
 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年度第 1 回 

千葉県青少年問題協議会企画検討部会 

議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1

平成 24 年度第 1 回 

千葉県青少年問題協議会企画検討部会 

 

 

 

日  時   平成 24 年 8 月 24 日（金）午前 10 時～11 時 40 分 

場  所   千葉県庁南庁舎 9階第 5会議室 

出席者数   ４名 

出席委員   明石委員、有馬委員、中台委員、白﨑委員 

 

 

 議事等次第 

  １ 開  会 

  ２ あいさつ 

  ３ 委員紹介等 

  ４ 議  事 

（１）千葉県青少年健全育成計画 平成 23 年度実施事業の評価について 

（２）千葉県青少年総合プランの評価方法について 

  ５ 閉  会 
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【司会】  

ただいまから、「平成 24 年度第 1回千葉県青少年問題協議会企画検討部会

を開催いたします。 

私は、本日の司会を務めます、県民生活課 子ども・若者育成支援室の 

長谷川と申します。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

【司会】  

会議に先立ちまして、戸谷環境生活部長から挨拶を申し上げます。 

【部長】  

あいさつ   

【司会】  

ここで、会議資料の確認をさせていただきます。 

 

会議の成立 

【司会】  

次に会議の成立について御報告いたします。 

  本日は、全部会委員６名のうち４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 

【司会】 

  続きまして、委員の皆様の御紹介に移ります。お手元配布の名簿を御覧く

ださい。本日の協議会は、平成 24 年度に入って初めての会議であり、また、

環境生活警察常任委員長である中台委員に新しく委員に就任いただきました

ので、明石部会長から順に一言御挨拶をお願いいたします。 

【明石部会長】 

  大津の事件をどうとらえるかは今回の評価に関わってくる。大津中学校は

研究指定校になっていて「いじめをなくそう。」というテーマで取り組んだが、

指定校が終了して 2 年目に事件がおこっている。個人個人は頑張っているが、 
終わった後のフォローが行政的に弱い。 
もう一点、学校支援地域本部や子ども放課後教室もやっていない。学校だ

けが単独で固まって、開かれた連携がなく、学校独自に自己完結型の社会を

つくってしまった。それぞれは頑張っているが、横縦のつながりがない。 
いじめの問題では、千葉県では神崎であったが、町でなく県が事故調査委

員会を設けた。その後、流山の事件では第三者機関をつくって対応したが、
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平成 13 年に市原市でも事件があった。 
  それぞれの事業は評価されているが、他との結びつきはどうなのか、つな

がりがどうなのか、全体をどう見るかという視点が重要である。 
また、それがどれだけ社会に貢献できたかといったアウトカムの視点がな

いと感じた。 
【有馬委員】 

夏休みに入って、子どもたちにとって特別な時間となっている。非行等で

家に帰らない、居場所のない子どもたちや親からの相談を受けている。「ライ

トハウスちば」が早く動いて、実際に対応できるようになるとよいと思う。 
【中台委員】 

7 月 6 日に常任委員長を拝命し、本協議会の委員として就任することとな

った。昭和 60 年から 62 年まで、青少年関係の団体の役員等を務めていたが、

四街道市の生涯学習基本構想懇談会で座長を務めた際に、明石部会長に御指

導いただいた御縁がある。本協議会の委員として一生懸命努めたい。 
【白﨑委員】 

昨年から本協議会の委員に就任したが、以前は乳幼児の相談を長年続けて

きた。その当時は、虐待等はそう多くなかったが、最近は、核家族化の影響

により孤立化が見られる等、厳しい状態である。 
ライトハウスちばの設置について御案内があったが、相談の窓口が一本化

されて、迷うことなく気軽に相談できる場所ができることを望んでいたため

実現できて良かったと思う。 
 

議  事 

【司会】  

それでは、これより議事等に入ります。 

議事の進行は、明石部会長にお願いいたします。 

 

議事録署名人の決定 

【明石部会長】 

議長を務めます明石でございます。よろしくお願いいたします。 

諮問議事に入る前に、本会議の議事録署名人を決めたいと思います。 

議事録署名人は私から指名させていただいてよろしいでしょうか。 

（［異議なし］の声あり） 

【明石部会長】 

それでは、有馬委員と白﨑委員にお願いいたします。 

お二方、どうぞよろしくお願いします。 
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      （２名了承する旨、発言あり） 

