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平成 24 年度第 2 回 

千葉県青少年問題協議会 

 

 

 

日  時   平成 25 年 3 月 14 日（木）午後 3時～4時 45 分 

場  所   ホテルプラザ菜の花 4階「槇」 

出席者数   10 名 

出席委員   明石委員、井内委員、白﨑委員、萩原委員、中台委員、 

田中委員、髙橋委員、木名瀬委員、鈴木委員、富山委員 

 

 

 議事等次第 

  １ 開  会 

  ２ あいさつ 

  ３ 委員紹介等 

  ４ 千葉県青少年問題協議会の概要について 

  ５ 議  事 

（1）副会長の選出について 

（2）「千葉県青少年総合プラン」に係る評価方法について 

（3）平成 25 年度千葉県青少年総合プラン関連事業表（案）について 

（4）その他 

 

  ６ 閉  会 
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【司会】 

ただいまから平成24年度第2回千葉県青少年問題協議会を開催いたします。 

私は、本日の司会を務めます、環境生活部県民生活課長の石川です。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、本協議会は公開とさせていただきますがよろしいでしょうか。 

本日の会議には傍聴人は今のところいないということですので、会議を始め

ます。 

会議に先立ちまして、戸谷環境生活部長より御挨拶を申し上げます。 

 

部長挨拶 

【戸谷環境生活部長】 

委員の皆様には、年度末のお忙しい中、御出席を賜りまして誠にありがとう

ございます。 

また、このたびは、千葉県青少年問題協議会の委員をお引き受けいただき、

重ねてお礼申しあげます。 

県では、昨年度、青少年健全育成施策の方向性を示す、総合的な計画であり、

また、「子ども・若者育成支援推進法」に規定される、「都道府県子ども・若

者計画」としての位置付けも有する新たな計画、「千葉県青少年総合プラン」

を策定したところです。 

プランがスタートしてから 1 年が経とうとしております。「子どもや若者を

地域全体で支え育てよう！」、「困難を有する子ども達にきめ細やかな支援を

していこう！」というこのプランの趣旨が徐々に浸透してきていると実感し

ております。 

平成 24 年度の県の子ども・若者施策の取組状況でございます。まず、昨年

7月に、ワンストップの相談窓口として「千葉県子ども・若者総合相談センタ

ー」（愛称：ライトハウスちば）を開設いたしました。センターでは、子ども・

若者やその保護者の相談に対応するとともに、専門機関へ取り次ぐ等の支援

を行っております。 

また、情報機器の急速な進展に伴いまして、千葉県が初と言われております

が、スマートフォンにも焦点を当てまして、それらの情報端末を介して、子

どもたちが様々なトラブルに巻き込まれるケースが多いという状況を踏まえ

て対応しているところです。 

このため、携帯電話等のフィルタリングの強化を中心とした青少年健全育成

条例の改正施行や、ネットパトロールによる問題のある書き込みに対する指

導、更に適切なインターネット利用を行うための啓発 DVD の作成にも取り組

んできたところです。 
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来年度につきましても、委員の皆様に御意見を頂きながら、子ども・若者が、

地域で健全に育ち、安全に過ごしていける環境づくりのための施策を進めて

まいりたいと考えております。 

引き続き、御協力・御支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

【司会】 

ここで、会議資料の確認をさせていただきます。 

（会議資料の配布資料一覧を読み上げ、確認） 

 

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、全委員 15 名のうち 9 名の御出席を頂いており、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項及び千葉県青少年問題協議

会運営要綱第 3 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。 

委員の紹介 

【司会】 

続きまして、委員の皆様の御紹介に移ります。 

お手元に配布の名簿を御覧ください。 

本日は委嘱後初めての協議会でございますので、本来であれば、委員の皆様

お一人お一人に委嘱状をお渡しすべきところですが、既に皆様の机上に配布

させていただいております。 

なお、委嘱の期間につきましては、平成 25 年 2 月 1 日から平成 27 年 1 月

31 日までとなっております。 

誠に恐縮ではございますが、御確認くださいますようお願いいたします。 

それでは、御出席いただいた委員の皆様の御紹介から始めさせていただきま

す。 

大変恐縮ではございますが、自己紹介という形で進めさせていただければと

存じます。 

それでは、明石委員から左回りで順番にお願いします。 

 （自己紹介） 

ありがとうございました。 

なお、会長であります森田知事は本日所用のため欠席しております。また、

ちば女性と子どものサポートセンター代表の有馬和子（ありまかずこ）様、

明治大学文学部教授の諸富祥彦（もろとみよしひこ）様、千葉県民生委員児
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童委員協議会評議員の澤田和子（さわだかずこ）様は本日御欠席です。 

なお、井内委員におかれましては、本日御出席の予定でございますが、遅れ

て到着される御予定です。 

また、財団法人千葉県青少年協会理事の鈴木明美様につきましては、平成

25 年 4 月 1 日から御就任いただく予定でございます。 

続いて、事務局の職員を紹介させていただきます。 

（事務局職員紹介） 

議事に入る前に、本日の会議の趣旨等について、事務局より説明願います。 

 

