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平成 26 年度第 2 回 

千葉県青少年問題協議会 
 

日時   平成 26 年 12 月 17 日（水）午前 10 時から正午まで 
場所   千葉県自治会館第 3 会議室 
出席者数 10 名 
出席委員 明石要一委員、井内清満委員、白﨑けい子委員、諸富祥彦委員、萩原博委員、

田中敏政委員、澤田和子委員、片寄朗委員、鈴木國夫委員、富山勝夫委員 
 
 

議題等次第 
 

1 開 会 
 
2 あいさつ （中島環境生活部長） 
 

3 議 事 

(1)次期千葉県青少年総合プランについて 

(2)その他 

 

4 報告事項 
(1)平成 25 年度関連事業評価シートに対する委員意見についての各課回答について  
(2)青少年健全育成条例に基づく有害図書の指定要望について 
(3)青少年ネット被害防止対策事業（ネットパトロール）の実施状況について  

 
5 閉 会 
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【事務局】 
議事(1)「次期千葉県青少年総合プランについて」、資料 1-1 から資料 1-4 を基に説明。 
 

【議長】 
ありがとうございました。委員から御質問、御意見をいただく前に私の方からお聞き

したいんですけれども、「千葉県子どもの誓い『7 つの大切なこと』」がありますよね。

これは非常にいいことなんですが、この成果はどういう形で測っていくのか。これは次

の成果は出ませんけど、今回、これまでの 3 年間の成果と、それを今後 3 年間やります

よね。この 7 つの事柄が達成できたのかできないのかというのをどこかで押さえていか

ないと、お経みたいに唱えればいいのか、それともゆくゆくはこれを 5 年とか 10 年か

けてどこまでもっていくかというものを考えておかないと、次期の策定で何をしていい

かわからないという、これが 1 点。次に、千葉県、例えば大学の関係者から 2018 年問

題というのがありますね、18 歳人口が減ってくるという。大学経営が厳しくなってき

ますね。で、2020 年にはオリンピック、パラリンピックがあります。千葉県では 2025
年問題というのがあると思うんですけれども、その後、2040 年、これは地方が消滅す

るという例の増田（寛也）さんらのグループで千葉県の郡部あたりは危機意識を持って

いますよね。文言を書くのは難しいけれども、そういう大きな問題をどこかに置いてお

かないと、青少年の問題はただスローガンで書かれても、その業績評価は難しいだろう

と思っています。例えば、千葉県の 2025 年問題というのは、10 の市町村が赤字団体に

なるのかという予想ですね。県の行政だから赤字団体に対してどうやってサポートする

のか、こういう県全体の成長の総合プランはあるけれども、それを推進できる市町村と、

四苦八苦の市町村がありますよね。そこら辺を今後どう考えるかということを事務局で

問題意識を持っていただくと、3 年間の策定が通り一遍でなくて重点的にここをやると

いうことが大事だと思っています。そういう意味で、評価をどうするか。それが大きな

「7 つの大切なこと」の目標です。 
次に、ライトハウスちばとか、ネットパトロールですとか、より千葉県固有のいい取

組をやっていますが、そういったことがどこまで浸透してきているか。まだ問題が多い

というのはわかるんですが、具体的に千葉県が先頭を切ってやった施策がどこまで定着

して、どこがまだ不十分だという、現行の施策の事後評価をしていただくと、次の施策

を考える場合に、委員の方々は次に何をやったらいいかというのが見えてくるという感

じがします。 
そういうことを要望しまして、各委員の方々で、次期の総合プランで 12 ある基本方

策の中で、できたら 5 つぐらいの重点方策をやりたいんだけども、こういう案がありま

すけれどもいかがですかと、そういうことだと思うんです。資料 1-1 の下の方で、現行

プランに 5 つの重点方策があります。次期の 3 年間の方向では 5 つだけれどもこれに変

わってきてるんだけども、こういう変わり方、これ以外にありませんかと。事務局も正

直言って、いろいろ検討されていると。何を選択して何に集中させるかというのは非常

に悩んでいるところ。それで委員の皆様方の御意見をいただきながら策定していきたい
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というのが今日の一番大事な事柄だと思います。 
何か各委員の方で、御質問、御意見はありますでしょうか。委員、何かあったら。 

 
【委員】 

はい。県総合プランに子どもの貧困問題を取り上げていただくということですが、現

在の総合プランでは 5 つの重点方策に入っていないけれども、なぜ、大変大きな問題で

ありますのに入れなかったのでしょうか。 
 
【事務局】 

現行の青少年総合プランの時には、この子どもの貧困問題というのはある程度問題化

していたのですが、ここまで深刻化していなかったということで、5 つの重点に入って

なかったのですが、今、子どもの貧困率がどんどん上昇して、この前公表した数値は過

去最悪になったということがありましたし、県の総合計画の方にも重点という形で盛り

込まれましたので、今回、子どもの貧困問題について、次候補という形で入れおります。

実際、子どもの貧困は非常に重要なんですが、県としてもこれから計画を立てるという

ことで、まだ施策自体はあまりない状況です。ただ施策はなくても、これから 3 年間重

点としてやるべきであろうということであれば、やはり入れることも念頭に置いて考え

ていきたいと思っております。ですから、委員の皆様にご議論いただいて、ぜひ入れる

べきだということであれば今回入れたいと思います。ただ、どれも重要だというのはわ

かるのですが、そうしますと、すべてが重点になってしまいますので、今重点が 5 つあ

りますけれども、取捨選択をしていただいて、どれかを重点にしていきたいと考えてお

ります。 
 
【委員】 

今、5 つの重点方策がありますけれども、日常生活において、困難な状況での人を介

在した支援、その、実は背景として、貧困問題というのはかなり大きく関わっておりま

すし、物理的に対応するのは単に立ち直り支援とか困難な状況の支援とか、日常の生活

内容の確保とか、抽象的に空回りしてしまう可能性があるので、むしろ、貧困問題とい

うのを正面からクローズアップして重点方策に入れていただきたいと思います。 
 
【議長】 

貴重な御意見で、ベースには貧困があるので、その辺のことを認識していただきたい

と。具体的に貧困の場合も、この経済的支援とありますね。これは財政面からいいまし

て非常に難しい。例えば文部科学省の青少年教育振興機構という所があります。来年度

から児童養護施設を出た方とか、そういう方には全国に 27 の施設があるんですけど、

そこのボランティア活動をやってくれると 1 ヶ月 10 万円の援助をするとかですね、そ

ういう具体策を考えているんです。そうしていかないとなかなか立ち直っていかない。

ですからこれはさらっと書いてますけど、経済的支援というのはですね、数字を出さな
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いと困る。あと何か気持ちを書くところが多いんだけども、ここは非常に思い切って書