  ありがとうございます。それでは、議事に先立ち、事務局から本日の会議 

の趣旨等について御説明願います。 

【石川課長】 

 おはようございます。県民生活課長の石川です。 

本日は、早朝から御出席くださいましてありがとうございます 

私からは本日の協議会の趣旨について御説明いたします。 

今回の会議では、平成２３年度までの青少年健全育成計画の総括と新しい

青少年総合プランの事業評価の方法について協議いただくため、事業担当課

の皆様にも出席いただいています。担当の皆様には、事業に関する委員の御

質問への対応をよろしくお願いいたします。 

それでは、お手元の会議次第をご覧ください。 

まず、４．議事の（１）として、「千葉県青少年健全育成計画平成 23 年度

実施事業の評価について」でございます。 

千葉県青少年健全育成計画については、毎年度、実施状況の確認と評価を

行ってまいりました。 

委員の皆様には、１４２事業の個別事業の評価シートをお送りし、事前に

お目通しを頂きました。御多忙の中、誠にありがとうございました。平成 23

年度は、計画の最終年度ということもあり、各事業担当課には、23 年度の事

業評価と共に計画期間全体の自己評価も行っていただいたところです。 

この総括につきましては、事務局より御説明させていただきますが、委員

の皆様には、事業評価シートに記載された実施状況や成果を基に改善点など

について御意見をいただき、それを“意見・提言”として取りまとめ、今後

に生かしてまいりたいと考えております。 

次に議事の（２）として、「千葉県青少年総合プランの評価方法について」

でございます。 

平成 24 年度からの新たな計画「千葉県青少年総合プラン」についても、毎

年度、実施状況の確認と評価を行っていく予定です。 

評価の方法は、これまでの方法をベースとしながらも委員の皆様からの御

意見を速やかに、かつ的確に事業担当課に伝え、次年度事業における改善等

につなげていけるよう手順の見直しをしております。 

詳細については事務局から御説明させていただきますが、この内容につき

ましても御意見をいただきたいと考えております。 

以上が、今回の会議の主な議題でございます。どうぞよろしくお願い申し

上げます。 
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協議事項（１） 

【明石部会長】 

 ありがとうございました。 
それでは、協議事項（1）「千葉県青少年健全育成計画 平成 23 年度実施

事業の評価について」を、事務局から御説明願います。 
【事務局・木村室長】 
  県民生活課子ども・若者育成支援室の木村でございます。 

  私からは、議題 1の、「千葉県青少年健全育成計画平成 23 年度実施事業の

評価について」御説明いたします。 

  使用いたします資料は、資料 1から資料 6でございます。 

 評価方法及び評価の流れですが、資料 1をご覧ください。 

 達成度については、事業そのものの、量的なものも含めた、いわゆる「達

成度」ですが、ABCD の 4 つの項目で、順調 100％、概ね順調 80%、一部努力

を要する、全体的に努力を要する、という項目で、事業担当課が自己評価し

ております。 

  貢献度につきましては、青少年に対する貢献度がどのくらい高いか、とい

う評価で、こちらも、ABCD の 4 つの項目で、極めて高い、高い、どちらとも

いえない、低い、という項目で、事業担当課が自己評価しております。 

 なお、担当課さんが評価していただいた事業シートに基づき、当課で、全

事業について、7 月末にヒアリングをさせていただきました。その結果をも

って、8 月上旬に、各委員の皆様には、事前に事業シートをお送りさせてい

ただき、お目通しいただいたところです。これが、資料 1の（3）に記載され

ています。 

  本日は、（4）の企画検討部会の開催ということです。 

 この企画検討部会の結果を受け、今後、事業担当課へフィードバックさせ

ていただきます。 

  その後、本計画に対する「意見・提言」をまとめ、企画検討部会から、青

少年問題協議会の全体会に報告させていただきます。これが、だいたい 10

月ごろを想定しています。 

  その後、（7）の意見・提言の公表ということになります。 

  次に、今回の評価結果につきまして、御報告いたします。 

  平成 23 年度実施事業は、142 の事業を評価いたしました。 

 先ほど申し上げました「達成度」については、A 評価が 53 事業、37.6％、

B評価が 87 事業、61.7％、C評価が 1事業、0.7％となっています。 

  貢献度につきましては、A評価が 47 事業 33.3％、B評価が 94 事業 66.7％
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でございます。 

