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平成 27 年度第 1 回 

千葉県青少年問題協議会 
 
 
 

日  時 平成 27 年 8 月 31 日（月）午前 10 時から 11 時 45 分まで 
場  所 ホテルプラザ菜の花 4 階会議室「槇」 
出席者数 12 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、 

萩原博委員、鈴木衛委員、田中敏政委員、澤田和子委員、 
木名瀬訓光委員、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 （遠山環境生活部長） 
3 議 事 

(1) 千葉県青少年総合プラン平成 26 年度関連事業に係る意見交換について 

(2) 第 2 次千葉県青少年総合プランの評価方法について 

(3) その他  

4 報告事項 

(1) 第 2 次千葉県青少年総合プラン平成 27 年度関連事業について 

(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）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 12 名の方の出席が予定されておりますが、井内委員

につきましては、少し遅れるとの御連絡をいただいているところでございます。 
したがいまして、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。 
 
【司会】 
  会議に先立ちまして、千葉県環境生活部長の遠山より御挨拶を申し上げます。 
 
【環境生活部長】 
（あいさつ） 

 
委員の紹介 

【司会】 
  議事に入る前に、本年 5 月 15 日に就任されました委員を御紹介させていただき

ます。鈴木衛委員でございます。 
（あいさつ） 

【司会】 
  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。会議の議長は、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ので、以降の

進行は、明石会長にお願いしたいと存じます。会長よろしくお願いいたします。 
 
【議長】 

議長を務めます明石でございます。よろしくお願いいたします。 
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。私から指名させ

ていただいてよろしいでしょうか。 
それでは、萩原委員と重委員よろしくお願いいたします。 
 （了承） 

 
それでは、議事(1)「千葉県青少年総合プラン平成 26 年度関連事業に係る意見交

換について」に入ります。 
本年 3 月に、「第 2 次青少年総合プラン」を策定したところですが、本件につい

ては、前プランの「青少年総合プラン」の重点方策 58 事業について、担当課から

提出された評価シートに基づき、委員と事業担当課との間で意見交換を行うことと

なっております。各委員から提案された意見等について、事務局より説明をお願い
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します。 

 
【事務局】 

前プラン「青少年総合プラン」の平成 26 年度関連事業 110 事業のうち、重点方

策の 58 事業について、委員の皆様の御意見を頂戴いたしました。 
事前にいただいた御意見は 59 件で、各事業ごとにいただいた御意見は、別紙【資

料 1－2】のとおりです。本日は、この御意見を基に、13 事業について意見交換を

お願いしたいと思います。 
 

それでは、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」の、事業番号 1「道徳教育推進プロジェクト」です。 
  この事業に関しては、3 名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） 

事業評価シートは 1 番です。担当課の教育庁指導課から説明をお願いします。 
 
【教育庁指導課】 

まず、1 点目の、道徳教育推進教師を中心として、学年で同一の資料に取り組む

など、一定の指針を出した方がという御意見ですが、この点については、現在各学

校等で道徳教育推進教師を中心としながら、例えば学年で同一資料で、それぞれ学

年での取り組み方を相談しながら取り組むことが行われているというふうに考え

ております。また、指針については、今回いただいた御意見を担当の教育課程室に

伝えまして、今後、次年度の計画作成時等に活かしていきたいというふうに考えて

おります。 
続いて 2 点目の、道徳教育推進教師を対象とした研修会の実施回数でございます

が、中学校は 1 回、高等学校は 2 回実施しております。対象は全公立学校となって

おり、全ての公立中学校・高等学校に対して、道徳教育推進教師を対象とした研修

を行っております。 
続いて 3 点目、具体的にどの程度活用されているのかの把握については、担当の

教育課程室の方で取組状況等について調査を行い、まとめていき、次年度の活動へ

活かしていく予定でございます。以上です。 
 
【議長】 

ありがとうございました。委員の方々から何か御意見ございますか。 
 

【委員】 
青少年総合プランそのものと、教育課程室とおっしゃいましたが、そことの連携

というものがどのようになっているのか。そこが上手くいっていれば、今の話もも

う少し明確にうかがえたかなと、恐縮ですがそう思います。多分、庁の中で連携が
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とれていて、学校教育との関係というのは、具体的にお互い評価しあえるというコ

ミュニケーションがとれているということですよね。 
 
【教育庁指導課】 

指導課の中では、私は生徒指導・いじめ対策室に所属しておりますが、窓口とな

りまして課内の活動等について連絡調整等しているところでございます。 
今いただいた御意見につきましては真摯に受け止めまして、今後、情報提供等を

確実にできるようにしていきたいと考えております。 
 

【議長】 
今の重委員の御提案は、道徳教育というのは範囲が広いですよね。学校だけとい

う狭い空間だけでいいのでしょうかという大きな問題提起ですよね。そうすると道

徳教育推進教師の方々の研修をたった 1 回、その研修内容の講師はどういう人を選

んでいるのか。例えば、今日お見えの富山委員とか鈴木委員が青少年関係団体とし

てよくやっていらっしゃる、そういう外部の方の講師をどこまで入れているのか。 
要するに、果たして、たった 1 回の研修でいいのかという素朴な疑問は担当課で

はなかったのでしょうか。お金が無いから 1 回で終わったのか。その辺、言いたい

のは、学校だけではなく、地域の人々との連携をどういう形でやっているのかとい

う御質問だと思います。 
 

【教育庁指導課】 
ありがとうございます。各学校では、地域連携等の担当を設置している学校も多

くなっており、道徳教育推進教師が校内での計画を中心になって立てているところ

だと思います。今いただいた御意見につきましては、担当の方にこの後確実に伝え

ますので、持ち帰らせていただきます。 
 
【議長】 
  よろしくお願いします。他に何かございますか。 
 
【委員】 

前回の意見交換を欠席してしまったので、もしかしたらその時に説明をいただい

たのかもしれませんが、教えていただきたいのですが、私どもの会社千葉日報で、

子どもたちの優れた自立支援教育を顕彰する千葉教育大賞というものをやってお

りまして、私はそれの立ち上げから事務局長をやっていたことがあるのですが、そ

の活動の中で、単に応募のあった活動について審査をして優れたものを顕彰してい

るだけではなく、毎年テーマを決めてシンポジウムなどもやっております。 
その時にテーマ選びは事務局の方でするのですが、何年か前に道徳教育と子ども

たちの自立支援教育についての関係について議論したいと思い、提案したことがあ
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ります。しかしその時、委員の方々が全員ではありませんが複数の方が、全く歯牙

