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平成 26 年度第 1 回 

千葉県青少年問題協議会 
 

日時   平成 26 年 8 月 6 日（水）午後 2 時から午後 4 時まで 
場所   プラザ菜の花 4 階会議室「槇」 
出席者数 9 名 
出席委員 明石要一委員、井内清満委員、白﨑けい子委員、田中敏政委員、澤田和子委

員、片寄朗委員、木名瀬訓光委員、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)会長及び副会長の選出について 

(2)千葉県青少年総合プラン平成 25 年度関連事業評価シートに係る意見交換について 

(3)次期千葉県青少年総合プランについて  

(4)その他 

4 報告事項 

(1)千葉県青少年総合プラン平成 26 年度関連事業表について 

(2)千葉県子ども・若者総合相談センター「ライトハウスちば」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 

(4)青少年健全育成条例に基づく立入調査に係る事務の市町への権限移譲について 

5 閉 会 
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【事務局】 
それでは、議事(1)「会長及び副会長の選出について」のうち、会長の選出に入ります。 
青少年問題協議会の会長については、地方青少年問題協議会法の定めにより、平成 25

年度までは「地方公共団体の長をもって充てる」こととされておりましたが、同法の改

正により、この規定が削除されたため、千葉県行政組織条例第 30 条第 1 項の規定によ

り会長及び副会長を委員の互選により選出することとなりました。 
では、初めに会長職ですが、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】 
学識経験者として、これまでも当協議会副会長として会長代理を長く務められてきた

明石委員にお願いしてはいかがでしょうか。 
 

【事務局】 
ただいま、会長として明石委員の御推薦をいただきましたが、皆様いかがでしょうか。 
（「異議なし」の声） 
ただいま、「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。 
（明石委員、受諾する旨の発言） 

それでは、明石委員に会長をお願いいたします。 
改めまして、明石会長から御挨拶をお願いいたします。 
 

【会長】 
会長に就任しました明石です。青少年問題は、非常に大きな課題を抱えていると思い

ます。例えば長崎の事件がありました。ちょうど 10 年前に毎日新聞の支局長のお嬢さ

んが、同級生から首を切られて、それで長崎県はものすごく自己反省をしまして、心の

根っこ運動を起こしましょうということで、県民運動をずっとやってまいりました。そ

れで横綱白鵬関の力も借りまして、ポスターを作ったりして、やってきたんですよね。

で、一番ショックを受けているのはその青少年関係者だと思うんです。ここまでやって

きたのになぜ、あの事件を阻止できなかったのかなという面があります。ですから、あ

れはたまたま長崎で起こったんでしょうけれども、千葉県でもありうる、埼玉県でもあ

りうる可能性があると思いますけども、やはり青少年の健全育成というのは様々な機関

がネットワークを結んで行かざるを得ないかな、ということを事件を機に、一層私たち

は慎重にまた丁寧にやって行かねばならないかということを感じました。 
二点目はやはり、2020 年の東京オリンピック、パラリンピックに対して青少年健全

育成をどうするか、ということが大事になってきます。例えば埼玉県はサッカー、ゴル

フ、射撃の開催地なんですが、なぜ千葉県の方が誘致しなかったのか知りませんが、報

道では千葉市がヨットハーバーやろうかという話がありますが、相当お金がかかるらし
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いので、実現できるかわかりませんけども、620 万人の県民でですね、開催の種目がな

いということに私はショックを受けまして、たまたま私は埼玉県でも青少年問題協議会

に関わっておりまして、埼玉は青少年課が担当しているんです。でも、オリンピック誘

致の埼玉県は青少年課から、オリンピック担当の課を新設しまして、課全員がオリンピ

ックの誘致・開催について動いている。同じように、千葉県は成田空港があってそこで

外国人が来るんですが、その時に観光はもとより、青少年健全育成としてはボランティ

アの問題をどう考えていくのか。例えば、今、組織委員会が森元首相が会長で、チーム

を作っていくよう大学にお願いしています。先月、大学と短大を含めて 1,100 校あるん

です。四年制大学は 780 校あって、短大は 360 校ありますから。そこの学長宛てに、と

にかくボランティア活動をやってください、とお願いしました。で、手を挙げたのが 560
校余り。実際、早稲田講堂で集まったのが 260 人の学長、理事長で、集まって調印式を

したんです。で、組織委員会がびっくりしまして、大学がなんでこんなに熱心かと。大

学も生き残りを懸けていますが、ともかく、6 年後を見据えて、ボランティアを含めて

やりたい。例えば、筑波大や日体大は選手を出して貢献したい。私はこの四月から千葉

敬愛短大の学長をしておりますけども、うちみたいなところはボランティア活動でオリ

ンピック・パラリンピックに貢献できないかと考えています。それぞれ各大学は二つの

のぼり旗をいただきまして、バッジももらいましてやっています。でも千葉県は、青少

年健全育成を、これが終わったら次期の計画の話があると思いますが、小・中・高校生

を含めた、千葉県なりのボランティア活動をどう進めるかという大きな課題になってく

るかと、2020 年を見据えてその前と後ろ、どう進めていくかという、そういう総合的

なプランがこれから大事になってくるかなというふうに感じています。 
もう一点は、委員が御専門だと思いますが、危険ドラッグの問題です。これは、早急

にやらねばならない。埼玉県も手を打ちつつありますが、千葉県もそうだと思います。 
ネットの問題とドラッグの問題というのは、これから非常に大事になる。多分ここは、

各委員の御意見御質問に対して担当課から回答があると思いますが、そういうことを含

めて議論していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 

【事務局】 
明石会長ありがとうございました。 
以降の進行は、会長である明石委員にお願いいたします。 

 
【会長】 

それでは、早速、副会長の選出を行います。 
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】 

青少年団体の代表として長きに渡り御活躍されている鈴木國夫委員にお願いしては

いかがでしょうか。 
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【会長】 
ただいま、副会長として鈴木國夫委員の御推薦がありましたが、委員の皆様いかがで

