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平成 22 年度第 2 回 

千葉県青少年問題協議会 

 

 

 

日  時   平成 23 年 3 月 29 日（火）午後 1時～2時 30 分 

場  所   プラザ菜の花４階「槙」 

出席者数   １１名 

出席委員   明石委員、島委員、井内委員、有馬委員、白﨑委員、佐藤 

委員、鈴木國夫委員、青木委員、森委員（代理：酒井県民生

活課長）、鬼澤委員（代理：渡邉教育振興部長）、五十嵐委員

（代理：髙木少年課長） 

 

 

 議事等次第 

  １ 議事等 

（１）千葉県青少年健全育成条例について 

  （青少年をインターネットの有害情報から守る取組） 

（２）千葉県青少年健全育成計画の策定について 

（千葉県青少年健全育成計画推進委員会の意見・提言［報告］） 

（３）その他（今後のスケジュールについて） 

   

２ 閉 会 
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会議の成立 

【司会】  

ここで、会議の成立について御報告いたします。 

  本日は、全委員１８名のうち１１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 

 

協議事項等 

【司会】  

それでは、これより議事に入ります。 

議事進行は、あらかじめ知事から明石副会長にと指名を受けておりますの 

で、以降の議事進行をお願いしたいと思います。 

  明石副会長、よろしくお願いいたします。 

【明石副会長】 

議事進行を指名された明石でございます。よろしくお願いいたします。 

まず、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） 

 

それでは、前回と同様に井内委員と青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。 

       

（２名了承する旨、発言あり） 

 

  ありがとうございます。では、協議事項（１）「千葉県青少年健全育成条例 

について」に入りたいと思います。 

事務局から説明をお願いします。 

【事務局】 

  事務局からの説明の前に、警察本部から「被害児童のフィルタリング加入 

状況」と「携帯電話販売店に対するフィルタリング推奨状況等実態調査の結 

果」について、御説明いただくようお願いしていますので、髙木少年課長、 

よろしくお願いします。 
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【髙木少年課長】 

 少年課長の髙木でございます。 

 犯罪現状におけるフィルタリングに関するご説明を致しますが、お手元に

配布しております資料【被害児童のフィルタリング加入状況及び携帯電話販

売店に対するフィルタリング推奨状況等実態調査の結果について（千葉県）】

を元にご説明してまいります。 

 昨今の情報化社会の中で、携帯電話は、今や日常生活に欠かせないものと

なっておりますが、一方では、携帯電話を介して接続するインターネット上

には、アダルトサイトや暴力、自殺等に関する有害サイトが無数存在してお

り、青少年がこれらの有害情報に接することにより、非行や犯罪に巻き込ま

れる危険性が問題となっております。 

  こうした危険性から青少年を守るため、有害サイトや特定サイトの閲覧を

制限するフィルタリングのより一層の普及促進が求められているところであ

ります。 

  青少年が利用する携帯電話へのフィルタリング普及状況については、昨年

１０月に警察庁からの発表がありましたとおり、平成２２年上半期における

フィルタリング加入状況の調査を全国警察で行った結果、ゲームサイト等の

非出会い系サイトを通じて、児童買春やわいせつ被害などに遭った１８歳未

満の児童のうち９８．５パーセントが有害サイトへの接続を遮断する「フィ

ルタリング」を利用していないとの現状が明るみとなった次第であります。 

   当該調査において、千葉県では、児童買春やみだらな性行為など、性的な

被害に係る１８歳未満の被害児童対象の事件について調査を実施しましたが、

お手元の資料の１番目の円グラフに示したとおり１５件の事件における被害

児童全員がフィルタリングに加入していない状況でありました。 

 また、児童買春、児童ポルノ、みだらな性行為など、少年の福祉を害する

犯罪である福祉犯全体の検挙状況は、毎年過去最高を記録しております。 

  検挙報告に基づく昨年（平成２２年）中の検挙件数、人員は、３６５件 

４３５人（前年比＋１３件、＋７人）で、３６２人（同＋３５人）の被害児

童を保護しており、依然として少年が犯罪の被害に遭うケースが後を絶たな

い現状にあります。 

  この福祉犯被害児童のうち、出会い系サイトやゲームサイト等のいわゆる

非出会い系サイトを利用した児童は、３７人と福祉犯被害児童全体の１割 

（１０．２％）程度ではありますが、昨年（平成２２年）中は、出会い系 

サイト利用の被害児童が４人であるのに対し、非出会い系サイト利用の被害

児童はその約８倍の３３人と、近年主流であった出会い系サイト利用を非出

会い系サイト利用が大きく上回っております。 
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  昨年（平成２２年）１年間における、出会い系サイト、非出会い系サイト