【事務局】 

お手元の会議次第を御覧ください。ただいま、委員紹介までさせていただい

たところです。この後、青少年問題協議会の概要につきまして簡単に御説明

いたしまして、議事に移らせていただきます。 

議事の一番目としましては、まず、副会長の選出をさせていただきます。 

二番目に、「千葉県青少年総合プラン」に係る評価方法についてですが、前

回の千葉県青少年健全育成計画では、「評価がしづらい」「時間を要する」等

の課題がございましたけれども、「もう少しスピーディーに、委員の皆様と話

し合える時間が欲しい」との御意見もございましたので、新しい評価方法に

つきまして事務局で案を考えてまいったところでございます。詳細につきま

しては担当者から説明させていただきます。 

次に、平成 25 年度千葉県青少年総合プラン関連事業表（案）についてです。

今回の青少年総合プランにつきましては、関連事業表を毎年度作成いたしま

して、年度ごとの関連事業表として公表する形を取っております。参考とし

て平成 24 年度版をお配りしておりますが、平成 24 年度は 100 事業でスター

トいたしました。同様のスタイルで、平成 25 年度版を作成する予定です。こ

の関連事業表につきまして、平成 24 年度版との違いにつきまして、担当者か

ら説明させていただきます。 

最後に、その他ということですが、こちらは来年度の協議会の審議事項につ

きまして、御意見を頂戴したいと考えております。 

その後、報告事項ということですが、平成 24 年度の主な実施事業というこ

とで、先ほどの戸谷部長の挨拶の中でも申し上げましたが、「ライトハウスち

ば」の約 8 か月の実績報告、それから、ネットパトロールの実績報告、それ

から当課で作成いたしました DVD「インターネットリアル」のダイジェスト版

を皆様にぜひ御覧いただきたいと思いまして、御用意をしてございます。 

本日の会議の趣旨につきましては以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 
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【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説明させていただきます。 

 

【事務局】 

それでは引き続き、本協議会の概要について御説明させていただきます。 

資料 1－1、資料 1－2、資料 1－3を御覧ください。 

千葉県青少年問題協議会は、地方青少年問題協議会法及び千葉県行政組織条

例に設置根拠を有する審議会で、現在の委員数は 15 名となっております。業

務内容につきましては、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的

施策の樹立につき必要な事項の調査・審議、及び関係機関の連絡調整、これ

は主に計画の策定・管理などを意味しております。 それから千葉県青少年健

全育成条例第 24 条の規定による知事の諮問事項の審議ということで、こちら

は有害図書の審議などを想定しております。 

最近の開催状況ですが、平成 23 年度はプランの策定作業がございまして、

企画検討部会を 2 回、青少年問題協議会の全体会議を 2 回開催したところで

ございます。 

今年度は、企画検討部会を 1 回、青少年問題協議会を 11 月に 1 回、それか

ら今回の協議会を 1回ということで合計 3回開催をしております。 

今後の開催予定につきましては、来年度以降は 3回程度開催をさせていただ

きたいと考えております。 

資料の次のページに、地方青少年問題協議会法と千葉県行政組織条例の抜粋

がございますので、御参考までに御覧いただきたいと思います。 

次に資料 1－2 について御説明いたします。今回、千葉県青少年問題協議会

に設置されておりました部会を廃止いたしましたのでそちらを御報告させて

いただきます。 

委員数の推移ですが、平成 20 年度から御覧いただきますと、当初 26 名の委

員の方がいらっしゃいました。 

出席者の方が非常に多かったので企画検討部会、指導育成部会という部会を

設置し、それぞれ部会長を設置して審議をしていたところでございます。 

企画検討部会につきましては計画についての検討を行っておりまして、指導

育成部会は有害図書、有害玩具、優良興行などの指定について審議をすると

いう内容でした。平成 23 年度から、委員の数が 15 名ということで多い時の

約半分に減ったということもあり、また、指導育成部会につきましてもここ 2

年ほど開催されていないという状況もありましたので、このたび、この 2月 1

日からは部会を廃止いたしまして、全ての議題を青少年問題協議会の全体会
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議の中で御審議いただくという形に変更をしております。 

それに伴いまして、資料 1－3 にございますとおり、青少年問題協議会の運

営要綱を改正いたしまして、部会の規定をなくすとともに、副会長の数も従

来は部会長さんが副会長を兼ねていらっしゃったので 2 名置いたのですが、

部会を廃止したということで副会長の数も 1 名ということで減らしておりま

す。 

以上でございます。 

 

【司会】 

要綱、規約が変わっておりますがよろしくお願いいたします。 

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である知

事が行うこととなっておりますが、本日欠席でございますので、副会長が選

任されるまで事務局が行わせていただきます。 

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。 

事務局から提案させていただいてよろしいでしょうか。 

それでは、木名瀬委員と、鈴木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。 

（二名了承） 

それでは、議事（1）「副会長の選出」に入りたいと存じます。 

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。 

 

【委員】 

今までと同様、明石委員にお願いしてはどうでしょうか。 

 

【司会】 

 ただいま、副会長の候補として、明石委員の御推薦がありましたが、皆様

いかがでしょうか。 

（異議なし） 

「異議なし」との声が上がりましたが、明石委員はお引き受けいただけます

でしょうか。 

 

【委員】 

はい。 
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【司会】 

それでは、明石委員に副会長をお願いいたします。 

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に

お願いいたします。それでは、よろしくお願いいたします。 

 

【議長】 

議事進行を指名されました明石です。 

それでは、引き続き議事を進めたいと思います。 

議事の 2番目「千葉県青少年総合プランに係る評価方法について」事務局か

ら説明をお願いいたします。 

  

