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平成 26 年度第 3 回 

千葉県青少年問題協議会 
 

日  時 平成 27 年 3 月 24 日（火）午前 10 時から 11 時 30 分まで 
場  所 ホテルプラザ菜の花 4 階会議室「槇」 
出席者数 11 名 
出席委員 明石要一委員、井内清満委員、有馬和子委員、白﨑けい子委員、 

諸富祥彦委員、萩原博委員、田中敏政委員、澤田和子委員、鈴木國夫

委員、富山勝夫委員、重政子委員 
 
 

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) 第 2 次千葉県青少年総合プラン（最終案）について 

(3) その他 

 

4 報告事項 

(1) 権限移譲による青少年健全育成条例に基づく立入調査の実施状況について  

(2) 千葉県青少年相談員 50 周年記念事業について 
 
5 閉 会 
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会議の成立 
【司会】 

会議の成立について御報告いたします。 
  本日は、全委員 14 名のうち 9 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】 

議事に入る前に、本年 2 月 1 日に委員の改選が行われましたので、改めて委員の

皆様を御紹介させていただきます。お手元の名簿をご覧ください。 
（委員の紹介） 

なお、武田正光委員、木名瀬訓光委員、金久保昭男委員は所用のため本日欠席と

の御連絡をいただいております。また、白﨑けい子委員、諸富祥彦委員におかれま

しては、本日出席の予定ですが、少し遅れているようです。 
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付させてい

ただいております。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。 
なお、委嘱の期間につきましては、平成 27 年 2 月 1 日から平成 29 年 1 月 31 日

までとなっております。委員の皆様どうぞ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。 
会議の議事は、千葉県青少年問題協議会運営要綱第 3 条第 1 項の規定により、会

長が行うこととなっておりますが、会長が選出されるまで、事務局が行わせていた

だきます。 
はじめに、本会議の議事録署名人を決めたいと思います。事務局から指名させて

いただいてよろしいでしょうか。 
それでは、有馬委員と澤田委員にお願いしてよろしいでしょうか。 
（了承） 

有難うございます。よろしくお願いいたします。 
 
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、委員の互選により選出することとされております。 
では、会長職ですが、いかがいたしましょうか。 
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【委員】 
引き続き、明石委員にお願いしてはいかがでしょうか。 
 
（異議なし） 

 
【司会】 

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。 
 

【委員】 
はい。 
 

【司会】 
それでは、明石委員に会長をお願いいたします。 
会長が決定しましたので、明石委員は議長席に御移動をお願いいたします。 
それでは、明石会長から改めまして御挨拶をお願いいたします。 
 

【会長】 
また会長を引き受けました。よろしくお願いします。 
実は昨日、日本をはじめドイツ、アメリカ、スウェーデン、イギリスの、青少年

の放課後のシンポジウムがありまして、非常に今日の問題と関連するのですが、先

発国がみんな悩んでいるのは、放課後に一番子どもの問題が起きやすいというのが

共通です。 
例えばアメリカは御承知のように、放課後対策はクリントンやブッシュの頃から

やってきてまして、一番の問題は青少年の非行であって、もう一つは移民が多くて、

なかなか言葉を覚えない学力格差の問題があるということです。 
ドイツは完全に PISA ショックがあって、これだけ有名な哲学者を出している国

が学力がないのか、昔統廃合があったが、東ドイツの方は学力が低くて、統廃合で

悩んで、今は 15％の方が移民が多いので、学力の問題をどうするのか、ドイツ語を

どうするのか、貧困対策の問題がやはりある。ドイツはこれまで半日学校だったの

を全日学校に学校拡大をしたというのが増えてきて、それで放課後を安全安心に学

校で面倒をみるということになってきました。 
イギリスは、学校を広く大きく考えましょうということで、これもやはり貧困の

問題と移民の問題があるということです。 
要するに、働くお母さん方が先発国では増えてきたというのがベースにあって、

子どもたちの放課後の面倒を見る方が減ってきた、家庭や地域社会では難しくてど

うするか。例えばスウェーデンでは、日本でいえば学童保育や子どもルームを担当

する専門家を育成している。日本では学童クラブの給料が安いが、スウェーデンは
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ＴＡＸが高いから給料が高い。それで学校と地域で放課後の面倒をみるということ