しょうか。 
（「異議なし」の声） 
ただいま、「異議なし」との声が上がりましたが、鈴木國夫委員、お引き受けいただ

けますでしょうか。 
（鈴木國夫委員、受諾する旨の発言） 

 
【会長】 

それでは、議事（2）「千葉県青少年総合プラン平成 25 年度関連事業評価」に入りま

す。 
本件は、プランの重点方策 57 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】 

今回は、「青少年総合プラン」の平成 25 年度関連事業 108 事業のうち、重点項目に

分類されている 57 事業について、委員の皆様の御意見を頂戴しました。 
 事前に頂いた意見総数は 116 です。各事業ごとにいただいた御意見は別紙のとおり

です。この御意見について、施策ごとに検討してまいりたいと思っております。 
 
まず、重点方策「『日常生活能力』と『学力』の向上『多様な活動機会』の確保」、事

業番号 3「ちばっ子『学力向上』総合プラン」です。 
この事業は、「授業力向上」、子どもたちの学び、読書活動充実と家庭学習環境づくり、

体験学習による意欲向上、「PDCA」という 5 つの視点に基づき、児童・生徒の学力向

上を図る事業を総合的に進めるものです。 
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】により委員の意見紹介） 
それでは、会長、お願いいたします。 
 

【会長】 
ただいま、4 人の方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。 
 
【指導課】 

まず、NIE 活動についてですが、NIE 活動自体は「ちばっ子『学力向上』総合プラ

ン」に入っている事業ではありませんが、当課で担当している事業の一つです。県内で

は、NIE 推進協議会から平成 25 年度に小中高合わせて 19 校、本年度は 20 校の研究指
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定を受けまして各種の新聞を活用した事業実践を行っております。授業事例につきまし

ては、他の都道府県と合わせましてホームページに掲載して紹介しております。県とし

ては、実践報告書を年度初めに各学校に配付したり、あるいは「ちーば NIE クラブ研

修会」への出席を各校に呼び掛けたり NIE 活動への取組を推進してまいりたいと考え

ております。 
なお、20 校の実践校につきましては日本新聞協会から複数の一般日刊紙が提供され

たり、あるいは教員を対象とした全国規模の大会への参加、それから学校への記者の派

遣、NIE ガイドブックなどの補助教材が提供されております。教員の授業力アップの成

果が見えるように、といった御意見をいただきました。教員の指導力向上の施策の中で、

総合プランにある主なものとしまして、しっかり研修として初任者研修、5 年経験者研

修、10 年経験者研修といったものがあります。その中で、特にこれからの学校の中心

を担っていく若手の先生方ということで5年経験者研修の対象の先生方については校内

の若手の先生方で研修チームを作り、授業を中心とした自主的な研修を行っております。

ベテランの先生方、それから管理職の先生に授業を見てもらう機会を積極的に作りまし

て、助言をもらいながら授業改善に取り組んできております。 
また、小学校を対象として、優れた授業実践をしている教員を「魅力ある事業づくり

の達人」ということで認定をしまして、近隣の教員の授業参観を受け入れたり、主に若

手教員に指導・助言をすることで授業力向上を図る取組をしております。現在、県内に

は 86 名の達人が認定をされて活動をしているところです。 
この成果の可視化という面では、児童生徒への授業の取組が向上するといったところ

だと思いますが、児童生徒や保護者、地域の方を対象とした学校評価、一般的には各学

校で前期と後期、年 2 回ほど実施しているところが多いと思いますが、そういったとこ

ろから向上しているということが読み取れるのではないかというふうに考えておりま

す。以上です。 
 

【会長】 
ありがとうございました。委員の方から何かありますか。 
では、私から一点申し上げます。 
事業の成果の中で、県内 165 校の小中学校へ学習サポーターを派遣して、学習支援を

行ったということが書いてありますが、その成果は文部科学省の A 問題 B 問題の学力

の、両方上がったのか、A 問題が上がったのか B 問題が上がったのか、どちらが上昇し

たのかという測定はしているのでしょうか。 
 
【指導課】 

学習サポーターの派遣事業については、昨年度の 10 月頃から始まった事業で、まだ

1 年に満たない事業ですが、全国学力学習状況調査については、昨年度から全ての小中

学校で実施しておりまして、主にサポーターについては、放課後の学習支援ということ

で、基礎基本をしっかり伸ばそう、底上げといった所を中心に取り組んでいただいてい
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るところですので、今後、全国学力学習状況調査の A 問題を中心に底上げができたか、

というところを評価の対象としていきたいと考えております。 
 

【会長】 
はい。私の意見ですが、「学力向上」検証プラン「PDCA 視点」とありますよね。そ

の割には失礼ですが「学習意欲の向上が図られた」であるとか「家庭学習の充実が図ら

れた」とか、文学的な表現となっていて、エビデンスがないんですね。 
「学力向上」検証プランという視点を掲げている以上、エビデンスを出していただく

ともっと我々も議論しやすいと思うのですがいかがでしょうか。 
 

【指導課】 
今後検討してまいりたいと思います。ありがとうございました。 

 
【会長】 

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。事業番号 15「学童期からの生活習慣病予防事業」です。 
 この事業は、子どもの頃から適切な食習慣づくりを推進するほか、ライフステージに

応じた適切な食生活等について普及啓発を行うことにより、生活習慣病を予防し、生涯

を通じた健康づくりを図るものです。 
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】により委員の意見紹介） 
それでは、会長、よろしくお願いいたします。 