いたと思うんですけれども、委員がおっしゃるように、まずベースにこれを置かないと

上の 3 つですね、学力と特別な支援を要する人とここの問題というのは、複雑ですけれ

どもベースにそういうものがあるんです、というご指摘ですね。ありがとうございまし

た。 
他に何かございますか。私は個人的には③の社会形成への参加と支援と社会参加の促

進とあります。これが千葉県だけでなくて弱い。例えば、今、政府でやっているので、

18 歳の選挙権の問題という、新制度を、打ち出すのに 18 歳問題といっていますよね。

投票権の問題と少年法を含めて法律が変わってくるんですよ。そういう国の動きに関連

して、今のままだったら果たしていいんだろうか。青少年が社会に参画するチャンスと

いうのは千葉県で薄いような感じがしてるんですね。そういうベースを置いておいて、

2020 年にオリンピック、パラリンピックがあると。2019 年にラグビーのワールドカッ

プがある。世界から人が来ますよね。その時の青少年がどういう形で参画できるか。そ

ういうベースを置いて、その後におもてなしのボランティアがあるんですよとか、文化

交流があるんですよとか、千葉県の問題ですと、千葉県の観光を中高校生、大学生が提

案していくとかいう、そういう参画の仕方ができてない。この前申しましたけども、千

葉市の場合は子ども議会というのを本気でやってるんです。で、市長に提案する前に 4
回ぐらいディスカッションして、市の方が来て、こういう施策に注文する。それで子ど

も議会が提案したものを熊谷市長が 3 つか 4 つ、市に反映させるんですよ。で、県も子

ども議会をやっていますが、果たしてそこで提案したものを知事が施策として実行して

いるかどうかという、そういうパイプを対等に伸ばしていかないと参画までいかないだ

ろうなと。こういうのを市町村レベルでもっともっと子ども議会とかをやっていく。今、

中学生の生徒会が非常に元気がないんですよ。自分たちが提案する能力がない。 
話は広がりますけども、私は文部科学省の中央教育審議会に出ておりますが、来年度

から教育課程審議会の中で、学習方法を変えていく。今までの記憶型もやるんだけど、

記憶型だけではだめですよ、アクティブラーニングプログラムということが出てくるん

ですよ。それは体験を通して自分たちで問題を発見して、提案して解決するという、ア

クティブラーニングというのが出てくるんですね。そういうことがあると初めて青少年

の参画ができるというのが出てきますけれども、それを千葉県が先頭に立ってやらない

と。だからインターネットでの選挙は終わりましたけど、そういう参画する意識が横ば

い状態。そういうのを千葉県が率先してできないかなという提案です。 
もう 1 点は、防災の問題というのはやっぱり南海地震を含めて、千葉県は九十九里を

含めて防災をやってますよね。その時に、中学生に注目する。高校生は電車で通ってい

て、すぐに帰ってこられない。中学生は同じ地域にいまして、放課後、おじいちゃん、

おばあちゃんを助けに行けるんです。それから、中学生が地域を守るという意識。そう

いう意味で、地域に参画する中学生への支援をするとか、それはボランティア、防災に

おいての、一人ぼっちのおじいちゃん、おばあちゃんを救っていけるというような形が

社会参画の中にあるかなと思います。言いたいのは、千葉県が抱える課題というのを少



5 
 

し考える。それは四国の高知県は既にそういうのをやってるんです、本気で。マップ作

りとか、中学生の活躍を。千葉県の場合、実は津波が九十九里へ来るかもしれない。そ

ういうことも含めて、この③はもっともっと重点的な面に格上げしていただきたいと思

っています。 
⑩の多様な主体による取組と関係機関との連携強化とありますね。個人的には人材育

成、大変だと思うんです。例えば地域の自治会長のなり手がないとか、青少年相談員の

なり手がいないとか、非常にいい既存の団体があるんだけれども、高齢化して若い人が

入ってこない。同時に、入ってきたときの人材育成を県としてどういう形で継承を用意

してサポートするかというのはない。頭では連携、連携って、それはわかるんですよ。

それを担うコーディネーターとか、新しいメンバーを入れてくるということの事柄がな

いと、いつも連携強化というと誰も文句言えない。そういうのが何か足りないなと。そ

の辺、委員いかがですか、青少年の補導員をされていて。 
 

【委員】 
そうですね、本当に連携というのは、確かに言葉では常に連携というような言葉が出

てくるんだけども、実際にはそれぞれの団体がパラレルに走っている部分が多いですね。

青少年補導員と青少年相談員、あるいは青少年健全育成とか、いろいろな団体があるん

だけども、それぞれパラレルになっていて、みんなで集まって連携してどうやるかとい

う部分については、ある程度は青少年健全育成連絡協議会みたいなものはあって、そう

いう中で意見交換はするんだけれども、なかなか一つのそういう議題で連携をしてやっ

ていくというようなケースはなかなかないですね、やっぱり趣旨が違うとか。せいぜい

やっているのは、うちの方で全体としてやっているのは地域の中では凧揚げ大会や何か

で子どもという部分で共通しているものですから、そういう部分の中で行事をやると同

時に、いろんな部分の情報交換、意見交換を少しはやっている形にして進めている部分

はあります。 
 

【議長】 
委員、いかがですか？民生児童委員というのは今、なり手がいなくて困っているかと

思いますが。 
 

【委員】 
そうですね。ですからやはり世代交代の時期にきているのかなという思いがありまし

て、また、県の方で人数を増やす、地域的に高齢者が多くなっていますから、そういう

人たちのところを増やすというような状況がきているので、できるだけ長くできる人を

今探している最中というか、そういうふうに心がけはしています。それから、子どもた

ちのことですけれども、例えば敬老会があったり、いろんなことがあったりする時に、

必ず子どもたちに一緒に参画をしていただいて、例えば司会だったり、受付をやったり

だとか、それから先ほど九十九里の話が出ていましたけれども、大網白里市は本当に直



6 
 

面していますので、防災については随時、いつも社協というのがありまして、社協と一