【事務局】 

それでは、「千葉県青少年総合プランに係る評価方法について」御説明いた

します。 

資料 2－1をお開きください。 

評価方法につきましては、平成 24 年 8 月 24 日に開催いたしました第 1回の

企画検討部会において提案させていただき、委員の皆様から御意見を頂きま

した。 

その内容としては、「評価の対象を絞って効果的に行ってはどうか」「細かな

点で意見を言う機会を持っていただきたい」また「関係課とのやり取りがで

きないか」といったものでございました。 

頂いた御意見を踏まえまして、評価項目をプランの 12 の基本方策のうち、5

つの重点方策に掲げられている事業としてはどうか、と考えております。 

平成 24 年度の事業数は 53 事業となっております。なお、基本方策につきま

しては、プラン冊子の 17 ページに記載されておりますので御確認をお願いい

たします。 

また、評価方法につきましては、重点方策に掲げられている事業について、

評価シートを作成いたしましてこのシートを委員の皆様にお送りし、御意見

を頂いた後、関係課と意見交換を行っていただくことを考えております。評

価結果につきましては、頂いた御意見を記載した評価シートと意見を取りま

とめた意見・提言シートを作成し、関係課にフィードバックするとともに、

千葉県ホームページに公表することを考えております。 

スケジュールについてですが、4 月に評価シートを作成し、6 月に県民生活

課でチェックを行った後委員の皆様に送付いたしまして、その後意見交換、8

月に本協議会に結果を報告いたしまして関係課にその結果を送付し公表する、

という流れを考えております。 
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重点方策の事業課と事業数につきましては資料 2－2 に記載しておりますの

で御確認ください。 

続いて、評価シート（案）について御説明いたします。 

資料 2－3を御覧ください。 

評価シートにつきましても、企画検討部会において御意見が出されまして、

「事務局から、記載する上での視点を明確にしてほしい」ということや、「ア

ンケートに基づいて、説得力のある記載をしてほしい」「事業の広がりや、関

連した事業に対する意義づけを記載する。」といった御意見を踏まえまして、   

本書のとおりの様式ではどうかということで提案いたします。 

 

【議長】 

今、評価シートを踏まえた御説明がありましたが何か御質問、御意見ござい

ますか。 

では、私から伺いたいのですが、資料 2－3の評価シートがございますよね？

これは、千葉県全体の総合的な行政の評価シートがありますが、あのシート

とは結構異なるものでしょうか。それとも同じなのでしょうか。 

 

【事務局】 

シート自体は異なるものです。当課独自と申しますか、他課のものを参考に

しながら簡素化した形で作成しております。 

 

【議長】 

わかりました。ということは、事業数が 53 ありますが、青少年問題は教育

委員会ですとか複数の部局にまたがっていますが、お互いの評価のパターン

が類似のものである場合は作成しやすいと思われます。そのような配慮はあ

るのでしょうか。それとも、今回の青少年問題協議会独自の記入しやすい方

法として三つの視点が来たのでしょうか。 

 

【事務局】 

後者のとおりです。 

 

【議長】 

事業の実施計画、事業の成果、課題、問題、今後の方向性、委員の意見にな

りますよね。 
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【事務局】 

総合計画の評価につきましては、青少年の健全育成とは評価の視点が異なる

部分もございます。また、例えば目標値を明確に設定するとか、数値的な目

標が評価対象になるという部分もございまして、青少年総合プランと評価の

マッチしない部分がございます。私どもとしましては評価シートを基にいた

しまして、委員の皆様と関係課がより協議を深めていただきたい、そのため

の一つの手法と考えております。 

 

【議長】 

わかりました。各委員の方々も 4番目に意見を述べられるでしょうが、その

前に事業の成果について、よくアウトプットとアウトカムと言われますが、

その二つがあると委員の皆さんも意見を述べやすいと思います。ある事業を

行って、インプットに対してアウトプットがあり、「いいな」と思うでしょう。

その次に波及効果がありますよね、じわじわと効いてくるという。最近、国

等ではアウトカムの評価が非常に大事であるということを言われています。

そういったものを、こちらの文章を読むとわかります。どの程度効果があっ

たか、また、事業を実施したことによる影響、他の事業に対する広がり   

等、私はこれがいわゆるアウトカムであると思っています。 

そういったことを意識して書いていただくと委員の方々も言いやすいしキ

ャッチボールがしやすいですね。以上、付け加えます。 

 

【事務局】 

ありがとうございます。その部分については、担当課に対しシート記入の際

に十分説明を行いたいと思います。 

 

【議長】 

もう一点、53 の事業を評価しますが、国の補助金と県独自の財源の比率が

あると思いますが、そういった点を明記していただくと委員の方々も意見を

言いやすいといいますか、例えば「ライトハウスちば」は県独自の事業です

よね。そのように、全て県独自の財源の事業と、国の補助金と県独自の財源

が半々の事業ですとか、例えば商工労働部などは財源の大半が国の補助金の

事業があると思います。 

県独自の事業なのか、国とタイアップした事業なのか、そういった部分を担

当課で事業の実施状況を記入する際に加えていただけるとよいと思います。 
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【事務局】 

関連事業表のほうで国の事業なのか、県単独の事業なのかということは整理

しておりますので、その内容が評価シートを御覧いただいた際にすぐわかる

ようなスタイルを検討させていただきます。 

 

