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平成 25 年度第 1 回 

千葉県青少年問題協議会 

 
日時   平成 25 年 9 月 9 日（月）午後 2 時から午後 4 時まで 
場所   千葉市ビジネス支援センター13 階 第 1 会議室 
出席者数 8 名 
出席委員 明石要一委員、井内清満委員、萩原博委員、武田正光委員、田中敏政委員、

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  

３ 委員紹介等 

４ 議 事 

(1)千葉県青少年総合プラン平成 24 年度関連事業評価について 

(2)その他 

５ 報告事項 

(1)千葉県子ども・若者総合相談センター「ライトハウスちば」の平成 24 年度活動実

績について 

(2)千葉県青少年総合プラン平成 25 年度関連事業について 

(3)地方青少年問題協議会法の改正に伴う会長・副会長の選任について 

６ 閉 会 
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【議長】 
それでは、議事（1）「千葉県青少年総合プラン平成 24 年度関連事業評価」に入ります。 
本件は、プランの重点方策 53 事業につきまして、各課から提出された評価シートを基

に委員と事業担当課との間で意見交換を行うものです。 
概要について、事務局より説明をお願いします。 

 
【事務局】 

 まず、重点方策 1-1-1、計画番号 4「いきいきちばっ子コンテスト『遊・友スポーツラ

ンキングちば』」の実施です。 
（【資料 1-1】により当該事業の概要を説明） 

 この事業に関しては、お二人の委員の方から御意見をいただきました。 
（【資料 1-2】により委員意見を紹介） 

 
【議長】 

ただいま、お二人の御意見を紹介してもらいました。これについて、担当課から意見

がありましたらお願いいたします。 
 
【体育課】 

平成 19 年から事業を開始しておりまして、今年度の表彰については大網白里市立瑞穂

小学校が表彰されました。 
各学校ごとに、8 種類の種目をどれだけ記録更新したかによって表彰をしております。 
昨年度は、一昨年度と比較して若干参加校が増加しているということで、少しずつ定

着が図られているという状況でございます。 
 

【議長】 
ただいまの体育課の回答について、各委員から何か御意見ありますか。 
 
ないようでしたら私からいくつか申し上げます。 
東京都は同じ発想で、体力テストで全国平均を下回っていますが、危機意識を持って

各小学校で 1 日で 1 万 5 千歩を歩こうというガイドラインを設けています。 
それが今年 3 月の 1 年間の成果で、1 万歩しか達成できていません。子どもの歩く歩数

がガイドラインより 5 千歩少ないんですね。で、この 4 月から小学校で休み時間を 60 分

用意しましょうと。で、ともかく遊んでもらおうということをやっています。 
千葉県の場合はスポーツに限定していますが、これはいいと思います。スポーツとい

うと、種目が決まってきます。例えば業間休みなどでやるしかない。スポーツと遊びの

関係はどのように考えていますか。 
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【体育課】 
スポーツと遊びの区切りははっきりしていませんが、小学校に関しましては、通常の

授業と授業の間の 5 分から 10 分、業間休みが 15 分から 30 分を取ることができます。 
午前中 4 時間の 2 時間目と 3 時間目の間なんですが、昼休みは 15 分から 30 分くらい

取っている所があります。 
体育に力を入れている学校ですと、長い昼休みを作ろうということで、掃除の時間を 1

週間に 1 回省いたりですとか、40 分から 50 分の昼休みを取って自由に遊ばせていると

いう学校もあると聞いております。 
スポーツと遊びの線引きをするのはとても難しいことで、最近の子どもたちは室内で

の休み時間の過ごし方、今年のような厳しい暑さの中ということもあり、学校でも外遊

びを奨励しておりますが、今後とも力を入れてまいりたいと考えております。 
 

【議長】 
もう一点、体力が向上したとあるがどのようなデータに基づいて言えるのでしょうか。 
文部科学省の体力テストのデータに基づいて、参加した学校が 22％ありますが、参加

していない学校とのグループ分けをして、何かデータに基づいて参加校が伸びたという

記録があるのでしょうか。もしくは単なる印象なのでしょうか。 
 

【体育課】 
文部科学省については、体力・運動・運動習慣等調査を毎年行ってきまして、その中

で千葉県の平均点が毎年上昇しているという現状がございます。 
それから、千葉県独自に行うスポーツテストですが、毎年県内の全小・中・高等学校

について調査をしております。それについて 8 種目の合計点・平均点が年々上昇してき

ているところです。それを基に子どもたちの体力が少しずつ向上していると判断してお

ります。 
 

【議長】 
できれば、スポーツランキング実施校と実施していない学校とを比較して、前者の方

がより伸びが大きいということがわかるとよいと思います。 
千葉県は全国でも有数の体力が高い県です。その中でもこの 22％のグループが伸びて

いるという根拠が出てくると、先生方ももっと勇気づけられるのではないでしょうか。 
 

【体育課】 
貴重な御意見ありがとうございます。 

 
【委員】 

運動が決定的に苦手な子どももいると思いますが、逆上がりができない、泳げない、

あるいは体が弱かったり、体型の問題であったり、そもそも体を動かすのが嫌いですと
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か。そういった子どもに対してランクを付けることで、子どもの運動に対する意欲が高

まると言っていいのでしょうか。 
そういった子どもについて何か別の方策を考えておられるのでしょうか。 
この事業とは別にそういった所にも目を向けていただいているのでしょうか。 