緒に行動を共にしながら勉強しているという状況です。ですから、子どもたちを巻き込

むという意味ではいろんなイベントごとに子どもたちを出していただいて、それは福祉

協力推進校というふうなものがありますので、その年度になった 3 年間は高齢者ととも

に福祉のことを学んでいただくとか、そういうことがありますので、それが順繰りに大

網白里市、分かれていますけれども、もう十何年になりますが、また次の 3 年に違うと

ころということでやっていますので、大分子どもたちには高齢者という浸透はしていま

す。 
それから認知症の教育なんかもしていまして、私たちが出向いて認知症についてお話

をさせていただきまして、その時に地域の中で核家族になっていますから、おじいちゃ

ん、おばあちゃんと住んでる人いますかというと、ゼロに近いんですね。皆さんが核家

族というか、そういうことになると、やはりその勉強をしたら高齢者の認知症ってこう

いうものなんだから、地域に行ったらお声かけをしてねということを必ず伝えてやって

いただいているという状況で、毎年それはさせていただいております。 
 
【議長】 

ありがとうございます。委員、いかがですか。連携の問題で、後継者育成のプランが

あまりにも出ていないので。 
 
【委員】 

青少年団体は、どの団体も加入者数が減少傾向にあるということで、これはもう 30
年ぐらい続いている状況です。しかしながら、体験会とか募集説明会とかやりますと、

結構集まってきます。けれども、では、この団体に入りませんかというと、みんな躊躇

してしまう。これは１つの団体だけではなくて、他の団体にしても、いや、うちもそう

なんだよというような状況です。一方では青少年相談員の方々、この間の 50 周年記念

大会の際にお聞きしますと、いろいろキャンペーンとか体験とか企画してやっておられ

る。そういうことはボーイスカウト、ガールスカウトなどでもやっています。一定の理

念のもとにある団体になぜ保護者の方が入れないのかなということです。先ほどお話の

ありました三者が連携して、相談員の方々、補導員の方々、そして青少年団体が一緒に

なって何かできないかと、コーディネーターという方の必要性を感じます。また、指導

者の年齢ですね、各団体では。高齢化して、動いているのはおじいちゃんおばあちゃん

みたいな感じです。青少年団体連絡協議会では今度フレッシュな若手リーダーといいま

すか、そういう人たちをどんどん増やすように、新たに顕彰制度を設けてやっていこう

ということを来年度から施行していくことにしました。唯一の施策にはなりませんけれ

ども、一つの方策としてやっていこうと考えています。 
 

【議長】 
わかりました。実は今日委員がいらっしゃいますので、全国 NPO が 4 万 8000 団体
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ぐらい。コンビニも約 4 万 8000。大体コンビニ 1 軒に NPO 団体が一つあると。NPO
団体でも 3 割ぐらいしかがんばっていない。あと 7 割ぐらいは活動が停滞している。千

葉県のデータも欲しいですが、既存の団体の連携も大事だけれども、新しい NPO がど

こまでこういう連携に加わってくれるかという視点が大事かと思うんです。どうですか、

千葉県の NPO の現状はわかりますか。 
 

【委員】 
NPO の現状というか、関係団体がなかなか連携がうまくいかないという一つ大きな

欠点は、各団体の自主性というのがなかなかないということ。それはなぜかというと、

本当にやってほしいんだけども、いわゆる行政が常に指導的立場で頭に入ってきてしま

っているから。例えば、僕は以前青少年相談員もやっていて、青少年補導員を 15、6 年

やっていて、ずっとやってきた中で見ていると、自主性が一番今あるのは、今言われた

機関では実は青少年相談員のような気がします。各地域でやっている、それは昔から青

少年相談員というのは、そういう意味では自主性がある。これが、青少年補導員になる

と、各市町村が集まって、どうだこうだ一緒になってやりましょうというのはまずない

ですよね。全体的に、例えば全県で何か一緒にやろうということはまずない。地域でや

ると、千葉市でいうと月 1 回の補導で終わってしまう。それはもう日にちを決めている

のが行政の方が決めてきてしまうから、なかなかそこで接点がない。 
ボランティアもそうなんだけど、自主性というものを育てないといけない。赤十字に

今奉仕という言葉がなぜなくなったかというのは、実はいわゆるボランティアというの

は自主性なんだよと、奉仕することじゃないんだよということが初めて赤十字で認めら

れてきたのかなということです。何回も赤十字で話をしたんですけど、赤十字のパンフ

レットに奉仕という言葉はなくなって、自主性という言葉がどんどん出てきた。だから

各団体が自主的にどんどんやれる環境を行政が作るべきなんです。そういうことがあり

ます。 
それと、この⑤の困難な状況うんぬんというところで、外国人の子どもへの支援とあ

るんですけど、実は学校で今一番困っているのは、こういう子どもというのは実は日本

語がわかるんですよ。しかし、外国人のお母さんが日本語がわからないんです。だから、

学校の先生が保護者に、こうしましょう、ああしましょうというアドバイスができない

から、「いや、行っても話ができないからどうしようもないんだよ」という話になって

しまって、子どもがお母さんに通訳するんだけど、僕がいると子どもがお母さんに言う

通訳は全部嘘の通訳なんです。だから正直にお母さんにその話が伝わっていかないとい

う大きな問題があるので、これは外国人の就学と勉強、まあ勉強ですけれども、あとは

いろんな問題、これについては何かそういう保護者の教育というか、何か必要じゃない

かなという気がします。 
もう一つ、今高等学校で一番困っていることは、日本の国はスクールカウンセラーと

か、スクールソーシャルワーカーはよくいるんだけども、実は学校で、中学校でも高等

学校でも今一番ほしいのは、学校と保護者の中間を一所懸命にやってくれる相談員がほ
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しいんです。これがすごくほしいんだけど、これは学校の現場に行って話を聞くと、い