【議長】 

その他はございますか。なければ 3番目の議題に移りたいと思います。 

平成 25 年度千葉県青少年総合プラン関連事業表（案）について、事務局か

ら説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 

平成 25 年度千葉県青少年総合プラン関連事業表（案）について御説明いた

します。 

資料 3－1 を御覧ください。青少年総合プランでは 3 つの柱、6 つの基本目

標、12 の基本方策を基本的な考え方としておりますが、この基本方策ごとに

施策の方向性を記載するという構成になっております。 

プラン本冊の 19 ページ第 4 章、施策の基本的な方向を御覧いただくとお分

かりになるかと思いますが、ここでは 12 の基本方策ごとに施策の方向性を記

載しております。この方向性に沿った事業を関連事業として毎年作成し公表

することとしております。 

平成 24 年度関連事業表は参考としてお配りしたところですが、100 事業を

対象といたしました。平成 25 年度につきましては、105 事業となりました。 

基本方策ごとの事業数は、資料 3－1 のとおりでございます。新たに加えた

事業が 11 事業、平成 24 年度での終了事業が 6事業ございました。 主な新規

事業としましては、ボランティア活動の推進として 2 事業、また、子ども医

療費助成と奨学金の貸付制度につきましては、施策の方向性においてもすで

に記載されておりましたが、関連事業として記載されておりませんでしたの

で、平成 25 年度から記載いたしました。平成 24 年度での終了事業につきま

しては、主なものとしましては、文部科学省の委託事業ですとか、ボランテ

ィア活動の推進に関しまして、事業の統合を行ったものでございます。 

平成 25 年度の関連事業といたしまして、資料 3－1に案としてとりまとめま

したので、御意見を賜りまして作成・公表することとしたいと考えておりま

す。以上でございます。 

  

【議長】 

千葉県青少年総合プラン関連事業表（案）について、説明がありましたが、
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何か御質問・御意見等ありますでしょうか。 

 

【議長】 

では、私のほうから二点ほど質問させていただきます。 

（2）では 53 事業に絞って評価をするということでしたが、今回は平成 25

年度について 105 事業が関連事業を対象とするということで、評価をする際

にはここから対象を絞って行うということですね。 

今年度からの新しい委員の方もいらっしゃるということで、整理させていた

だきますが、24 年度が 100 事業あったものが、25 年度は 105 事業に増えたと

いうことで、資料 3－1の 3つの柱がある中で 2つに減ったということでしょ

うか。第 1の柱では 24 年度に比べて 2事業減っていますが、第 2の柱では増

えているというように、非行犯罪防止の 7 番が 3 つ増えています、その上で

の子どもの貧困問題についても 2 つ増えていますというような、そういった

流れになっております。 

資料 3－1 の 1 ページで県単の「○」というのは全て千葉県が独自にやった

ことなんですね。 

そうすると、基本施策の 3「ボランティアと子ども医療費助成」と次のペー

ジの基本施策 3 の「家庭におけるＤＶ防止」も県独自であると。ＮＰＯ月間    

普及月間も県独自、次のボランティアシンポジウムも県独自ですね。他はほ

とんどが国とのタイアップ事業ということになりますね。 

そうしますと、資料 3－2 の関連事業表がありますが、色違いの赤で表示さ

れているものは何でしょうか。 

 

【事務局】 

赤字は今年度新しく入った部分を表しております。 

関連事業につきましては、昨年度 100 事業ということでスタートさせていた

だきましたが、昨年度の関連事業の中に、本来掲載する必要がありながら漏

れてしまったものがありましたので、今年度はそういったものを含めまして

担当課に確認の上修正をしたところでございます。ですので、新規のもの全

てが県としまして全く新しい事業という訳ではございませんが、平成 24 年度

と比べて新しく追加となった事業につきましては新規事業ということで記載

をさせていただきまして、合計 105 事業という形になりました。 

来年度、この重点方策に記載されている事業、ほぼ同数であると思われます

が、これを委員の皆様に評価頂くというスタイルになるかと思います。 

重点方策は、基本方策のうち№1、№5、№7、№10、№11 になっております

が、それぞれの事業数につきましては、非行被害立ち直り支援が 3事業増加、
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他の方策につきましては変わらないようになっております。例えば、関連事

業表№97 の青少年ネット被害防止対策事業ですが、青少年問題協議会では 11

月にも皆様に御紹介した事業ですが、ネットパトロールを行うもので、昨年

度までは国庫財源でしたが、来年度は県単事業ということで県で予算措置を

行い、継続してまいります。このように、財源を国から県に移して続けるも

のもありますし、事業の入れ替え等はありますが、大枠としましては昨年度

とあまり変わらない予算・事業が確保できたのではないかと考えております。 

 

【委員】 

県単事業は市町村の中で先行している事業があると思いますが、県しか実施

していない事業と、県と市町村とで重複して行っている事業があるかと思い

ます。その評価をどうするかというのは難しい点ではないかと思います。 

その辺りを区別できたらよりよいのではないかと思います。例えば、子ども

医療費は中学生まで入院通院とも全て補助となっている市町村もかなりあり

ますので、県は残念ながらかなり遅れております。そういったものの扱いを

どうするかという問題があります。 

 

【議長】 

そういったものもこの中に明示していただけるとありがたいと思います。 

 

【事務局】 

ありがとうございます。市町村の実施事業について全て把握しておりません

ので、来年度の課題としてそれらを把握していくことに努めてまいりたいと

思います。 

青少年問題について市町村との連携が大切であるということは感じており

ますが、至らないところがありますので市町村会議の場などを通じて連携を

深めたり、情報を得たいということを考えております。 

 

【議長】 

事業一覧で当初予算額が明示されている所と何も記入されていない所があ

るが、後者は担当課から回答がされていないのか、例えば№27 セクハラ実態

調査の実証及びセクハラ相談窓口の整備について、担当が教職員課管理室で

すが、これは、事業は存在するが把握できていないということでしょうか。 

 

【事務局】 

例えば、ある事業の一環として行ったりですとか、事業として独立していな
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くても授業の一環として行うとか、課としての実施の方向があるので、当初

予算額として計上されていないといったような場合も含まれていると認識し

ております。 

 

【議長】 

当初予算として明示されているところとそうではないところ、例えば 6ペー

ジの№40 の小中高等学校のキャリア教育推進事業は、国、文部科学省から予

算措置されるので記入がないということですか。 

 

