのでしょうけれど、こうい 

う青少年健全育成の場合に県民が分かりやすい、そういうシンボリックな運 

動の言葉をこの協議会を含めて出していければと思っています。 

  文部科学省でいろいろあったのですが、「早寝・早起き・朝ごはん」という 

のが非常に浸透していって。それがデータ的にも学力の問題にも証明されつ 

つある。「早寝・早起き・朝ごはん」の前に「朝読み」、「朝、読みましょう」 

という読書運動までいくという、そういう連動するような運動。本日は五十 

嵐本部長もいらっしゃってますけれども、そういう少年非行というような初 

発型非行が減ってくるというようになってくるといいと思う。   

その辺をどこかで議論していくと、各役所がたくさん入っていますからい 

いのでしょうけれど、全体が見えてこないということがあると思う。 

【田中委員】   

国民会議、県民会議、市町村民会議という組織がありましたね。あれはど 

ういう風になっているのですか。 

【明石副会長】 

 国の国民会議は解散した。財団法人が財政的な面で破綻いたしまして、全 

体を取りまとめる財団法人が解散した。 

  県は県で県民会議がある。総理府の所管だった財団が、赤字の問題で残念 

ですが、国全体を引っ張ってゆく社団法人が解散した。非常に困っている。 

【田中委員】   

今、言われたように県と市町村にはあるわけですね。 

【事務局（池田主幹）】   

青少年県民会議の関係ですが、設置市町村は４２市町村に設置されていま 

す。未設置数は１２で、県民会議は青少年協会が事務局を持っており、大き

な県民運動として青少年の健全育成を地域の方々と一緒に運動としてやって

いこうという考えでやっています。県としては、まず一つは未設置の１２市

町村に対して関係団体が集まって、そういう運動ができるように促進したい

と考えております。 

  国は国レベルで、国の会議がなくなっているが、今、内閣府の方で、大方 

肩代わりをしているようなところがありまして、県といたしましても内閣府 

のいろいろな施策とマッチしてやっていきたいと考えております。 

【田中委員】   

まさしく、それは今日の議題の一つだと思う。そういう過去に２７年の歴 
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史を持った大きな国民的な組織があって、それが宙に浮いてしまって、消え

てしまうような情景ですけれど、本来ならば、そこが中心となってやっても

いいことだろうと思う。 

【明石副会長】  

昭和４６年くらいに全国の組織ができあがった。青少年団体の中で加わっ 

てきている大きな組織があったんです。それがなかなか難しくなってきた。

千葉県でもまだ１２市町村が設置されていないのか。 

【事務局（池田主幹）】  

 自治体の市町村民会議として設置されているのが、４２市町村です。 

【明石副会長】  

 県としては、１２の市町村に対してどのような措置をとっているのですか。 

【事務局（池田主幹）】  

 県としてもそういった住民運動は大事だと考えており、地区の自治体の青 

少年団体とか育成団体、たとえば子ども会とかスポーツ少年団とか、ボーイ 

スカウト、ガールスカウトそういったところと連携がとれて、大きなうねり 

でそういった運動ができるように県としてもやっていきたいと考えているが、 

なかなかうまくはいっていない。 

【田中委員】   

２６年前くらいにできたと思う。私は野田ですが、それができる前に警察 

の補導員を一期生でやっていて、何か子どもたちのためにできることはない

かと野田は独自に行動を起こして、今年で２９年で、来年が３０年になる。

最初の頃に戻って活動をしていこうと準備委員会を作っている。野田は市町

村民会議は設置していない。 

  今日は、木名瀬委員もきているが、野田はそういうことで地に着いた運動 

を展開している。これは家庭にお願いして、住んでいる地域内の８５％くら 

いの家庭に会員になってもらって、わずかな会費ですけど会費をいただき、 

年間５千円、成りの運動をして、向こう三軒両隣運動を行ってきているんで 

す。私がやっていたころは８５％くらいが会員であったが、今は３０％くら 

いしかいない。 

  親子の関係が希薄になっていて、子どももそういう言動をしている。何と 

か引っ張りあげるところ、行政側が前面に出てくれればいいなと思っている。 

【鈴木委員】   

関連して、青団協の事務局がある千葉県青少年女性会館の管理者が千葉県 

青少年協会です。 

私もまだ就任したばかりだが、ボーイスカウトやガールスカウトもそこに

事務局を置いておりますので、青少年協会とも密接にやっていかなければな
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らないと思っている。 