 
【体育課】 

「遊・友スポーツランキングちば」の種目ですが、クラスで行うものとグループで行

うものがあります。ランキングにつきましては、県に報告するものについては、今の記

録より少しでも上がれば報告するということにして、数の多い所については表彰したり、

ベスト10に入ったものについては県のホームページに計上するということで自分たちが

目標を作りやすいというものがあります。相手というよりも自分たちで努力したという

もので少しずつ学級作りに活かしていくという報告があります。 
先日もある学校から「二学期になったら『遊・友スポーツランキングちば』の種目に

取り組み、学級経営に活かしたい」という電話をもらったりということがありました。

運動を速さや数というものではなく、コミュニケーションの場として人間関係づくりを

深められたらということで、例えば、みんなで連続縄とびのようなものでコミュニケー

ションを広げながらみんなで体を動かしていく、そういったものの延長で体力が向上す

るというものを考えております。 
 
【議長】 

では、次の事業に進みます。事務局から説明をお願いします。 
 

【事務局】 
 それでは、次の事業です。重点方策 1-1-1、計画番号 7「千葉の食文化まるごと体験」

です。 
（【資料 1-1】により当該事業の概要を説明） 

 この事業に関しては、5 人の委員の皆様から、御意見をいただきました。 
（【資料 1-2】により委員意見を紹介） 

 
【議長】 

5 人の方から御意見がありましたが、文化財課いかがでしょうか。 
 
【文化財課】 

この事業は博物館の通常の事業として行っているもので、青少年健全育成そのものを

目的とした事業ではありません。ただ、博物館は全ての人に広く開放されているものな

ので、青少年を除外するわけではないが、内容との関係もあり募集順で人数を絞らざる

を得ない結果、中高齢者の割合が多いという実情があります。 
実施している関宿城博物館ですが、中高齢者の方の中には子どもに教える目的で受講
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している方もいらっしゃるということなので、記録には現れていませんが家庭内での対

話により体験を伝えるという結果になっている可能性はあります。 
また、本日御欠席の有馬委員から、「会場となった博物館を若者たちが身近に感じてい

ないということも原因だったのでしょうか」という耳の痛い御指摘を頂いておりますが、

当課としても博物館にできるだけ若い方に来ていただくため、「ちばっ子関心プロジェク

ト」という、県内の国公私立小中特別支援学校新入生の保護者の方の入館料を無料にす

るという招待券の配布事業を行っております。 
今年度で 2 年目になりますが、アンケートを取っていまして、初めて来館されたとい

う方が 7 割を占めているという実情がありまして、今後若い方も博物館に来ていただけ

るという若干の手応えは感じています。 
 

【議長】 
「千葉の食文化まるごと体験」という事業名は素晴らしいが、千葉の食文化としてこ

の 3 つは有名なのでしょうか。 
 

【文化財課】 
小麦まんじゅうは東葛飾方面で有名です。それから、こんにゃくは東総方面で有名で

す。 
 

【議長】 
千葉県はおいしいものがありすぎて、「これが名産である」というものがないような気

がします。千葉らしい食の発見や創造を知恵の多い文化財課の方でやって頂けると、多

くの子どもたちが参加してみようという気になるのではないでしょうか。食べることに

ついては子どもたちは大変貪欲ですので、頑張っていただければと思います。 
武田委員、流山・野田あたりで一番良い食べ物というとどんなものがありますでしょ

うか。 
 

【委員】 
みりんでしょうか。白みりん発祥の地ですので。 

 
【文化財課】 

みりんや醤油につきましては、流通経路ですとか、そういった企画展示は体験事業で

はありませんが、事業として行っています。 
 

【議長】 
体験事業まで持っていけると、小中学生も参加するかもしれません。 

 
【文化財課】 
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中身によっては、スポット的に体験も行っていますが、博物館の流れというのが、体

験の方向に向かっております。各館とも知恵を絞ってやっているところです。 
【議長】 

ありがとうございました。 
では、次の事業に進みます。事務局お願いします。 

 
【事務局】 

 それでは、次の事業です。重点方策 1-1-1、計画番号 9「放課後子ども教室推進事業子

どもの居場所づくり」です。 
（【資料 1-1】により当該事業の概要を説明） 

 この事業に関しては、4 人の委員から御意見をいただきました。 
（【資料 1-2】により委員意見を紹介） 

 
【議長】 

今の説明に対して、何か御意見はありますか。 
各委員の皆様、何か補足意見がありましたらお願いいたします。 

 
【議長】 

実施した市町村が 23 ですよね。参加しない市町村の不参加原因は何なのか。県と国の

予算が少ないからできないのか、コーディネーターの不足が原因なのか。 
問題視をしていないからやらないのか、この辺り、実施していない市町村の理由がわ

かりましたら御説明願います。 
 

【生涯学習課】 
平成 24 年度は 23 市町・146 教室、平成 25 年度は 25 市町・152 教室実施がありまし

た。なお、8 月に各市町に調査したところ、来年はさらに 1 市が参加予定であり、今年よ

り 11 教室増加予定ですので、放課後子ども教室は確実に増加傾向です。今後は、地域人

材とのパイプ役となるコーディネーター、スタッフの発掘・育成のための研修会内容の

充実、ホームページでの事例の紹介や啓発リーフレットの配布などを行い、事業の推進

を図っていきたいと考えております。 
また、質問の中にある「男女共同参画の機会の増強に繋がる事業で」という部分にお

いて、この事業を拡充することで、地域人材が活躍する場が増えるものと考えておりま

す。 
それから、指導員の資質の向上対策としては、学校支援コーディネーター研修講座を 1

期・2 期・3 期と 3 つに分けて行っております。なおかつ実施を教育事務所ごとに県を 5
つに分けまして、各地区で実施することで参加者が参加しやすい工夫をしております。 
児童家庭課が担当する学童クラブと放課後クラブのスタッフが一堂に会した研修会を