もやっています。 
日本もこの 4 月からは、学童保育は小学校 3 年までが今度は 6 年までとなり、今

は保育所の待機児童も多いが学童保育の待機児童がものすごく多くなりつつある

という問題があります。 
川崎の事件もあるが、学校はある意味安全安心であるが、学校が終わった後を家

庭と地域で誰が面倒をみるのかというのを、そろそろ本気で考えていかないと難し

い。それで、千葉県の青少年健全育成の場合に大事な視点として、私は土曜日に着

目したい。平成 4 年に学校週 5 日制ができて、土曜日と日曜日を地域のみなさんが

面倒みるんですよというのがよかったが、残念ながら子ども会もボーイスカウトや

ガールスカウトも高齢化などしてなかなか放課後の面倒をみれない。家庭に任せた

が、家庭は正に土曜日は貧困の格差が出ますから、余裕のある家庭は土曜日に遊び

に行ったりできるが、ないところは家庭に閉じこもってしまう。千葉県ももう少し

土曜日に限定して、月から金までも大事だが土曜日と日曜日に何か提供できないか、

豊かな体験などができないかと考えざるをえない。総合政策としては放課後全体を

やりたいが、当面は土曜日に限定して、元気に過ごしてもらう、そして月曜日から

楽しく学校に行くような子どもを育成できないかなと、そういう視点もこれからは

大事かなと思います。 
千葉県も 620 万人の県で、様々な課題を抱えています。多分、川崎の事件という

のは、どこでも起こり得る問題だという感じがしているので、あのようなことが二

度と起きないような形で青少年の総合政策を考えていきたいと思っております。よ

ろしくお願いいたします。 
 

【司会】 
明石会長ありがとうございました。なお、白﨑けい子委員、諸富祥彦委員がお見

えになりましたので、御紹介いたします。 
それでは、以降の進行は、明石会長にお願いいたします。 
 

【議長】 
それでは、早速、副会長の選出を行います。 
どなたかいらっしゃいますでしょうか。 
 

【委員】 
副会長につきましても、引き続き、鈴木國夫委員にお願いしてはいかがでしょう

か。 
 

【議長】 
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、皆様いかがで
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しょうか。 
 

（異議なし） 
 

【議長】 
ただいま、「異議なし」ということでしたが、鈴木委員はお引き受けいただけま

すでしょうか。 
 

【委員】 
はい。 
 

【議長】 
それでは、鈴木委員は副会長席に御移動をお願いいたします。 
鈴木副会長、御挨拶をお願いいたします。 
 

【副会長】 
諸先輩のたくさんおられる中で御指名いただきました。精一杯頑張っていきたい

と思っております。 
会長のお話にありましたように、土曜日に青少年団体が受け皿になっていないと

いうことでございますが、青少年の減少が続いております中でそういう方向で少し

でも増やしていければと、ここ何十年とこういうことに取り組んでいるわけですが、

なかなか増えなくて困っています。会長の御指導の下に、色々な面で頑張っていき

たいと思っております。よろしくお願いいたします。 
 

【議長】 
それでは、ただいまから議事に移りたいと思います。 
議事(2)の「第 2 次千葉県青少年総合プラン（最終案）について」です。事務局か

ら説明をお願いします。 
 

【事務局】 
資料 1-1 から資料 1-4 を基に説明。 

 
【議長】 

ありがとうございました。委員の方々の御意見やパブリックコメントを受けての

修正を加えて、最終的な案としています。何か御意見ございますでしょうか。 
私の方から、資料編について P57 ですが、これは県ではなく文科省がおかしいの

ですが、いじめの件数について、ここには千葉県だけですが、都道府県で発表して

いますよね。埼玉県は意外に少ない。千葉県はものすごく多くなっている。こうい
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うのは県として文科省に意見してもらいたい。かつての不登校の件数も主観的なこ