【事務局】 

キャリア教育推進事業ということで予算措置されていなくとも、授業の中で

キャリア教育を推進するという場合は、キャリア教育推進単独で予算を計上

できない場合があるので記載されていない場合がございます。再度指導課に

は確認をいたします。申し訳ございません。 

 

【委員】 

見落としているかも知れませんが、新規事業としてスクールソシアルワーカ

ーを配置するという事業があったと思うが含まれておりますか。千葉県も配

置するということで予算化しているはずですが。それは評価対象とするとい

うことが大切ではないかと思います。 

 

【事務局】 

№21 の実施計画に含まれております。 

 

【議長】 

これは、何名ということは決定していないのでしょうか。千葉市は決まって

いたと思いますが。 

 

【委員】 

各地域振興事務所に 1名ということであったと思います。各市町村に 1名ず

つくらいでもいいという話をしたと思いますが。 

 

【議長】 

今一番の課題としては、スクールソシアルワーカーを養成する機関が少ない

ということが挙げられます。社会福祉と学校の両方がわかる方が非常に少な

くて困っているということがあります。関連事業表には載っていますが。 
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【議長】 

他にないようでしたら、このような形で事業を実施させていただきたいと考

えております。 

では次に、その他にまいりますが、事務局から何かございますか。 

 

【事務局】 

青少年問題協議会の来年度の日程につきまして、先ほど御説明しましたとお

り 3回程度開催したいということで考えております。 

これまで、私どものほうで議題を提案させていただきまして、御審議いただ

いていておりましたが、最近の青少年を取り巻く情勢を考えました時に、委

員の皆様から、来年度ぜひこういった問題を審議すべきではないかといった

御意見を頂戴したいと考えております。私どもで青少年問題協議会の計画に

ついて作業してまいりまして、その計画の他に今年度はネットパトロールで

こういったことがありましたとか、千葉県の青少年行政の進め方について皆

様に御説明しながら進めてきたところでして、千葉県青少年総合対策本部と

いう庁内横断組織がありますが、この中で今年度児童ポルノ対策ワーキング

チームというものを設置いたしまして、児童ポルノについての検討ができる

組織を作ったところです。児童ポルノについても被害が多発しているという

ことは皆様御存じのとおりだと思います。その中で御専門の委員の皆様から、

来年度特にこのようなことを審議して、こういったことを県に対し議題とし

て掲げ、対策を講じるべきではないかという御意見がありましたらぜひ頂戴

したいと考えております。よろしくお願いいたします。 

 

【議長】 

御自身の専門分野や、興味・関心の範囲で千葉県の施策としてこのようなこ

とを取り上げてほしいというような御意見がありましたら伺いたいと考えて

おります。 

白﨑委員から一言ずつお願いできればと思います。 

 

【委員】 

昨年度の計画策定時には色々意見を述べさせていただき、それを計画の中に

盛り込んでいただいたので今のところ特にはありませんが、平成 24 年度の実

施の状況がどうであったかということを伺いたいと思います。 

 

【議長】 

わかりました。萩原委員、突然で申し訳ありませんが記者としての感覚でい
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かがでしょうか。 

 

【委員】 

この委員に選んでいただいたのは、ちば教育大賞の事務局長を務めるという

ことで県のほうで白羽の矢が立ったのかなと思っておりますが、ちば教育大

賞は自立支援教育がテーマでして、子どもたちや若者の自立支援という立場

から色々な県内の優れた教育現場の人達と連携した事業について表彰をして

おります。 

私が知っていますのは総合プランの中のごく一部だけでありますが、その中

で、学校現場では子どもたちに色々な体験をさせるということが教育上よい

ということがしばしば言われたり、あるいは地域に出て大人と一緒にコミュ

ニケーションを取って一緒に何かをする、あるいは大人たちが子どもたちの

様々な意見を聞いていくというようなことがよく言われます。その中で特に、

子どもたちの置かれた状況であるとか主張、意見というものをただ聞いてお

くだけではだめで、それが行政の施策の中にしっかり盛り込まれて実際に動

いて成果が出た、それがまた子どもたちにフィードバックがあって初めて

様々な取り組みの効果が出るという話を教育大賞の審議の過程で聞いてまい

りました。そういったときは諸外国のモデルが紹介されまして、イギリスや

フィンランドといった国で、子どもたちの意見を吸い上げる国としての仕組

みがあったりしてですね、あるいは子どもたちを強力に後押しする立場が国

あるいは自治体に制度的に定まっていたりですね、日本とはずいぶん違うん

ですけども、そういったものをぜひ作れないかということがいつも言われて

います。 

もしかしたら、合同教育の中にそういった仕組みがあるのかも知れませんが、

ぜひ、こういったプランを展開する中で子どもたちの意見を県の施策の中に

盛り込むべきものは盛り込んでいただきまして、それをまた、盛り込んだと

いうことを子どもたちに打ち返してですね、どういう成果があったというこ

とを示せるような方向性があったらいいのではないか、ということをいつも

考えております。 

 

【議長】 

記者というお立場からの提言ありがとうございました。ては、髙橋委員、Ｐ

ＴＡ活動を含めて御指摘ございますか。 

 

【委員】 

はい。県のというよりも旭市のＰＴＡでありますが、地元のオヤジとしてと
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いうことになりますが、一例を挙げますと震災以降ですね、絆を作ろうとい