年 1 回実施しています。今年度は 8 月 27 日に実施しましたが、グループに分かれてプロ
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グラム作りを行い、「参考になった」「今後の活動に活かしたい」などの講評を頂きまし

た。 
また、スポーツについてですが、県で「ちばっ子育成事例集」という冊子を作りまし

た。ホームページにも載せてありますが、その活動例の中にはスポーツ活動は様々な形

で実施の報告がありました。で、スポーツ団体とも連携して実施しているか否かはこち

らではまだ把握していないところです。そのような連携事例がありましたら、コーディ

ネートの一つの方法として各市町に紹介していきたいと考えております。 
最後に、23 市町以外は実施していないのか、ということですが、これは補助金を受け

て実施しているということでありまして、実はこれ以外の市町でも市町独自で実施して

いるところが結構あります。これは国庫補助事業でして、国と県と市で 1/3 ずつ予算を出

し合って行う事業のデータとしてここに掲載しておりますが、全て市町の財源で事業実

施しているところもありますので、データは補助対象事業の数値としてお考えいただけ

ればと思います。 
 
【議長】 

ありがとうございました。例えば、商工労働部では国庫補助事業が多く、県単独事業

は少ないようです。ですので、国庫補助事業と県単独事業、市町単独事業がわかるよう

にして頂くと、県としてどういった青少年健全施策を行えばよいかが見えてきやすいと

思います。 
また、現在、国の方では子ども教室事業の財源を絞り込んでいる、そういった状況の

下でも参加しようという市町が存在する、そういった状況の県の努力は評価したいし、

単独事業でも行っているという市町の心意気も評価していきたいと考えていますのでよ

ろしくお願いします。 
 

【生涯学習課】 
承知いたしました。 

 
【議長】 

それでは、次の事業について、事務局よりお願いします。 
 

【事務局】 
それでは、次の事業です。重点方策 2-3-5、計画番号 45-1,2「子ども・若者育成支援事

業」、重点方策 2-3-5、計画番号 47「ひきこもり地域支援センター」です。 
（【資料 1-1】により当該事業の概要を説明） 
 この 2 つの事業に関しては、全部で 12 の御意見をいただきました。 
（【資料 1-2】により委員意見を紹介） 
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【議長】 
12 の御意見がありましたが、県民生活課いかがでしょうか。 

 
【県民生活課】 

計画番号 45-1,2「子ども・若者育成支援事業」について御回答いたします。 
引きこもりを含む困難を抱える子ども・若者への支援ですが、平成 22 年 4 月に「子ども・

若者育成支援推進法」が施行され、当県では、この法律に定められた都道府県の 3 つの

努力義務である計画策定、支援協議会の設置、総合相談窓口の設置、これを昨年度まで

に整備したところです。支援協議会につきましては、平成 23 年度末に設置しまして、平

成 24 年度は協議会のメンバーとして 34 機関ありますが、機関同士の「顔の見える関係」

の構築や、課題意識の共有に努めてまいりました。平成 25 年度は、協議会のメンバーが

ベクトルを合わせて効果的な支援に取り組めるよう実態の調査を行うとともに、協議会

として取り組むべき方向を共有できるビジョンの策定などを検討し準備を進めていると

ころです。 
総合相談窓口「ライトハウスちば」ですが、平成 24 年 7 月に設置しまして、ほぼ 1 年

が経過しました。こちらの相談件数等につきましては、後ほど報告事項の中で御説明い

たします。ひきこもり地域支援センターとの違いについてですが、当課としましては、

ひきこもり地域支援センターは発達障害などを原因とした医療的なケアが必要な方たち

を主に支援しているという認識です。「ライトハウスちば」はもう少し幅広く、ひきこも

りも含めた困難な状況にある子ども・若者の総合相談窓口ということで、電話を掛けて

こられた方の状況を傾聴し、必要な支援リソースがどこにあるかを判断し、専門機関に

繋ぐという業務を行っております。 
なお、鈴木明美委員から「ホームページへのアクセス件数が少ないことからあまり周

知されていないようだ」という御意見を頂いておりますが、周知につきましては当課と

しても問題意識を抱いているところでして、今年度は、名刺大のカードを作成しまして 

高等学校などに配ることで、子どもたちが手にとって電話相談できるようにする、とい

うことを行っています。今後も様々な広報媒体を活用して今後も周知を進めていきたい

と考えております。 
 

【障害福祉課】 
ひきこもり地域支援センターについて御回答いたします。「ライトハウスちば」との線

引きにつきましては、先ほど、県民生活課から説明がありましたが、ひきこもりは、必

ずしも発達障害を伴っていない場合もありまして、当センターでは満 18 歳以上が対象で

す。当センターは一昨年の 10 月にオープンしております。 
「ライトハウスちば」は児童・学童期から 39 歳くらいまでということですので、18

歳から 39 歳までは重複しますが、ひきこもり地域支援センターはひきこもりに特化した

専門の相談機関です。また、アウトリーチ（訪問支援）も行っております。展開に期待

しているとの御意見を頂き、ありがたく思っております。 
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連携についてですが、県民生活課で設置している「子ども・若者支援協議会」の構成