とで、いじめも文科省は基準を示したが、非常にまじめに報告するところとそうで

ないところとある。いじめが多いということになると千葉県に行きたくないと思う

かもしれない。こういうことに県ももう少し敏感になってほしい。そういう意見が

上がってくれば国も検討する。こんなに千葉県が多いのはおかしいと思う。数字は

一人歩きするので非常に心配になったところです。 
 

【委員】 
総合プラン全体の構成として、はじめに、「千葉県・子どもの誓い『7 つの大切

なこと』」がありますが、ここでは、千葉県の子どもたちに例えば、『7 つの大切

なこと』が日々実行できる子どもになってほしい、と願って総合プランをつくりま

したというような、こうあってほしいという大人の希望や願いの意図の説明がもっ

と必要ではないかと思います。「子どもの誓い」そのものは、本来、子どもたちが

自分たちはこうありたいということを、自分たちの言葉で考えて出てきたものが本

当の「子どもの誓い」であり、子どもたちが、自分の言葉で、誓いをつくれるよう

に支援するのが大人の総合プランではないかと思います。この青少年総合プランそ

のものは、大人の私たちが子どもたちに、こうあってほしいという願いをこめた、

プランとして策定するのであれば、「子どもの誓い」というタイトルと前文にひっ

かかりを感じます。 
それと併せて、この総合プランは皆様方の御意見を集約されて素晴らしいものに

なっていて感心をいたしました。しかし、この基本的な考え方のところの「基本的

な視点」のところですが、子どもに対する大人としての育成の施策の基本的な視点

ですよね。だとすると、子どもたち自身が自らの自発性に対する気づきや、子ども

たち自身が主体性を育てていくための支援の視点というのは、ここには書かなくて

よろしいのでしょうか。初めて参加するので、これまでのことが分からないので伺

います。子どもたち自身が自分の主体性を身に付けるための視点というのは、今後

益々大事だと思います。 
最後の推進体制、進行管理というところに、県や協議会、市町村の推進体制が書

いてあって、最前線の現場の活動として、重要な役割を果たす場であり、青少年団

体も含めて、皆さんとても熱心にいろんなことに取り組んでいただいていますが、

後継者の育成を含め、活動の課題がたくさんあり、活動そのものが二重構造になっ

ている。だとすると、本当にその現場の活動で子どもたちの参画が主体的な参画に

なっているかどうかということを、しっかり捉え施策に移さなければならないと思

います。お飾り参画だったり、操り参画だったり、参画のはしごのどの辺に子ども

たちが位置付けられているのかということ、現場の私たち自身が理解するための視

座の転換ができるような推進体制が必要かと思います。 
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【議長】 
ありがとうございました。今の御質問について、最終案の P5 で「3 つの柱」を