にも掛けていただけませんでした。多分その委員の方々は多少高齢だった、あるい

は私も多少引っかかっているんですけど、全共闘の世代の人達というのは道徳教育

という言葉自体に、引っかかりのある世代なんだと思うんですね。子どもたちに間

違ったというか、一方的な価値観を押し付ける教育なのではないかというようなこ

とがあるんではないかと思います。 
教育委員会でいろいろなビデオを作ったりして、そういうビデオとかを観てます

と、必ずしもそうではないような気もしますし、子ども達の健全な成長にも貢献が

あるんだと思いますが、どうももう一つ、道徳教育と子ども達の健やかな成長、自

己形成がどうつながるのかがイメージしにくいので、申し訳ないのですが改めて、

道徳教育というものは何を目標にして、具体的にはどういうことをするのかを説明

をしていただければありがたいと思います。 
もう 1 点は、多くの学校の先生方は、子ども達のために一生懸命に日夜きつい教

育活動をされて大変だと思うのですが、時々とんでもない教師が出てくるのも確か

で、こういう人達が、一般的な言い方として本当に道徳・社会常識を持っている人

達なのかなという感じもするんですね。ごくごく例外ではもちろんあるのですが、

研修では指導教師に対する研修というのはあるのですが、一般教師に対してはどう

なのか、併せて教えていただきたいと思います。 
 
【議長】 

最後の質問ですね、道徳教育推進教師以外の一般の約 4 万弱の先生がいらっしゃ

いますよね。その先生方に対する常識教育といいましょうか、どうされているのだ

ろうか、非常に良い質問だと思いますけれども。 
指導課がいいのか教職員課がいいのか、一般の教師約 4 万弱の公立の先生方の常

識教育はどうされているのか、非常にいい質問ですね。指導課、どうですか。 
 
【教育庁指導課】 

指導課といたしましては、教職員の研修の充実という部分で、教職員の力量を向

上させるという意味合いで、教師の人間的な部分も含めて研修を組んでおり、計画

的に実施しているところです。 
道徳教育推進教師は各校 1 名ですので、その各校 1 名が研修してきた内容を学校

で広めていくという形で道徳教育が推進されるように、現在も研修の開催をしてい

るところですので、御意見につきましては、今後、施策の方に十分活かしていける

ようにしていきたいと思います。 
 
【議長】 

よろしくお願いします。 
昨日、一昨日と、千葉県の教員採用試験の 2 次試験がありましたよね。その 2 次
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試験の面接で、先ほど萩原委員がおっしゃったことを最初におさえておく、難しい

ですよ、面接で把握するということは。でも、ある程度、常識問答というものを教

員採用試験の 2 次試験ぐらいでちょっとやっておかないと、採用された時に鍛える

ということは難しいでしょうから、授業スキルはほんのちょっとでできますけれど

も、常識教育というのは入口でかなりおさえておかないと難しくなっている感じも

しておりますので、そういうことも含めて検討願えればと思っております。では、

よろしいでしょうか。はい、委員どうぞ。 
 

【委員】 
学校は、あれもこれもと様々な教育が持ち込まれ期待されています。そんな中で、

道徳・人権教育に使いたい時間も限りがあると思います。しかし、ＩＴ機器の利用・

活用で補うこともできるのではと考えます。学校で授業として、道徳・人権教育の

基本を教育する。補助教材、指導として、スマホや携帯に問題集等を発信し、個別

学習の場を提供する等、ＩＴ機器時代の工夫も必要かと思います。 
 
【議長】 

ありがとうございました。まだまだあるかと思いますが、たくさんの事業があり

ますのでこの辺で終わりたいと思います。 
私の方から今の委員の意見を踏まえまして、2 年後には特別教科の道徳がでます。

一番危惧するのは、教科書が作られるのはいいのですけれども、それを授業展開す

る先生方の育成が非常に難しいだろうと思います。残念ながら、教科中心の研修は

熱心ですけれども、道徳部会というのは閑古鳥が鳴いている状況だったんですね。

先ほど委員も言われたように、どうも道徳というのは、ちょっと引くということが

現場でも多かったので、それでは困るんです。特別教科の道徳がでてきますので是

非、それに併せて千葉県がやっている推進教師の育成をしっかりとやってほしい。

と同時に、委員が言われたように、学校という小さな空間だけではなくて、もっと

家庭とか地域とかいろんな人材を活用しながら、特別教科の教育を展開していただ

きたいと思っております。よろしくお願いします。では次の事業をお願いします。 
 

【事務局】 
  それでは、次に、事業番号 5「千葉県競技力向上推進本部事業」です。 

この事業に関しては、2 名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） 
事業評価シートは 5 番です。担当課の教育庁体育課から説明をお願いします。 

 
【教育庁体育課】 

まず、「千葉県競技力向上推進本部事業」について簡単に説明させていただき、

その後、御質問にお答えしたいと思います。 
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千葉県競技力向上推進本部事業といいますのは、競技力向上推進本部が主催する

事業で、本部は平成 14 年に設立しております。設立の趣旨は、平成 17 年に千葉き

らめき総体が、平成 22 年にゆめ半島千葉国体が行われるわけですが、その両大会

に本県選手が優秀な成績を収めることができるように、計画的・継続的に選手を強

化、育成していこうと、また、この大会を契機に千葉県の競技力が一層向上して、

併せて人づくり、地域づくりをしていこうと、そういうような趣旨で平成 14 年 3
月に設立いたしました。 
どのような事業をしているのかといいますと、選手の育成強化、指導者の養成と

いうことになります。具体的には国体選手強化サポート事業、また、千葉ジュニア

強化事業、ジュニアを中心としたアスリートの強化事業ですね、続いて、競技力向

上のための環境整備といたしまして、用器具を整備したりトップチームを支援した

りしております。また、スポーツ医・科学の積極的な活用、そういうことも心掛け

ております。このような事業を行いながら、国体で活躍した選手を上手に地域振興

に取り入れていこうというのがこの事業でございます。 
それでは質問にお答えしたいと思います。 
まず一つは、「オリンピック東京開催と一部種目千葉県開催を一つのモチベーシ

ョンにしてはいかがか」という質問でございますが、御存じのとおり千葉県では、

レスリング、フェンシング、テコンドー、この 3 競技が千葉県開催となりました。

実は体育課ではこの事業とは他に、東京オリンピック・パラリンピックアスリート

支援強化事業というのを昨年度から実施しているところです。その事業を中心に体

育課としては選手強化をしていくところですが、この 3 競技が千葉県で開催される

ということで、県庁の総合企画部政策企画課の方に東京オリンピック・パラリンピ

ック戦略推進班というのがございまして、そちらの方で総合的に千葉県の戦略を計

画しているということです。体育課はそことタイアップしながらこの 3 競技開催を

協力するとともに、大会の盛り上げについてやっていきたいと思っております。 
二つめの、「良い施策だと思う。スポーツは、一流選手のプレーは夢を与える。

継続して実施してほしい」という御意見をいただきました。本当にありがとうござ

います。我々といたしましても、この事業を今後も続けていきまして、競技力の向

上を図っていくわけですが、委員の指摘にございましたとおり、県民に夢や希望を

与えるものがスポーツだと思います。また、感動を与えるのがスポーツだと思って

おります。こういうことを進めるために、この事業がより一層発展するように頑張

っていきたいと思っております。また御意見等ございましたらお願いいたします。

以上です。 
 
【議長】 

ありがとうございました。では委員の方々で今の説明について御意見、御質問あ

りますか。 
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【委員】 
ただ今の本事業の説明の中で、地域振興とつなげていくという説明がありました