員となり、連携を図っております。 
 

【議長】 
ただいまの回答について、委員の皆様、御質問等ありましたらお願いします。 

 
【委員】 

「ライトハウスちば」ですが、相談件数だけを積み重ねるのではなく、その後の支援

機関に行政機関、民間支援機関、医療機関への紹介件数は出ていますが、その後相談者

はどうなったか、ということが見えてくると効果が目に見えてくるのかな、という気が

します。 
是非今後出てくるといいなと思いますのでよろしくお願いします。 

 
【議長】 

ありがとうございます。大変大事な御意見だと思います。 
まず相談件数を増やすことで第 1 ステージは成功したと思います。で、第 2 ステージ

でそれをどうフォローアップしていくかが非常に難しいことですが、せっかくトップラ

ンナーを走っていますから、こちらの方も解明できたらいいなという気がしております。 
それからもう一点、千葉県は人口 620 万人を抱える広い県です。都市部では色々な相

談機関があり、多くの方々が利用しやすいようになっていますが、例えば館山辺りでは

近くに相談機関がなかったり、仮にあっても敷居が高く入りづらいとか周囲の目を気に

することがまだまだあります。 
そうしますと、ホームページや総合的な電話相談で地域の場合にはとことんこだわっ

て相談に乗ってあげるというような、都市部とそれ以外の地域でそれぞれの方の悩みを

フォローアップしていくことも千葉県の場合は必要ではないかと思います。 
ずっとフォローアップしていく方法と深く掘り下げる方法ともっと面を広げていく方

法とを考えていただくと非常にいいかと思います。大事なことをやって非常に脚光を浴

びておりますので、紙媒体がいいのかわかりませんがメディア媒体を使ってやって頂け

るとよいかと思っております。 
では、そういったことを踏まえて頑張っていただきたいと思います。 
次の事業について、事務局よりお願いします。 

 
【事務局】 

それでは、次の事業です。重点方策 2-3-5、計画番号 50「不登校対策推進校の指定」

です。 
（【資料 1-1】により当該事業の概要を説明） 

 この事業に関しては、2 人の委員の方から御意見をいただきました。 
（【資料 1-2】により委員意見を紹介） 
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【議長】 
ただいまの御意見について、指導課いかがでしょうか。 

【指導課】 
教員の問題は、大きな問題として認識しております。不登校の要因・背景は、子ども

たちの生活体験・社会経験の不足により、人間関係を作る力が弱くなっていること、自

立心・自己抑制能力が十分養われていないこと、小学校から中学校への進学における生

活リズムの変化、思春期の混乱時期が重なることなど、家庭、学校、保護者など地域社

会のそれぞれの要因が複雑に絡み合っていると考えています。 
そういったことを踏まえて教員が対応を進めて行かなければならないと思っておりま

す。 
対策として、不登校対策推進校の指定、それから、訪問相談担当教員の配置など研修

を積んだ教職員を中心とした対応策、それから、スクールカウンセラー等の配置や子ど

もと親のサポートセンターから教育支援センター等の関係機関との連携など、専門的な

観点からの対応策、それから中学生になると不登校の生徒が増加する傾向があることか

ら、小学校・中学校の連携を強化していくこと、こういったことを講じております。小

中学校の不登校率も平成 19 年の 2.89％から年々低下しておりまして、平成 23 年度は

2.51％となっており、徐々にではありますが効果が現れているところであると考えてい

ます。 
今後も、御指摘頂いた点を最重要課題としまして、一人でも多くの子どもたちがより

充実した学校生活を送ることができるよう努力してまいりたいと考えております。 
 

【議長】 
今の説明に対して、何か御意見はありますか。 
各委員の皆様、何か補足意見がありましたらお願いいたします。 
大宮に通信制高校がありますが、通信制高校の 4 割は、中学校で不登校の経験がある

んですね。今の小学校中学校のお子さんの対応も大事なんだけども、そのお子さん方が

小学校から中学校に上がる、また、中学校から高校に上がる、そうなってきますとそう

いう形のフォローアップの方も大事ではないかと思います。とりわけ、小学校 3・4 年生

の時にまず勉強につまずくんです。生活科が終わって、社会科・理科が出てきて、国語

の漢字数が増えて算数の計算問題が増えてきて、多くの方がまず学習のつまずきで自信

を失ってきて、非行的な面と非社会的な面とに分かれてくるんですね。今度、東京都が

小・中・高校で 4･4･4 年制をやりますけれど、仕組みもあるけれども学校に不適応を起

こしやすいお子さん達の小・中・高の流れをどうフォローアップしていくかという、そ

ういう視点を付け加えてもらえるとよいストーリーになるかと思います。そのようなこ

とをお願いいたします。 
では、先に進みます。次の事業について事務局お願いします。 
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【事務局】 
それでは、次の事業です。重点方策 2-4-7、計画番号 61,63「スクール・サポーター制