  担当課の皆様は、だいぶ控えめに評価され、どちらの項目も、A 評価より

も B評価が上回っておりますが、全ての事業について、概ね 80％以上の、高

い達成度、貢献度であったということでございました。 

 資料 2の個別事業一覧表をご覧ください。左側に、前計画の個別事業を記

載し、一番右側の欄に、この事業群が、新プランのどの方策に結びついてい

るのかを記載してございます。 

  前青少年健全育成計画には、基本目標が 8本ございます。 

 まず 1ページ目の「豊かな心と健やかな体の育成」という目標では、基本

的な生活習慣の形成や、命の大切さ、ふるさと文化の担い手育成などが含ま

れ、食育や食文化体験（事業通番では 2、3、6）DV 予防や性教育（16、19、

20）、ふるさと文化の学びなどが含まれております。 

  次に、2 つ目の「社会の変化に対応できる力の育成」ですが、資料 4 ペー

ジです。子ども自身の生きる力を育て、コミュニケーション能力や、メディ

アリテラシーの育成を目指すものです。 

  事業としては、学力向上、いきいきちばっ子コンテスト、体力づくり推進

モデル事業、読書活動の推進、情報モラルの啓発、インターネットと子ども

たちとの関わり方についての啓発などが含まれております。 

 次に、3 つ目の「非行防止対策と立ち直り支援の充実」です。資料の 6 ペ

ージです。ここでは、非行防止活動の充実、立ち直り支援活動の充実、そし

て薬物乱用防止が含まれます。 

  事業としては、青少年補導センター、少年センター、学校・警察連絡制度

や、スクールサポーター制度、薬物乱用防止に係る相談などが含まれます。

この柱は、特に、事業課の評価として「貢献度」が高いと評価しており、青

少年の非行防止に、各担当課が取り組んでいることが伺えます。 

 次に、4 つ目の「青少年の人権と生活を守るための支援」です。資料の 8

ページです。 

  ここでは、今問題になっている「いじめ等の問題行動等への対応」や「障

害のある青少年への対応」「虐待や性犯罪の防止」です。事業としては、子ど

もたちへの相談業務、スクールアドバイザー、いじめゼロキャンペーン、放

課後の子どもの居場所づくり、そして、子ども家庭 110 番、児童虐待防止セ

ーフティネット事業などが含まれます。 

 次に 5つ目の「社会的・経済的な自立の支援」です。資料の 11 ページです。 

  ここでは、主に、キャリア教育やインターンシップ、就業支援、社会活動

支援などが含まれます。 

  事業としては、インターンシップ事業、ジョブカフェ事業、千葉地域若者
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サポートステーション事業などが含まれます。 

  次に 6つ目の「社会環境の健全化」です。資料の 13 ページです。 

  ここでは主に、有害環境の浄化ということで、青少年健全育成条例の取り

組みの推進、この条例は、つい先日、7 月 1 日に改正され、子どもたちの携

帯電話を購入する際に、フィルタリングをかけることを強化するように改正

されましたが、このような時宜にあった取り組みや、インターネット上の有

害情報対策、地域防犯活動、交通安全活動などが含まれています。 

  次に 7つ目の「子どもを育む家庭づくりと大人の意識改革」です。資料の

15 ページです。ここでは、主に、家庭教育の重要性の啓発や、子どもを育て

る大人の意識改革が含まれます。事業としては、家庭教育啓発や、親力向上

支援、そして、青少年協会への助成事業などが含まれております。 

  最後に、8 つ目の「青少年を育成する地域力の強化」です。青少年の健全

育成は、地域の力、地域で、地域の子どもたちに思いをかけていただく大人

たちの力なくしては推進できませんが、その力を育成していこうという柱で、

事業としては、地域とともに歩む学校づくりや、青少年団体の育成支援、青

少年相談員事業などが含まれます。 

 どの実施事業につきましても、計画策定時から 5年間、いろいろな事業の

見直しなども経て、担当課の方で、継続し、実施してきていただいたもので、

計画担当課として、全ての事業を総括すると、計画全体の達成度・貢献度は

85％以上となり、非常に順調な進捗であったものと考えております。 

  私からは以上でございます。 

【明石部会長】 

評価の基準として達成度と貢献度があるが、どのような観点で評価したの

か。アウトプットは達成度、アウトカムが貢献度かと考えるが、達成度が B
で貢献度が A が多いが、これは理論的にはありえないのではないか。   
達成度は量的な、貢献度は質的な評価と考えられるが、これについては、