が、本事業と地域振興がどうつながるのかと少し疑問に思いまして、目を書類に落

としてみましたら、地域スポーツ振興と書いてございました。そうであれば合点が

いくのですが、先ほどの説明は地域振興とつなげていくということで、スポーツが

抜けていたのか、あるいは、そうではなくて地域振興と本事業がマッチしていくの

か、確認をさせていただきたい。 
 

【教育庁体育課】 
説明の中で「スポーツ」という言葉が抜けてしまいました。地域のスポーツ振興

ということでございます。申し訳ございません、よろしくお願いいたします。 
 

【議長】 
他にございますでしょうか。 

 
【委員】 

スポーツ医・科学の活用という説明がありましたが、具体的にどういうことを実

施しようとしているのでしょうか。 
 

【教育庁体育課】 
これは、選手のコンディション作りのためにトレーナーの活用ですとか、また、

治療というのを行っていくことになります。 
 

【委員】 
ありがとうございます。県下にスポーツ医学の研究をしている大学もありますの

で、そういうところと是非連携をして、他県にないようなスポーツ医学の研究にも

貢献していただけると、子ども達の体力の関係もあるので、素人のスポーツ大会な

どは大変危険なこともございますので、そういう御指導を配慮していただきたいと

思います。よろしくお願いします。 
 

【教育庁体育課】 
ありがとうございます。是非参考にさせていただきまして、今後、より一層、選

手強化できるように行っていきたいと思います。 
 
【議長】 
  他に何かございますか。 
  では次の事業について、お願いします。 
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【事務局】 
それでは、次に、事業番号 11「子どもの読書活動推進事業」です。 
この事業に関しては、1 名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） 
事業評価シートは 11 番です。担当課の教育庁生涯学習課から説明をお願いしま

す。 
 
【教育庁生涯学習課】 

今回は読書活動推進につきまして応援的な御意見を頂戴いたしましてありがと

うございました。第二次千葉県子どもの読書活動推進計画の中でも、私ども、読書

につきましては子どもたちが主体的に物事を考え判断し、社会の中で生きていくた

めの必要な技能を身に付けることができるということで、まさに、人間成長の過程

の中に読書は大事だということをうたって推進して参ったところでございます。 
子どもの読書活動推進事業でございますけれども、県では、まず読書活動の啓発

ということで特に直接的にやっていることでは、子どもの読書活動啓発リーフレッ

トというもので図書館司書が選んだ「子どもに読ませたい本 100 選」というものを

作成し、3 歳児、それから小学校１年生の保護者に配付してございます。特に 3 歳

児につきましては、首長部局とも連携したり、また市町村にもお願いしまして、子

どもの 3 歳児検診時等に配付させていただいております。 
それからまた、同じ生涯学習課の学校・家庭・地域連携室の方で作成しておりま

す家庭教育リーフレット、こちらも同じく 3 歳児及び小学校 1 年生、また中学校 1
年生の保護者に配付している資料でございますけれども、こちらの中にも家庭学習

と並んで読書の習慣に取り組むことを啓発するような内容を入れてございます。 
また Web サイト「親力アップいきいき子育て広場」でも、特に乳幼児期におい

て御家庭の中で読み聞かせ等を行うこと、また、思春期までに自主的な読書習慣を

子どもが身に付けることが非常に重要であるということで、そういった支援の大切

さについて理解を促すように啓発を行っているところでございます。 
また、地域における子どもの読書活動の推進といたしましては、ブックスタート

事業の啓発というものを第二次の計画の時から加えまして、特に市町村で行う 0 歳

児検診等の機会に、赤ちゃんと保護者が絵本を介して本と触れ合う一時を持つ取組

であるブックスタート事業を全市町村で行うよう働きかけているところでござい

ます。 
また、県立図書館といたしましては、特に学校等で御活躍いただいております読

み聞かせボランティアに対し、子どもの本の読み聞かせ講座等を開講し、読み聞か

せ技術やスキルアップを図る研修会を行っているところでございます。特に、学校

教育と家庭教育の橋渡し、また、社会教育と学校教育の橋渡しということで、こち

ら生涯学習課が主管となってやっております公立図書館と学校の連携を図るため

の研修会というものも例年、夏に実施しております。平成 26 年は概ね 100 名超の
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学校の先生方、また、公立図書館の司書等が参加いただいているところです。 
もう一つが子どもの読書活動の推進ということで、毎年、こどもの読書週間の 5

月に「千葉県子どもの読書活動啓発の集い」を行い、こちらも例年 200 名程の参加

者に来ていただいているところでございます。 
また、26 年度につきましては、第三次の千葉県子どもの読書活動推進計画を策定

いたしまして、今年度に繋がっているところでございます。 
御意見の中で頂戴しました本事業の充実・推進ということでございますけれども、

先ほど説明いたしましたうちの一つ、公立図書館と学校の連携を図るための研修会

につきまして、本年度はより多くの方々にお越しいただくようにということで会場

を変更いたしまして、倍増の 200 名の方に御参加いただきました。参加の対象も教

員と公立学校図書館の職員のみならず、特に学校に配されている学校司書、学校図

書館ボランティアの方々等にもお声をかけさせていただいて、倍の参加人数になっ

たというところでございます。 
読書活動推進計画につきましては、より多くの市町村に推進計画の策定に繋げて

いただけるよう、また、学校や地域、家庭におきまして参照していただけるように、

本年度は概要版を作成し、各市町村に配るということで進めているところでござい

ます。以上です。 
 
【議長】 

ありがとうございました。委員の方々、御質問、御意見がありましたらどうぞ。 
 
【委員】 

子どもの読書活動の推進、大変良いことであり積極的に実施していただきたいと

思うのですが、読書ですから読むのは本だという話なんですが、我々新聞社なので、

是非、新聞も子ども達に親しんでもらいたいということで、業界挙げて NIE とい

う活動をしております。 
教育委員会の指導課が担当だと思うのですが、新聞をただ読むだけではなく、教

材にしなければいけないというところで、学校現場の先生方はその分負担になると

いうことではあるんですけれども、子ども達の学力向上にも NIE というものが大

きな効果があるというのも世界的には既に良く知られていることですし、国内でも

明らかになったというふうに思っておりますし、文科省でもこれからは学校教育で

の NIE 活動を推進するものと思っております。この中での位置付けは難しいと思

うんですけれども、少なくとも全ての学校の図書館には新聞を置いていただけるよ

うお願いしたいと思っています。 
 
【議長】 

ありがとうございます。他に何かありますか。 
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【委員】 
ブックスタートについてお伺いしたいと思いますが、東京都内の保健所などでは