 
【会長】 

ただいま、事務局のほうから、「学童期からの生活習慣病予防事業」について、御意

見を紹介してもらいました。 
このうち、「民間の啓発団体とコラボレーションしてはどうか」という課題提起や、「重

要な施策である」といった御意見が出されています。 
これらの意見について、担当課はどうお考えでしょうか。 

 
【健康づくり支援課】 

生活習慣病予防というのは、名前のとおり生活習慣が大きな影響を及ぼす病気という

ことで、子どものころから適切な生活習慣を身につけることでそういった病気にならな

いような体づくりをしましょうということで取り組んでいる事業です。平成 20 年度か

ら 3 年間、鎌ヶ谷市や鴨川市等をモデル地区として小学校 5 年生やその保護者を対象に

実態調査を行い、早ね早おき朝ごはんが実行できている児童ほど肥満が少なく精神的に
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安定しているというような調査結果をいただいたところです。その調査結果を基に、毎

年度「早ね早おき朝ごはん」に加えて「しっかり運動、早ね早おき朝ごはん」というこ

とで、適切な生活習慣を児童にどうやって身に付けていただければいいか、ということ

で事業を展開しているところです。 
委員から、民間の啓発団体、ここでは県医師会がやっている「小象の会」を例に挙げ

ていただいていますが、そういった団体とコラボしてはどうかという御提案をいただい

ております。実は平成 24 年度にこういった保護者を対象とした子どもの健やかな成長

のための生活習慣が大事である、という内容の講演会を開催しておりまして、その際に

「小象の会」の理事長である先生にパネルディスカッション等に御出演いただき、医療

関係者や教育関係者とディスカッションしながら講演会を開催した、というような形で

御協力をいただいたところです。今後も、色々な形で御協力をいただければ、と思って

おります。 
良いアイディアがあればと考えております。 
 

【会長】 
ありがとうございました。他に委員の方から何か御意見御質問等ありますか。 
では、私から一言申し上げます。事業の実施結果④で「外食における栄養成分表示や

ヘルシーメニューの普及等を推進した」とありますが、食育運動で外部の店舗とコラボ

していると思います。平成 25 年度現在で 1,037 店舗あるということで、この運動は長

い間になると思いますがどのくらい実施されていますか。 
 

【健康づくり支援課】 
もう 5 年以上になりますが、ご飯の量を減らしていただいたり、栄養成分表示をメニ

ューに掲示していただいたりとか禁煙に協力していただく店舗を登録させていただい

て、県のホームページに店舗名を出させていただいております。 
健康志向ということで、消費者の皆様もそういった店舗を望まれている傾向がありま

すので、店舗数を増やしていければと考えております。 
 

【会長】 
ありがとうございました。 
食育というのは、家庭と学校もやるのでしょうが、第三者の外食産業にも協力いただ

くという試みが今後ますます必要になってくると思います。登録店舗には、ワッペンを

貼ってもらい、次の 5 年計画でもっと増やしていくというような運動をお願いできれば

と思っております。 
 
 

【会長】 
それでは、担当課におかれては、今の意見交換を踏まえた上で、来年度事業に活かし
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ていただけたらと思います。 
 次の事業について、事務局、説明をお願いいたします。 
 

【事務局】 
それでは、次の事業です。重点方策「困難な状況や、特に配慮を要する子ども・親の

支援」、事業番号 44-1,2「子ども・若者育成支援推進事業」及び事業番号 55「ちば地域

若者サポートステーション事業」です。 
 まず、「子ども・若者育成支援推進事業」については、昨年度も御意見をいただいた

ところですが、「ひきこもり・ニート、不登校等、さまざまな困難を有する子どもや若

者に対して、包括的な支援を提供できる体制を整備するため、各機関同士の連携を推進

して支援する体制を整備する」また、「このような子どもや若者に対して、専用の電話

回線により電話相談を実施するとともに、対応できない問題については、他の専門機関

を紹介するなどの総合相談窓口としての機能も持たせる」ものです。 
 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】により委員の意見紹介） 
次に、「ちば地域若者サポートステーション事業」です。 

 この事業は、学校を卒業・中退後、あるいは仕事を辞めた後、一定期間無業の状態に

ある方を対象に、個別的な相談や、働く意欲の向上やキャリア開発を図るための自立支

援プログラムなどを実施している。また、関係機関・団体とのネットワークを整備・活

用して、より適した支援を行えるよう連携を図っているものです。 
 この事業に関しては、1 人の委員から御意見をいただきました。 
 （【資料 1-2】により委員の意見紹介） 
 それでは、会長、よろしくお願いいたします。 
 

【会長】 
ただいま、事務局のほうから、「子ども・若者育成支援推進事業」について、御意見

を紹介してもらいました。 
この事業については、「大変重要な事業である」という御意見が多いようですが、一

方、「教育委員会関連機関との連携がどの程度できているのか」あるいは「ひきこもり

地域支援センターとの違いがわからない」などの御意見もいただいているようです。ま

た、「ちば地域若者サポートステーション事業」については、地域との連携が大切との

意見をいただいているようですが、それぞれ担当課はどうお考えでしょうか。県民生

活・文化課からお願いします。 
 

【県民生活・文化課】 
「子ども・若者育成支援推進事業」について御説明いたします。 
平成 22 年 4 月に「子ども・若者育成支援推進法」が施行され、本県では、この法律

に基づき、平成 24 年 1 月に｢子ども・若者支援協議会｣を設置し、平成 24 年 7 月に「子
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ども・若者総合相談センター（ライトハウスちば）」を開設いたしました。 
支援協議会につきましては、現在、国、県、民間団体の関係 34 機関で構成し、会議

の開催や講習会を通して、総合的な支援のネットワークづくりを進めているところです。 
また、「ライトハウスちば」については、開設して丸 2 年が経ちましたが、平成 25

年度の相談者数は 773 人、相談件数は延べ 1,423 件となっております。周知方法につき

ましても、昨年度は名刺大のカードやステッカーを作成し、高校、大学などに配り、子

ども・若者の目に留まるよう周知を図ったところですが、ホームページへのアクセス件

数と併せ、さらに広報啓発を図ってまいりたいと思います。 
委員の皆様から意見のありました、教育委員会関連機関との連携につきましては、支

援協議会のメンバーに教育庁の 4 課 1 センターが入っており、また、子どもと親のサポ

ートセンターもリファー先の一つであるなど、教育委員会とも連携・協力を図っている

ところです。 
また、障害福祉課のひきこもり地域支援センターとの違いについてですが、ひきこも

り地域支援センターは厚生労働省の事業であり、満 18 歳以上を対象に、ひきこもりに

特化した専門の相談機関であり、アウトリーチも行っているのに対し、「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子ども・若者の総合相談窓口として、専