別のそれぞれの罪種構成は、お手元の資料の２番目の円グラフに示すとおり

となります。 

  内容としては、出会い系サイトでは、児童買春や児童ポルノの製造といっ

た児童買春・児童ポルノ法違反が２人、みだらな性行為や深夜外出制限の青

少年健全育成条例違反が２人とそれぞれの割合は半々となっております。 

  また、非出会い系サイトでは、みだらな性行為や深夜外出制限の青少年健

全育成条例違反が２８人と全体の８割以上（８４．８％）を占め、順に児童

買春や児童ポルノ製造の児童買春・児童ポルノ法違反が４人の１２．１パー

セント、児童に淫行をさせる行為の児童福祉法違反が１人で３パーセントと

なっております。 

  フィルタリングの普及促進に向けた取組としては、平成２１年４月にいわ

ゆる「青少年インターネット環境整備法」（青少年が安全に安心して利用でき

る環境の整備などに関する法律）が施行され、民間業者には、青少年が使用

する携帯電話等に対して、有害サイトにアクセスできないようにするための

フィルタリングサービスの提供などが義務付けられたところではありますが、

先般、全国警察で行った、身分を伏した警察職員による携帯電話販売店側か

らのフィルタリングに関する説明を聴取した「覆面調査」においては、４割

の携帯電話販売店でフィルタリングに関する説明や対応が不十分であったと、

２月１７日に警察庁が発表を行っております。  

   当県における覆面調査は３７店舗に対して行い、調査結果については、お

手元の資料の３番目に示すとおりとなりますが、「説明も概ね十分で熱意も感

じられた」が５１．４パーセント、「説明は概ね十分であったが、熱意が感じ

られなかった」が２１．６パーセントと全体の約７割がおおむね良好な説明

でありました。 

  しかしながら、残りの約３割は、「十分な説明がなされなかった」との調査

結果となっております。 

 このように、青少年がインターネット上のサイトに接する、あるいは、利

用するなどにより、非行に走る、あるいは、犯罪に巻き込まれるといった危

険性は、現状においては十分に考えられるのです。 

  警察としては、フィルタリング１００パーセントの普及を目指しており、

今後とも携帯電話販売事業者等に対して、フィルタリングの普及促進に向け 

た要請活動を行っていくほか、関係機関・団体のご理解、ご協力のもと、県

民に向け、より一層のフィルタリングの普及促進を図っていきたいと考えて

おります。 

 以上で説明を終了させていただきます。 
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【明石副会長】 

  少し確認をさせていただきたいのですが、大変貴重なデータで、これをみ

ますと、被害にあった児童は、千葉県の場合は全くフィルタリングをしてい

ない、全国でも 98.5％していない。これは非常に危険ですね。 

  次に 2番目の、被害にあった児童の中で、出会い系サイトによるものは意

外に少なくて、非出会い系サイトの方が危ないということです。 

  私たち素人は出会い系が危ないと思いますが、そうではなくて非出会い系

の方がブラックボックスなので、意外とここが盲点なのかと感じます。 

【少年課長】 

  今までは出会い系サイトが主流だったが、出会い系サイトは届出制になっ

ているが、非出会い系の方はそれがない。 

【明石副会長】 

  ３番目の覆面調査は面白いと思いましたが、説明が十分で熱意もあったの

が５割で、２番目の 21.6％は、説明はしたが熱意がないというのは危ない。 

  ５割くらいはよろしいのだが、あとの５割は少し考えた方がよいというこ

とでよろしいでしょうか。 

  課長の説明では、７割くらいは良いとのことでしたが。 

【少年課長】 

  それは、完全なものということではなく、概ねということです。 

  今後は説明も十分で熱意も十分であるようにしていきたいと考えています。 

【酒井県民生活課長】 

事務局を務めます県民生活課の酒井です。本日は、森環境生活部長の代理

としても出席させていただいています。 

  委員の皆様には、３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震の影響によ

り、会議日程を急遽変更させていただいたことに、まずは、お詫び申しあげ

ます。また、急遽の変更にもかかわらず本日御出席いただきまして、誠にあ

りがとうございます。 

  それでは、議事等の(１)についてご説明します。 

  県では、青少年をインターネットの有害情報から守る取組の一環として、 

千葉県青少年健全育成条例の改正を検討してきました。本日は、改正しよう 

とする内容についてご説明させていただき、委員の皆様からの御意見をいた 

だければと考えています。 

  資料の１をお開きください。 
最初に現行条例の概要についてご説明します。 

本条例は、青少年の健全な育成を図るため、必要な環境の整備を図り、青

少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を防止することを目的として
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います。そして、これを達成するための県民、県、市町村の責務が規定され