度」及び「少年サポート活動の推進」です。 
（【資料 1-1】により当該事業の概要を説明） 

この 2 つの事業に関しては、3 人の委員の皆様から、御意見をいただきました。 
（【資料 1-2】により委員意見を紹介） 

 
【議長】 

ただいまの 3 人の御意見について、少年課の方で回答がありましたらお願いします。 
 

【少年課】 
それではまず、「スクール・サポーター制度」について御説明いたします。本制度につ

きましては、平成 16 年にスタートしまして、その後、非行問題を抱える学校等からは、

相談を受け、派遣している状況です。平成 24 年度中は、16 校に派遣しております。今

年度に入りましてからは、現在のところ 14 校に 1 校あたり 1 組 2 名の割合で派遣してお

ります。派遣内容につきましては、校内における暴力問題等を含めた校内秩序に関する

相談、あるいは非行少年の立ち直り関係について助言などを与えながら学校問題に取り

組んでいるところです。 
また、スクール・サポーターの研修につきましては、月 1 回、全スクール・サポータ

ーを集めまして、各派遣校における問題点等、解決に向け、お互いに検討を図りながら

資質の向上を図っているところです。なお、体制面では、平成 25 年度中には 4 名増員さ

れ現在 28 名の体制になっておりますが、更に増員要望を行いたい、と考えております。 
続きまして、「少年サポート活動の推進」ですが、少年センターには 6 つのセンターが

あり、各センターを中心といたしまして、非行少年等に対する継続補導、育成活動に従

事しております。 
また、管内の小中学校からの非行防止教室、あるいは薬物乱用防止教室の要請を受け

まして、講師を派遣して、教養を行っています。 
また、各センターを中心に、先ほど申し上げましたスクール・サポーター、あるいは

少年警察ボランティアの皆様と歩調を合わせながら特に非行少年を生まない社会づくり

として農業体験、あるいは環境浄化活動、料理教室などを通じて非行少年と共に汗を流

しながら、少年の立ち直り活動を積極的に進めているところです。 
最後に、予算関係につきましては、やはり県財政の厳しい折り、我々の諸活動につい

ても予算が減額されております。その中で、各非行防止教室などにおける広報啓発関係、

これの準備費用を削減したり、または教養で対外講師を依頼して教養を行っているとこ

ろもありますが、回数を減らしたり、あるいは部内の講師の対応をもって予算の減額に

対応していくことを考えております。 
いずれにしても、日本の社会を担う少年たちを非行から守るために日々取り組んでい

るところですので、どうか今後も御支援のほどよろしくお願いいたします。 
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【議長】 
今の説明に対して、何か御意見はありますか。 
各委員の皆様、何か補足意見がありましたらお願いいたします。 
非行とは直接関係ありませんが、中学生が交通マナーとルールがなっていなくて、特

に自転車ですが、先日もタクシーの運転手に言われたのですが、信号無視で非常に危な

い。一番今危ないのは中学生と高齢者だそうです。高齢者は仕方ないかも知れませんが、

中学生も赤信号だとわかっていてもサッと渡ってしまう、このスクール・サポーター制

度というのは、中学校でスタントマンが来てやりますよね、あれは評判いいところがあ

るそうなんですが、お金がなくて沢山の中学校に行けないと言われているんですね。だ

から、非行におけるスクール・サポーターもいいんだけども、非行の兆しまでは行きま

せんけども、安全教育を含めた交通のルール・マナーをどうやって、学校も頑張ってい

るんだけども、警察の知恵をお借りしながら、解決できるかと、非常に困っているとい

うことを聞いておりますし、学校もどうしたらいいかわからないようです。何かいい知

恵はありますか。 
 

【少年課】 
自転車のマナーにつきましては、死亡事故に直結する事案でもありますので、交通部

でも積極的に出前の安全教室を開催しており、中学生に対する安全マナーを身に付けて

もらおうと各警察署が学校に出向いて開催しております。また、地域の交通安全推進運

動に携わる方がいらっしゃいますので、指導員の方が地域ごとに個別の教養あるいは声

掛け等を行いながら、事故防止に向けて取り組んでいるところですので、安全教室など

の活動を今後も引き続き増やしたいと考えているところです。 
  

【議長】 
ありがとうございました。 

是非、教育庁の指導課と生涯学習課、それから県警少年課の三つの課が協力して子ども

の生命を守り、規範意識を醸成するというようなことをやっていただけるといいかなと

思います。警察だけでなく、指導課を通じた学校の仕組み、やはり地域の温かい目で叱

ってあげるというような、そういう目がないとなかなか家庭だけに任せても無理だな、

と感じておりますので、ぜひ御検討をお願いいたします。 
では、先に進みます。次の事業について事務局お願いします。 

 
【事務局】 

それでは、次の事業です。重点方策 3-5-10、計画番号 81「青少年団体への活動支援」

です。 
（【資料 1-1】により当該事業の概要を説明） 

この事業に関しては、3 人の委員の方から、御意見をいただきました。 
（【資料 1-2】により委員意見を紹介） 
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【議長】 
今の説明に対して、生涯学習課いかがでしょうか。 

 
【生涯学習課】 

団体等の補助金ということですが、補助金については、なかなか高くなっておりませ

ん。今回お持ちした通学合宿の資料に記載あるのですが、通学合宿の実行委員会等に、 
子ども会、ガールスカウトやボーイスカウトといった団体が連携を図って事業を展開し

ていくなど、青少年団体の活動の方が活発化しているということです。そういった地域

に根付いた活動を積極的に紹介する等の支援を進めているところです。補助金につきま

しては、御意見を頂戴しているところですが、なかなか増額ができないというのが現状

です。以上です。 
 

【議長】 
はい。団体の補助金の要望はわかるのですが、この御時世ではまず無理だと思います。 
その代わり県にお願いしたいのは、各団体がお金のファンドが、申請サイトがどうとい