出産と同時に赤ちゃん向けの本を 10 冊くらいセットにして配付するようなことを

していますが、そこまでいかなくても 3 歳でリーフレットを配付するというのはち

ょっと遅いかなと思います。 
結構、1 歳になる前の赤ちゃんも、本によってはとても反応がいい大好きな本が

ありますので、そういうのから親しんでいただくとよいと思います。最近は、お父

様も子どもを抱っこしている様子を見かけるなど子育てにかなり関わっていらっ

しゃるので、夜の寝かせの時には、イギリスなどではお父様の役目で本を読んであ

げるようになっているので、お父様方にしていただけるとよいと思います。お母様

だけの視野ではなく、お父様・お母様の両方が読み聞かせに関わってくださるとい

うことを想定して、もうちょっと早い年齢から取り入れてもよいのではないかなと

思います。 
お母様の場合は赤ちゃんが産まれてきてしまうと日常のことで一杯で、ゆっくり

本を読んだりブックリストを見たりというような時間がないかもしれませんので、

母親学級の段階で、このようなお子さんへの読み聞かせがあるということを御紹介

しておいた方が、余裕を持って関われるのではないかと感じました。よろしくお願

いいたします。 
 
【委員】 

今後の方向性等のところの 3 行目で、市町村における子どもの読書活動推進計画

は不可欠であると。それで、策定率は 70％ということなんですが、これはいつまで

に、数値目標をどれぐらいにされているんでしょうか。 
 
【教育庁生涯学習課】 

策定率につきましては、この 27 年度から概ね 5 年間の予定で策定いたしました

第三次計画の指標といたしましては、この期間中に、市は現在 70％策定が進んでお

りますので、それを 100％に持っていこうと、町村につきましては現在 17.6％と市

に比べると若干策定率が低いのですが、こちらの方は 70％まで引き上げていきたい

と考えているところでございます。 
 

【議長】 
ありがとうございました。萩原委員がおっしゃるように、読書活動を基盤にして

その後に NIE、新聞を教育にするという読解力といいましょうか、絵本とか活字を

含めた読解力の推進が大事かなと、そういう方向性を持っていただきたい。 
  白﨑委員がおっしゃるように 3 歳では遅い。なんで 3 歳なのか。普通、絵本は 0
歳の後半、1 歳ぐらいから絵本に親しんでいる。担当の課がもう少し、本当に育児

をやっているのかなという感じがいたします。おっしゃるとおり 3 歳では遅いので、
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もう一度、御検討願えればと思っております。 
それからその策定率、町村が 17.6％というのはショックを受けたんですよ。ます

ます地域格差が出てくる。だから市よりも町村の 17.6％を 5 年間で 70％にもって

いくというのは相当大変だと思うので、生涯学習課は本気で重点的にやっていただ

ければと思っております。 
 
【委員】 

ブックスタートを実際にやっている者なのですけども、我が市では 4 か月から子

どもさんに読み聞かせをしています。もう 10 何年やっているんですが、赤ちゃん

は 4 か月でも絵本を見せてあげるとものすごく興味を示すんですね。態度に出るん

です、ちゃんと。でも最近のお母さん達は逆に読書離れしている。ですからそこが

すごく気になって、お父さんお母さんに、夜寝る時には必ず本を読んであげて、本

の好きな子にしてあげてねと、お話はするんですけど、最近の新聞の中でも本と離

れていくということが出てましたが、やはりお父さんお母さん達が、0 歳から続い

たものが大人になるまで続くようにしていかないと、お母さん達が積極的に読んで

あげないと、子どもが読んでくれとは言えませんので、その辺のところは検討した

方がいいかなと思います。 
 
【議長】 
  貴重な御意見ありがとうございました。 
  では次の事業に移りたいと思います。事務局、お願いします。 
 
【事務局】 

それでは、次に、事業番号 18「男女共同参画センター『男女共同参画講座等』の

開催」です。 

  この事業に関しては、2 名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） 

  事業評価シートは 18 番です。担当課の男女共同参画課から説明をお願いします。 
 
【男女共同参画課】 

まず、事業の説明をさせていただきます。 
男女共同参画センターにおいて、男女共同参画への理解を深めるために県民を対

象に各種講座を開催しております。事業としては、男女共同参画シンポジウムの開

催、女性リーダー養成講座、社会福祉協議会や千葉大学との共催セミナー等を実施

しております。26 年度は、シンポジウムにおいては、辻井いつ子さんをお呼びして

講演をいただきました。その後、パネルディスカッション等を行っております。参

加者も 300 名を予定していたのですが、340 名ということで多くの方々に参加をい

ただいております。 
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委員の方の意見にもありますが、男女共同参画の実現には相当の年月がかかると

いうことで、男女共同参画課とセンターとの連携を密にとりながら、多くの方、ま

た若者や義務教育、小・中学校の年代の子達も参加できるような講座というのを今

後考えていかなければいけないのかなと改めて思いましたので、またこちらは検討

していきたいと思っております。 
婚活セミナーについてですが、今のところ当課では考えておりません。今後は、

男性や若者が参加しやすいテーマ、日時等を工夫して、多くの方に参加いただける

ようにセンターと連携しながらやっていきたいと思っております。以上です。 
 
【議長】 

ありがとうございました。では、委員の方々、御意見をお願いします。 
なければ私の方から 1 点だけ。これは非常に根気がいる仕事だと思います。千葉

市は 0 歳児で母子手帳をもらう時に、父親のイクメンのパンフレットを配ってるん

です。そこからやっていかないとだめなんですよ。夫婦で一緒に共同で子育てをす

るというようなことを今やっているんですけれども、県の方ではそういうイクメン

についてどう考えているんでしょうか。 
 
【男女共同参画課】 

担当課ではないので答えづらいところがあるんですが、千葉市のようにそういう

ところも意識していかないといけないのかなということは、私的ながら思っており

ます。 
 
【議長】 

これも、一課とか部だけではなくて、総合的な施策としてやっていただければと

思っております。よろしくお願いします。 
では続いて、次の事業お願いします。 

 
【事務局】 

それでは、次に、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」

の事業番号 44－1、44－2「子ども・若者育成支援推進事業」です。 

  この事業に関しては、2 名の委員から御意見をいただいております。 
  （【資料 1－2】により委員の意見紹介）  

事業評価シートは 44－1 及び 44－2 番です。担当課の県民生活・文化課から説明

いたします。 
 
【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、これに基づき、
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本県では平成 24 年 1 月に「子ども・若者支援協議会」を設置し、また同年 7 月に