どうか。 
【事務局】 

そのような理解をしている。達成度は経費の削減等も含み、効果的な事業

であれば、青少年にとって貢献度が高いと考えている。 
【明石部会長】 

千葉県全体がこのような評価方法を用いているのか。 
【事務局】 

青少年健全育成計画ではこの評価方法で行っているが、他の部局はそれぞ

れの担当課が評価方法を決めている。 
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【有馬委員】 
  達成度は数値の、貢献度は影響評価と解釈してきたが、そのような仕方で

良いのか。 
【白﨑委員】 
  私もそのように解釈している。 
【明石部会長】 

達成度は実施結果を数量的に表して、貢献度は寄与したかを意識して記載

している課もあって温度差がある。 
達成度は予算を投入して、何％できたか、それが社会にとってどのような

影響をつくりえたのか等を各事業担当課で自覚していただくよい。 
国での大きなキーワードの一つはミッションの見直し、もうひとつはエビ

デンス、証拠を出しましょうということ。目的を十分果たしているが根拠は

何ですかと言われた場合に、エビデンスを出していくことが必要と思う。 
【中台委員】 

例えば補導センターは県内 16 ヵ所しかない。あるところとないところで

どんな違いがあるか。あるところは貢献度が見られるのであれば、ないとこ

ろに積極的に設置を促すなど、そういう努力をされているのか。 
家庭教育について、少子化と男女共同参画社会の推進ということで、女性

の社会参加は進んだが、家庭教育がいま一つ機能していない。家庭教育に対

する貢献度は、どのような尺度で行っているか、それといじめとの相関関係

が出てくる。 
もうひとつ、子ども会が崩壊している。解散が沢山出てきていることを、

どういう風に認識しているか。 
青少年相談員については、昭和 39 年にスタートしたが、小学校の学区単

位で人数配分しており、数字が固定化している。一人あたりの子どもの数が

逆転しているので、本当に機能的に相談活動ができているのか疑問である。 
第三者機関について、千葉県では事例が発生したら、その都度組織してい

る。貧困と教育は相関関係が大きい。スクールソーシャルワーカーを措置し、

福祉と教育をコーディネートしなければ、いい方向に持っていくことができ

ないのではないか。23 年度を振り返ってそういう議論が出てくることを期待

する。 
【明石部会長】 

評価シートの（3）事業の課題、問題点、今後の方向性等をもっと深く掘

り下げてもらいたい。 
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【中台委員】 
  給食については方式がいろいろあるが、やっているところといないところ

では食育に対する考え方が違ってくる。また、給食の時間に食材や栄養につ

いての説明があると効果的である。 
【明石部会長】 
  栄養教諭の設置率を増やしていくことができるのか。 
【中台委員】 
  やっていることだけを記載しており、課題解決の視点が不足していると感

じる。 
【有馬委員】 

貢献度のところで、「極めて高い」という評価があるが、説明との相違を感

じる。 
また、達成度・貢献度ともに A で有効に進められていて、予算も投入され

ている事業であるが、続けていくことによって、現場の混乱も出てきている。 
たとえば、デート DV は講座の実施率が増えているが、それをやっていく

ことによって子どもたちに気づきが出てくる。 
先生に相談をするが、校内では組織としての対応ができていないので、現

場が混乱している。このように、変化に対応して事業自体も進化させていか

ないといけない。 
食育については、食べることばかりに注目が集まっているが、食育のそも

そもの目的は、規則正しい生活や、家庭の中が平和で、それなりのリズムが

整う環境ができていることであり、事業全体を見て、評価していかないとい

けない。 
【明石部会長】 

達成度は B で、貢献度は A である事業もあるが、視点を変えて評価してい

かないと、本当に評価してよいのか疑義も生じる。 
【白﨑委員】 

中には、開催に何人くらい参加したのか知りたいと思った事業もあった。

また、同じ事業に対する評価が異なるというものがあったがどうか。 
【事務局】 

事務局での作業時にずれてしまったもので、実際は同じ評価となっている。 
【白﨑委員】 

№61 と№96 では事業開始年の相違があるがどうか。 
【少年課】 

事業開始年は、平成 16 年が正しい。 
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【有馬委員】 
数字的に評価しにくい事業があるのも確か。委託されている事業について