うことで小学校区の中で、それまでばらばらに活動していました子ども会で

すとか、青少年育成部隊あるいは地区の長老たちを含めてですね、色々な垣

根を越えて地域の問題を話し合おうという機運が生まれてきたとところが強

くあります。 

翻ってですね、県でもＰＴＡ会などやっていまして思いますのは地域の教育

力を向上していくということで、県でしかできないことももちろんあると思

いますが、地域の中で教育課題ですとか、発見し共有していく力というもの

を各地域が持たなければいけないなということをすごく思っています。 

どこぞのコンビニでとか、ああいった雑誌ですとか、そういったものが店頭

に置かれて地域で起きてくる話ですので、地域の中でそういった問題を共有

し、また、それを解決していくという流れになっていくということが私は問

題解決の上で一番大事なことではないかと思っているのですが、その上で制

度の上で後押しして頂けるようなサポート、あるいは地域の中でリーダーシ

ップを取っていけるような人材をですね、本当は地域の中で自然発生的に出

てくるのが一番なのでしょうけども、なかなか難しい面もありますので。 

例えば社協などですと、フォーラムですか。地域課題を話し合う場面があり

ますけども、そういった地域の青少年問題を扱うフォーラムづくりみたいな

ものを各地に推奨していくというのも、一つの方法なのではないかと思いま

す。 

 

【議長】 

絆づくりを深めていくための地域の協力という、ボーイスカウトでも地域力

があるそうですが、ありがとうございました。では、木名瀬委員何かござい

ますか。 

 

【委員】 

青少年相談員ですが、3月で第 17 期が終わりまして、4月からまた新メンバ

ーで第 18 期が始まります。 

来年は相談員制度が 50 周年となりまして、今は実行委員会を作り準備をや

っておりまして、今までは相談員だけの全体で集まりがあったんですけども、

今回は50周年ですので子どもたちを各市町村から連れてきて大きなイベント

をやろうと思って今考えているんですけども、予算が付かなそうで、予算を

付けて頂きたいというお願いをここでしようかと思います。マリンスタジア

ムを借りてイベントをやろうかなということで、だいぶ盛り上がって毎月話

をしているところです。 
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【議長】 

子どもが参加というのはいいですね。 

 

【委員】 

各市が 20 から 30 人くらい連れてくれば、2,000 人くらい集めてこられるで

あろうということで今考えています。 

 

【議長】 

木名瀬委員、小中学生に聞いてほしいんですけども、青少年相談員を知って

いますか？と聞いた場合、何％くらい知っているんでしょうか。 

 

【委員】 

市町村によって大分違うと思いますが、うちの市は 8年ほど前からドッジボ

ール大会を各学校で始めて、両親も祖父母も応援に来て、結構大きな大会に

なっていて、結構知られていると思います。 

 

【議長】 

来年は 50 周年ということで、記念事業として、千葉県全体として、子ども

たちに青少年相談員と補導員を知っているかと知名度を聞いてみると面白い

のではないでしょうか。善いことをして頂いているのですから。 

では、続けてまいります。 

 

【委員】 

私は、二年ほど前にライトブルー少年賞の選考委員を務めさせていただきま

して、その時に感じましたが、こんなにも素晴らしい賞があまり知られてい

ないのではないかと、私自身も知ってはいましたがあまり深くは存じあげて

いませんでした。青団協に持ち帰りまして、何とか我々の団体の中でも広め

ていきたいと。子ども会やボーイスカウト、ガールスカウトは過去にも受賞

対象になったことがありますが、その他にも多くの団体で素晴らしいことを

やっている、例えばＢＢＳ連盟という団体もありますけども、これは保護観

察を受けている少年少女をはじめ、様々な悩みを抱えている子どもたちの話

し相手になるお兄さん、お姉さんの集まりなんですけども、あるいはＹＭＣ

Ａですとか、素晴らしい青年が活動している、こういった人たちが受賞の対

象にならないのかなということで検討させていただきまして、今、県民生活

課さんとも連絡を取りながらですね、広く対象を拡げていくということが私

たちができる「620＋1（ワン）」になったらということで、このプランにも掲
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載させていただいていますが、広く県民に広報していくという趣旨にも乗っ

ておるのかなと思っております。 

 

【議長】 

ありがとうございます。では富山委員お願いいたします。 

 

【委員】 

最近騒がれております問題としまして、いじめの関係、それから体罰の関係、

子どもの自殺といった問題がある訳ですけども、実際に青少年の問題を解決

していこうと思った時にいつもぶつかってしまうのは、子どもだけを色々な

部分で見ている訳ですけれども、そうではなくて、大人の方に目をやってい

かないとなかなか子どもの問題というのは解決できないのではないかと思っ

ているんです。特に体罰の問題などは新聞などにもこれはＯＫ，これはだめ

というように色々出てきましたけども、実際に理想的な形で今言われている

ようなことをやったならば、本当に問題を解決できるのかどうかという部分

では、色々な人のお話の中から考えると非常に難しいのかな、ということを

考えております。ですから、そういうような部分の内容については、うまく

意見交換するようなセクションがあれば本当にいいのではないか、というこ

とを感じております。 

 

【議長】 

ありがとうございます。では田中委員お願いいたします。 

 

【委員】 

家庭裁判所で調査官という仕事をしておりますので、主に非行少年と付き合

う、ということが多い訳ですけども、色々な問題を抱えている家庭に非行少

年が出てくることが多いのですが、単純な問題ではないんですね。元々虐待

のある家庭に育っていって、そこには貧困というものが潜んでいて、それで

本人の資質の問題もありますが低学力とかそういう問題があって、進路を決

める際にもごくオーソドックスな進路さえ見出せないような、その中で結局

非行少年たちが自分の活躍できる場がそういった所しかないということで非

行を繰り返すということがあります。で、こういう委員をさせていただきま

して日頃考えていることを率直に申し上げますと、それぞれの取り組みはい

い狙いがあって行われているんですが、なかなかその相互の繋がりというも

のが弱いのかなという気がいたします。 

一人の少年に付き合っていくのには、例えばこの子に仕事を教えてくれる人
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がいればもっとこの子は活躍していけるだろうに、と思いながらもなかなか