  毎年６月頃に青少年育成千葉県民会議推進大会を行っており、私たちも積 

極的に参加していこうと思っております。更に、協会が主催しております、 

中学生の主張千葉県大会ですが、素晴らしいです。その他にも多くの事業を 

やっておられますし、具体的な事業を通じて連携しております。 

  この間、青少年協会の事務局長とお話しした際に、市町村県民会議は全県 

下の市町村に設置してゆかなければいけないとおっしゃっていた。ついては 

行政の方とも連携をとっていくと、非常に関心を持っておられた。 

【事務局（酒井課長）】   

明石副会長が最初に言われたことに、運動のスローガンとか言葉といった 

お話がございましたけれども、来年、青少年健全育成計画の見直しというこ

とがございますので、その中でそういったものについても議論していただき

まして、それができた段階では、青少年協会にございます県民会議を見なが

ら、県下に広げていくということもできるのかなと思っております。 

【明石副会長】   

鈴木委員から言われましたけれども、青少年協会は中学生を対象に少年の 

主張をされています。全国４７都道府県で行っている。私は３年間審査員を

させてもらっているが、４７人中４０人が女性で、７名が男子中学生。千葉

県ではこの２０年間、男女比はどうだったのか。テープ審査をして、１３名

を選ぶ、それで１１月１３日にオリンピックセンターで紀子様をお迎えして

評価するのですが、４７名中４０名が女性ですから、ほとんどが女性になり

かねない。要するに男がだらしなくなっている。軟弱化したということです。   

これを一般化はできないけれども、かっての弁論部というものは男の独壇

場だったのが、今非常に女性の方がお元気である。男たちは徒党をくんでい

かないといけない。これも、もし千葉県がずっと２０年間、中学生の主張が

女性が出てきた段階においては、男女共同参画社会はいいが、子どもたちの

ありよう、特に男の子のありようが変わってきた。そういうことの両方の性

を認めながら、お互いがどういう形でたくましくしなやかに育成するかとい

うのが大事だと思います。 

  井内委員は非行に詳しいですけれど、非行の性差というのはありますか。 

【井内委員】   

明石副会長が最初に体験ということを言われましたけれども、私が関わっ 

 た中で面白い話があります。 

  皆さんは野球は御存じだと思います。少年たちに野球をやらせるんですね。 

野球はバッターがヒットを打ちますね。ヒットを打つと一塁に走ります。ラ 

ンナーは当然一塁に止まりますね。次の打者がヒットを打つと、一塁ランナ 
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ーはどこに行くと思いますか。この話は高校生の実際の話ですが、一塁ラン 