う、情報がありますよね。まずどんな財団法人が、例えばトヨタとか日産とかマツダとか

が青少年健全育成に関する補助をしますよというのを沢山アップしている訳ですよね。そ

ういうリストを作っていただいて、次にやってほしいのはこういう風に申請書を書けばう

まく受かりますよという、そういうソフト面での支援をお願いしたいんです。 
正直申しまして、お金はこの厳しい中では増やすというのはまず無理だと思いますか

ら、ソフト面での支援を生涯学習課の方でやっていただくと、各団体の方も多忙な中で

専門ではやっていませんから、申請の段階で落選するということがあります。ですので、

情報の提供と申請の仕方のアドバイスを集めてやっていただけるといいかと思います。 
例えば千葉大学でも科学研究費というのがありまして、自分で研究費をもらわないと

補助金が来ないんです。で、上手く受かる先生と受からない先生がいます。これは、中

身ではなくて上手く文章の起承転結を作って、こういう意義があるんですということを

書かないと審査員の方も文章を評価しますから、そういうことがありますからぜひ県の

方のアドバイスを頂ければということで、一つよろしくお願いします。 
 

【委員】 
明石先生から色々アドバイスを頂きましたが、各青少年団体で一番の問題は会員の減

少でですね、各団体ともやはり県財政が厳しいということはよくわかっておりまして、

補助金等々期待できないことはわかっております。ただ、各団体とも非常に創意工夫を

凝らしてそれぞれボランティアが本当に努力をしているところですので、今明石先生が

おっしゃったようなソフト面の支援というのは大変にありがたいです。ニッセイ財団な

どには色々支援していただいておりますので、そういう機会を色々提供いただければあ

りがたいなという、そういう状況です。 
  



14 
 

【議長】 
そういったことを踏まえてぜひお願いしたいと思います。 
では、次に行きたいと思います。 
最後になりますけども 85,86,92,93 の説明をお願いいたします。 

 
【事務局】 

それでは、最後に、青少年健全育成関係の事業について、まとめて御報告します。重

点方策 3-5-10、計画番号 85,86 と重点方策 4-6-11、計画番号 92,93 です。 
（【資料 1-1】により当該事業の概要を説明） 

 これらの事業に関しては、4 人の委員の皆様から御意見をいただきました。 
（【資料 1-2】により委員意見を紹介） 

 
【議長】 

ただいま、事務局の方でまとめてくれたような意見が出ていますけれども、担当課の

方で回答がありましたらお願いいたします。 
 
【県民生活課】 

まず、計画番号 85,86 の「青少年を健全に育てる担い手の育成」について説明いたし

ます。 
青少年健全育成を支える地域の担い手の育成というのは本当に大切な課題です。 
御説明申し上げましたとおり、青少年相談員は全県で約 4,300 人、青少年補導員は 17

市で約 2,000 人の方が活動されています。 
委員の皆様の御意見の中で、青少年相談員の名称についての御意見がありましたが、

これについては、実際、現在の相談員の方も相談業務を行う訳ではないのでどうなのか

な、という議論を重ねていらっしゃるところでして、ただ、50 年も続いていますので愛

着もありますし、「変えた方がいいのではないか」という御意見や、「継続したい」とい

う御意見など様々ありまして、今のところはまだ使っていくという結論が出ている状態

です。 
県としましては、相談員の方の思いを大切にしつつ、当該名称に非常に支障があると

いうことであれば今後考えていかなければならないと思います。 
それから、補導センターの設置ですが、これは元々国の後押しで始まった制度と聞い

ておりまして、当時人口 7 万人以上の市に設置され、本県では 19 市に設置されておりま

す。新しい組織の設置というのは、もちろん、センターの設置というのは非常に大事だ

と考えておりますが、今の御時世で市町村では設置が難しいというのが現状のようです。 
県としましては、特に人口が増えている都市部などではぜひ設置のお願いをしていき

たいと考えております。 
なお、センターとしての設置が難しくても、社会環境浄化の促進というのは実は青少

年相談員の業務に含まれている部分ですので、補導センターの設置が難しい所は相談員
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の方の力もお借りすることも可能ではないかと思っております。 
いずれにしても、相談員の方も補導員の方も地域の子どもを守り育てる大切なお役目

ですので、県としては引き続き活動を支援しつつ、それぞれの守備範囲を少しずつ拡大

しまして、地域の子どもたちを連携しながらカバーできればと考えております。 
次に、ネットパトロール事業につきましては、委員の皆様から「担い手は足りている

のか」「人手は足りているのか」ということと「もっと継続して実施してほしい」という

御意見をいただき、本当にありがとうございます。 
 この事業は、平成 23 年度よりスタートいたしまして、現在も専属の職員 2 名を配置し

て毎日インターネット上の検索を実施しております。対象は県内全ての中学校、高校、

特別支援学校を対象としており約 630 校あります。 
検索の結果としましては、インターネット上に問題のある書き込みをしている子どもた

ちが 3,009 人、これは平成 23 年度と比較しますと約 2.5 倍と急増しているところです。 
また、スマートフォンの普及が急激に進んでおりまして、新聞報道によりますと高校生