門機関につなぐという業務を行っております。いずれにしましても、ひきこもり地域支

援センターも、子ども・若者支援協議会の構成員であることから、連携を図りながら事

業を進めてまいりたいと考えております。 
なお、現在は、「ライトハウスちば」では電話相談のみですが、今後は来所相談やア

ウトリーチなども視野に入れた相談体制の拡充についても検討してまいりたいと考え

ております。 
また、昨年度のこの協議会において、専門機関につないだ後、相談者がどうなったか、

フォローアップが必要との意見が出されました。このため、今年度からは、相談をつな

いだ後、毎回リファー先に対し、その後の対応について FAX により照会をかけている

ところですが、多忙なためかなかなか回答が得られないと聞いており、今後、フォロー

アップ方法等についてさらに検討してまいりたいと考えております。 
 

【会長】 
ありがとうございました。雇用労働課からは何かありますか。 
 

【雇用労働課】 
この「ちば地域若者サポートステーション事業」におきましては、まず、支援を必要

としている方を把握し、また、御本人にとって適切な支援を行う上でも地域との連携が

不可欠なものと考えております。 
その上で、地域総がかりで取り組むことが大切と考えております。 
このため、ちば地域若者サポートステーションでは、支援対象地域内の若者支援機関

を開拓し、その機関のスタッフを交えた会議を行うことにより、日頃より連絡を密にし
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ているところです。 
今後も、この現状に満足することなく、地域の支援機関について開拓を続けてまいり

たいと考えております。 
 
【会長】 

ありがとうございました。委員の方、何かありますか。 
では、私から一言申し上げます。 
ちば地域若者サポートステーションは外部委託していますよね、そうすると地域との

結び付きは非常に難しいかと思いますが、委託する際に地域との連携をどうするかとい

うのは評価項目に入っているのでしょうか。 
 

【雇用労働課】 
受託業者の選定と契約はプロポーザル方式によっており、各事業者から事業計画が提

出される中で、そのような手法が凡そ盛り込まれております。 
県内のサポステにおいては、民間企業や NPO など受託団体は様々ですが、それなり

の特徴や工夫が見られます。 
もちろん、民間団体であるが故に弱い部分もありますが、そういった所は行政が支援

していく形で連携し取り組んでおりますので、お互いの強み・弱みを十分把握した上で

進めております。 
 

【会長】 
ありがとうございました。民間は強さもありますが、ややもすると地域から浮きかね

ない、それを地域のことを良く知っている行政がサポートするということが非常に大事

かと思います。 
それでは、担当課におかれては、今の意見交換を踏まえた上で、来年度事業に活かし

ていただけたらと思います。 
次の事業について、事務局、説明をお願いいたします。 
 

【事務局】 
それでは、次の事業です。重点方策「非行・犯罪防止・立ち直り支援」、事業番号 69

「薬物乱用防止対策事業」及び事業番号 70「薬物相談窓口事業」です。 
この事業は、ボランティアである千葉県薬物乱用防止指導員や健康福祉センター職員

を中心に薬物乱用防止教室の開催やリーフレットを作成し、市町村や自治会を経由して

各家庭への回覧、また、健康福祉センターに設置されている薬物相談窓口における相談

受付を通じて薬物乱用防止を啓発するものです。 
この事業に関しては、3 人の委員から御意見をいただいています。 
（【資料 1-2】により委員の意見紹介） 
それでは、会長、よろしくお願いいたします。 
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【会長】 