述べていまして、Ⅰの柱が「子ども・若者の健やかな成長と自己形成・社会参画支

援」で、この辺でかなり書き込んでいて、まずこういうことで子どもたちを育成す

るんですよ、そのために次のⅡの柱があって、Ⅲの柱があるという構成になってい

ます。今の御質問は一番目が大事かなという感じがしています。これが 1点目です。 
2 点目は、社会参画というのは前回私が申し上げています。この施策は、課題を

抱えた子どもたちに対する支援をしましょうということは、それも大事なんです。

だけども、明るく前向きで社会に参画する、今度は 18 歳で選挙権ということが出

ますが、そういう大人としての教育をどうするかというのが少し弱いですよねとい

う、そのような意見は同じなので、そういう意味では社会参画支援というのは、千

葉県バージョンとして出してくれるといいかなという感じはしています。 
他に何かございますか。 
 

【委員】 
確認させていただきたいことがあります。前回の委員会を欠席いたしましたので、

すでに御検討された結果であれば御指摘いただきたいと思います。 

「千葉県・子どもの誓い」の表現について、1 番の「早寝・早起き・朝ご飯」の

「ご飯」は漢字が使用されています。生涯学習課等では家庭教育についての多くの

パンフレットを作成されていますが、ひらがなで「朝ごはん」と表現しています。

あえて意味を違えて漢字を使用しているのか、統一する必要があるのかお尋ねいた

します。 
また、「・（中黒）」の使い方についてですが、「千葉県・子どもの誓い」の中

黒は「千葉県」と「子どもの誓い」が中黒を使うことで並列になります。中黒の使

い方についても確認をさせていただきます。 
 

【議長】 
事務局は何かございますか。 
 

【事務局】 
「千葉県・子どもの誓い」につきましては、現行プランからそのまま引いてきて

おりますが、用語の使い方については変えて構わないと思います。 
「早寝・早起き・朝ご飯」につきましては、P10 の基本的な生活習慣の形成の 

一番下の所ですが、国民運動の名称でも「早寝・早起き・朝ごはん」という表記に

なっていますので、今回はそれに合わせて変えさせていただきたいと思います。 
また、「千葉県・子どもの誓い」につきましては、並列ということではなく、千

葉県の子どもの誓いということになりますので、「・（中黒）」ではなく、「千葉

県」と改行して「子どもの誓い」という形に変えさせていただきたいと思いますが、
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委員の皆様いかがでしょうか。 
 
（委員了承） 

 
【議長】 

他に何かございますか。 
 

【委員】 
「子どもの誓い」のところに関する御指摘ですが、正に子どもの誓いではありま

すが、この 1 から 7 を読みますと、子どもだけでできる誓いではないという意味で、

これを実現するためには、大人がこの誓いをきちんと実現できるように支援してい

くという視点がどうしても必要になってくる。これ自体はすごくいいと思うので、

実現していくために大人もしっかり支援していくんだというようなニュアンスの

ことが、ここに付記できないものかと思いました。 
 

【議長】 
正にこの総合プランはそういうことなんですよね。それをこのかがみのところに

決意表明というか、こういうことを私たちは支援しますよという、それはどこかに

あった方が分かりやすいので、県の方で検討してみてください。 
 

【委員】 
その視点があれば、私も賛成です。 
 

【委員】 
「子どもの誓い」の内容はよく見られるものだと思います。特に、千葉県として

こういう子どもを育てたいということがぱっと見て分かるような内容にしてはと

思います。今回重点方策の一つとなった社会形成への参画ということに焦点を合わ

せたものにしてもよいと思います。例えば、「私たちは将来の社会を担うものとし

て積極的に責任を持って活動します」「今は子どもなんだけどこれからの社会形成

に関わっていくんだ」というようなものにすると、千葉県としての独自性が出ると

思います。 
 

【議長】 
私もそういうことにこだわりたいんですが、これはもう最終案なので、できまし

たらこの後に次にどういうことを期待するか、この推進方法も含めて今日決めなけ

ればならないので、これで通していただいて、その哲学的なことを次の議題 3 で御

意見いただければと思います。はい、委員どうぞ。 
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【委員】 
P32 のコラムのところに危険ドラッグが書いてあるんですが、千葉県の努力の結

果で、今千葉県ではいわゆる合法ハーブの店がゼロなんですけど、「『合法ハーブ』

と称して販売される薬物（危険ドラッグ）」と書いてありますが、実はもう合法ハ

ーブとして売っていないんですね。ここの文章を変えろと言っているわけではなく

て、合法ハーブとして店ではもう売っていないので、もしここに追加できるのであ

れば、危険ドラッグという名称が変わったのは平成 26 年 7 月からですよという形

で入れてもらえるといいのかなと思います。 
 

【議長】 
ありがとうございました。コラムとして入れた方が分かりやすいので、事務局で

工夫してください。他はいかがでしょう。はい、委員どうぞ。 
 

【委員】 
P7 の中ほどに「子どもの貧困率が過去最悪となり」とありますが、率に対して

次に出てくる言葉が最高とか最低とかは通常使うことはありますが、最悪という字

句が適当なのか御意見いただきたいと思います。 
 

【事務局】 
率と言えば過去最高というのが正しいかと思いますが、非常に危機的な状況にな

ったということも含めまして、新聞等の報道でも過去最悪という言い方をしていま

したので、それに合わせて過去最悪という方が状態がよりはっきりするのかと思い、

このような表現にいたしました。 
 

【議長】 
政府も貧困対策にたくさんのお金をつぎ込んでいますから、そういう問題定義と

しては本当は最高の方がいいので、それを最悪とかというのは一概に言えないので

はないでしょうか。 
 

【委員】 
率が最高でその状態が最悪ということ、それがちょっと圧縮されているのでしょ

う。 
 

【議長】 
事務局はその辺を工夫してください。 
 

【事務局】 
過去最悪の状態になっている、という形に変えさせていただきます。 
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【議長】 
他はいかがでしょう。はい、委員どうぞ。 
 