ています。 

   次に優良興行及び優良図書等の推奨ですが、青少年の健全育成のため、特

に有益であると認めた興行や図書等を、知事が推奨するというものです。 
推奨に当たっては、事前に当協議会のご意見をお伺いすることになってい

ます。 

    青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の防止では、条例の目  

的を達成するため、まずは興行者等の自主規制を求めながら、○印にある、     
○有害図書等、有害がん具等の指定、販売の禁止 

  ○有害図書等陳列制限 

  ○自動販売機等の設置届出等 

  ○有害図書等、有害がん具等の自動販売機等への収納禁止 

  ○有害広告物の指定と掲出の禁止 

  ○有害なチラシ等の頒布制限 

  ○みだらな性行為等の禁止 

  ○深夜外出の制限 

  ○深夜における入場の禁止等 

  など、県民の権利、自由に係わる様々な制限や規制を定めており、罰則が  

伴うものもあります。 

  後ほど説明しますが、第３章の中に、青少年のインターネット利用に関  

する規定を新設したいと考えています。 

  第４章 協議会への諮問ですが、協議会への諮問は、条例の規定を適用す

る際に、あらかじめ当協議会に諮問しなければならないものがあります。 
具体的には、 

  ①の優良興行、優良図書等の推奨 

  ②の有害興行、有害図書等、有害がん具等、有害広告物の指定 

  などについて知事が行う場合です。 
  これは、条例の運用に際して、公正と適正を期すためで、広く有識者、関

係者のご意見を伺おうとするものです。ただし、②にあるもので緊急を要す

る場合を除外していますが、この場合も指定後速やかに当協議会に報告する

ことになっています。近年の指定状況は、記載のとおりです。 

  立入調査は、条例の目的を達成するために必要な場所に立ち入って調査  

することができる規定で、知事が指定する職員(県民生活課、県民センタ  

ー職員)が行い、条例が遵守されるよう必要な指導、勧告等を行います。      
平成２２年度中の立入調査の状況は、記載のとおりです。 

  平成２２年中における条例違反での検挙状況は、警察本部少年課からい  
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ただいた資料によりますと、被害児童１４１人が保護されています。 

  深夜外出制限とは、青少年を脅かしたり、欺いたりするような不当な手  

段又は正当な理由がなく、深夜(午後１１時から翌日の午前４時まで)に青  

少年を連れ出す行為のことで、みだらな性行為とは、青少年の心身の未成熟

に乗じた不当な手段等による性行為や、わいせつ行為のことです。青少年の

性をもてあそぶ心ない成人から青少年を保護するために設けられています。 

  現行条例の概要については以上です。 
次に、資料２をお開きください。 

    青少年健全育成条例の見直しについて、ご説明します。 

  今や、青少年にとっても、インターネットができるパソコンや携帯電話等 

は、日常生活に欠かせないものとなっています。しかし、これらは非常に便 

利な道具である反面、青少年にとっては、その使い方を誤ると犯罪の被害者 

や加害者にもなり得る危険性が指摘されており、先程の高木少年課長のご説 

明からも明らかです。 

    こうしたことから、平成２１年４月に「青少年が安全に安心してインター 

ネットを利用できる環境の整備等に関する法律」が施行されました。 

    このインターネット環境整備法では、保護者の責務、事業者の責務が規定

され、保護者には、青少年の発達段階に応じたインターネットの利用状況の

適切な把握とフィルタリングの利用、そして、インターネットを適切に活用

する能力の習得の促進などが義務付けられ、事業者には、青少年が利用する

携帯電話等へのフィルタリングサービスの提供が義務付けられています。 

    しかしながら、フィルタリングに関しては、保護者の申し出により簡単に  

解除できます。 

    平成２３年２月に内閣府が公表したフィルタリングの利用率では、前年よ

り増加してはいますが、小学生が７７．６％、中学生が６７．１％、高校生

が４９．３％となっています。 

  また、警察庁によりますと、いわゆる「非出会い系サイト」を通じて犯罪

に巻き込まれる青少年が増加傾向にあり、平成２２年上半期での被害少  

年は、６００人を超え、このうち９８．５％がフィルタリングに未加入で  

あったことが公表されています。 

    先程の説明では、千葉県では２２年度上期で１５件の事件が発生し、その

被害児童全員が、フィルタリングに加入しておらず、また、警察による携帯

電話販売店に対する覆面調査の結果によると、千葉県では、約３割が「十分

な説明がなされなかった」とのことです。 

    こうした結果からも、インターネットの危険性に対する保護者の無関心や  

知識不足、そして、携帯電話等販売店での利用者の年齢確認や、フィルタリ
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ングの必要性に関する説明不足が指摘されているところであり、青少年をイ

ンターネットの有害情報から守る取組が、喫緊の課題となっています。 

  青少年をインターネットの有害情報から守る取組は、九都県市首脳会議  

においても議論が行われており、前回の協議会でもご説明しましたが、平成

２２年１２月３日に、国に対し、記載の項目を共同で申し入れたところです。 

    全国で７都府県、近県では、埼玉県、神奈川県、東京都が、青少年健全育

成条例を改正し、フィルタリング解除の厳格化を図っています。 

    そこで、千葉県にあっても、青少年を有害サイトに起因するトラブルや  

犯罪被害から守るため、条例の改正を早急に進めたいと考えています。 

    先程、現行条例の概要について説明しましたが、これまでの主な改正は、  

記載のとおりです。   

    改正案についてご説明します。 
現行条例では、青少年のインターネット利用環境に関する規定がないこと

から、インターネット上の有害情報への対応について、保護者、事業者の努

力義務、青少年が使用する携帯電話等へのフィルタリング設定に関する規定

を新たに設けるものです。 

     保護者には、①青少年が使用するインターネット端末の適切な管理と、  

②青少年が安全にインターネットを利用することができるよう、インター  

ネットの適切な活用能力の育成などに努める義務を新設します。 

  また、インターネットカフェなど、インターネットを公衆の利用に提供す 

る事業者は、フィルタリングの利用等により、青少年に有害情報を閲覧させ

ないよう努める義務を新設します。 

    青少年が使用する携帯電話等へのフィルタリングに関しては、原則として 
解除を禁止します。ただし、やむを得ない理由により解除する場合は、保護

者が、その正当な理由を記載した書面を携帯電話販売店等に提出しなればな

らないこととします。 

    正当な理由の例示としては、記載のとおり、青少年が就労し、業務上必要 
な場合、青少年が心身に障害を有し、又は疾病にかかっており、日常生活に 
支障が生じる場合、保護者が青少年のインターネットの利用状況を適切に把 
握し、有害情報を閲覧することがないようにする場合とします。 