は、委託先がどのようなに事業を行っているか現場を実際みて確認していた

だきたい。お任せでなく、現場を見てもらって双方で行っていくことをやっ

ていっていただきたい。 
【明石部会長】 

今後の方向性につて、国の補助金を受けてやっている事業と県独自で行っ

ている事業を自覚して書いていただくように各部署にお願いできればと思う。 
【中台委員】 

青少年育成団体について、総務省、厚労省、文科省それぞれから同じよう

な通知が来たり、交通整理はできないのか。 
【明石部会長】 

体力づくりでも、成人の一日の歩数は厚労省、子どもは文科省と同じ健康

づくりでもデータが異なる時もある。交通整理は県民生活課でやらざるを得

ないのか、国と県の補助金を精査していくことが必要である。 
【有馬委員】 

千葉県が実施して市町村に波及させて、地域に事業が広がっていくことを

期待したい。県が行う事業かどうか精査して、地域で行うことにより、もっ

と多くの子どもたちに広げることができるのではないか。 
【明石部会長】 

自前の事業と、モデル事業を行って、市町村にどれだけ広がったかという

ことにこだわりを持ってもらいたい。 
【中台委員】 

財政力のある市町村とそうでないところでは相談員活動そのものが違って

くる。 
 

協議事項（２） 
【明石部会長】 

それでは、引き続きまして、協議事項（2）「千葉県青少年総合プランの評

価について」を、事務局から御説明願います。 
【事務局】 

資料７を御覧ください。 

  向かって左側の囲みの記載が、平成２３年度までの「千葉県青少年健全育

成計画」の評価方法ですが、計画の全事業を対象に、内部評価として、各事

業担当課の皆様の自己評価と、県民生活課の二次評価を行い、外部評価とし

て青少年問題協議会の企画検討部会に諮って、意見をいただくという方法で
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行ってまいりました。 

  この方法については、県民生活課での評価作業にかなりの時間を要したた

め、評価の結果を次年度以降の施策の改善や予算策定に生かすということが

難しいということがございました。 

また、庁内組織である青少年総合対策本部本部員の皆様に、評価方法につ

いて御照会しましたところ、一つとして、優先度・重要度の高い事業に絞る

べきではないかといった意見をいただきましたが、新しいプランでは、施策

体系をコンパクトにしたことにより、事業数も 100 事業とかなり絞り込みを

行ったことにより対応していると考えております。 

二つとして、県民生活課の評価基準そのものについて見直すべきではない

かとの意見をいただきましたので、新しいプランでは、評価方法を簡素化し、

これまでと同様に各事業担当課に評価シートの作成をお願いしますが、県民

生活課では、ヒアリングにより記載内容の確認等を行ったうえで、評価シー

トを委員の方々にお送りし、それぞれの事業について、外部評価をいただく、

という方法を考えております。 

また、それぞれの事業担当課の皆様に青少年総合プランに掲載されている

事業であるとの意識をより強めていただくため、青少年問題協議会企画検討

部会には、重点方策事業担当課を中心に関係課に出席いただき、委員の皆様

の御意見を直接聞いていただくことを想定しております。 

なお、今年度は、計画事業の最終年度の評価ということもあり、試みとい

たしまして全事業担当課の皆様に出席をお願いしてございます。 

続いて、事業評価シート（案）について、御説明いたします。 

資料の８を御欄ください。 

これまでの評価シートと同様に各事業担当課の皆様に、事業の実施結果、

事業の成果、事業の課題・問題点、今後の方向性等を記載していただきます

が、それぞれのシートに委員の皆様の御意見を記載いただく欄を設け、改善

すべき点等お気づきの点がございましたら記載いただく形にしたいと考えて

おります。 

【明石部会長】 
新しい青少年総合プランについて、評価はこういう形で行いたいとの提案

がありましたが、御意見ありましたらお願いします。 
１００事業に減ったのは、どこがどう減ったのか。 

【事務局】 
廃止事業、新規事業があり、厳密な対比は難しいが、たとえば文化財関係

の事業は入っておりません。今回のプランを作成するにあたって、事業担当

課に照会をして重要度の高い事業を抽出しており、また、再掲をできるだけ
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少なくしています。 
【有馬委員】 