「子ども・若者総合相談センター」通称「ライトハウスちば」を開設しているとこ

ろでございます。 
支援協議会につきましては、現在、国・県・民間団体の関係 34 機関で構成して

おり、会議の開催あるいは研修等を通しまして、総合的な支援のネットワーク作り

を進めているところでございます。26 年度につきましては、内閣府スーパーバイザ

ーを交えて、協議会のあり方や今後の方向性について検討いたしました。これを受

けまして、今年度、セレクトシステムという支援機関のガイドブックを作成してい

るところでございます。 
次に裏面になりますが、「ライトハウスちば」でございます。相談件数等詳細に

つきましては、この後、報告事項の中で御説明いたしますが、26 年度の相談件数は

1,180 人、25 年度が 773 人でしたので、年々増加している状況でございます。相談

内容は、ひきこもりが 21.1％と一番多い状況です。相談内容に応じまして、適切な

支援機関を紹介しているところでございます。 
委員から「ホームページのアクセス件数も増えて、ライトハウスちばの活動は素

晴らしい」という御意見をいただき、ありがとうございました。ライトハウスちば

を知ってもらうために、26 年度は県のホームページによる周知をはじめ、ライトハ

ウスちばを含む支援機関を紹介したリーフレットを作成し、広報啓発に努めました。

今後も広報活動の充実とともに、子ども・若者支援協議会等を活用し、つなぎ先、

リファー先の支援機関の情報収集に努めてまいりたいと考えております。 
また、委員からのひきこもり問題についての御意見ですが、子ども・若者支援協

議会のメンバーに「千葉県ひきこもり地域支援センター」や「子どもと親のサポー

トセンター」をはじめ、NPO 法人の方々にもメンバーに入っていただいておりま

す。引き続き、連携・協力しながら、人材育成の研修をはじめ、子ども・若者育成

支援の推進を進めてまいりたいと考えております。以上です。 
 
【議長】 

ありがとうございました。では今の説明について、御質問、御意見ございますか。 
ライトハウスちばについては、後半の報告事項で細かな説明がございます。その

時に質問があればお願いします。 
では、次の事業番号 52「特別支援アドバイザー事業」です。お願いします。 
 

【事務局】 
  それでは、次に、事業番号 52「特別支援アドバイザー事業」です。 
  この事業に関しては、1 名の委員から御意見をいただいております。 
  （【資料 1－2】により委員の意見紹介） 

  事業評価シートは 52 番です。担当課の教育庁特別支援教育課から説明をお願い

します。 
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【教育庁特別支援教育課】 

発達障害を含む障害のある幼児・児童・生徒の一人一人の教育的ニーズに対する

支援のあり方に係る幼稚園・小中学校・高等学校からの要請に際しまして、特別支

援アドバイザーを派遣しているところであり、県内教育事務所に現在 20 名配置し

ております。昨年度の派遣要請数は 975 件、派遣実施件数は 904 件で、92.7％の派

遣でした。 
皆様御存じのように、来年 4 月から、さらに「障害者差別解消法」が施行されま

す。今、インクルーシブ教育システム構築に向けて、一人一人の教育ニーズに応え

られるよう、いろいろなところで研修会等を行っているわけです。その一端を担い

ますのがこの特別支援アドバイザーの方々です。 
昨年度、各教育事務所に一人ずつ特別支援担当の指導主事を増員いたしました。

そこで、現在、特別支援アドバイザーの事業と指導主事の事業のすみ分けをさせて

いただいているところであります。この後どういう状況となるかは、もう少し経ち

ませんと分かりませんが、今のところ、特別支援アドバイザーの事業、そして各指

導主事の要請、これにつきまして変わらない件数が予想されるところであります。 
今後、更にそういったものを踏まえて、特別支援アドバイザーの派遣については

考えていく必要があるのかなと思っております。 
 
【議長】 

ありがとうございました。御質問がある方はお願いします。 
なければ私の方から 1 点、教育事務所に 20 名のアドバイザーを置いております

が、この 20 名を含めた方々の共通の研修はどうなっているのでしょうか。 
 

【教育庁特別支援教育課】 
年 6 回実施させていただいております。1 回は高等学校の特別支援教育コーディ

ネーター研修に一緒に参加しまして、事例を通していろいろお話をさせていただい

ております。 
 
【議長】 

こういう質問をしたのはですね、発達障害を含めた方っていうのは、発達段階の

継続的なフォローアップをしていかないといけないのかという感じがしておりま

して、日本の教師は自分の学年では面倒見がいいのですが、他のステージにいくと

意外と連携が乏しいような気配があるんです。そういう意味で、20 名のアドバイザ

ー、優秀な方が多いのでしょうから、できたら、幼児期・児童期・思春期において

ステージステージのつなぎをどうするかということが、親としては一番気になると

ころだと思いますので、そのような研修もやっていただければと思っております。 
では次、事業番号 62 番、お願いします。 
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【事務局】 
それでは、次に、重点方策「非行・犯罪防止・立ち直り支援」の、事業番号 62

「青少年非行防止対策事業」です。 
  この事業に関しては、2 名の委員から御意見をいただいております。 
  （【資料 1－2】により委員の意見紹介） 

事業評価シートは 62 番です。担当課の県民生活・文化課から御説明いたします。 
 

【県民生活・文化課】 
青少年非行防止対策事業について、御説明いたします。 
この事業は、青少年の非行や被害を防止するために「非行・被害防止リーフレッ

ト」を作成し、新中学生の保護者の方と高校生の新入生に対して配布しております。  
内容としましては、今一番問題となっているインターネットの利用に潜む危険性

を分かりやすく記載したものを中心に、中学生の保護者向けには、子どもから大人

になる堺目ぐらいですので、社会のルールを教えることの重要性や子どもの SOS
サインを見逃さないようにすること、また、万引き、飲酒・喫煙、薬物乱用の防止、

深夜外出の制限、ゲーム・図書の購入についての注意点、交通安全の徹底という内

容になっています。また、新高校生向きにつきましては、この他に、性感染症から

身を守ることや、デート DV の啓発も加えて、年齢に応じた啓発資料を作成してお

ります。また、これについては、一人一人に配布するよう学校にお願いしていると

ころでございます。 
委員から、「保護者に対するアピール」や「ネットパトロールの役割も大きい」

という意見をいただいております。引き続き、保護者向けの広報・啓発活動を行っ

てまいりたいと考えております。 
  なお、ネットパトロールにつきましては、後ほど御説明いたします。以上です。 
 
【議長】 

何か委員の方々で、御意見がありましたらお願いします。 
では、私の方からよろしいでしょうか。先ほど、遠山部長がおっしゃいましたよ

うに、これはもっと本気で考えなければいけないステージにきたかなと思っている

んですね。だから、リーフレットも大事だけれど、単なる啓発活動ではもう遅いだ

ろうと。 
例えばお隣の茨城県は、11 月は生涯学習月間、マンスリーですから 290 万人ぐ

らいの方が、11 月はどこでもいいので生涯学習の学習をしましょうというかたちで

月間でやっているんです。そうすると、千葉県あたりが青少年非行とか居場所づく

りの問題に限定して、例えば、9 月を青少年健全育成とか居場所づくり月間とか、

そういうかたちのことを決めておいて、こういう具体的なネットパトロールとかを

やっていく。12 か月やるのは必要だけれど、それは無理なので、週間ではなく月間

ぐらいの視点で、きずな作りとかキーワードを決めてもらって、どこでもいいから
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居場所がありますよという月間ぐらいを立ち上げたらどうかなと、検討してもらえ