  そして、販売店や事業者には、青少年が使用する携帯電話等の契約の締結 

に当たっては、その保護者に、インターネットに接続することによって、青

少年が有害情報を閲覧する機会が生じることや事業者が提供するフィルタリ

ングサービス等の内容について説明するとともに、その内容を記載した説明

書の交付を行うようにします。 

    このフィルタリング解除の厳格化については、埼玉県、神奈川県、東京  
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都と同様の内容となっています。 

    今後の予定としては、４月に改正案に対するパブリックコメントを行い、  

そのうえで、５月に、具体的改正案について当協議会に諮問させていただ  

きたいと考えています。 

  そして、できるならば、６月県議会に改正条例案を上程し、平成２４年  

１月１日の施行を予定しています。 
    現行条例と規則の全文につきましては、資料４と、資料５をご参照願い  

ます。 

  以上で、千葉県青少年健全育成条例についての説明を終わります。 
【明石副会長】 
  今、酒井課長から、今後の青少年健全育成条例の見直しの趣旨と流れにつ

いてご説明がありました。これに対する御意見はありますか。 
  スケジュールとしては、４月にパブコメを行い、５月にこの青問協に諮問

し、6 月議会に上程し、条例を制定するという流れになっています。 
【青木委員】 

  これは、全員にフィルタリングをかけるということですか。 

【事務局】 

  原則としてそのように考えています。ただし、記載の場合につい

ては、例外になるということです。 

【青木委員】 

  高校生については、全員にかけた方がいいと思います。全員にか 

けて、正当な理由がある時だけ解除するのがよいと考えます。 

【明石副会長】 

  まず、率直に様々な意見をいただき、事務方で諮問の中身を作り、

条例の文言などを作っていくので、フリーなディスカッションをし

ていただきたい。 

【佐藤委員】 

  解除する場合の様式は県の方で明示するのですか。 

【事務局】 

  千葉県の販売店で近県と同じような規制をしたいと考えていま

す。例示についても具体的に３つ考えています。 

  たとえば、今、説明がありましたが、事業者側として説明書を交

付しなければならない点について、説明書を事業者側でもつのか、

県・自治体の方で用意するのかというやりとりについてはこれから

になる。 

  ただ、東京・埼玉・神奈川で先行しており、販売店・事業者側は、
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現に今、法律で義務付けられているので、もうすでにやっていると

ころはやっている。それを条例でしっかりおさえていきたい。 

【青木委員】 

  事業者の方にお願いする時に、説明のできない人もいると思う。 

  説明をしないで販売し、用紙だけを渡し、説明をしました、受け

取りに来てください、というように。 

  だから、できれば強制的におさえておいて、解除するところは、

どうしてもという時だけ解除するようにしてくださいというのは良

い提案だと思います。 

【明石副会長】 

  すでに先行している県がありますし、佐藤委員がおっしゃったよ

うに、どういう形で説明書の交付を行ったか、かなり重みがあると

思います。 

  どういうトラブルがあるとか、それとなく、行政的に流れていく

のか、行政はタッチしなくて、民間にまかせていくのか、その辺の

手続きのところを、次の諮問にこたえる場合、その辺がないと条例

ができないと思われるので、３つの県の状況を少し検討いただきた

い。 

【青木委員】 

  厳しくやって千葉県はさすがと言われるようにお願いしたい。 

【明石副会長】 

  保護者の努力義務、事業者の努力義務がありますが、学校の努力

義務は必要ではないのか。 

  私個人は、子どもたちはインターネットや携帯について、学校で

教わったというのが少ないのです。 

  ＰＴＡの調査をやりますと、７割が保護者から教わって、学校は

３割だけれども、いじめの問題なども含めて、鳥取や島根は学校に

携帯を持ってこないといった措置をとっている。それでも抜け穴は

ある。 

  今回、大学入試での事件がありましたが、誰がセーブするのか、

ある意味でいたちごっこだと思うが、この中に学校の努力事務を入

れなくてもよいのか、ということがパブリックコメントで出てくる

のではないか。 

【渡邉教育振興部長】 

  高等学校は校内での使用を禁止するところもあるが、持ってくる

ことを禁止することは難しい。 
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  なぜかと言うと、親への連絡や緊急の連絡などであるが、なかっ