ナーはライト方面にかけて行くのです。二塁にかけていかないのです。 

体験が高等学校では両極端で、スポーツそのものが得意な人、いわゆるス 

ポーツの好きな人。スポーツを全く、小学時代から運動というスポーツを一

切やったことがない子どもに分かれます。セカンドに走るということは、い

わゆるできないのではなくて、知らないのです。野球というスポーツをやっ

たことがない、これは公立高等学校の現役高校生の体験です。明日、私はそ

の学校に行って、子どもたちに話をさせていただきます。 

  私が今、体験ということで、大網白里町の雑木林３．７５ｈａ（11,400 坪） 

に山小屋を建てています。 

  ここに千葉家裁の保護的処置の子どもたちが来て遊歩道整備等を行うので 

す。作業をすると同時にいろいろな物を作らせるんですけれども、参加した

子どもやその保護者に「こういうところに来て」という感想文を書かせる 

んですが、殆どの子どもたちが生まれてから１７、８歳までお父さんとお母 

さんと一緒にこういう自然体験経験が殆どゼロに近い。で、どうだったかと 

聞きますと、こんなに楽しいとは思わなかった。高等学校は別として、中学 

校では授業に５～１０分我慢できない子どもたちが、ここではお昼休みを忘 

れるぐらい一生懸命集中して作品づくりに精を出します。 

ですから、先ほど明石副会長が言われたように体験するということが、小 

学校というか幼児といいますか、そういう時から体験をするということがも

のすごく大事だということです。 

  それから田中委員が申し上げました、いわゆる誰が叱るんだとか、誰が親 

を叱るんだという話があって、私のブログにはよく書くんですが、いろいろ 

な人が言うことは合っている。学校が悪いんだとか、地域が悪いんだとか、 

家庭・子どもが悪いんだとか、この三つで殆どおさまってしまう。で、これ 

を誰がやるんだということになって、手を挙げてくださいと言うと、誰も手 

を挙げてくれません。だからうまくいかない。 

では、誰がやるのかというと我々がやるしかない。みんなで協働してやっ

てくれるとありがたい。やんちゃな子でも人を刺したり、人を殴ったり暴力

をふるったりとか、１００％あり得ない。むしろニートとか言われている子

どもたちの方が怖い。そういう子どもたちに、具体的な活動を言葉ではなく

実際にやらせる仕組みを作る。 

  中学校の先生から「自然体験キャンプ」があるのですが、一緒に行ってく 

れませんかと誘われることがある。それは私に行って欲しいのではないんで 

すよ。やんちゃな子がいるからその子たちを取りまとめてくださいという、 

二次的な目的があるからです。実際にキャンプに行ってみます、先生は鉈で 
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木を割ることができない。火を焚くこともできない。そういう先生が子ども 