ればと思っております。田中委員、何か一言ございますか。 
 

【委員】 
我々はそれぞれ、個々の事案を中心にやっているものですから、なかなか総合的

な施策というものは不得意な分野ではあります。 
先ほどの事業にも関連するのですが、非常に問題を抱えている子どもさんという

のは、いろいろなところでそれぞれ手をかけてもらえるのですが、我々が個別に見

てますと、いわゆる発達障害なんかでも軽度といわれる、一見他の子どもさん達と

同じように生活ができるように見える、そういう人達が、実は一番暮らしにくい、

生きにくいといような社会になっておりまして、その中で非行が起こるってことが

現状としてあります。 
実は、そこをもっと手厚くやっていただきたいというのがあるんですが、重篤な

障害をかかえている方に対してもなかなか目がいかないところで、軽度のところま

ではということがあるのかもしれませんが、非行というところから見ていくと、実

は軽度の発達障害や軽度の障害をお持ちの子どもさんが一番非行に走りやすいと

いうことを指摘しておきたいなと思います。 
 
【議長】 
  ありがとうございました。では、次の「少年補導員活動」、事業番号 67 です。 
 
【事務局】 
  それでは、次に、事業番号 67「少年補導員活動」です。 

  この事業に関しては、1 名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） 

事業評価シートは 67 番です。担当課の警察本部少年課から説明をお願いします。 
 

【警察本部少年課】 
少年補導員活動の事業内容について簡単に御説明させていただきます。 
県警では少年ボランティアを委嘱し、街頭補導活動、有害環境浄化活動などを行

っております。また「非行少年を生まない社会づくり」の一環として、農業体験活

動による少年の居場所づくりを図る中で、少年に対して社会との協調性、コミュニ

ケーション能力の醸成を図っております。昨年については、街頭補導、有害環境浄

化活動等で延べ 1,818 回、そのほか農業体験活動、少年に手を差し伸べる立ち直り

支援活動などに従事しております。 
委員から御意見のありました青少年団体との連携についてですが、事業評価シー

トでは特に触れていませんでしたが、街頭補導活動、有害環境浄化活動、農業体験

活動、ほぼ多くの活動において、地元の青少年健全育成団体と連携、協力をいただ
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いて推進をしているところでございます。 
今後とも、立ち直り支援活動、街頭補導活動等含めまして、地元の青少年健全育

成団体と連携を深めて、より一層、強化していきたいと考えております。よろしく

お願いいたします。 
 

【議長】 
  ありがとうございました。何か、御意見、御質問ございますか。 

私の方から 1 点だけ、ここにも書いてありますが、青少年の非行は数としては減

っているとありましたけれど、再犯率は 3 割から 4 割増えていると。専門家から見

て再犯率が増えるということはどう考えればいいのでしょうか。 
    
【警察本部少年課】 

少年の再犯率が最近は 3 割くらいで高止まりしているということで、非行を犯し

てその少年がまた地元に戻る、ということになると居場所がないということで、ま

た同じ非行少年グループに入ってしまうというような傾向があるようです。 
また最近は、LINE とかのいろいろ希薄なつながりの中で、そういった団体の中

に取り込まれていって、また再非行に走ってしまうというような傾向にありますの

で、県警としては少しでも彼らの居場所づくりというものをやるために、こういっ

た農業体験などを通じて少年を呼んで、非行防止を図っているというようなことで

ございます。 
 

【議長】 
ありがとうございました。では、事業番号 70「薬物乱用防止対策事業」について

お願いします。 
 
【事務局】 
  それでは、次に、事業番号 70「薬物乱用防止対策事業」です。 
  この事業に関しては、1 名の委員から御意見をいただいております。 
  （【資料 1－2】により委員の意見紹介） 

事業評価シートは 70 番です。担当課の薬務課から説明をお願いします。 
 
【薬務課】 

まず説明の前に、現状といたしまして、県内でボランティアとして薬物乱用防止

の広報啓発等をするにあたり、保護司、児童民生委員、青少年相談員、補導員等、

関係団体から推薦をいただきまして、ボランティアで活動していただける方、県内

で現在 461 名を指導員として委嘱をしているところでございます。その方々に御協

力をいただきながら、現場で学校サイドと連携を図りながら、薬物乱用防止の教室

等を開催しているところでございます。評価シート 70 番にありますように、実績
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といたしまして、教室の開催は 66 回となっております。この回数が今後も増えて

いくように充実を図ってまいりたいと思います。 
また、学校の教育のプログラムにつきましては決まりごとがありますので、薬務

課や教育委員会の指導課、学校安全保健課と連携を図りながら充実を図っていきた

いと思います。 
また、補足といたしまして、平成 26 年度当初予算として 2,227 千円でしたが、

決算額 28,965 千円で、27,000 千円弱予算が増えております。これは御存じのとお

り、昨年の 6 月に、池袋における危険ドラッグを使用して自動車を運転して交通死

亡事故が発生したことを受け、いわゆる脱法ドラッグという言葉が安易な死を招い

ているということで、警察庁・厚生労働省を含めまして「危険ドラッグ」という、

危険なもの、これ以上手を出さないものというようなことで呼び方を変えたところ

でございます。 
それを受けまして、県といたしましても、青少年を中心に広報啓発の充実を緊急

にしなければいけないということで、この緊急広報啓発について、9 月の定例県議

会で補正予算の承認をいただきまして、プロポーザル方式で千葉県出身の方を活用

してということで事業を開始しているところでございます。その一部といたしまし

て、委員の皆様の御手元にリーフレットをお配りさせていただいているところです。

また、こちらにありますように、千葉県といたしましても、危険ドラッグを「持た

ない・買わない・使わない」を合言葉に、県内の大学・短期大学、各交番等に配布

いたしまして、昨年度から広報啓発に力を入れているところです。今年度も同じよ

うに行っております。 
また、来年度の御報告になるかと思いますが、今年度、県警少年課、指導課、学

校安全保健課とも連携をいたしまして、県内の中学・高校全校に教育用の DVD を

配布できるようにということで、現在、作業を進めているところでございます。小

学校につきましても、今後、関係課と連携を図りながら、予算確保が必要であれば

していき、充実できるよう進めていきたいと思っております。以上です。 
 
【議長】 

ありがとうございました。御質問、御意見ございますか。 
かなり熱心にやっていただいているので、良いと思っております。では、次の事

業について説明をお願いします。 
 

【事務局】 
それでは、次に、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」

の事業番号 93「青少年相談員設置事業」及び事業番号 94「青少年補導センター事

業」について、併せて御説明します。 
この事業に関しては、2 名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）  
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  事業評価シートは 93 番、94 番です。担当課の県民生活・文化課から説明いたし

ます。 
 
【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、併せて御説明いたし

ます。 

青少年相談員設置事業、青少年補導センター事業とも、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
人の方々がボランティアとして活動していただいております。 
青少年相談員は、地域の青少年の健全育成のために、子ども達とキャンプやスポ