家庭裁判所の場では仕事を教えるということができませんので、なかなかう

まく連携が図れないということがあります。仕事をし、それから家庭が社会

から孤立していますから、その家庭を支援するソーシャル・ネットワークに

組み入れていくという働きが必要であって、そういったことが有機的に繋が

って初めて非行少年たちが立ち直っていく、ということになるものですから、

現場の人間はできる限りのことはしているんですけども、それを県単位に広

がる形で支援できるようなシステムができていくと、こうした事業も相互に

結び付いて実りあるものになるのではないか、そういったことを日頃感じて

おります。 

 

【議長】 

ありがとうございます。では中台委員お願いいたします。 

 

【委員】 

今、田中委員のお話がありましたけれども、いじめ問題など考えております

と、今度、国のほうでいじめ防止対策基本法というものを作る動きがあるん

ですけども、これに都道府県市町村の長の 65％が反対なんですね。 

法で、あるいは条例で縛ってしまうと教職員が余計に固くなってしまうので、

他の方法でいじめ防止を考えるべきではないかという意見があるんですね。

そうすると今言ったような、横のつながりを考えるべきではないかと思うん

ですね。例えば、自助・共助・互助とか言いますが、互助とか共助の部分で

どういう風にネットワークが組めていい対策ができるかといったようなこと

をですね、考えていかなければいけない、そういう部分がちょっと足りない

んではないかと。ですから、例えばセクショナリズムの典型的なものは、男

女共同参画社会で女性の社会進出をどんどん奨励しておりますけども、その

分家庭教育がものすごく疎かになってしまっていると。 

ですから、男女共同参画社会で女性の社会進出をするのであれば、男の責任

も含めて、家庭をどうするんだ、といったことを一方でもう少し考えていく

ということをやらないと、どんどん子どもが置いてきぼりになってしまう、

というようなことがあります。 

私は先日終わったばかりの議会の予算委員会で質問させてもらったんです

けども、やはり家庭教育の重要性というものをもっと真剣に考えないと、い

じめも原因究明の際に学校現場で「教職員が悪い」「学校が悪い」「教育委員

会が悪い」「管理体制が良くない」ということばかり言いますけども、家庭の

ことについては一切触れていないんですね。 
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家庭が、プライバシーの保護ということで守られているのかも知れませんけ

ども、もう少し家庭がしっかりしていれば、早期発見という予防面でものす

ごく効果が上がるはずなのに、それがどこもそういうことを否定していない

という、妙な関係がありますので、それを意識啓発していかないとまずいの

ではないか。今、親学ということですごく勉強しています、今度、21 日に千

葉の青年会議所が親と子の講演会をやるのですが、参加しようかと思ってい

るんですが、いくら勉強してもそこに出てくる親は問題ないんですが、そこ

に出てこられない親に対してどうするんだということを今言ったような協力

も含んでカバーしていかないと、青少年の本当の根っこの健全育成には繋が

らないんではないか、そこのところをもう少し啓発するような事業がほしい

のかな、そういう感じがしています。以上です。 

 

【議長】 

ありがとうございました。では私の方から 4点ほど申し上げたいことがあり

ます。 

1 点目は、千葉県は引ったくりが多いですよね。あれを、引ったくり数を減

らすようなですね、まさに警察だけにお任せしてはできないので地域の力も

含めてですね、例えば、千葉と船橋ですとか、松戸とか非常に高いところが

ありますよね、都市部を含めてどうするかというような、結局引ったくり数

が独り歩きすると、千葉県に人が集まってこないんですね、すると税金が落

ちないという面がありますから、要するに県民運動として、たまたま引った

くりというところに入っていって、田中委員も申し上げている地域の絆づく

り、髙橋委員もおっしゃいましたけども、一般論ではなくて、何か具体的な

ものに焦点を当ててそこから絆を作っていくというのもありかなと。例えば

私千葉南に住んでいますけども、夕方 6 時半には皆拍子木を持ってですね、

ボランティアでやっている方がいらっしゃるんですよね。ああいったものを

興していくと、すべてとは言いませんけども、改善するかなというのが 1 点

目です。 

 

2 点目はですね、萩原委員もおっしゃっていますけども若者の社会参画とい

うものがですね、私が内閣府のほうでやっているんですけども、県レベルは

非常に弱いんです。神奈川県がやっていますけども、予算が 2 年目までは付

いて、3年目は付かないからしぼんでしまうですとか。市町村は結構やってい

ます。小さな町の中で和歌山のある町ですとか、三重の町とか、そういう若

者参加を具体的なレベルで考えていかなければいけないかと思っているんで

す。それを県がやるのか、市町村がやるのかは別としてですね、県として、
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これから若者の社会参加をどうするか、日曜日に知事選挙ありますよね、相

当投票率下がるんじゃないかと思って。と言うのも若者が政治に関心を持っ

ていないという、非常に危機的場面だということが気になります。 

 