たらなくてどうということもなく、おそらく親は持たせなくても良

いと思っていると思うが、子どもに泣きつかれて持たせてしまう。 

  教員はそうしたいが、保護者や子どもは納得しない。多くの学校

では持ってきても校内では使わない、授業中は電源を切って鞄の中

に入れておくという指導をしている。 

【明石副会長】 

  学校に持ってくるなという努力義務は難しいけれど、フィルタリ

ングをつけなさいという啓発的な教育ができないかなと思う。 

【渡邉教育振興部長】 

  これは是非、全学校に周知できればと思う。いいことですので、

反対する親はいないと思う。 

【明石副会長】 

  埼玉、神奈川で、学校に対する姿勢はどのように行われているか 

 県で調べていただけると良いと思う。 

【事務局】 

  他の県も学校に対する努力義務の規定はありません。というのは

文部科学省から、学校に対しても局長通知又は生徒指導提要が改正

になり、生徒指導に対して、フィルタリングを呼びかけなさい、と

いう指導が国からきていますので、県下でもそれが行われていると

解釈しています。原則として小中学校は持ち込み禁止です。 

  ただ今、部長から話がありましたが、どうしても連絡が必要だと

いった特殊な事情がある場合は、そこまで規定できないと考えてい

ます。 

  千葉県では、この条例が議会で承認されましたら、小中高全員に

配布するような形で学校現場に配付するように考えています。 

【井内委員】 

  非常によくわかるのですが、一番最初の保護者の努力義務につい

て、子どもから言われたことに、お母さんお父さんがしっかり断れ

るということがなかなか出来ないのが現実ではないでしょうか。 

  お母さんは子どもにこういうことができたら何々してあげるよと

下手な約束をする。そこで携帯電話を購入する。 

  今度はあの時に約束したのだからといって、携帯電話を買わない

と家庭内暴力に波及する。 

  私はいろいろな例を見ているが、家庭内暴力で壁に穴をあけて警

察を呼んだりといったことは、携帯電話が最初の走りというのはよ
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くある。 

  話を聞いていくと、携帯を買ってくれると言ったのに、うそをつ

いたというような形になっていくのが実際ある。 

  これは１つの案ですが、青少年の健全育成条例が形としてできあ

がったら、携帯電話を販売しているところには、Ａ３の大きさでも

いいので、必ず店頭に掲示しなさいということ。お母さんが子ども

と一緒に携帯電話を販売するところに行った場合に、これがありま

すよという形で、いわゆる水戸黄門ではありませんが、こういうも

のがあるから、子どもはフィルタリングをかけなければならないん

だよと意識させる。 

  お母さんがダメだよと言ってもきかないから、いわゆる決まりで

こうなっていることを分からせてあげるということが保護者のため

に良いのではないか。 

  私は中学生くらいの子どもを連れて、これは私の孫ですと言って

携帯電話販売店によく行きます。本当に注意するのかしないのか、

フィルタリングをかける、かけないとか、あまり説明をしないで、

早く終わりにしてしまうとか、子どもを連れていって実際にやって

みるが、そうするとはっきりと良い店と悪い店の区別ができる。 

  そういう店をなくすためにも、各お店に、必ず千葉県条例をお客

さんの見えやすいところにおいてください、ということをやれば、

保護者のためにもお店にとっても統一見解でお客さんに話ができる

し、ここでちらしやリーフレットを配れば、ものすごく効果が大き

いような気がするので、そういうことを考えていただければと思う。 

【明石副会長】 

  貴重な御意見ありがとうございました。 

【有馬委員】 

  井内委員のおっしゃたことは子育ての現場の声だと思う。ただ、

この条例について、努力義務と義務は立場が違って、努力義務であ

れば、今のような御提案をそこで、自己決定をどうしますかと聞か

れてしまうわけですね。 

そこが努力義務の危ういところで、また、罰則もないわけですの

で自己判断で、親子関係に委ねられてしまうのが、一番の盲点にな

っている。 

しかし、努力義務までは持っていけても、義務化はできないいろ

いろな理由がある。 

  きちんとした法的な検証というものは、親にとっても非常に大事
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なことで、最初に買い与えた時に、フィルタリングの利用率で小学

生でも 100％でない、77％が中学生になってマイナス 10％になり、

高校生になるとほとんどしていない。 

  ここは、思春期の子どもとの親子関係がいろいろな形で出てきて、

結果的に実際に保護者の申し出により、保護者の申出というよりも

子どもの声にまけて提出します、という実際があると思う。 

そこで、御説明のありましたフィルタリング設定の徹底の中で、

正当な理由を書面で書けば、それが解除できるのだという事例なの

ですけれど、どう書けばいいのですかと相談を受けて、こういう事

例を書きなさいと現場で御指導があると、やすやすと誰もが一度は

フィルタリングをかけるんですけど、かけた後に、携帯を持つこと

になり、年齢が高くなってくると親子で解除してしまう、そこが努

力義務のつらいところではないかと思う。罰則も現実にはないわけ

ですね。 

  この辺のところをどう工夫するかというところが大事なところで

はないかと感じました。 

【青木委員】 

  解除をするときは学校で確認してもらってはどうか。解除するこ

とを親がせがまれて、どうしたらよいか相談があった時は、解除す

るにはこういった理由が必要だということを学校で判断してもら

う。あやふやで、どちらともとれるような条例では親も迷ってしま

うと思う。話を聞くと子どもの方が親をうまく懐柔させてしまうこ

とが多い。ですからお店の方にも、高校生に対してはだめですよと

提示しておけば、いいわけがきかないわけだからいいのではないか。 

【渡邉教育振興部長】 

  趣旨はよくわかるが、学校が許可するとかしないとかはできない。 

  指導することや相談にのることはできるが、現実的には難しい。 

【青木委員】 

  それでは、相談は出来るという風にしてもらう。どこかにふって

もらうことなど、その辺をうまくやっていったらどうか。 

 