ただいま、事務局のほうから、薬物関係の 2 つの事業について、御説明いただきまし

た。 
この事業に対する御意見としては、「学校における更なる教育を」「緊急対策をすべき」

といった御意見が出ています。 
これについては、担当課はどうお考えでしょうか。 

 
【薬務課】 

まず、学校における更なる教育をという御意見ですが、教育庁では昨年度公立の小中

高校において、延べ 960 回、165,243 人の生徒に対して薬物乱用防止教室を実施してい

ると聞いております。当課から提出しました評価シートの中の 74 回、9,220 人という

数字は、教育庁が実施した薬物乱用防止教室の中で当課が所掌している中、薬物乱用防

止指導員、及び保健所職員が実施した数字となっております。当課としましては、教育

庁からの要請があれば引き続き薬物乱用防止教室を実施していきたいと考えておりま

す。 
続きまして、「緊急対策すべき」という御意見です。危険ドラッグについては、使用

者が死傷者を出す交通事故を起こすなど大きな社会問題となっておりますので、当課に

おきましても 7 月 25 日に県内の危険ドラッグ取扱店に対して県警本部・国と合同で一

斉立入を行いました。その際に、販売を中止するよう緊急の要請書を全店舗に交付して

全店舗から製品を購入し現在検査を行っているところです。併せて、買い置き検査中で

すがこれによって危険ドラッグの排除に努めていくということを行っております。緊急

対策につきましても、現在財政当局と協議しておりまして、更なる対策強化に努めてま

いりたいと考えております。 
 

【会長】 
ありがとうございました。委員の皆様、他に御意見ありますか。 

 
【委員】 

薬物乱用防止教室を 74 回、9,220 人開催されたということですが、対象としている

学校が何校あって、何パーセントくらいなのか、というデータがあると、進んでいるの

かいないのかということがわかると思います。それから、今御説明のあった教育庁との

連携ということで、受け身ではなくお互いに積極的に実施していかないと、本当に身近

な問題として色々な事件が起きているので、そのような取組をお願いしたいと考えます。 
 
 
【会長】 

担当課、数値的なデータはわかりますか。 
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【薬務課】 

全数でお伝えします。先ほど、延べ 960 回、165,243 人実施しているという御説明を

しましたが、学校数では、全小・中・高校合わせて 1,165 校中 876 校で実施していると

聞いております。それから教育庁との連携については、教育庁から依頼があったら、と

いうことではなく当課からも積極的に開催の依頼を申し入れたいと考えております。 
 

【会長】 
ありがとうございました。委員の方、何かありますか。委員お願いします。 

 
【委員】 

私は、ボランティアとして薬物乱用防止のリーフレット等を配った経験がありますが、

日中配っておりますとやはり中高齢者が多いです。時間帯を考慮しないと、一番大事な

小・中・高校生に配ることができないと感じました。 
一番興味を持つのが中学生・高校生くらいであるということを考えますと、今、876

校で実施したということですが、継続的に実施して、もっと浸透させるようにしていか

ないと、今、この時代、これだけ事件が起きているということを考えると非常に意義の

ある大変なことであるというふうに考えました。 
実際、リーフレットを配った経験から言えることは、若者たちは薬物乱用の危険に全

く関心がないということもあるので、薬物乱用防止について周知していくことが非常に

大事であるということを思いました。 
 
【会長】 

貴重な御意見ありがとうございました。他に何かありますか。 
なければ、次の事業です。重点方策「多様な主体による取組の推進と関係機関の機能

強化」、事業番号 92「青少年相談員設置事業」及び事業番号 93「青少年補導センター事

業」について、事務局から説明をお願いします。 
 
【事務局】 

それでは、事業番号 92「青少年相談員設置事業」及び事業番号 93「青少年補導セン

ター事業」について御説明いたします。 
 この事業は二つとも歴史ある県の制度であり、青少年相談員は、昭和 38 年に発足し、

今月末には 50 周年の記念大会を開催します。また、青少年補導センターに所属してい

らっしゃる青少年補導員は、つい先日、県下一斉合同パトロールを実施するなど、両事

業とも活発な活動を行っていただいています。この事業に対しては、3 人の委員から御

意見をいただいています。 
 （【資料 1-2】により委員の意見紹介） 
 それでは、会長、よろしくお願いいたします。 
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【会長】 

ただいま、事務局のほうから、青少年相談員、青少年補導員及び補導センター関連の

二つの事業について、御説明いただきました。 
この事業に対しては、「関係団体との連携を期待する」「相談員・補導員が両輪となっ

た活動を期待する」などの御意見が出ています。 
これについては、担当課である県民生活・文化課はどうお考えでしょうか。 

 
【県民生活・文化課】 

青少年相談員設置事業と青少年補導センター事業について御説明いたします。 
青少年育成を支える地域の担い手として、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 人の方がボランティアとして活動しています。 
青少年相談員は、地域の青少年の健全育成のため、子どもたちとキャンプやスポーツ

大会などを一緒に楽しむ活動が中心であり、一方、青少年補導員は、非行防止という観

点から、地域をパトロールし、子どもへの声かけや指導を行っています。 
どちらも約 50 年という息の長い活動を続けてきており、本県における青少年育成の

担い手としてなくてはならない存在ですが、委員の皆様からは期待しているという御意

見をいただきありがとうございます。活動にあたっては、これまでも地域の関係機関・

団体と連携を図りながら行ってきたところですが、今後も連携を強化しながら、地域の

青少年育成を推進してまいりたいと思います。 
また、青少年相談員については、平成 28 年度に第 19 期の相談員の委嘱替えが行わ

れますが、今年度からあり方検討委員会を設置したところであり、この中で制度の見直

しを図っていくこととしております。 
 なお、今月 31 日には、青少年相談員 50 周年記念大会がかずさアカデミアホール

にて開催されます。委員の皆様にも、御都合がつけばぜひ御来席賜りたいと思いますの

でどうぞよろしくお願いいたします。 
振り込め詐欺についての御意見をいただきましたが、近年、振り込め詐欺事件で検挙

される少年が非常に増加していることは承知しております。振り込め詐欺も含め、青少

年の非行防止、犯罪防止については、今後も県警等と情報交換・情報共有を図りながら、

連携協力して対応してまいりたいと思います。 
 

【会長】 
ありがとうございました。委員の方、何かありますか。 
振り込め詐欺の逮捕者の中で、データで、千葉県警と警察庁の中で、高校生、中退者、

大学生などで増えていると新聞報道では断片的に触れられていると思っていますが、そ

の背景の分析はされているのでしょうか。 
 

【県民生活・文化課】 
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増えていると認識はしておりますが、県警少年課の資料からの参照ですので、詳細は