評価を行う期間が短いのでもう少し時間をかけてもよいのではないか。 
時間が制限されている場合は、もう少し事業を絞るなど、もっと効果的に

できないか。 
【明石部会長】 

資料 7 の「委員からの意見に対する関係課との調整」は新しい提案で、県 
民生活課が調整をして、細かなことで意見を言う機会や、関係課とキャッチ

ボールできることが重要で、この点では少し前進したのではないか。 
【中台委員】 

以前、委員をしていた際は、今月審査会をして、次の月に指定するといっ

た、社会情勢とマッチした頻度があった。そういう点も評価の対象になるの

か。 
【明石部会長】 
  予算は 12 月に出すのか。 
【事務局】 

予算を議案として出すのは、2 月議会なので、それまでは折衝があり、明

確には固まっていない。 
【明石部会長】 

評価だけするのか、予算の組み立てまで関与できるのか。 
【中台委員】 
  財源には限りがあり、評価と結び付けるのはなかなか難しい。 
【明石部会長】 

１００の事業があり関係部署が多いので、優先度、重要度が高い事業につ

いての抽出は県民生活課がやるが、それをどこかで議論する必要がある。 
【有馬委員】 

1 回きりでは、きちんとした評価になりにくいのではないか。こちらが疑

問を持ったり、こういう努力をした方が良かったといった文字に出てこない

部分についてやり取りを行う必要がある。 
【中台委員】 
  定性的なものと、力を入れてやっていくものを精査する必要がある。 
【明石部会長】 

コンスタントに粛々とやっていく事業と、絞っていただく事業があるとよ

いと思う。 
【事務局】 

国の事業は縛りがあり、社会情勢の中で取り組んでいかなければならない
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ものがあるが、絞り込んでいった方が議論としても適切と考えます。 
【明石部会長】 

資料 8 の評価シートの（3）の部分に独自の事業の波及、関連した事業に

対する意義づけも書いていただけると良い。 
事業の成果については、数量化できるものとそうでないものがあるので、

記載に工夫してもらいたい。 
事務方は記載例として、こういう視点で書いていただきたいという点も入

れていただくと良い。 
【有馬委員】 

アンケートの結果何％であったかとか、参加者の声等を数値として書いて

いただくなど説得力のある記載が欲しい。 
【白﨑委員】 

評価シートの記載欄について、２の事業実績・評価等の部分と３の事業の

課題・問題点、今後の方向性の部分のスペースをとってもらいたい。 
【中台委員】 

補導センターのあるところとないところを県として埋めようとしているの

か、どれだけ青少年健全育成に差が出るのかに関心がある。 
【明石部会長】 

補導センターの設置は、県民生活課として大事な部分であるし、所長の人

事も温度差がある。 
【中台委員】 

家庭が議論されていない。されにくい問題だが、実際は非常に大きなウエ

イトがある。 
教員が悪い、教育委員会の指導が悪いといわれているが、子どもの精神的

な異変は親が発見しないといけない。かつては、弁当を残すと発見しやすい

ことがあった。 
【明石部会長】 

その他に、委員の皆様から、御意見・御質問はありますでしょうか。 

本日の協議以降に気付いたこと等がありましたら、事務局あてメール、 

ファックス等でお知らせいただきたいと思います。 

  なお、委員会としての意見・提言については、本日ここで協議いただいた 

意見と後日いただく追加意見を踏まえて、私と県民生活課で調整させていた 

だくことでよろしいでしょうか。 

  それでは、事務局にマイクをお返しします。皆様、御協力ありがとうござ

いました。 
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【事務局】 
明石部会長、ありがとうございました。 

【事務局】 
ここで、7 月 27 日に開設した千葉県子ども・若者総合相談センターについ

て、説明させていただきます。 
報道発表を行い、先日、NHK の取材も受け、相談の様子と担当者が取材

を受けました。 
専門の相談員を 2 名配置して相談を受けていますが、引き続きセンターの

趣旨に沿って県民の皆様に利用いただけるよう取り組んでいきたい。 
  以上をもちまして、「平成 24 年度第 1回千葉県青少年問題協議会企画検討 

部会」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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