【委員】 
直してほしいとかそういうことではないんですが、P13 の人権や男女共同参画へ

の意識づくりのところで、下から 4 行が男女共同参画の話になっています。多分変

わっていると思いますが、過去に県議会で男女共同参画条例を出して、これは前の

知事さんの時ですけど、県議会で否決されて、確か全国の都道府県で男女共同参画

条例がないのは千葉県だけだと思います。県議会としてはそういうものは必要ない

という意思だったと思うんですけども、実際はやはり、その精神というのは必要な

ことなんだと思うし、ここにも書かれています。これから県の執行部としては、そ

の辺をどう考えるのか、本気で男女共同参画の精神を策に入れていくのか、条例が

必要になるかどうかはまた別の次元の議論かもしれないが、一つは、まず大人がそ

の意識をしなければいけないので、いろんな講座をやっていると思うんですが、子

どもたちについてもその教育や学習をということで、両方あるんですけれど、議会

の中のこれまでの経過を踏まえると、かなり執行部もおっかなびっくりやっている

ような雰囲気があるのかなと思うんですけれど、やる以上はここに書いてあるよう

にしっかりやっていただきたいなという、これは要望です。 
 

【議長】 
ありがとうございました。非常に大事な問題だと思います。行政的な視点と議会

の問題との狭間がありながらも、やはり推進しなければならないので、その辺を具

体的に、部長をはじめ、どういう形で普及させていくのかということだと思います。 
何か、部長意見ありますでしょうか、 
 

【環境生活部長】 
貴重な御意見ありがとうございます。実は今議会でもその事案を取り上げること

がありました。条例が制定されていないのは、確かに 47 都道府県の中で千葉県の

みということの御指摘でありました。その理由は如何にということの御質問であっ

たわけですが、その際に私ども執行部として申し上げましたのは、条例は制定され

ていないのだけれども、各施策やあるいは計画の中で、男女共同参画をしっかりと

進めてまいりますという旨の執行部として御答弁をさせていただきましたし、私ど

もも執行部の意に沿って様々な形で、男女共同参画社会の形成に全力で取り組んで

まいりたい、そういった意識について変わりはありませんので、またこれからも御

支援いただければと思います。以上でございます。 
 

【議長】 
ありがとうございました。その他何かございますでしょうか。 
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なければ、第 2 次プランについて、御了解いただいたということでよろしいでし

ょうか。 
ありがとうございました。 
 

【事務局】 
先程の、7 つの大切なことの「子どもの誓い」なんですけれども、委員の皆様方

から色々御意見をいただきましたので、そこの修正につきましては、事務局一任と

いうことにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。また、委員の

皆様にはお知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。 
 

【議長】 
事務局に一任いたしますので、よろしくお願いいたします。 
それでは次に、議事(3)ですけれども、次期プランで、これまでも大分話が出まし

たけれども、審議が必要と思われる議題がございましたらお願いします。 
この最終案の、プランはなかなか読んでもらえないと思うんですが、正直申しま

して。そうすると、もう少し県民の方々などに理解してもらうためには、パンフレ

ットなどは、どういう形で作る予定なんでしょうか。啓発・普及活動をどう考えて

いるんでしょうか。 
 

【事務局】 
この最終案が今年度中に策定の予定ですけれども、その後来年度になりましてか

ら、2～3 か月程度かかると思うのですが、冊子と概要版を作りたいと思います。皆

様に分かりやすい形の簡単な概要版を作らせていただきたいと思いますので、出来

上がりましたら、あらゆる機会を通じまして、この新しい総合プランを広報してま

いりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 

【議長】 
その時お願いしたいのは、継続する施策と新規が分かりやすく出るような形で作

っていただきたいのが 1 点。もう 1 点は、委員が言われたように、千葉県がこだわ

るところの活字を大きくするとか、施策の重点方策がありますが、重点の中の千葉

県がこだわることを少し強調していただけると、読み手の方が分かりやすいという

感じがしますので、その辺の工夫をしていただくといいと思います。 
 

【事務局】 
ありがとうございます。そのようにさせていただきます。 
 

【議長】 
それでは次に、報告事項に移りたいと思います。 
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初めに、報告事項(1)「権限移譲による青少年健全育成条例に基づく立入調査の実