や、そこはスクールカウンセラーじゃないんだよ、本当は学校と親の中間の立場になっ

て話をしてくれる人がほしいんだよと、僕によく学校の先生が言われるんです。だから、

これを僕はどこかの誰かが勘違いして、スクールカウンセラーを置いて子どもの相談を

受けてればいいんじゃないの？というのがあるような気がしてしようがない。そうじゃ

ないよというのがどこかにあるということを頭の中に入れておいてこういう活動をす

るといいのかなと、そう思いました。 
 

【議長】 
その辺は委員が詳しいと思いますが。 
 

【委員】 
今の一番最後の部分は、多分、そういうのをねらって作られたのがスクールソーシャ

ルワーカーだったんですけど、実は今立ち消えたというか、あまり大きな動きになって

ないですね。東北に行ったときに、講師で呼ばれて、ケースワーカーとして、学校で起

きている問題を紹介してくれ、ということでお話ししたのですが、そこに来られた方は

非常に熱心な方で、実際に就労支援などもやっているんですね、ニートの高校生なんか

と向き合って、ずいぶん学校と連携してやっているわけですけど、それが今ちょっとな

かなか思うような活動ができない状況。梯子はかけてもらったんだけど、今何かちょっ

とその梯子を取られてしまったようなことを言っておられましたけど、それをもう一回

また千葉を中心に盛り返せばいいのかなという気がしています。 
 

【議長】 
委員、いかがでしょう。 
 

【委員】 
はい。私は千葉県の中学校でスクールカウンセラーを 15 年ぐらいやってるんですけ

ど、千葉県はスクールソーシャルワーカーと、カウンセラーをそんなに区別せずに、ソ

ーシャルワーカー的なものをスクールカウンセラーが担っているということで、そうい

う傾向が他の県より強いです。 
スクールカウンセラーは、今おっしゃったような保護者と教員をつなぐということが

本来の目的に入っているんだけど、教員は知らないんです。教員がどうスクールカウン

セラーを使ったらいいかの研修を受けてないんです。スクールカウンセラーからは指示

できないんだけど、教員がスクールカウンセラーを何に使っていいかわからないので、

教員が指示できないんです。ぜひ教育委員会の方から、教師にカウンセラーの方を使っ

てくださいと。具体的に言わないといけないと思います。どうスクールカウンセラーを

使うかという知恵を、具体的な知恵を教師にあげた方がいいのではないでしょうかと思

いますね。 
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あと、全体的なことを一点だけ申し上げると、重点項目が 5 つじゃないとまずいとい

うことはないですか。 
 

【事務局】  
ございません。 
 

【委員】  
それを考えると、今、この大変難しい時代に 12 から 5 つ選ぶのは大変だなと、皆さ

ん苦労されているだろうし、難しいと思うんですね。で、具体的に話さなきゃいけませ

んので、私だったらどう考えるかということを申し上げますと、委員がおっしゃったよ

うに 3 番の社会形成の参画支援をしているかどうかということで、この自治体がどのよ

うな先進的な取組をしているかのバロメーターではないのか、そういう点があると思う

んです。委員がおっしゃったような、そういう理解と、本気で実行するという姿勢を見

せているところは新しいと思いますので、何を重点にするかは時代時代のニーズだと思

うんですね。ですから 3 番は必要、重点項目に指定をする。そして今重点項目の候補的

なものになっている 6 番、8 番を、貧困問題と虐待はちょっと外せないところかなと。 
では、大事なんだけど、今回は黒から外すものでいうと、10 番はある意味当たり前

のことです、既にやっているし。ですから、私だったら 2 と 8 と 6 に色を濃くして、10
の色を薄くするかなと思います。具体的に考えなくちゃいけないと思いますので、ご説

明しておきたいと思います。 
 

【議長】 
はい、どうもありがとうございました。委員、PTA の立場でいかがですか。 
 

【委員】 
私も今委員がおっしゃったところの 3 番というところはとても大切ではないかとい

うふうに思います。なぜなら、これをやはりしっかりやっていくことで、子どもたちが

地域でしっかり活躍していけるということを提言して、それがすなわち、大分先になる

かもしれませんけれども、例えば人材育成の高齢化というところに将来つながっていく

ということで、やはり子どもたちが社会の一員として自分たちも役割を持っているとい

うことがとても大切で、例えば先ほど委員がおっしゃったような、防災の問題で実際に

活躍するのは我々ではなくて中学生だというところも意識を加えておくという面も考

えても、3 番はとても大切になってくるのではないかと思います。 
ちなみに、私の住んでいる八千代市は、子ども議会は昔やっていたのですが、開催し

て終わってしまうのでよくないということで取りやめ、6 年ぐらい前から子どもサミッ

トという形で市内が 5 つぐらいの地域に分かれて、児童会と生徒会の役員が大体五、六

校集まって、地域で自分たちに何ができるかということを考えて、それを実際に活動し

て地域の人にプレゼンテーションをするという取り決めをしています。ですから、その
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先がちょっと不満なんですけど、それをどう行政が受けとめてそれに取り組んでいくか