当課では把握できておりません。 
 
【県警少年課】 

人数的には、ここ最近の報道でも出ておりますが、振り込め詐欺の「受け子」ですね、

被害者から現金を預かる役ですが、そういった例で検挙している少年が増加傾向にある

ことは間違いありません。ただ、本日は具体的な数値を持ち合わせておりませんので、

必要でしたら後日御回答させていただきたいと思います。 
 
【会長】 

委員、御専門として、調査官の立場から、どのようなケースが多いでしょうか。 
 
【委員】 

実際、少年事件で増えております。今、「受け子」のことが話題になりましたが、受

け子だけではなく「掛け子」という、電話を掛ける方でもやはり少年が関わってきてい

ます。今、県単位でお話をされていますが、実は県に留まっておりませんで、電話は日

本全国に掛けられるものですから、千葉県の少年が他県で捕まって移送されてくるとい

うケースが後を絶ちません。ですので、千葉の数値だけを取り上げても実態が見えてく

るかというと、見えてこないというのが現状であると思います。それについては裁判所

の方でも問題意識を持っておりまして、きちんと整理していこうとまとめているところ

です。もう少し時間は掛かりますが、大きな問題ですので、そういう動きをしていると

いうことを御報告させていただきたいと思います。 
それで皆、受け子にしても掛け子にしても、これは子どもたちの言葉なんですが、こ

れはブラックな仕事だよということであればこれはもう違法な仕事ということでそれ

は嫌だ、ということになるんですが、多くの場合ブラックではない、グレーだよと、と

もかくそこに行って何か受け取ってくればそれでいくらあげるよ、ということで最初は

声を掛けられるそうです。で、だんだん事情がわかってくると 2 回目 3 回目からはお金

であるということがわかってくるということがあるようです。ですので、補導されて実

際調書を取られても、「詳しいことはよくわかりません」と、ほんとうによくわからな

いのか、上の方からそう言えと言われているのかもちょっとよくわからないんですが、

そういった形で捜査段階でなかなか実態が解明されていないというのが現状なのでは

ないかと思います。 
それから、今日本国内の話をしましたが、私が実際に経験した事件では、掛け子なん

ですが、わざわざ中国まで何人かで行って海外から日本国内に電話を掛けるんですね。 
ですから、捜査の手が及ばない、といった実態もあって、なかなか難しいところがあ

るのかなと思っています。あまりのんびりしたことも言えないのですが、もう少し実態

解明までは時間がかかるのかなと思っております。今、作業を行っておりますので御報

告させていただきます。 
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【会長】 

貴重な御意見ありがとうございました。色々複雑なようですのでぜひまたデータがあ

りましたらお願いいたします。  
では次の事業に移りたいと思います。 
 

【事務局】 
それでは、最後に、重点方策「子どもを守る環境の整備と情報化社会への対応」から、

インターネットに関連する 2 つの事業について、まとめて御報告します。  
まず、事業番号 100「青少年ネット被害防止対策事業」です。この事業は、青少年の

利用頻度の高いサイトをパトロールをし、関係機関と連携し、いじめ、非行行為、犯罪

被害等の防止を図るものです。 
次に、事業番号 101「サイバー犯罪対策の推進」ですが、こちらは、県下の学校等教

育機関を対象としたネット安全教室を開催し、インターネットを利用する上での規範意

識の向上や、情報セキュリティ対策に関する知識の向上を図るというものです。 
この事業については、4 人の委員の方々から、御意見をいただきました。 
（【資料 1-2】により委員の意見紹介） 
それでは、会長、よろしくお願いいたします。 

 
【会長】 

ただいま、事務局から、「青少年ネット被害防止対策事業」と「サイバー犯罪対策の

推進」の 2 つの事業について説明がありました。 
これは、千葉県が非常にがんばっている事業の一つであると思います。 
青少年ネット被害防止対策事業は、埼玉県も千葉県を勉強している、というふうに聞

いております。 
そういう意味で両課がうまく連携しているケースではないかと思いますが、これに関

しては、「ぜひ継続実施を望む」という御意見、また、「講演や啓発活動が増加している

ことに期待する」「人材の要請や携帯電話会社等との連携等に期待する」などの御意見

をいただいています。 
これらについて、県民生活・文化課、県警本部サイバー犯罪対策課から回答をお願い

します。 
 

【県民生活・文化課】 
ネットパトロール事業につきましては、委員の皆様から「ぜひ継続していただきたい」

「即効性のある対策だと思う」という御意見をいただき、ありがとうございます。 
この事業は、平成 23 年度からスタートし、現在、専属の嘱託職員 2 名を配置して、

県内全ての中学校、高校、特別支援学校約 630 校を対象に、毎日インターネット上の検

索を実施しております。 
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平成 25 年度の実施結果の詳細につきましては、この後の報告事項の中で説明させて

いただきますが、問題のある書き込みは平成 24 年度と比べると 8.8％増と、年々増加傾

向になっております。5 月に 25 年度の実施結果について報道発表した際には、多くの

新聞に取り上げていただいたところであり、社会的関心の高さを感じております。 
 また、ネットパトロールと併せて、インターネットの適正利用について、学校等の

要請に応じて、児童・生徒や教員、保護者に対し、講演を実施しておりますが、非常に

要望が多く、平成 25 年度は実に 102 回開催したところです。今後は、これらリテラシ

ー教育などの広報啓発活動にもさらに力を入れていきたいと考えております。 
青少年がインターネットを利用して、様々なトラブルに巻き込まれるケースは後を絶

ちません。今後も、教育委員会、県警とも連携を深めながら、積極的にネットパトロー

ルに取り組んでいきたいと考えております。 
 

【県警サイバー犯罪対策課】 
ネット安全教室について御説明いたします。千葉県警では、県民に向けてのネット・

コンピュータ関連の広報啓発活動の一環としてネット安全教室ということで進めてお

ります。主な内容としましては、インターネットの利便性の向上の一方で、危険性が高

まっているという現状を踏まえて、県民がインターネットを利用していわゆるサイバー

犯罪の被害者にも加害者にもならないよう、規範意識の向上を目的として実施しており

ます。ネット安全教室は学校のみならず企業、自治体、地域住民等に関しても出前講話

式ということで実施しております。内容は、ネットにおけるモラルやネットリテラシー、

犯罪の防止、情報漏えい防止を目的とした情報セキュリティ関係の知識について分かり

やすく講話形式で実施しております。質疑のところで、「各警察署にこの啓発活動がで

きる担当者を養成できないか」とありますが、県警本部から各警察署にパワーポイント

を配付しておりまして、各警察署には生活安全課に配置した、研修等を受講した担当者

がおりますので，その担当者が各警察署が管轄する小学校、各種学校において講話を行

っております。 
もう一点、「生徒児童だけでなく保護者への啓発も大切である」という御意見をいた

だいておりますが、講演の対象については学生のみならず教職員、またそれに関連する

職員、または青少年関連団体の職員、自治体であったり児童の保護者を対象としたもの、

これについても一連の児童に対するネット安全教室の内容とは異なり、児童に向けては

携帯電話を利用した誹謗中傷、チェーンメールへの対策・心構えといったものを行って

いて、一般の方や教職員、保護者向けには携帯電話の利用上の注意や購入時の注意点、

フィルタリングといった広報啓発活動を行っています。 
数値的なものを発表させていただきますと、平成 26 年は 6 月末現在で、489 回、約

76,000 人に対してネット安全教室を行っております。昨年の同時期に比べて 111 回、

15,000 人の増加となっており、ここ 5 年年々増加している状況となっております。 
【会長】 

ありがとうございました。一点質問ですが、これは非常にニーズが高いと思いますが、
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学校長はどこへ電話すればいいのでしょうか。 
例えば、PTA の会長さんや学校長は、県警本部に電話するのか、あるいは所轄の警