【井内委員】 

  非出会い系サイトというのは具体的にはどういうサイトでしょう

か。 

【事務局】 

  今言われているのは、ブログ、あとは通信機能又はインターネッ
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ト機能を備えたゲーム機のことです。 

【明石副会長】 

  有馬委員のおっしゃられているように、努力義務は両面もってお

ります。 

  公民館というものがありますが、公民館の設置は市町村の努力義

務で、中学校区に１館、公民館を作りなさいということになってい

る。千葉市で言いますと中学校は５５ある。千葉市は頑張っている

方で４５館公民館がある。 

  強制的な罰則はないから、難しいというのはありますが、条例で

は義務はできない、相当反発があると思いますので。 

  その辺を井内委員は斟酌して、水戸黄門の印籠ではないけれど、

事業者がどこかにパンフレットを置く。 

  ホテルではこういうところに泊まったらいいですよと星をつける

でしょう。そういう風に、この事業所が千葉県の健全育成条例に参

画して、健全育成に貢献していますよ、という推奨判をこの協議会

から出してもいいと思います。 

  また、小中高校生が携帯にシールを貼っているとカッコいいよと

いった何かそういった運動を起こしていかないと、上からやっても 

 抜け穴があり、大変な家庭の場合は非常に難しい。 

  全体的な条例ではあるが、家庭教育が難しい 15％くらいの家庭を

支援するという条例にもっていけたらと思います。 

【事務局】 

  貴重な御意見ありがとうございました。この条例が改正された後

の周知等については、工夫して行っていきたいと考えています。 

【明石副会長】 

  次に２番目の千葉県青少年健全育成計画の策定について、事務局

から説明をお願いします。 

【酒井課長】 

  千葉県青少年健全育成計画推進委員会からの意見・提言について

御報告します。 

 

 資料３をお開きください。平成２３年１月２４日に開催された「千葉県青少

年健全育成計画推進委員会」において、計画全体、計画事業の推進等に関する

評価が行われ、今後の計画推進に関する課題等についての協議が行われました。

先般、その内容をまとめた「千葉県青少年健全育成計画推進に関する意見・提

言」を受理しました。 
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 意見・提言は、計画全体に関することと、計画の８つの基本目標の達成に向

け、それぞれの課題等を中心にまとめられています。 

  計画全体では、子どもを持つ家庭の所得格差に応じた支援の充実と、次期計

画での、支援施策の空白が生じないような計画策定の必要性についてのご意見

をいただきました。 

８つの基本目標の達成に向けた意見については、記載のとおりですが、豊か

な心と健やかな体の育成では、 

 ・家庭の果たす役割や意義を理解させる教育を支援する施策の検討 
 ・ＤＶ防止での産婦人科医院との連携 

 ・いじめ問題に関して更なる人権教育の充実 

などの必要性について、ご意見をいただきました。 

 社会の変化に対応できる力の育成では、 

 ・収入に余裕のない低所得家庭の子どもに対する学力向上への取組 

 ・通学合宿や長期合宿プログラムによる自立心、規範意識等の育成 

 ・情報活用能力や情報モラル教育の重要性から、情報機器の適切な利用   

と、保護者を含めた更なる啓発 

などについて、ご意見をいただきました。 
 下線部の意見は、今回の条例改正に反映したいと考えています。 
非行防止対策と立ち直り支援の充実では、 

 ・団塊の世代を補導員等のボランティアとして活用 

 ・総括的な相談窓口の設置 

 ・高校、大学中退者への支援体制の整備 

 ・児童生徒の問題を早期解決するための第三者機関の設置 

 ・喫煙、飲酒防止の啓発強化 

などの必要性について、ご意見をいただきました。 
青少年の人権と生活を守るための支援では、 

 ・不登校、虐待、性的被害の児童生徒を保護するための地域ネットワー   

クの構築と関係機関との連携による総合的対策の推進 

 ・不登校児童生徒等に対する情報伝達方策の検討 

 ・ 高校における発達障害児への支援強化 

    などの必要性について、ご意見をいただきました。 

  社会的・経済的な自立の支援では、 

  ・トライアル雇用、インターン等の多様な形での社会参加の促進 

  ・若者が就業を継続しやすい環境の整備と定着支援の充実 

    ・ひきこもりの青少年に対する対応体制の充実 

  ・ワンストップ相談窓口の設置の検討 
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  などの必要性について、ご意見をいただきました。 