ーツ大会などを一緒に楽しむことによって、子ども達の健全育成を図っております。

一方、青少年補導員につきましては、非行防止という観点から、地域をパトロール

し、特に、子どもへの声かけや補導を行っていただいております。 
青少年相談員については、制度発足 50 周年を迎えましたので、昨年度は「記念

大会」や「レッツ ダンス イン ちば 2015」などのイベントを通じ、相互の連携や

交流を深めることができました。子ども達にとっても、貴重な体験・経験になった

ものと思われます。今後も、青少年相談員の今後のあり方検討会の報告等を踏まえ

て、制度の充実と運動の活性化を図ってまいりたいと考えております。 
また、青少年補導員につきましては、青少年補導センター設置の 19 市を中心に、

特定の日に県下一斉合同パトロールを実施するなど、青少年非行防止活動を活発に

行っているところでございます。 
先ほど、会長からもお話がありましたけれども、強調月間につきましては、夏休

み、冬休み、春休みの期間を中心に、青少年健全育成の取組として、パトロールや

声掛けなどの運動を行っているところでございます。 
ここで訂正なのですが、青少年補導センター事業の評価シート 94 番になります

が、「2(2)事業の成果」の中の 3 番目、「県内の 4 市町を合わせた」とありますが、

これは「2 町」の誤りでございます。申し訳ありません。2 町とは栄町と睦沢町が

実施しております。 
また、委員の皆様から「期待している」「青少年補導員の役割は大きい」という

御意見をいただいております。どちらも活動にあたっては、地域の関係機関、団体

との連携が必要ですので、今後も、連携を図りながら、この事業を進めていきたい

と考えております。以上です。 
 

【議長】 
ありがとうございました。では、御質問や御意見を。 
なければ次にいきたいと思います。次の事業について説明をお願いします。 
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【事務局】 
それでは、次に、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」の、

事業番号 97「防犯ボランティア活動促進事業」です。 
この事業に関しては、委員からの御意見はいただいておりませんが、「地域の犯

罪抑止に大きな役割を担うようになってきた防犯ボランティア活動の促進を図る」

という事業です。 
 事業評価シートは 97 番です。担当課の生活安全課から説明をお願いします。 

 
【生活安全課】 

県下の防犯パトロール団体は約 2,300 団体、145,000 人いると言われています。 
現在まで、県では県内の高校、大学合わせて 36 校に対して、それぞれの地域に

おける防犯パトロールの促進の目的で、自分達でデザインした防犯ベストあるいは

防犯キャップを貸与し、今年度は、東邦大学、千葉工業大学、成田市内の 3 つの高

校に貸与を予定しております。 
御手元の 26 年度の事業の実施結果について順次説明いたします。防犯ボランテ

ィア研修会を年 3 回実施いたしまして、安全インストラクターによる防犯活動の際

の留意事項、あるいは防犯パトロールの際の実技の指導をしております。これは成

人に対するもので、昨年度は 3 か所、約 500 名に対して実施しております。 
2 番目の防犯ボランティア交流大会、ここでは年 1 回ですが、成人あるいは学生

を対象に実施しております。昨年度は、順天堂大学の医療看護学部の女子学生に司

会を担当していただき、千葉科学大学の学生支援サークル等も入れてパネルディス

カッションを実施し、「地域の防犯力をアップするために」というテーマで実施し

ております。 
次に自主防犯活動の情報誌ですが、ここにも自主防犯団体の活動状況、あるいは

学生の活動実態について、年 2 回それぞれ 1,500 部ずつの情報誌を発行しておりま

す。 
この他に、若者独自ということでは 年 1 回ヤング防犯ボランティアの交流大会

を実施しております。実施時期が 1 月 2 月ということで、問題があるところもある

のですが、本年も 1 月に実施したところを見ると、やはり青少年がボランティア活

動を一緒にし、交流を持ちたいという意欲は非常に多くありました。それから、学

生もボランティアをしているのですが、防災で福島県に支援に行ったり、我々が担

当している安全という観点からのボランティアなど、いろいろな目的を持ってボラ

ンティア活動をしているというのが実態でございました。以上です。 
 
【議長】 
  ありがとうございました。御質問、御意見ございますか。 
  なければ最後です。「青少年ネット被害防止対策事業」についてお願いします。 
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【事務局】 
  それでは、最後になりますが、事業番号 102「青少年ネット被害防止対策事業」

です。 
  この事業に関しては、2 名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） 

事業評価シートは 102 番です。担当課の県民生活・文化課から説明をいたします。 
 
【県民生活・文化課】 

それではネットパトロール事業について御説明いたします。 
委員の皆様から「効果的で良い施策だと思う」「是非継続していただきたい」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、ネット監視員 2 名を配

置しまして、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、特別支援学校の生徒が行っているツイッターなどでございます。 
平成 26 年度の実施結果の詳細につきましては、この後、報告事項の中で説明い

たします。概要ですけれども、昨年度、幅広くサイトを検索するようにした結果、

25 年度より 43％増の 4,689 人について問題のある書き込みを発見いたしました。

これらの書き込みの中で特に問題のあるものについては、教育委員会等に連絡し、

削除を含めた生徒への指導を依頼しているところでございます。 
また、インターネットの適正利用を図るために、学校等の要請に応じて児童生徒、

教員、保護者に対し、職員を派遣し、講演を実施しております。26 年度は 87 回の

講演で、22,203 名の参加をいただきました。 
青少年のインターネット上のトラブル防止には、インターネットの適正利用につ

いての啓発が大事ですので、引き続き、講演を積極的に行うとともに、講演で使用

する資料につきまして、ネットパトロールで得たリアルタイムの情報を活用するな

ど、効果的な啓発を実施してまいりたいと考えております。以上です。 
 
【議長】 
  ありがとうございます。何か御意見、御質問ありますか。 
 
【委員】 

これは大人側が後手後手についているというか、実際に IT 機器の操作やネット

に関する様々な指導教育を学校でも家庭でも十分にできないというのが現状で、大

人側が後からついて行くような状態だと思われます。随分活躍をされているわけで

すが、例えば 87 回の派遣で現状をいろいろ指導されたのでしょうか。学校はもの

すごい数があるわけですが、これで十分に応えられているのだろうか。家庭や学校

や本人が求めている事業ではないかなと思うのですね。こちら側から必要だから行

くということよりも、むしろ学校や家庭や本人が困って、もっと学びたい、もっと

知りたいというような事業ではないかと思います。こういう予算とお二人の監視員
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という現状で、十分に応えができているのかどうかということを質問させていただ

きます。 
 
【県民生活・文化課】 

ネット監視員につきましては、二人の方を委嘱してやっているところでございま

すけれども、検索については１年間で何とかやっている状況ですので、これより増

やすということは予算的にもできない状況になっております。 
また、回数ですが、県だけではなく、市でもこのような講演会等をやっていると

ころもできていまして、県警等でも同じような講演会をやっていただいています。

また、学校につきましては、教職員を対象にした研修会でも講演を行っておりまし

て、そこから教員の方に、また学校に勧めていただくというやり方もとっていると

ころでございます。 
 
【議長】 

ありがとうございました。それでは、予定した時間がまいりましたので、この辺

で意見交換を終わりたいと思います。 
続きまして、議事(2)の「第 2 次千葉県青少年総合プランの評価方法について」、

事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局】 
  それでは資料 2 を御覧ください。こちらは、本年 3 月に策定いたしました、第 2
次の青少年総合プランに関するものでございます。 
 前プランの評価方法につきましては、「評価の対象を絞って効果的に行ってはど