の約 84％がスマートフォンを所持している、ということで、子どもたちにとってインタ

ーネットが非常に身近になっている。いつでもどこでも思いのままに、あまり危険性と

いうものを感じないままに利用している、という大変危険な状況になっております。 
こういった中で、できるだけ子どもたちがネット被害に遭わないように、一人でも救

い出すために検索の頻度を強化していく必要があります。そういった中で、体制を強化

していく、ということは今後大変重要な問題であると考えております。 
また、インターネットに関しましては検索の強化に併せてもう一つ大切なことがあり

まして、子どもたちにインターネットの危険性というものをしっかり教えていかなけれ

ばならない、また、そのスマートフォンや携帯電話を買い与えているのは保護者でして、

保護者の皆さんにも、今の子供たちがどのようなインターネットの実態になっているの

か、危険性はどうなのか、といったことを認識してもらう必要があります。 
そういった中で、私どもでも教育委員会等とも連携を取りながら、学校を中心に、子

どもたちや保護者、先生に講演を実施しております。この講演会では、インターネット

の実態というものを実際に保護者の皆さんに見ていただきながら、子どもに何を守らせ

るのか、親として何をすべきなのか、また、こういったインターネットの問題が発生し

た場合に学校としてどう対応すべきなのか、ということについてお話をしております。 
平成 24 年度は講演回数が 22 回でしたが、今年度に入りまして、要望が大変多くなり、

すでに 60 件を超える申し込みを受けております。このインターネットの問題は社会的に

も大変関心の高い問題でありますので、教育委員会、警察とも連携を深めながら、今後

も積極的に取り組んでいきたいと考えております。 
 

【議長】 
ありがとうございました。今の説明について、何か御意見ございますか。 
委員の方から、名称の検討という御意見がありましたが、名称というよりも、青少年

相談員と青少年補導員の違いが見えにくい。教育委員会で言いますと教育委員長と教育
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長がですね、学校の先生はほとんど違いを知らないんですが、教育長は知っているけれ

ども、教育委員長と教育長の違いはわからない。今、中教審でその議論をしているんで

すが、行政担当者は青少年相談員と青少年補導員の違いがわかるでしょうが、多くの小

中学校など学校の先生はこの違いはわかるのかな、ということがあります。 
青少年相談員は 50 年の歴史があります。青少年補導員は 7 万人以上の市に設置すると

いう定めというのは、県の条例なんでしょうか。 
 

【県民生活課】 
元々、条例や法律ではなく、国の方で基準を定めています。 

 
【議長】 

それは補導センターですよね。青少年補導員についてはどうですか。 
 

【県民生活課】 
補導員はセンターに所属して活動していらっしゃいます。 

 
【議長】 

青少年相談員と青少年補導員も両方ともボランティアですよね。 
そうすると、結構同じことをやっていらっしゃるのか。 
その辺を、私たち素人にもわかりやすく言っていただけるとありがたいです。 

 
【県民生活課】 

青少年相談員はどちらかというと地域の子どもたちの健全育成ということで、キャン

プとかナイトウォークですとか、子どもたちと一緒に楽しむイベントを開催することが

中心になっています。青少年補導員は広域列車補導とか、地域のパトロールですとか、

そういったことを中心に活動されています。青少年補導員は市長からの委嘱で、青少年

相談員は県知事と市長からのダブル委嘱になっています。 
 

【議長】 
委嘱先が違うんですか。 

 
【県民生活課】 

はい。違うと言いますか、相談員は県知事と市長のダブル委嘱ということになってい

ます。 
  

【議長】 
もう少し、内部で検討していただいた方がいいと思います。50 年の区切りがあります

し、伝統がありますので、今後どのようにうまく残せばいいか。 
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さきほどの事務局からの説明でわかりましたが、青少年相談員はキャンプなどのイベ

ント、青少年補導員は非行予防、対応という違いがあるということですが、この文章を

見ると、両方みなやっているように読めるのですが。 
 

【県民生活課】 
相談員は全県下に設置されていますが、補導員は都市部中心に 17 市ということで、配

置もそうですし、歴史的な成り立ちがそもそも違います。 
 

【議長】 
青少年補導員は 2,000 名のボランティアだけれども、青少年相談員は全県下だから数

が多い訳ですね。 
 

【県民生活課】 
そのとおりです。 

 
【議長】 

富山委員、そのあたり上手く説明していただけるとありがたいのですが。 
  

【委員】 
青少年補導員は基本的に青少年の非行防止なんです。それから環境浄化といった部分

が中心です。特に、青少年補導員のパトロール活動の中では、いかに子どもたちと接触

をして声を掛けて話し合うか、そういった部分を通して指導していくという形です。 
特に、交通安全の問題とか自転車などの問題ですと、無灯火ですとか二人乗りだとか、

そういうことについても、注意を喚起していくということになります。 
危ないですからやめましょうとか、危ないですからライトをお願いしますとか、捕まえ

るとかではなく、声を掛けて規範意識を喚起していくという部分であると思います。 
全く違う話ですが、一つ質問したいのですが、我々も自転車の危険というのは非常に

感じて認識しているのですが、特に小学校、中学校の場合ですね、もっと今危険なのは、

母親が自転車に乗っていて、3 歳とか 5 歳の小さなお子さんがその後をくっついていくん

ですね。もうちょっと経つと、今度は前で、いきなり飛び出してきたりということがあ

るんです。ですから、自転車に乗せるというのはやはりある一定の交通ルールを教えて

からでないと多分難しいんではないかと思います。 
今の社会では、5 歳 6 歳で学校に行っていなくて、ルールの勉強をしていなくても自転

車に乗るということがあります。 
今言ったような交通事故などを考えると、やはり自転車も保険制度や免許制度のよう

な、講習を受けた者が乗ってもいいというような形にして行かないと、なかなか自転車

の問題というのは解決しないのではないかと思います。 
特に母親は、知っていてやっているのか、知らないでやっているのか、という部分で、
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知らないでやっている方がいらっしゃるというのが心配だな、という風に思っておりま