施状況について」事務局より説明をお願いします。 
 

【事務局】 
  お手元の資料 2-1 をご覧ください。 
  この権限移譲につきましては、昨年 8 月の第 1 回協議会において御報告させてい

ただいたところですが、昨年度、市町村と協議を進め、一部の市町と合意に至り、

条例に基づく立入調査事務の権限移譲を行ったところです。昨年 7 月から各市町に

おいて実施することとなったところですが、26 年度の実施状況をまとめました。

資料の 3 実施状況のとおりとなっています。 
  今回移譲したのは、千葉市以下 4 つの市と町ですけれども、特に千葉市におきま

しては書店等が 204 となっており、コンビニエンスストアを中心に書店等に対し積

極的に実施しており、各市町で地域におけるきめ細かい指導が行われたものと考え

ております。 
  今後は、移譲した市町の意見等を聴きながら、受け入れ市町村の増加に向け、市

町村の理解を得られるよう、引き続き働きかけを図ってまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。 
 
【議長】 

ありがとうございました。この実施状況の「－（ハイフン）」のところは、調査

をしなかったということなんでしょうか。 
 
【事務局】 
  そのところは、実施をしていない状況です。調査の実施につきましては、市町村

において、どのような店舗に対して行うか、人員体制や調査の必要性などを考慮し

て計画を立てて実施いただくこととしていますので、今年度については、銚子市と

大多喜町は深夜入場禁止施設などについて実施したという状況でございます。 
 
【議長】 

ありがとうございました。他に御質問ございますか。 
よろしければ、次の報告事項(2)「千葉県青少年相談員 50 周年記念事業について」

事務局説明をお願いいたします。 
 

【事務局】 
それでは資料 2-2 をご覧ください。 
青少年相談員でございますが、昭和 38 年に制度が発足以来、今期 18 期において

50 周年を迎えることになりました。そこで 3 つの記念事業が、今年度実施されて

おります。 
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まず、「青少年相談員 50 周年記念大会」ですが、平成 26 年 8 月 31 日に実施され