  社会環境の健全化では、 

  ・下線部は、まさしく今回の条例改正に反映すべきご意見で、保護者へ   

の有害サイトに関する危険性やフィルタリングの周知の啓発などによる   

インターネット上の有害情報から青少年を守る取組の強化 

  ・地域における自主防犯活動に対する効果的な支援 

  などの必要性について、ご意見をいただきました。 

  子どもを育む家庭づくりと大人の意識改革では、 

  ・子育てに関心の低い親、自身をもてない親等への積極的な取組 

  ・家庭の実態、実情にあった家庭づくりへの支援 

  ・育て支援、経済支援、労働環境支援等により、子どもの教育を親が見る

ことができるようにする環境の整備 

  などの必要性について、ご意見をいただきました。 

  青少年を育成する地域力の強化では、 

  ・地域社会による一体的な取組の強化としての青少年育成千葉県民会議   

の事業取組の検討 

  ・子ども・若者を支援するための体制整備やネットワークづくりへの積   

極的な取組 

    などの必要性について、ご意見をいただきました。 

  県では、この委員会による意見・提言を真摯に受け止め、今後の計画事業

の推進に反映させていきたいと考えています。 

  意見・提言の全文については、資料６をご参照願います。 

  平成２３年度は、平成２２年度に実施した計画事業の評価等に加え、平成

２４年度からの新たな青少年健全育成計画の策定について、当協議会に提案

させていただき、ご審議いただく予定です。 
後ほど、事務局から今後の予定についてご説明させていただきます。 

   以上です。 

【明石副会長】 

  この協議会の委員には有馬委員も入っていますが、何か補足はあ

りますか。 

【有馬委員】 

  大変時間をかけて多くの委員から活発な意見が出されていますの

で、特に補足はございません。 

【明石副会長】 

  資料６の中の委員の方々の名簿がありますけれど、備考欄で公募

委員の方が４名いらっしゃることが新しい発想ですね。 
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  私からお願いがあるのですが、資料３の中の計画全体の中の２番

目の「次期計画では、子どもから若者まで、それぞれの施策におい

て空白部分ができないよう包括的に網羅された計画となるよう整理

する必要がある。」についてです。 

  千葉県でいうと食育基本計画をつくりましたが、これには３６課

くらいが含まれている。そしてこういう形でブランチを作ります。 

  一番では担当課が沢山でてきますね。行政はどの課が担当する、

民間はどこが担当するというのを入れていただくとダブリが見えて

分かりやすい。事務方で８つのブランチで教育委員会と県民生活課

と児童家庭課とか政府の方、そういうのを入れてくれると空白部分

が見えてきやすい。 

  できる方は、これはうちだなと８つある中で、自分の土俵だけ見

て、あとはあまりやらないということになりかねない。 

たとえば、担当課は１番でいうと教育委員会も入ってくるし、衛

生環境、保健所も入っている。 

  教育委員会では生涯学習課が１番目に入りますね。３番目は指導

課が入るとか。 

【事務局】 

  計画推進委員会の資料の中では、全ての事業に対しまして、御意

見をいただいてありますので、ある事業がありましたら、この事業

については何課が行っているかという一覧表は別にあります。 

【渡邉教育振興部長】 

  「３非行防止と立ち直り支援の充実」について、学校を卒業した

先生という言い方はあまりしないので、退職した先生ということで

はないのか。 

【佐藤委員】 

  「１豊かな心と健やかな体の育成」の部分で「ＤＶ防止には、産

婦人科と連携し、妊婦に対して生む喜び、生まれる喜び」とあるが、 

 これはどのような提言なのでしょうか。 

【事務局】 

  これは、妊婦の段階から生む喜びや育てる喜びというものを十分

啓発していきましょう、それによってＤＶや虐待がなくなっていく

はずだという意見です。 

【佐藤委員】 

  生まれてくる子どもがＤＶをしないように育てていくということ

かと思いますが、虐待はすんなり納まるが、ＤＶとはつながらない
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ような印象を受けました。 

【有馬委員】 

  高校に年間１０校、３０校に、ネットＤＶなどの研修を男女共同

参画課や他の課から派遣しているのですが、ＤＶを防止することが

児童虐待防止につながるという発言が出た時に、赤ちゃんの時から

命の大事さ、人権教育をもう少し徹底してやっていけば、ＤＶをコ

ミュニケーションの手段にするのを防げるのではないかという御意

見があった。 

  それを言葉のまま表現されていて、前後の言葉がないので、誤解

を生ずるような状況になっていると思いますが、そういう経過でし

た。こういう部分は少し整理した方がいいかもしれない。 

  産婦人科がでてきているので、混乱が生じてしまうと思うが、あ

らゆる場面で、大人も子供も人権を大切にしようというところが、 

 ＤＶの話題が出た時にこういう表現になったと記憶している。 

【島委員】 

  「３非行防止と立ち直り支援の充実」の中に「活用する」という

言葉がでてくるが、あまりいい言葉ではなく、「社会に役立って行

くように雰囲気を作っていく」とか。 

  「活用する」は人を上から目線で使おうという言葉なので、今、

問題になっていますね。そういう言葉は少し変えた方がいいかなと

思う。 

【明石副会長】 

  この問題は、国の方でも活用という言葉を使っていい場合と、そ

うでない場合というのがあり、ここでいうとボランティアとして参

加してくれるように支援体制をつくるという風に置き換えていかな

いと、上から目線という御指導が結構ある。 

【佐藤委員】 

  仕事柄、少年の非行に携わることが多いが、中学生くらいからド

ロップアウトし、どうしても学校にいられない人たちが多く、学校

も厳しくせざるをえないので、そういう人たちの居場所がないと感

じています。 

  そういう子どもたちがどこかにたまってしまう、そして悪いこと

をしてしまう。 

  ここに言葉を載せるかどうかは別として、そういった子どもの居

場所の確保やサポート体制が作れるといいのかと思う。 

  言葉にしないにしても、そこに向けて何かをやっていっていただ
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ければと思います。 