察署に電話すればいいのでしょうか。 
 

【県警サイバー犯罪対策課】 
これについては、管轄する警察署の生活安全課に担当者がおりますので、防犯の担当

ということで言っていただければ、どのような手続きを取ればよいか、ということを教

示していただけます。 
 

【会長】 
ありがとうございました。本日は PTA 連絡協議会の副会長もいらっしゃいますし、

教育庁の方もいらっしゃいます。こういったことは非常に関心が高く、学校長はどこに

頼んだらいいかわからなくて悩んでいるんですね。 
広報を、お互いに連絡を取ってやっていただけるといいかなと思います。 
他に何かありますか。 
 
各担当課が非常に頑張っていて、委員の意見に対しても真摯に回答していただきまし

た。ありがとうございました。 
青少年の健全育成は、地道な活動であり、漢方薬のようなものであると思っています。

即効性はなく、じわじわと効いてくる、ということがあります。 
その意味で、各担当課の事業の成果というものがあります。ぜひエビデンスといいま

すか、数値目標と事業成果をエビデンスとして出していただけると県民の方がわかりや

すい。また、担当の財政担当課が、予算査定時に本当に成果はあるのかと、数値を求め

られますのでそのためにも、ぜひエビデンスを用意していただくとよりよい事業になっ

ていくかと思います。よろしくお願いいたします。 
 
【会長】 

それでは次の議事に入ります。議事(3)「次期千葉県青少年総合プランについて」、事

務局より説明をお願いします。 
 
【事務局】 

（【資料 2-1】【資料 2-2】により策定趣旨と策定スケジュールを説明） 
 

【会長】 
今の事務局からの説明について、御意見・御質問ありましたらお願いいたします。 

 
【委員】 

一点お願いですが、青少年総合プランの中では表紙の裏に「千葉県・子どもの誓い『7
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つの大切なこと』」という項目があります。実際、子どもたちに守ってもらいたい 7 つ

のことが書いてある訳ですけれども、このようなことは私たちの近くの学校の話を聞く

と、保育園・幼稚園から中学校まで考え方を一貫して教育していかないと子どもという

のは育っていかないんだということを言われました。非常に大切なことだと思いますが、

このようなことを次期の総合プランの中で落とされてしまうと困るので、一貫性のよう

な部分、それから長期的に取り組まなくてはならないことというのはやはり継続してや

っていただきたい、と思います。 
 

【会長】 
今おっしゃられたようなキーワード、コンセプトを打ち出しておくことは大事なこと

であると思います。その他にありますか。 
なければ、私から一点お願いしたいのですが、新プランでは二番目に「子どもの貧困

問題への対応と経済的支援」が入りました。これは非常に評価したいと思います。青少

年健全育成というのは、やはりこのような視点がややもするとこれまで欠けていた。子

どもの貧困層は 15％に達するといった、その、貧困に目を向けるというか、青少年健

全育成という視点から考えていくということは、非常に大事な柱であると思っています。 
もうひとつお願いしたいのはですね、右の 5 つの観点から見ると、何かこう、支援し

ましょう、擁護しましょうというような、言葉は悪いですが、何かこう救済しましょう

かというようなそういう視点が強すぎる。やはり、青少年の主体性を引き出すというか、

伸ばすというのが「子ども・若者ビジョン」でもありましたよね。例えば、青少年の参

画をどうするか、社会に加わっていくとか、参画する。それが今日冒頭に申し上げたボ

ランティア活動はまさに社会参加の一つの形態であると思うんです。青少年たちが社会

に参画するようなことを支援するという、例えば、中学生の少年の主張というのは一つ

の典型で、二年前は千葉県が最優秀賞を取ったんですから、そういう成果を踏まえて、

とにかく今の子どもたちは、ディスカッションして自分の意見を主張するということが

非常に弱いです。そうすると、最後には世界でがんばってもらうためには、文化を、宗

教を超えて自分の意見を通す、ということを、620 万人県民の中から育てていかなけれ

ばいけないという、そういった何かアクティブな面も引き出すような施策がないかなと

思います。何だか大人が、青少年の応援をしましょうというような、サポーターも大事

なんだけども、彼ら自らが意思決定をして提案して、この間千葉市の子ども議会では、

非常に脚光を浴びまして、あそこは中学校と小学校と一年交替で議会をやっていて、で、

普通の子ども議会というのは一回しかやらないんですけども、千葉市は勉強会を 5 回や

っているんです。公募でやってもらいますから、非常に勉強をして、自分たちで意思決

定をして、市長をいじめる、というくらいできるんです。この間、ＮＨＫの「ニュース

深読み」で、千葉市の子ども議会が出ていましたが、あそこまで行くには相当、教育委

員会と市民局が応援してできるんです。ですので、千葉県も子ども議会を本気で、半年

くらいかけて年 4 回くらい子ども議会を開催してもいいですよね。親たちも年 4 回市議

会県議会をやっているんだから、子ども議会を千葉県バージョンで年 4 回小学生中学生
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でやりますよと。なんで 4 回やるのかを説明しないといけない。そうしたら、児童会生