たちに早く火をつけなさいと言っているわけだから、子どもたちは何をどう 

していいかわからない。ただ火だけをどんどん燃やしてしまう。 

  物事をきちっと教える。先程ボーイスカウト、ガールスカウトの青少年が 

しっかりとした形で、自分たちの活動だけでなく、もっと外へ出て行って、 

小中学生の子どもたちや一般の人たちに教えていただけるよう仕組みがある 

といいのかなと思います。 

【明石副会長】   

貴重な御意見ありがとうございました。関連したデータがありまして、千 

葉県銚子市は中学校が８校あるんです。８校の中学校２年生を９月に調査を

しました。 

  小学校が楽しかったですか、中学校が楽しかったですか、両方楽しいとか、 

両方だめだとかありますね。両方楽しかったが５０％、小学校は楽しかった 

が、中学校は楽しくなかったが２割で、７割の子どもたちは今が楽しい。 

  ２割の子どもたちは、中学校はだめで小学校は楽しかった。問題はあと１ 

割で、両方つまらなかった。私のその１割に注目したいんです。 

  なぜかと言うと、この子たちは夏休みも街を徘徊していない、ヤンキ―も 

やっていない。お家でテレビとか漫画とかテレビゲームをやっていて、非常 

に体験が不足している。 

  そういうお子さんが高校に行きます。１８歳で高校を卒業しますね。そこ 

で進学もしない、就職もしない方が１２％います。これには浪人生も入って 

いますから、だいたい１割くらいが中学校１年の時の小学校も中学校もダメ 

な方が１８歳になって、多分この方がフリーター、ニート予備軍になってい 

く。そうすると就職しませんし、税金も払わないし、生活保護を受けざるを 

得ない。そうすると全体が非常に体力を失っていくだろう。 

  ですから、言いたいのは、井内委員も言いましたように、子どもたちがど 

のお子さんも体験できる仕組みづくりを特定ではなくて、県全体として、１ 

割は氷山の一角であると思うのです。 

  そういう意味で、豊かな体験を発達段階に応じて体験してもらうような仕 

組みづくりができないかなというので、体験推進条例を、鬼澤教育長さんも 

いらっしゃいますので、是非検討していただけるといいかなと思います。 

【島委員】   

思い出したのですけれど、確か２年くらい前だったんですけれど、中学生 

の主張の千葉県大会で一位になったのは男の子だった。本当に久しぶりに確

か男の子だった。関東地区でも確か１位か２位になった。その体験談の中に、

中学３年生までヤンキ―で、家庭もひどい、学校の中でも居場所がないとい



 14

うことで荒れていた。それが夏休みか何かで外に出て、就職体験をやって、

確か工場かどこか、車の修理工場だったか、そういうところに行って、中小

企業の社長さんからもの作りの面白さを教えられるのですね。それで本当に

目からうろこというか、体験ですっかり変るんですね、その瞬間に。それを

確か主張されました。もう見るからに悪そうな男の子でしたが、その主張を

した時は本当に生き生きとして、大拍手で一位になりました。 

  ですから、やはり今言っている体験、親ではなくても、学校ではなくても、 

どこかで１回すごい体験をすると、本当に今言ったように目から鱗のように 

人生が変わるわけですね。そういうことが可能だと思いますので、体験推進 

条例というのは、そういう広い可能性を考えて是非実行する仕組みを作って 

いただきたいと思います。 

  それと男の子が、ひ弱になってしまったということについてですが、自分 

の子どもが３人男なんですけど、今３０代、４０代で小さい子を育てており 

ます。 

  昔より親に余裕がないというか、本当に息子たちは必死に働いております。 

企業にいる者たちも、２時、３時まで都内で働いて、そして帰ってくるので 

すけれど、また朝は７時頃出勤していくんですね。睡眠時間３・４時間で働 

かされている働き蜂の最前線はそういう状況なんですね。そういう中で子育 

てをしなさいと言っても、お母さんが一人で必死にしている場合もあるし、 

お母さん自身もまた、共働きしないと実際経済的に苦しいのだと思います。

雇用状態が悪くなっているのも事実で、やはり子育ての大きな弊害になっ 

ているということもありますので、大きな立場で雇用・経済のそういう問題 

も関係してくるのかなと思います。 

  いつの時代にも平和な時代には女性が強くなって、戦争がおこると男性が 

強くなるというので、それは歴史を見ていると事実なようです。 

男性が弱いということは、そういう意味で平和な時代だということなので 

一概には言えませんけれど。 

井内委員、非行化の問題で女性と男性の比率について、先ほど聞かれたの 

ですけど、男性の方が多いのでしょうか。 

【井内委員】   

これは非常に難しいのですが、単純に数からいうと男性の方が多い。ただ、

性格からすると女性は陰にこもるというか、いわゆる自死を考えるような少

年が多いです。男性非行化の問題では、いわゆるひきこもり、ニートとかは

ございませんので、必ず更生します。 

更生するために、どこからどこまで関わってあげれば大丈夫という流れが

あるのですが、その流れを今は途中でやめてしまっています。ある時期まで
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来ると相談やかかわりはそこで終わりなんですよ、これが一番大きな問題で

あって、一時の問題は終わっても、実は子どもたちとかかわっていくんだよ

ということをやっていかないとだめなんです。だからかかわるということは

私は一生だと思っている。一時のかかわりというのは、子どもを見放すこと

になりますから、相談したくても来られなくなってしまう。私のところには、

現在４０歳になる当時の少年も来ている。結婚して生まれた子供と話すとき

「昔は俺もこうだったと」子どもの前で話ができる。こういうことが非常に

いいのかなと思っています。 

【明石副会長】   

白﨑委員、何かありますか。 

【白﨑委員】  

  私も体験が非常に少なくなっているということについて、私はどちらかと

いうと小さい乳幼児に関わることが多かったのですが、３歳児検診で、どん

な遊びをしていますかとお聞きしますと、お家でワークブックをしています、

と言うお答えがあって驚くんです。１歳からダイレクトメールで幼児教育の

ようなものが毎月送られてきて、皆周りがやってらっしゃると、お母様方は

遅れてしまうのではないかと心配になられるのだと思いますけれども、知的

な面に走ってしまって、情緒的な面の育成というのがとても少ないように感

じますね。 

  お母様方には、むしろ自然に触れて、手に触れてにおいをかいでみる、味 

わってみるというような五感を育てるような体験を沢山してくださいと申し 

あげたんです。 

やはりどうしても知的なものに走ってしまうと、感性の育ちが悪いような 

感じがいたしまして、その辺の経験が共感性とか人の気持ちを感じ取るとい

う感性に影響しているのではないかと危惧いたしております。 

【明石副会長】   

木名瀬委員、青少年相談員をされていて、千葉県の青少年の問題はどの辺 

りにあるのでしょうか、地域だけでもいいですが。 

 

【木名瀬委員】  

 野田市では、単位子供会が市子連を抜けてしまう。市子連に役員を出さな 

ければならないので、親が子ども会に行きたくないという。今までキャンプ 

を泊まりでやっていたのを、単位子供会で小さくなり子供が少ないからデイ 

キャンプにしたりという風に。事業も小さくしていかなければならないので、 

相談員の任期が変わって、去年から新規事業を立ち上げるというので、子ど 

も会に入っていない子どもたちも集めてキャンプをやろうと計画している。 
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  市子連は何かにつけても講習会をしっかりやる。親が講習会に来るときに 