【有馬委員】 

  「３非行防止対策と立ち直り支援の充実」のところで、第三者機

関が千葉県にはないということを発言させていただいておりまし

て、相談機関はあちこちに沢山出来ているのですが、実際に無所属

になった未成年の子どもたちに対して、おっしゃったような居場所

というのが千葉県にはどこにもない。個別に小さい規模で作ってあ

りますけれど、継続していくところがないですね。 

  それと同時に未解決の問題がそのままの状態で取り残されてい

る。どこでも解決されないままになってしまう、ということが相談

場所が増えるほど増えてきている。 

【明石副会長】 

  県全体として、ＤＶの問題、教員のパワハラも含めて、未解決の

問題に対して、第三機関がサポートできるようなしくみづくり、そ

れが青少年の場合大事だと思う。 

  第三者機関については、その辺をスイーパーとして、井内さんが、

友懇塾で協働体制でやってくれているのだけれども。 

【井内委員】 

  第三者機関に関して、ある一定期間相談すると、そこで相談が終

わってしまうのが大きな問題だと思っている。 

  たとえば、子どもが家裁にお世話になって少年院に入った子ども

が出てきた時に、誰もその人の相談を受ける人がいない。高等学校

で逮捕されて出てきたときに、高等学校は退学しており、学校に行

っても相手にしてくれないので、どこに相談に行ったらいいのか分

からない。 

  そういうところの受け皿というか、そういう形の相談をするとこ

ろが必要ではないかと思う。 

  この中に児童買春というものが載っていない。これは載せなくて

いいのか分からないが、現在、児童買春に取り組んでいて、大人が

子どもを買うわけだが、そういう問題というのも、ある程度クロー

ズアップしていかないと大きな問題になっていくだろうなと思いま

す。 

  こういうものが、どこかに一行のってくると、大人のモラルとい

うものも要求されているわけですから、こういう健全育成条例だと

か、委員会の意見・提言は大人から言われている意見は、子どもか

ら出てくる意見ではない。大人のもっとモラルを示すべき内容とし
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て児童買春を大人はしないということを入れてはどうか。 

【島委員】 

  ひとつひとつをみていくと、このままの分類でいいのかなという

気がします。 

  たとえば、「１豊かな心と健やかな体の育成」の家庭の役割が入

っている、また、「７子ども育む家庭づくりと大人の意識改革」の

部分で家庭づくり、家庭の大切さと支援すべきということが入って

いる。 

  この箱の作り方を、家庭、地域、情報、社会全体という風に整理

しなおすと重なっている部分が分かるのではないか。 

  みんなどれもいいが、似たようなものが書かれていたり、もう一

回見直しされたらどうか。 

【事務局】 

  貴重な御意見ありがとうございました。 

  この計画につきましては、２３年度が最後ということで、新たに

次期計画を策定するという中で、各事業を網羅的に、事業ごとに再

掲という形で二つのところに載っていたりしますので、全体が分か

る形で審議していきたいと考えています。 

【明石副会長】 

  それでは、その他として今後のスケジュールについて、事務局か

らお願いします。 

【事務局】 

  平成２３年度の予定について御説明します。 

  資料７をお開きください。 

  事務局といたしましては、今後、当協議会では、インターネット

環境に関する条例改正と、次期青少年健全育成計画の策定に関する

審議をいただく予定です。 

  従いまして、条例と次期計画に分けて記載しています。 

  まず、条例改正のスケジュールでは、先ほど課長からも説明のあ

りましたとおり、４月にパブコメを行い、５月に第 1 回青少年問題

協議会を開催し、条例改正案と次期計画の骨子案について、諮問さ

せていただく予定です。その後、６月議会に条例案を上程し、議決

後約６ヶ月間の周知期間を経て、平成２４年１月から施行したいと

考えています。 

  次に次期計画策定関係のスケジュールですが、５月の第 1 回協議

会で、本日報告させていただきました「意見・提言」と、国の大綱
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である「子ども･若者ビジョン」を踏まえ、事務局で作成した骨子案

について御審議いただく予定です。「子ども･若者ビジョン」につい

ては、資料８を御参照ください。 

  ９月に、青少年問題協議会企画検討部会を開催し、次期計画の素

案について御審議いただきます。 

  なお、平成２２年度の計画事業の評価も併せまして行っていただ

きます。 

  平成２４年１月に、２回目の企画検討部会を開催し、次期計画案

の具体的内容について御審議いただき、当協議会に提出する次期計

画案を決定したいと考えています。 

  これを受けて、平成２４年３月に、第２回青少年問題協議会を開

催し、次期計画案について諮問させていただきたいと考えています。 

  事務局では、それぞれの会議での御意見を踏まえ、条例の改正と、

平成２４年度から取り組む次期計画策定に関する作業を進めて生き

たいと考えておりますので、どうかよろしくお願いします。 

【明石副会長】 

  何かございましたら御発言願います。 

  それでは、意見等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。 

【事務局】 

  以上をもちまして、「平成２２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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