というところが不十分なので、例えば先ほど委員がおっしゃったのは多分そういう取組

に近いんだろうなと思いますけど、そういうことをぜひ推進する必要があるなというふ

うに考えています。 
 
【議長】 

委員、全体を聞かれて、全県的な立場から見ていかがでしょう。 
 

【委員】 
基本方策については皆さんの意見でいいのかなと思って、③については確か私この会

議に最初に出たときに、子どもというか、若者の意見をただ聞きっ放しだけじゃいけな

いと。これを実際に取り上げて実現してやるという、子どもたちに成功体験を持たせる

ということが自立につながるし、自信も持たせることにもつながるのではないか、自己

肯定感につながるんだと、そんなふうには言わなかったと思うんですけれども、そうい

う意味では大変重要なところなのかなと思っております。 
あと二、三点、重点施策がどうこうということではなくて、その中の施策の方向性に

ついていくつか新しいものも入っていて、例えば①のところで、芸術文化活動の推進と

いうのがあります。ここを、文化芸術に触れる機会を作るということも大切なんですけ

れども、むしろ今の子どもたちは学力がないともう上に進めないとか、あるいは社会か

らドロップアウトしてしまうとかいう部分でない、もう一つの子どもたちの生き方とし

て、こういう芸術文化活動というのもあるんだと思っています。今、我々は言葉が悪い

からジャリタレとか言ってしまいますが、今の子どもたち、例えばダンスであるとか、

いろんな歌であるとか、あるいはそれ以外の芸術活動もあるかもしれませんが、学力と

は別にそういう方向で自分たちの生きがい、やりがいを見出すという現実があって、場

合によってはそれが自分たちの自立の手段になっていっているというケースが多々あ

るのではないかと思います。そういう意味では、その辺の思いというのは特段書いてな

いようですし、活動の所管が知事部局だけでなく、むしろここに教育委員会を入れても

らいたいと、県の教育委員会、高校の芸術系の高校がいくつかありますけれども、まさ

にそういう背景があるのではないかなと思っていますので、もう少し教育委員会にまで

幅広く取り上げていかれるといいのかなと思っております。 
あと、外国人の子どもたちへの支援というのは、県内ではあまり聞かないんですけど、

最近、特に大阪の方でヘイトスピーチの問題があって、昔から朝鮮学校の子どもとか、

やはり同じ子ども同士でもいろいろなことを言われたり嫌がらせをされたりというの

はあったと思うんですけど、最近はむしろ大人がそれをやって子どもたちを大変傷つけ

るという話があるんだと思うんですね。これはむしろ大人側の問題だと思うんですけれ

ども、やはりヘイトスピーチに対して行政として子どもたちをどう守るのかと、何かそ

ういうことがあってもいいのではないかなというふうに思います。 
それから、⑦の非行・犯罪防止と立ち直り支援の施策の方向性の中に、罪を犯した人
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たちの更生の問題が入っていますけど、要は社会に出て働かなければいけないんですけ

れども、その雇用の場はどうなのかというのが社会的にできていないんだろうと思いま

す。確か千葉市の場合はこれから始めるのか始めたのかわかりませんが、そういう人た

ちを行政が雇用しましょうと、そんな話があったと思うんですけれども、何か、まずは

やはり民間企業がいろいろ、万一、子どもの心配もあってなかなか腰が重いと思うんで

すけど、まずは行政からそういう人たちの雇用の場を作ってあげるというところを打ち

出していった方がいいんじゃないかなと。多分、啓発活動だけでは、なかなか深まらな

いのではないかなというふうに思っています。 
最後に、全体を通して、いろんな青少年の問題というのは所管が大変重なるといいま

すか、そこが協力してやらなければいけないと思うのですが、実際の部分が現場に下り

てくると固有名詞の問題ではないかなと思うんですけど、それが個人情報保護法の関係

で、いろんな情報が皆さんで共有できるのかどうかということもあるのではないかなと

思います。防災の時にいろいろ問題になったかと思いますけれども、動けないお年寄り

がどこにどれだけいるとかいう、そういう情報が防災の担当課の方で教えてもらえなか

ったという話、今はそういうことはないとは思いますけど、そういう問題も子ども・若

者対策の中でもありはしないかなというのがありますので、その辺でスムーズな情報共

有ができるといいかなと思います。以上です。 
 

【議長】 
ありがとうございました。委員、何か全体を。 
 

【委員】 
ここに貧困対策を入れていただいて大変ほっとしているんです。やはり大学でも経済

問題で退学していく学生が非常に多いんですね。一方で、世の中はだんだん高学歴を求

めていきまして、就職にしても短大以上大学卒というのが条件であったり、あるいは結

婚までそういう状態になってきています。婚活の条件の中にもやはり女性もだんだん高

卒とか専門学校卒ではなく、高卒という条件が外れてしまっているような状況です。今、

非婚率も高く、若い方たちの未婚率が高くなっているというようなことは、経済的な、

家族を支えるまでの収入がないというところにも原因があってなかなか結婚したくて

もできないという若者が多くなっている状況です。せめて高校、大学を望むお子さんに

とっては就学できる、卒業できるというような状況はぜひ作っていただきたいなという

ふうに思います。せっかくこの世に生を受けて、希望をもっているのに、もう十代でそ

の希望がなくなってしまうということは非常に残念なことですので、何とかそれらは食

いとめていただくような施策をお願いしたいと思っております。 
それから、ご指摘いただきましたように、最初の 1 番のところに芸術文化の活動とい

うのが入っているのも、新しい試みだなというふうに感じました。それから 3 番目の社

会参画は、私は大学におりますけれども、大学の学生が松戸市と連携していろいろ活動

しておりますので、そういう大学を中心とする活動をすると、次世代を担う若者が出て
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くるという可能性もありますので、こういうものを重点目標にしていただければありが