子どもを連れてきてはいけないという風になっているから、子どもを連れて 

いかないといけない親が多いので、そういう時は子どもを預かる場所を作っ 

てあげたりすれば自然に中に入ってくれるのではないかと思っている。 

【明石副会長】   

千葉県で、野田でも市子連を抜けるのですね。青木委員はいかがですか。 

【青木委員】   

私はあまり高いことは話せないが、学校が小学校、中学校、高等学校とし 

ての役割を果たしていないのではないか。 

  なぜかというと小学校、中学校もとにかく勉強をして、頭良くなって、い 

い会社に入ってくれればいいという、そうすれば、いいお金が入るんだよと 

母親が錯覚していますから。子どものころから塾にやったり、勉強させる方 

へ、とにかく何かやろうとすると勉強をしていればいい、会社へ入るという

方向にいっていますから。 

  本来だったら小学校は友達づくりではないか。喧嘩をしてもいいわけです 

ね。とにかく、そこは喧嘩しちゃだめ、いい子になって、先生はそれに踊ら 

されて、いい子になって机に座っていればいいという方向性。 

  中学校になれば競争ではないか。自分の体験活動をしたり、勉強をして負 

けたのを競争したりして。今の人は、頭のいい人が風邪をひいたらいいなと 

思う。昔はその一番の人を何とか勉強をして追い抜いてやろうと思ったんで 

すが、相手が病気をして倒れればいいと思って、足を引っ張る方へいってし 

まう。結局、過程というものがあるのではないか、小学校のやり方、や中学 

校のやり方。 

  高校になって本来だと、自分はどういう方向へ行こうかだとか、そういう 

ことで方向性を決めて、大学に行っていろいろ自分の得意な分野に進む。 

  だが、子どものころから、とにかく学校へ行く。体験をさせると言っても、 

お母さんは料理を作らなくて、お手伝いをしていないので体験はできない。 

自分たちが育つときにカギっ子で育った人が多いから、自分たちはそうやっ 

て生きてきたから、子どもも生きてこられると思っている。 

そこを改めて、一から話をして、説明しないとダメなところは非常に多い。 

  だから１年生は１年生の生き方、親も教育しないといけない。 

  先生方も、小学校は体力づくりだとか友達づくりを体験する場所なんです 

よというのだけれども、勉強をちゃんと教えてくれる先生でないとだめだと、 

あの先生は成績上げてくれないから駄目だといわれるとおどおどしている。 

  皆さん体験の話をするが、家庭では体験をしていない。お手伝いをしてい 

ないから。風呂掃除させない、料理している時にそばに立たせない。 
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  親は子供に手伝わせなくても働く。男女平等で一緒に働いて、帰った子ど 

もが家に帰ってもいつも一人ぼっちである。そういう時はだれか友達を探し 

て、友達の家に行こうと思っても、昔だったら、その家でみんな友達が集っ 

て勉強させたりしたのですけれど、今はよその家に行ってもいいけど、自分 

の家には連れてくるなという人が多い。だから行くところがない。本来だと 

悪い子は悪い子なりにかけっ子が早いだとかいい取り柄があったのです。 

  ところが、今はかけっこも学校ではさせないし、ただ形だけやっている。 

帳面をくれたり、一等になると表彰したり、みんな目標があったのですが、 

今は走って一番になっても、はい、御苦労さんで終わりでしょう。目標がな

いんですよ。ほめられればいいとみんな言うけれども、何をほめればいいん

ですか。ただその辺を少し掃除したらほめるんですか。 

やはり、ほめられた価値というのか、そういうものがなければほめた意味 

がない。 

小学校はこういうこと、中学校はこういうこと、という方向性をきちっと 

してあげないといけない。今のお母さんは放任主義ですから、自分の家にい

るのにどうしたらいいのか分からない。自分の子供なのに叱ることができな

い。方向性を教えてあげる親がいない。 

こういうところに記載するのに、健全育成計画は補佐することであると思 

う。お父さん、お母さんが足りないところを補佐することを考えればいいと

思う。なんでそこがダメなのでなく、補佐する計画を立てたらいいと思う。 

【明石副会長】   

鈴木委員、既存の青少年団体、ボーイもガールも子ども会も元気がない、 

ＮＰＯの方が元気である。どこに原因があるのでしょうか。 

【鈴木委員】   

おっしゃる通り子供会の減少の話が出ましたけれど、ボーイスカウトの例 

で言いますと、昭和５８年に３３万人が、今は１５万人です。子供が減って

いるとはいえ、非常に加盟率が減っている。 

  幸い昨年に公益財団法人になりまして、青少年団体では早い方だと思いま 

すが、これを機に、せっかくいい子供達を育てるというのだから、あなたた 

ちの団体だけでなく、世の中の他の団体のリーダー役になりなさいとの期待 

も聞こえてきます。 

  今までのボーイスカウトは、外から見ますと敷居が高くて、「ちかい」と「お 

きて」とか、いろいろ規律訓練などがあって入りにくいという声もありまし 

た。 

今後は、それはそれでしっかりやって、日本のリーダーを育てていくんだ 

という気概はあるのですけれど、もうひとつ２号会員として、ボーイスカウ
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トの持っている自然体験活動等特徴を生かした活動で、もっと広く、他の青