ました。本協議会の委員の皆様には、来賓として多数御参加いただきまして、あり

がとうございました。かずさアカデミアホールにおきまして、メインホールで大会

を実施いたしましたが、参加希望者が 1,000 名を超えまして、ホールが 700 名まで

しか入れないので、2 階の大会議室においてパブリックビューイングという形で、

同時中継をして開催するというような、盛況な大会となりました。当日は、森田知

事の挨拶から始まり来賓の皆様、また、パネルディスカッションでは、今回のテー

マである 50 周年の軌跡を振り返るという形で、3 人の OB・OG の方にパネルディ

スカッションを行っていただきました。午後は、マラソンの小出監督に基調講演を

いただき、今後も相談員の皆さん頑張ってくださいというエールをいただきまして、

閉会を迎えました。 
次に、「千葉県青少年相談員 50 周年レッツ ダンス イン ちば 2015」ですが、平

成 27 年 1 月 18 日の日曜日に千葉ポートアリーナで開催されました。こちらは、青

少年相談員自身が主催者となって、国立青少年教育機構の子どもゆめ基金と、自己

資金を使いまして開催されたものです。内容としては、千葉ロッテマリーンズ、千

葉ジェッツ、オービックシーガルズ等の団体が来て、ダンス指導をしていただきま

した。お手元にございます冊子の活動報告書に詳しく載っておりますので、後ほど

ご覧いただければと思います。当日は、千葉県の全ての市町村から約 750 名の児

童・生徒並びに青少年相談員・事務局等が約 500 名、全体で 1,200 名強が集まって、

ダンス教室を行ったというものです。なお、相談員が指導するということで、事前

研修等を行い、ダンスも一緒に踊り、最初に体ほぐしのゲーム等についても相談員

が指導するという形で、相談員主体ということで開催されております。 
最後に、「千葉県青少年相談員 50 周年記念誌の作成」ということで、皆様のお手

元に置かせていただきました。このカラーバージョンは、青少年相談員の県連の方

で、自分たちでお金を集めて作成をされております。全部で 150 ページを超える大

作になっておりまして、各市町村の連協が今までの自分たちの 50 年の活動を振り

返るといった内容になっています。また、今後モノクロバージョンとして、県の方

で 5,000 部作成しまして、関係機関等含め相談員等に配付を予定しているところで

ございます。以上でございます。 
 

【議長】 
ありがとうございました。教えていただきたいんですが、8 月 31 日の記念大会

で、こんなに集まるということはとても嬉しいことなので、動員をかけたのか、そ

んなに定員をオーバーするというような、その知恵を皆様各団体に教えていただけ

るとありがたいです。なかなか今は集めるのに苦労しているので、その辺何かヒン

トがありましたらお願いします。 
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【事務局】 
各市町村には、この人数だったら来てもいいよということで、動員ではなく条件

だけは提示させていただきました。また、場所を今までとは違って、今回は南総方

面にしました。今までは、40 周年が浦安市、30 周年が千葉市でやっていましたの

で、50 周年は南へということで、木更津の方へわざわざ持っていったということで

す。また、講演者の小出監督が、印西市の相談員さんたちと一緒にいろんな活動を

されている関係で、非常に快諾していただきまして、やはり小出監督のお話が聞き

たいということ。他には、パネルディスカッションに長生村長さん、君信の理事長

さん、千葉市の教育委員長さんと、お三方、過去 30 年の 10 年ごとの相談員の会長

さん方が集まってメンバーが揃えられたということで、そういうことで各相談員さ

んにとって魅力的なアピールが出来たというふうに考えております。 
 

【議長】 
ありがとうございました。また、レッツ ダンスも、750 名もの小中学生が集ま

ってるんですけども、これはやはり、ダンスは今の青少年に興味があるから、こん

なに集まったんでしょうか。 
 

【事務局】 
こちらにつきましても、実際に何をするかということで、相談員の中で問題にな

ったのが、中 1 ギャップという話題が出ております。いわゆる中学校に上がった際

になかなか学校に行けなくなると。そこで、中学校で、ダンスが体育の教科に入っ

たということで、一足先に小学生の皆さんに、そのダンスの楽しさを経験してほし

いという思いが、相談員さんたちの中にあったと。 
実際に蓋を開けてみましたら、ダンスをプロが教えてくれるということで、そう

いったこともあって子どもたちの、特に小学生の参加が非常に多かったということ

でございます。 
他にも、県立柏日体高校さんが、当日、高校生のボランティアとしてお手伝いに

来ていただいているんですが、彼女たちはこの 1 週間後に世界大会で 3 位に入る腕

前で、そういった子たちのサポートも受けられたということで、非常に人集めとし

ては、多少苦労はしたんですが、子どもたちも楽しんで帰っていただいたというの

が現状です。 
 

【議長】 
ありがとうございました。非常にヒントになりました。確かに今の指導要領は、

剣道と柔道の必須化と、それがもう脚光を浴びていますが、ダンスも必須となった。

非常にいい視点だと感じました。こういうノウハウを是非、県の方から市町村にい

い意味で伝えていただけると助かるなと。やはり今の青少年の心をつかまないと、

いいことをやっても人が集まらないと実行できませんので、その辺が非常にうまく
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いってるケースだと思いますのでお願いいたします。 
以上で予定した議事は終了しましたが、何か委員の方でございますか。 
 