たいと思いました。 
 

【議長】 
委員、全体的に見ていかがでしょう。 
 

【委員】 
先ほど委員の方から一般企業の話も少し伺ったのですが、やっぱりこういう政策は、

私は行政と企業の関係が今どういう状況にあるか勉強不足でよくわからないんですが、

やっぱり地元で、言葉は悪いんですけど稼がせてもらっている企業にやっぱりもっと積

極的に参加していただくのがいいのかなと思っておりまして、いろんな参加の仕方があ

ると思うんですけれども、企業もかなり地域に貢献するという意識が高まっているとき

に、大企業を中心に、どういう形で地域に貢献しようかということで、ボランティアの

ような取組に力を入れている企業もずいぶんあると思います。そことリンクできないの

か。やっぱり、ここ地元で今経営する以上、そこで何らかの一定の貢献を企業に果たし

てもらうということで、これは最終的には条例などの制定が必要なのかなと思いますが、

地元のために何ができるのかということを企業の方からきちんと出してもらって、そこ

に若者たちを吸い上げていくというか。一番いいのは職業訓練なんて、企業の方で、そ

の企業でも使えるような人材を育てるようなシステムを作ってもらって、出来がいい子

どもたちはその企業でどんどん吸い上げていけばいいわけですけれども、そこで採用ま

ではできないという場合でも、中小企業がたくさんあるわけですから、そういうところ

で職業訓練を受けた子どもたちをまたそこで受け入れていくというふうなことも可能

かなと思いますし、それが外国人対策にもなっていくと思います。そういうようなこと

を考えていけばいいと思うし、本当に大企業だけじゃなくて、ディズニーランドのよう

な、ああいうサービス業もありますし、あるいは醤油造りや酒造りのような伝統的なも

のがあります。いろんなところでその企業の特色を活かした地域に対する貢献の方法が

あると思うので、そこと若者の施策とをうまくかみ合わせていくと、それぞれのことが

うまく回ってくるのではないかな、ということを考えておりました。 
 
 

【議長】 
貴重な御意見で、どこに入れたらいいか、5 章の推進体制、要するに企業の社会貢献

の問題も大事にしていきたいと。実は文部科学省の青少年課が去年から、日本の企業の

社会貢献の表彰を行っているんです。今年また、明日あるんですけども、今、各企業で

50 ぐらい手を挙げていますね。やっぱりおっしゃるように、千葉県もそれを推奨とい

うか、ぜひ千葉県の方にも来ていただくような、パイプづくりといいましょうか。大企

業は 1 割ぐらいしかいませんけど、9 割は中小企業でしょうけれども、それぞれ持ち味

があるという形でありますね。 
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例えば食育の関連でいいますと、食育を推進している料亭とか食堂とかいうのは看板

があるんですね。そういうものを含めて、青少年健全育成に対する社会貢献をしていま

すという企業の看板が出てくると、企業の地位が上がってくるなんていうのはあります

と、これは非常に貴重な、先ほど委員のおっしゃった文化芸術活動を、所管が県民生活・

文化課といいましたけど、教育委員会の文化行政がなってない。例えば県立美術館の館

長を見てください、専門家じゃないんだから。千葉市の美術館は専門家も来るからもう

満杯でしょう。あれ、行政の人事のたらい回しなんです、失礼ですけど。この三代、専

門家がいないんですよ。美術館も、美術がわからない人が館長になっている、そういう

文化行政の視点がおかしい。私、これ知事に申し上げたいけども。 
言いたいのは、千葉県の底力があるんですよ。例えば高校でいうなら吹奏楽が日本一

ですから、習志野とか幕張総合、松戸、柏を含めて。そうすると、芸術の方とか、ダン

スの方とかでの中高校生たちの、また青年の良さを引き出せばいいという、そのフェス

ティバルという発想が何で出てきてないかという疑問があります。やっぱり読み書き算

数も大事だけども、こういう文化的なことでやっぱり沖縄のエイサーとかですね、ある

と結局何か自信がつくじゃないですか。千葉県の民謡もあるし、お祭りもあるから、そ

ういうものを育成するような形の伝統芸能を継承するという面も含めて、幅広く文化芸

術的な活動をすれば、やっぱりプラスになってくる。貧困対策もやるんだけども、もう

少し社会参加だとか、自分たちがある得意な分野を通して千葉県に参加できるという、

そのツールの育成をしてあげないと、多分ね、文言を書いても難しいかなという感じで、

ぜひこれ事務局の方で強調してくれていますから、総合的にやっていただきたいという

のが委員と同じような意見でございます。 
 
【委員】 

細かいところで、1 点は 2 番の健康と安心の確保の最後の方で、デート DV の防止、

予防というのがあります。まあデート DV もそうなんですが、最近やっぱり裁判所の中

で目立ってきているのがリベンジポルノです。その記載が今回のものに当然ないんです

けど、やっぱり、デート DV は交際中ですが、それが破綻した後の行為としてリベンジ

ポルノの問題が見えてきていますので、そこは何かちょっと触れていただきたいという

のが 1 点です。 
それからあともう 1 点は、3 番の社会形成への参画支援、社会参画促進の最後。東京

オリンピック、パラリンピックに向けた人作りということで、ここに外国人の子どもた

ちを取り込めるのではないかと思うんですね。実はこの間私がやったケースでやっぱり

南米のお母さんとの間に生まれた子どもなんですけど、ぜひオリンピックで通訳をやり

たいと。自分はスペイン語ができるので通訳をやりたい。そういう子を取り込んでいく

こともできるんじゃないかなという気もします。やっぱり社会の中で期待されているん

だというのが、自己肯定力を増していきますので、そういう方向があってもいいのかな

と思いました。 
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【議長】 
貴重な御意見ですね。実はオリンピック組織委員会は、国立大学と私立大学を含めて

単科のスペイン語とか英語の専門大学が 7 つあるんですね。で、この 6 年間で 1 万 5000
人の学生の通訳者を育成するんですよ。それでは間に合わないですよね。それから、大