す。 
警察の方もいらっしゃいますから、ぜひ検討していただければと思います。 

 
【議長】 

ありがとうございました。その他全体的に何かございますか。 
 

【委員】 
色々な事業があってそれぞれ御苦労されているということはよくわかりました。私事

ですが、ドイツに視察に行ったことがありまして、政治の形態は違うと思いますが、そ

こでは、青少年賞という一つのまとまった賞がありまして、少年関係だけではなくて女

性と高齢者も一緒の賞であったと思います。いわゆる社会的弱者がみんな一つの賞にな

っていて、相互の取り組みの有機的な関連付けがなされている形になっています。 
私が視察に行ったところでは、老人ホームなのか保育園なのか学童保育なのかよくわ

からない実態がありまして、どういうことが行われているかというと、そこには大人と

いうか指導員の数はそれほど多くは配置されておりません。ただし、自治的な役割をし

ているといいますか、お年寄りがデイケアのような形で、かなりしっかりしたお年寄り

なんですが、くつろいでいると。そこに小さな子どもたちが、保育事業ですからそこに

は保育士もいて関わっているんですけども、そこに色々世代間の文化の享受といいます

か、昔遊びを教えてあげたりとか、そういったことをやっていると。そこにまた、時間

が来ますと、親が働いていて、なかなか居場所がない小学生・中学生くらいの子どもが

来て、おじいちゃん・おばあちゃんに若者たちが今どんな遊びをしているかという、そ

の遊びなどを教えてあげるんです。私が見に行った時、ちょうどお年寄りが集まってカ

ード遊びをしているんで、何か伝統的な遊びなのか聞いてみましたら、いや、これは今

若者たちが楽しんでいるカードゲームなんだよという話をしていました。そうしますと、

これは高齢者への対策でもありますし、保育という対策でもありますし、また、行き場

のない若者たちの居場所づくりという面もありますし、そういったものを融合した形で

の場所づくりであると言えます。今日、色々な事業などを拝見しまして、少しそういう

視点で一つにくっつけたら面白いなと思うような取り組みがいくつかあったものですか

ら、その辺りを事業ごとにパイプのようなものを作っていただくと、多分予算の執行な

どでも無駄な予算がずいぶん省けていくのかなと思いながらお聞きしておりました。 
 

【議長】 
今、田中委員の御発言でありますように、青少年問題協議会というのはそういう役割

なんですね。各課がありまして、ともすればタコツボに入りがちなものをもっと出てき

て、一緒にやりましょうという意見交換をここでやらなければいけないんです。そうい

う意味では最後によくまとめていただいてありがとうございました。 
皆様からいただいた御意見を踏まえてディスカッションしてまいりました。内容がま
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とまりましたら各委員に見ていただきまして、本協議会で集約した意見と提言という形

で県に対して提出したいと思います。よろしいでしょうか。 
（異議なし） 
その他全体的に何かございますか。 
皆さんの地道な御説明で、かなり面白い案があります。やはりそれを一つだけでなく、

千葉県全体の青少年行政としてどうあればいいかという視点で意見をまとめさせていた

だきたいと考えております。ありがとうございました。 
では、2 つ目の議事について事務局からお願いします。 

 
【事務局】 

実は、昨年度 3 月の青少年問題協議会で、委員の皆様からいくつか問題提起をしてい

ただきました。 
私どもとして回答をまとめましたので御説明いたします。 
（【資料 2-1】により説明） 

 
【議長】 

委員の方々の意見に対して、事務局から回答がありました。今の説明について、委員

の皆様から何か意見等ありますか。 
では、ないようですので、続いて事務局からの報告事項にまいります。 

 
【事務局】 

以下事項について、資料【資料 3-1】【資料 3-2】【資料 3-3】を基に説明。 
・千葉県子ども・若者総合相談センター「ライトハウスちば」（平成 24 年度活動実

績） 
 ・平成 25 年度 千葉県青少年総合プラン関連事業表 

・地方青少年問題協議会法改正に伴う会長・副会長の選任について 
 

【議長】 
以上、事務局から説明がありました。今の説明について、委員の皆様から何か御質問

等ありますか。 
なければ、マイクを事務局へお返しします。 

 
【事務局】 

議長、ありがとうございました。 
次に事務局から御連絡させていただきます。 
本協議会の今後の開催日程につきましては、昨年度まで設置していた 2 つの部会が廃

止されましたので、青少年問題協議会としまして来年 3月頃の開催を検討しております。 
委員の皆様には、別途、日程の調整をさせていただきますので、どうぞよろしくお願い
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いたします。 
以上をもちまして、「平成 25 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。 
皆様ありがとうございました。 
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