徒会もですね、がんばってくる。 
たぶん小学校で、児童会がなかなか活発化していない。中学校の生徒会活動も非常に

弱くなってきているんですよ。その辺のことをですね、せっかく多くの課が集まってき

ていますから英知を集めて、もう一度千葉県の青少年が自分たちでディスカッションし

て意思決定して意見を述べるというような仕組みづくりができるといいな、というふう

に考えております。その辺をぜひ検討していきたいと思っております。 
その他いかがでしょうか。  
 

【委員】 
こういう機会ですので、細かいことで申し訳ないな、と思いながら発言させていただ

きます。二点ほどあります。私は裁判所に勤めておりまして、少年非行の克服というこ

とを目指している訳ですが、仕事がないということがかなりありまして、それが本人の

やる気がないとか、根気が続かないとか、そういうことであればその個人に働きかけれ

ばいいんですが、最近目立ってきているのは、軽度の知的障害、それから、軽度の発達

障害、こういう子どもたちの仕事就職先なんですね。で、障害をきちんと理解して雇っ

ていただけるような雇い主がいれば恐らくうまくやっていくであろうというケースが、

大体無理をしますので、親の方も軽度ということで、そんなに重くないんだということ

で受け止めますから、普通の子どもたちと同じように働いてもらいたいという思い、本

人も何とか頑張って普通に生活するんだ、ということなんですが、実際には軽度と言っ

ても、大人あるいは専門家の手が掛からないという一番厄介な部分なんですね。一見普

通の子どもたちと同じように見えるんだけども、他の人にしてみれば普通のことがその

人にとっては非常に無理をしている、ギリギリのところでやっていると。で、そこで何

か失敗をした時にもう、人格を傷つけられるほどやりこめられてしまうんですね。それ

で自信を失って職場から出て行ってしまう。こういった実態が少年非行の場合は意外と

多いんです。で、なかなかそれは個人の力では取り組むことができないものですから、

こういう機会ですので、もしそういった子どもたちも拾っていけるというような事業が

あればぜひそういうところへ組み込んでいただければと思います。 
あともう一点は、交通事件の関係なんですが、ここ 2、3 年少年だけではないと思う

んですが、自転車の交通事故、これが事件になってかなり上がってくるんですね。 
で、特に多いのは高校生の信号無視ですとか、二人乗りですとか、一時不停止ですと

か、違反だけで赤キップを切られるというものだと思うんですが、それだけで上がって

くる場合と、それに事故が伴う、つまり、被害者が出てくる場合とがありまして、で、

これがかなり目立つようになってきまして、それはやはり健全育成という観点から何か

こう子どもたちにきちっとその、自転車の乗り方といったものを含めて、本当に、小学

生に教えるようなレベルの話なんですが、中学校になっても高校になっても平気で右側

を走る自転車がありますので、そういったことをきちっとこう授業の中に組み入れてい

けないかなという希望があります。 
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【会長】 

貴重な御意見でした。私が関わっている国立青少年教育振興機構では「STOP THE ス
マホ歩き」を提案しています。一つは自転車の事故防止。千葉県でもやりましょう、

「STOP THE スマホ歩き」を県民運動として。本当に自転車でも、歩きながらでもス

マホをやっていますよね、一つの県民運動を起こしていくという、そうすると、少しで

も変わっていくのではないかと思います。 
二つ目は軽度の発達障害、文部科学省のデータでは 6％くらいと言われていますが、

これまでは障害者支援法で障害者の雇用を進めましょうと。で、雇用しない場合はお金

を払えばいいとなっている。で、この間厚生労働省のデータを見ていたら千葉県は全国

で一番低いんですね。 
困っているんですが、何とか特別支援学校を卒業された方たちが働く場を用意したい。 
それと同じように、その中間の軽度発達障害のお子さんたちに対する雇用の場面を、

専門家的に理解してあげて雇用を促進するということも、これから非常に大事になって

くるという感じがしております。 
 

【会長】 
他に何か御意見ございますか。 
ありましたら、事務局に電話かメールでお知らせいただければと思います。 
では、引き続きまして報告にまいりたいと思います。事務局お願いします。 

 
【事務局】 

(1)千葉県青少年総合プラン平成 26 年度関連事業表について 
【資料 3-1】により説明 

(2)千葉県子ども・若者総合相談センター「ライトハウスちば」について  
【資料 3-2】により、平成 25 年度活動実績について説明 

(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 
(4)青少年健全育成条例に基づく立入調査に係る事務の市町への権限移譲について 
【資料 3-4】により説明 
 

【会長】 
ただいまの報告事項につきまして、御質問・御意見等ありましたらお願いいたします。 

 
【委員】 

(4)の、調査事務の市町への権限移譲についてですが、対象市町はどのように決められ

たのでしょうか。 
【会長】 

そうですね、例えば千葉市と大多喜町が移譲対象になっているということですが。 



 
 

21 
 

市と町で基準がどこにあるのでしょうか。 
 

【事務局】 
移譲に当たりまして、全市町村に集まっていただきまして、希望する市町村を確認し

ました。で、手を挙げたところがこの 4 つということです。 
 
【会長】 

わかりました。基準はないわけですね。 
 
【事務局】 

ありません。 
 
【委員】 

わかりました。 
 
【会長】 

私から、ライトハウスのところで質問させてください。 
4 番目の主なリファー先ですが、相談件数は増えていますが、リファー先が平成 24

年度から比べると減っています。 
この資料から見ると、統合失調症、強迫神経症など精神疾患の割合が増加しています

がリファー先としてその割には医療機関の数もそれほど増えていない。 
ライトハウスを作った狙いは電話相談をさせる、それをリファーさせるんだというこ

とであったと思いますが、それが平成 25 年度は減ってきた背景というのはわかるんで

しょうか。 
 
【事務局】 

具体的につなぐ医療機関はライトハウスの相談員が足を運びまして、信頼のおける機

関としております。それから、数の問題ですが、単純に電話番号を案内してそれで終わ

りということではなく、確実に信頼のおけるところ、実際にライトハウスの相談員が足

を運んでいるところとしています。また、相談者が既に医療機関を受診されているとか、

そういったケースがありまして、御本人の希望でリファーを求めていないということも

実際あります。 
慎重にリファーを行っている結果であるということで認識をしております。 
 

【会長】 
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。 
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【事務局】 
会長、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 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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