学生の専門家も育成するんですけれども、日本人と外国人の中での人々にサポートして

もらう。ぜひ千葉市はわかりますけれども、千葉市は多くの外国の人が住んでいるんだ

けども、千葉県はもっと多くて、外国人登録が韓国と中国を抜きにしてどのぐらいある

かを調べてもらうとよいでしょう。 
 

【委員】 
やっぱり通訳は一定の技術が必要なものですから、ただやりますといってできるもの

ではないですね。6 年の間に何かものになるように、今は 15、6 の子どもたちがちょう

どいい年になるので、今始めれば全然遅いことはないと思っています。 
 

【議長】 
いろいろ御意見をいただきましてありがとうございました。参考になりました。 
それでは次に報告事項に入りたいと思うんですけれども、その前に、ちょっと資料を

配ってください。委員お願いします。 
 

【委員】 
青少年総合プラン、これは基本的理念のもとに、３つの柱、基本目標、そして基本方

策ということで立てられているわけですが、これはこれで大変すばらしいと思います。

もう一つは、学校・家庭・地域の連携ということがこの中にもうたわれておりますけれ

ども、そういう見方で総合プランを集約してみました。一つの見方で学校・家庭・地域

の各分野がどういうふうになっているかということを作業してみましたのでご説明し

たいと思います。 
平成 26 年度のものですけれども、これを事業件数別ということで、112 件を学校、

家庭、地域ということで集約してグラフにしてみますと、このような形になります。警

察本部だとか、雇用労働とかいうような施策も入っておりますので、それは別枠で、「そ

の他」でカウントしております。学校と地域が件数としては多いわけですけど、一方で

当初予算額をベースに分けてみますと、２番目のグラフのようになります。 
この中で、子ども医療費助成事業がかなり大きな額で入っておりますので、これが入

ってしまいますと現状把握に結びつきませんので、これは外しました。そして、全部の

額をそれぞれ学校、それから家庭、地域というふうに分けてみますと、予算額別ですと

三者が均等になっているなと思います。これと、あと施策内容との絡みというのがござ

いますので、一つの見方の参考ということで、資料にさせていただきました。左の図は、

数年前ですか、文部科学省そしてまた県の方でもこのような図が提示されておりました。

以上です。 
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【議長】 

ありがとうございます。当初予算の単位は 1,000 円単位ですね。 
 

【委員】 
そうですね。はい。1,000 円単位です。 
 

【議長】 
ありがとうございます。 
 

【事務局】 
素案について委員の皆様からいろいろ貴重な御意見をありがとうございました。確認

をさせていただきたいと思います。重点方策につきましては、委員の皆様からの御意見

を踏まえまして、3 番と 6 番と 8 番について重点化する方向で検討したいと思います。

そうなるとちょっと数が増えてしまいますので、現行の中から今回次期プランから外さ

せていただくものもあるかもしれませんが、どんなに多くとも半分、6 ぐらいまでに抑

えるような形にしたいと思います。 
それから、議長からご指摘がありました子どもの誓いにつきましては、別途検討した

いと思います。また、人口減少の問題ですとか、ライトハウスやネットパトロールの成

果等につきましても現状と課題のところで記載させていただきたいと思います。どうぞ

よろしくお願いいたします。 
 
【議長】 

はい、ありがとうございました。ちょっと時間が押していますけれども、報告事項に

入りたいと思います。では、初めに平成 25 年度関連事業評価シートに対する委員意見

について事務局からお願いします。 
 
【事務局】 

資料 2-1 をご覧ください。こちらは前回、8 月に開催しました協議会におきまして委

員の皆様からいただきました平成 25 年度の関連事業に対する御意見につきまして、担

当課に照会を行いました。その照会の結果を取りまとめたものでございます。各課なり

の考えで回答をしてきておりますので、ご覧いただければと思います。以上です。 
 
【議長】 

はい。各委員でこれを読まれて、また御意見があったら事務局の方に出していただけ

ればと思います。 
では 2 番目。青少年健全育成条例に基づく有害図書の指定要望についてお願いします。 
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【事務局】 
はい。それでは資料番号の 2-2 をご覧ください。漫画『はだしのゲン』に関しまして

県民の方から、条例に基づき有害図書に指定してほしいという要望書が提出されました。

『はだしのゲン』につきましては皆様ご存知だと思いますけれども、この漫画はコミッ

クで 1 巻から 10 巻までございます。この要望の内容なんですけれども、漫画『はだし

のゲン』には一部に発達段階の子どもたちの健全育成を阻害するおそれのある著しく粗

暴性、残虐性に満ちた内容があり、千葉県青少年健全育成条例第 9 条第 1 項第 2 号に該

当すると思われるので有害図書に指定してほしいというものでございました。この要望

は県民の方、個人の方と団体からですが、2 件ございまして、いずれも同様の内容とな

っております。 
『はだしのゲン』をめぐりましては、昨年頃からいろいろと報道されておりますよう

に、学校の図書館などから撤去を求める陳情や請願が全国の自治体の議会や教育委員会

に提出されており、また一方では自由閲覧を求めるという動きもございます。なお、撤

去を求める陳情や請願を採択したり、撤去に乗り出したりする自治体は今のところ見ら

れません。また、当該図書の条例に基づく有害図書の指定について各都道府県の状況を

調査しましたところ、知事に要望が提出されたのは2つの都道府県のみでございました。

いずれも条例上の有害図書として指定するには至らないとしております。 
資料の下の方に、千葉県青少年健全育成条例から抜粋した条項を掲げておりますけれ

ども、条例で有害図書として指定するときは、第 9 条第 1 項の「著しく性的感情を刺激

するため」、それから「著しく粗暴性、残虐性又は犯罪を誘発する性質を有するため」、

青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものの該当性を判断することとなります。

なお、条例第 2 条の解釈適用では、条例による規制は必要かつやむを得ず規制するもの

であり、適用にあたっては憲法に保障されている基本的な自由と権利を不当に制限する

ことがあってはならないと、拡張して解釈してはならないという基本的な解釈の指針を

明らかにしております。 
この『はだしのゲン』につきましては、性的な描写や暴力行為、犯罪行為の描写とい

うようなものは、確かに一部存在はしますけれども、知事に要望が出された 2 つの都道

府県の対応と同様に、本県におきましても条例第 9 条第 1 項の各号に該当する有害図書

として指定するには至らないものと考えております。委員の皆様からの御意見がござい

ましたらいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 

【議長】 
こういう事務局の案ですけれども、よろしいでしょうか。ありがとうございます。 
では次、3 番目、青少年ネット被害防止対策事業、ネットパトロールの実施状況につ