で、3番目がですね、田中委員のお話にもありましたが、子どもの貧困層と

いうのが 15％います。この中にも出てきますけども。一般論ではなくて学校

レベルでいいますとですね、給食費を含めて免除されますよね、準要保護と

いう。私は、準要保護率が 15％を超えたら、学校だけの問題ではありません

よという。そうするとですね、大体家庭がしんどい。で、保育とか教育がで

きていないと。それに対してですね、15％の地域は重点的に税金を投入して、

まず、教頭・校長にいい人を持ってくる。で校長に人事権を与えるとか、Ｐ

ＴＡもそれを応援していくとか。そうしていかないとですね、もう、ますま

す格差社会が出てくるなという、そういう非常に困難な家庭とか、地域とい

うものがございます。それを、どうやってサポートしていくかという仕組み

づくりをですね、やらなければいけないかなという。それを市町村にお任せ

するのか、県でモデルを作ってやるのかということがあります。 

 

4 番目がですね、さっき中台委員が御指摘されましたけども、今日の委員の

中でも、児童民生委員とＰＴＡと青少年相談員と青少年補導員とありますよ

ね、このトップ層はこういう形で顔見知りになりますけども、実務担当者は

自分のエリアで誰がＰＴＡ役員で、誰が青少年相談員で誰が青少年補導員で

誰が児童民生委員ということはどのくらい横の連絡を取っているのかな、た

だそれは県が取ればできると思うんですよ、だからそれぞれの各セクション

で研修会をやっていますよね、青少年相談員も。それも大事だけれども、違

う児童民生委員と青少年相談員と青少年補導員とＰＴＡも集まっていただい

て、共通な研修をやるとか。で、研修だけではなくて情報交換会でお互いが

顔を知ることで、地域で起きた問題にすぐ対応できるというか、それぞれの

セクションではよく知ってらっしゃると思うのですが、いかがですかね。 

 

【委員】 

野田市は中学校ごとに連絡協議会を作って、私の所は中学校の会長をやって

いますが、地区の小学校とか民生委員、色々な自治会、防犯協議会全部で 30

何団体集まって年 2回ですけどもやっています。 

 

【委員】 

市町村民会議というのがあるんですよ、青少年健全育成のための。そこには
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そういった全部の組織の人たちが網羅されて出てくるんですよね。そこで、

ああ、そういった組織があるんだ、ということがわかるんですけども、それ

が浸透しているかですね。 

 

【議長】 

それは、トップ層だけでしょう？ 

 

【委員】 

組織的な繋がりのところですよね。お互い、どんなことをやっているか。 

 

【議長】 

同じことをされているのでしょうけど、相当善いことをされているのでしょ

う？ 

ただ、市町村民会議はトップ層が見えるのでしょうね。 

 

【委員】 

ただ、そこで出た宿題を持ち帰って、各団体ごとに対応を協議して、また報

告検討会のようなものはありますけども。横の連絡がなかなか難しい。 

 

【委員】 

浦安市もやはり中学校区ごとに健全育成連絡会というものを持っていて、定

期的に集まって、意見交換をしています。基本ベースでは全員出席ですが、

都合の悪い方もいますので、そういった方は欠席ですね。 

 

【委員】 

たぶんそこで核になっていくのは、将来的には学校ソーシャルワーカーなん

ですね。それぞれの地域の、それぞれの役割を持った方々とどうコーディネ

ートしていくかという。そうすると困っている子ども達に対する手助けにな

っていく。たぶんそれを描いての学校ソーシャルワーカーだと思いますけど、

そこまで機能している都道府県は、あまりまだないんですね。 

私も呼ばれて行くことはあるんですが、「まだ勉強している段階です」とい

うところがほとんどかな、という気がします。 

 

【委員】 

各地域で、子ども会の組織率がものすごく悪いんですね。 

青少年相談員も、子ども会がきちんとしているとそこへ行って指導的立場で、
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色々活動を指導したり、支援したりできるんですが。子ども会がないとなか

なか難しい。 

 

【議長】 

この青少年問題協議会に、県子連の方が入っていませんからね。 

市町村にも頑張ってもらうんですが、県として何かそういうコーディネータ

ー育成のような研修会をやるとかというテーマもあるかと感じました。それ

は中台委員もおっしゃるように、市町村の役割と県の役割を区別してお金の

面でも、県単独と市町村が持つものと。で、研修は県がやるとかですね。そ

の辺をまた考えてもらえると。 

 

【委員】 

モデル地区を作ってもらって、そこでの成果を各市町村に伝えてもらうです

とか。 

ただ、千葉県は北総と南総で全然自治体の感覚が違いますから、そういった

特徴を持った所をいくつかモデル地区に指定してもらって。その成果をぜひ

教えてもらえればと。 

県だったらできると思うんですよね。 

 

【議長】 

色々な意見を頂きありがとうございました。 

今までの御意見を参考にさせていただいて、また、事務局と協議して、25

年度のプランを作っていきたいと思っております。 

では、次に報告事項に行きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

【事務局】 

皆様、貴重な御意見ありがとうございました。今後の事務の参考とさせてい

ただきます。 

では、報告事項ですが、まず、ライトハウスちば（子ども・若者総合相談セ

ンター）について、次に、ネットパトロールについて、それから、若者の適

切なインターネット利用推進啓発 DVD について、以上、3点ございます。 

 

ライトハウスちば（子ども・若者総合相談センター）について 

（資料 4により説明 木村室長） 

ネットパトロールについて 

（資料 5により説明 長谷川主幹） 
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若者の適切なインターネット利用推進啓発 DVD について 

（資料 6により説明 長谷川主幹） 

 

【議長】 

ありがとうございました。その他として意見等ございますか。 

それでは、ないようですので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。 

  

【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、6月頃

を予定しております。 

日程につきましては、改めて調整させていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

以上をもちまして、「平成 24 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。 
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