少年団体とも連携して、多くの子供たちに参加してもらおうという制度の企

画に入っている段階です。 

青少年団体連絡協議会の活動をとおして、ボーイスカウトのみならず、他 

の団体とも連携して、元気の出るようにやっていかなければならないと思っ

ています。 

【明石副会長】   

出来たら、青少年健全育成計画で、既存の団体の活性化、NPO を含めた団体 

を支援するといったそういうことを盛り込んでいかないと、サポート役がこ

の協議会だと思っています。鬼澤委員、五十嵐委員、いかがですか。 

【五十嵐委員】   

先ほど体験の話がありましたが、私も子供が関わる大きな事件があると思 

うのですが、私たちが子供の頃には近所に空き地がいっぱいあって、放課後

に行って遊んでいると、友達同士で何かあると取っ組み合いのけんかなど、

決していいことではないが、相手を殴る、殴られるということで痛みを知っ

て、痛みを知ると、取っ組み合いになっても相手が泣く、あるいは血が出る、

そこで大体終わる。 

  今の子供はそういう体験がなくて、バーチャルの世界でやっていると、相 

手が機械ですから大変なことになってしまう。 

  そういった意味でいろいろな体験があると思うが、そういった喧嘩の体験 

なども必要だと思う。 

【鬼澤委員】   

知事の言われる「千葉ドリーム」を目指せる子どもたちを育てるというこ 

とが大きいと考えています。 

  ある経済界の方の話だが、現代はグローバル社会になって、海外に行かな 

ければならないこともあるが、ヨーロッパなどはいいが、それ以外の場所だ 

と断る、またはやめてしまう、そういう内向きの社員が多いと聞いている。

ノーベル賞を受賞した根岸先生や鈴木先生も、若者はもっと海外に出て行 

こうとおっしゃっている。 

  目標や夢をもって大きく自分の活躍する場を広めていくいくということが 

できず、モチベーションが低下しているのではないかと思うが、その背景と 

して、日本経済がある程度の豊かさを享受できるまで発展を遂げたことで、 

逆に、努力に対するリターンがでにくいということによる閉塞感があり、内 

部には格差があるといった、夢を持ちにくい時代背景がある。 

  また、少子化の中で、自分で工夫していくことや、トラブルがありながら 

もその中で遊んでいくという体験がなく、お膳立てされた中で遊んでいるこ 
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とが大きな夢とか目標を持てなくなっていることに関係していると思う。 

  長い人生を見通して、学校教育においては、知的な面だけではなく、目標 

を持ちながら、努力を積み重ねて、粘り粘り強く夢を持てるような人間をし 

っかり育てていかなければならない。 

  教育振興基本計画の中で、重点的な柱として、体験活動と読書活動の推進 

を掲げており、明石先生にもアシストいただいている通学合宿についても触 

れており、体験が軸となり、発達段階に応じた体験プログラムを作っていけ 

ればと考えている。 

【明石副会長】   

通学合宿については、議会において匝瑳の宇野先生が通学合宿について提 

案したが、行政側はうまく対応できなかったようである。 

  また、体がぶつかる体験ということだが、松戸の小学校１０校には土俵が 

あり、また、県内には相撲部屋があるので、こういった資源を生かしてぶつ 

かる体験等を行うことができるのではないか。 

  本日は県から２つの課題について説明があり、青少年健全育成計画の見直 

しとインターネットの件がございました。各委員から貴重な御意見もいただ 

きました。これから３月に向けて、第２回の会議を１５日か１６日に開催さ 

せていただきたい。 

  そこでは、今回の内容を踏まえて、インターネットの有害情報から守る取 

組についても取り上げながら、議論をしていただきたいと感じております。

それでは、意見等ないようですので事務局にマイクをお返しします。 

【事務局（司会）】   

明石副会長、ありがとうございました。 

次回の開催日程については、３月１５日（火）または１６日（水）で調整 

させていただこうと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

  なお、先ほど会議の成立について、１３名出席と申し上げましたが、鈴木 

昌俊委員につきましては欠席の旨の連絡がありましたので、１２名に訂正さ 

せていただきます。以上もちまして、「平成２２年度第１回千葉県青少年問題 

協議会」を閉会とさせていただきます。 
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以上のとおり 

協議会の議事に相違ないので 

下記に記名押印する。 
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