いてお願いいたします。 
 

【事務局】 
それでは資料 2-3 をご覧ください。平成 26 年 12 月 5 日に今年度、平成 26 年度上半
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期 4月から 9月までのネットパトロールの実施結果について報道発表を行いましたので、

その資料を添付いたしました。ネットパトロール事業ですが、平成 23 年度からスター

トしておりまして、今年で 4 年目に入ります。数値につきましては資料の 4 ページに詳

しく出ておりますので、ご覧いただければと思います。時間の方もございますので簡単

に今年度の特徴を御説明したいと思っております。 
まず今年度ですが、上半期ですが、全体で回れた件数が延べ 424 校、昨年同時期に

比べますと 287 校ということで、本年度は昨年度同様、検索する人間が引き続きやった

ということで、スキルの方が非常に安定してきたということで回れる件数も多くなって

おります。かつ、昨年度まで子どもたちが使っていたのはいわゆるプロフィールサイト

やブログ、掲示板というのが主な書き込み先だったのですが、今年度の実態調査、口頭

でのヒヤリングを行っていくと、ツイッターの方に移行しているということで、本年度

からツイッターの方を主にパトロールするようにしております。これに伴いまして、ご

覧になった方いらっしゃると思いますが、実はツイッターですと写真一覧が出ていたり、

特集記事についての検索が非常に容易にできたりする特徴がございますので、昨年度に

比べてパトロール件数が増えているのが実情です。 
問題になる書き込み、つまり本人の実名、それから顔写真、学校名を書いているもの、

こういったすべて 3 つそろったものについて、これが 2,403 人となっております。この

人数ですが、昨年度のパトロールした校数で昨年度比をすると、およそ 1 校あたり 5.7
人ということで、昨年度とほぼ同数というふうに考えております。特に問題がある書き

込み総数につきましては、今年度は 343 人、延べ 463 件になっております。内訳につき

ましては先ほどの 4 ページの資料 2 番、特に問題のある書き込みの内容という所をご覧

ください。こちらのグラフですが、実は今年度より一つ項目を増やしました。これは一

番上にある詳細な個人情報の公開という、この部分が昨年度まではその他に入っていた

んですが、本年度急速に増えまして、特出しして別にこちらの方のグラフに入れており

ます。180 と。昨年度 1 年間では、他人の個人情報の公開が 550 で一番多かったのです

が、今年度、詳細な個人情報の公開と。具体的にはどんなことかといいますと、実は皆

さんもご存知のように LINE が今子どもたちの間で非常に流行っています。この LINE
につきましては昨年度の秋に、いわゆる LINE の個人のメールアドレスになる LINE ID
というのが未成年者には発行されないということで決まりました。これに伴って子ども

たちがどういうふうにしたかというと、実は LINE のアプリを入れると、その個人の情

報を表わすいわゆる QR コードのようなものを表示することができます。その表示した

QR コードですね、よく食品か何かの後ろについているバーコードの大きくなった四角

いものですね。あれを写真に撮って、それをインターネット上に貼り付けて、ここが私

の LINE の連絡先ですと。これを読み取って、ぜひ私に連絡をくださいというのが非常

に流行っています。これが要はツイッターに LINE の QR を載せていたという生徒さん

たちが非常に増えたということで、この詳細な個人情報の公開 180 件というふうに増え

ております。ちなみに、LINE QR180 件中、162 件がこの LINE QR にあたります。 
特徴としまして他には、教育委員会等へ連絡しますのは、全体ではなくてレベル 1､2､
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3､いわゆる子どもたちへの指導が必要であろうと思われる内容、これにつきまして特に

問題がある書き込みとしているのですが、この数は昨年度 538 人対して今年が 343 人と

いうことで減少していると。これにつきましては各学校で現在こういったネットモラル

の教育、また本課含め、いろいろな機会によってインターネットの適正利用についての

啓発講座等が行われておりますので、これらの効果が徐々に表われてきたんだろうとい

うことで考えております。 
今年の特徴といたしましては、あと 3 点ございます。1 つは、学年別では、昨年度は

高校三年生が最も多かったのですが、今年度は例年通り高校二年生に戻りました。恐ら

く昨年度につきましてはスマートフォンへの買い換え、いわゆる 2 年縛りが外れた買い

換えが一番大きな問題で、したがって三年生だったんだろうと。で、今年の特徴として

は男子のパーセンテージが徐々に増えていると。さらに、やはり全体として安易な投稿

が増えているというのが現状です。これにつきましてはツイッターという言葉を先ほど

出していますが、スマートフォンを購入しますとツイッターというアプリケーションが

最初からインストールされています。他のものと違って簡単な登録でそのまますぐに全

世界に対して情報を発信することができると。かつ、パスワードなどもかけられると、

非常に便利なソフトであるということで、それらの利用が非常に広まっているのが特徴

と考えております。私の方からは以上です。 
 

【議長】 
はい、ありがとうございました。貴重なデータで、これを見るとやっぱり 15％が危

ないですね。15％が青少年健全育成のターゲットというか、これが減ってくるといいで

すよね。 
 

【事務局】 
はい。 
 

【議長】 
ありがとうございました。他になにかありますか。 
なければ、以上で予定した議事は終了しましたので、事務局にマイクをお返しします。 

 
【事務局】 

議長、ありがとうございました。 
以上をもちまして、「平成 26 年度第 2 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。 
皆様ありがとうございました。 
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