【委員】 
この総合プランにもボランティアが載っていますが、日本の考え方のボランティ

アというのは、実は勘違いしているのがものすごくあるので、この総合プランや、

千葉県に全国に先駆けてボランティア意識を高めていくには、アメリカの小中学校

のボランティア教育というものを是非参考にしてほしいと思う。でなければ、こう

いう文章というのはなかなか出てこなくて、例えば、ボーイスカウトとかガールス

カウトとか色々ありますけれど、ボランティア教育というものを小中学校でやって

いくと、自然に入っていけるような仕組ができているということ。ボランティアと

いうのは、まだ日本では奉仕という言葉が優先されているが、ボランティアという

のは奉仕ではなく、あれは誰かが勝手に日本語に訳しただけのことで、ボランティ

アというのは奉仕ではないということをしっかりと覚えてほしいなと思います。ボ

ランティアは自主性ですから、自主性というものをしっかりと教えることによって、

子どもたちが自分で考える行事とか、自分で考えるボランティアとは何だろうとか、

いろんなことを自分で考えられること。日本のボランティアというのは、何かある

と今日は無償のボランティアだと話していますが、実際は自分自身で考え実行する

ことが本来のボランティアであると意識しないと、日本でボランティアというのは

土壌が固まっていかないような気がします。 
私はアメリカに行くといつも思いますが、アメリカのボランティアはすごいなと、

このまま持ってきたいなと思いますが、日本はなかなか土壌が出来上がって行かな

い。例えば、東北の震災が起きた時も、観光バスでボランティアに行くと、向こう

で軍手はくれないんですかとか、作業に使ったシャベルを持って帰ってきてしまう

とか、果たしてそれでもボランティアと言えるのかどうか。これを小学校から教え

ていくことによって、日本の土壌がすごく変わってくると思いますので、是非千葉

県が率先してボランティア意識とはこうなんだと、そうしてボーイスカウトやガー

ルスカウト、その他の少年団体などいろんなところに、率先して子どもたちが入っ

ていきたいような、自分から入っていくという気持ちになれるような教育をしてほ

しいなと思います。 
 

【委員】 
今の委員のお話を伺って、子どもたちにその様な姿勢を育てていくためには、親

と、それから関わる団体の指導者の人たちの意識改革がないと、大変に困難な問題

であると感じています。子どもたちには既に学校の総合学習等などを通して、みん

なで意見をまとめる、深めていく事など、課題解決のための方策や、企画の体験を

学習し、自ら考え、行動するための道筋は感覚として身につき始めている。ところ

が、学校以外の例えば地域のお祭りなどの、保護者や大人が世話をする集まりなど
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の活動に出て行った時に、大人がお仕着せでやらせる、子どもたちは受け身で体験

するだけ、ということになると、そこでは何も育たないということが、大きな問題

であると思っています。 
このプランを地域で施策として活用していくためには、大人の親と、関わる指導

者の人たちの意識改革のための研修のようなことが、すごく大事ではないかと思っ

ております。 
お尋ねしたいのですが、P20 にライトブルー少年賞とあります。いろんな活動を

している方たちを励まし、表彰していくというのは大変教育効果も高い大事なこと

だと思いますが、これまで 40 回ほど、個人で 401 名、団体で 231 団体を表彰して

いる実績があるようですが、これは表彰をした後のフォローアップが何かあるので

しょうか。ここで表彰された方々を県の人材の財産として、その後ネットワークを

つないであげる支援だとかの手立てをお考えいただきたい。若い人たちは、多分、

県外に出たり、海外に行ったりして生活環境の変化もありますから、その後を追っ

ていくのは大変困難だと思うのですけど、地域の地元で活躍しているおじさんおば

さん、指導者の人たちの温かい協力や見守りを得ながら、県として、地域としての

人材のネットワークができるのではないかと思います。本人にとっては、例え、地

元に戻らなくても、ここでこういう時代があったということを思い起こしてもらい、

自分の生きていく地域の力になっていただく、そういう仕掛けを作っていただける

といいなと思います。 
 

【議長】 
これは、ずっと前から私も言ってるんです。このいい財産をなんでネットワーク

を作っていないんですかと。非常に大事な中間層と言いましょうか、中核となるグ

ループなんですね。是非、県の方も、継続することは大事なので、正に千葉県のバ

ージョンで、これこそこだわってほしいと。お願いいたします。 
以上で終了いたしましたので、事務局にマイクをお返しいたします。皆様、御協

力有難うございました。 
 

【司会】 
明石会長、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。 
 

【事務局】 
本協議会の次回の開催についてですが、おおむね 7 月頃を考えております。内容

としましては、現プランの 26 年度関連事業評価について、そして第 2 次プランの

関連事業についてなどを予定しております。別途日程をお伺いいたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 
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【司会】 
以上をもちまして、「平成 26 年度第 3 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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