うか」、また、「関係課とのやり取りができないか」など、委員の皆様からいただい

た御意見を踏まえまして、関連事業のうち重点方策に掲載されている事業を評価対

象として、先ほど、議事(1)で行ったように、各事業の評価シートにより、重点事業

について御意見をいただき、評価結果を今後の事業に活かしていくというものでご

ざいます。 
 第 2 次青少年総合プランは、本年 3 月に策定したところですが、子ども・若者を

取り巻く環境は依然厳しい状況にあり、多様化・深刻化する子ども・若者問題に的

確に対応し、青少年育成施策を推進するため、前プランを継承するもので、特に大

きな変更はございません。したがって、第 2 次プランの評価方法につきましては、

前プランと同様の方法で行ってまいりたいと考えております。 
 なお、評価方法と作業スケジュールについては、資料 2 に記載のとおりでござい

ます。以上です。 
 
【議長】 

資料 2 の中で、評価対象が 6 つの重点方策である事業、評価方法としては委員と
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事業担当課との意見交換で協議、評価結果をこういうかたちでフィードバックして、

県のホームページにも公表していきますよ、という段取りになります。これまでの

方法と同様でという説明がありましたが、よろしいでしょうか。 
 （委員了承） 
それではこういうかたちで評価の方法をしていきたいと思います。ありがとうご

ざいました。 
 それでは、引き続きまして、事務局からの報告事項に移ります。 

報告事項(1)「第 2 次千葉県青少年総合プラン平成 27 年度関連事業について」、 

事務局よりお願いします。 

 
【事務局】 

それでは資料 3－1 を御覧ください。 
まず、第 2 次プランの施策体系をお示しいたしました。前プランと異なる点は、

12 の基本方策のうち、方策の 3 と 6 が重点方策となっております。また、基本方

策 10は今回重点方策から除いたかたちとなり、重点方策は 6つとなっております。 
次に、資料 3－2 をご覧ください。 
第 2 次プランの、平成 27 年度関連事業について取りまとめましたので御報告い

たします。関連事業数は全部で 118 事業となっています。昨年度、第 2 次プランの

策定にあたり、関係課と調整した結果、2 次プランから新たに盛り込むこととなっ

た事業がございます。プランにも「主な施策（新規）」として掲載されております

が、いくつか御紹介させていただきます。 
この関連事業表の中では、網掛けをした部分が、この 2 次プランから追加となっ

た事業です。まず、3 ページですが、「文化芸術活動の推進」について 18 番の事業、

「消費者教育の推進」について 19 番の事業、この消費者教育の推進については「子

どもを守る環境の整備」の方策で 16 ページにも 107 番で再掲されております。 
  次に、5 ページですが、「国際理解・国際交流の促進」について 32、33、34 番の

事業、次に、8 ページ、「外国人の子どもへの支援」について 54 番の事業、そして、

12 ページには「自殺対策」について 85、86 番の事業などがございます。そのほか

にも、新たに関連事業として位置付けたものもございます。 
  また、前プランの各関連事業について、基本的な視点を精査し、より関連性を考

慮した結果、第 2 次プランにおいては、基本方策の位置を移動しているものも若干

ございます。 
以上で、平成 27 年度関連事業については、118 事業となっているところでござ

います。以上です。 
 

【議長】 
  何か御質問ございますでしょうか。 

なければ、次の報告事項(2)「千葉県子ども・若者総合相談センター『ライトハウ
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スちば』について」、事務局お願いします。 
 

【事務局】 
「ライトハウスちば」の 26 年度活動実績について御報告いたします。資料 3－3

を御覧ください。 

相談者数は延べ 1,180 人で、25 年度の 773 人に比べますと、約 1.5 倍となって

おります。相談者の内訳は、保護者が 246 人で 20.8％、本人が 883 人で 74.8％、

その他が 51 人で 4.3％となっています。 

続きまして、相談対象者数は、延べ 1,164 人となっています。相談者数と若干ず

れがあるのは、各種支援機関等からの問合せなどで、特定の対象者がない相談がい

くつかあったというものです。対象者の性別ですが、男性が 62％、女性が 34.1％
と男性がかなり多くなっています。次の年齢別の内訳ですが、20 代・30 代の方の

相談がそれぞれ約 28％、10 代・40 代の方の相談がそれぞれ約 15％、合わせると

86％になっています。ライトハウスの相談対象者は、30 代までというかたちに一

応なっていますが、それ以上の年齢の方からの相談も 20％近くあるという実情がご

ざいます。次に職業別ですが、無職の方の相談が 45.1％、有職者の方の相談が 29.2％、

学生が 19.8％、無回答が 5.9％となっております。 
続きまして、主な相談内容です。こちらは同一の相談者から複数の相談があった

場合には、いくつもカウントするというかたちで計上させていただいております。 
26 年度に一番多かったのが、ひきこもりの相談で 517 件、21.1％となっています。

次が不登校で 184 件、7.5％、次が知的障害で 161 件、6.6％、次が統合失調症で

142 件、5.8％、5 番目が就労関係で 137 件、5.6％、その次が強迫神経症で 121 件、

4.9％となっております。 
 続きまして、「ライトハウスちば」の主なリファー先を御報告します。「ライト

ハウスちば」は相談を受けまして、内容に応じて、適切な専門機関へつなぐことを

積極的に行っております。今年度、1,180 人の相談のうち、一番多いのが行政機関

へのリファーで 398 人、内訳としては、地域若者サポートステーション 135 人、子

どもと親のサポートセンター42 人、中核地域生活支援センター28 人、ジョブカフ

ェちば 9 人となっています。次に多いのが民間支援機関で 226 人、3 番目に多いの

が医療機関で 75 人となっております。以上です。 
 

【議長】 
ありがとうございました。非常に貴重なデータですけれども、一つお聞きしたい

のは、年齢で 40 代が 15.6％ですよね。これはひきこもりがだいぶ歴史がありまし

て、30 代だった方々がずっとひきこもりが続いたから 40 代が増えたのか、新たな

40 代が出現したのか。その辺は有馬先生が詳しいのだけれども、分かりますか。 
非常に貴重なデータで、40 代でひきこもり、50 代は中身が分かりませんけれども、

6 人に 1 人が 40 代というのは、有馬先生、何かあるんですか。 
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【委員】 
手元の資料だけでの発言は控えさせていただきますが、早期対応で親子で取り組

み、早期に相談が入っていると動きが早いのですが、そのうちにということで、や

むを得ないかたちで放置をしてしまう、そういう場合に病気等を見逃し、医療機関

等につながらなくて長期化してしまうということは度々目にしております。 
今までは保護者の方々の御相談が非常に多かったのですけれども、今回は 74.8％

の御本人自身が自ら電話をかけているということで、何とかしたいという解決意欲

が読み取れるのかなと期待で少し明るくなりました。 
 
【議長】 
  他に何かありますか。非常に貴重なデータ、ありがとうございました。 

では、報告事項(3)「青少年ネット被害防止対策事業（ネットパトロール）につい

て」、説明をお願いします。 

 

【事務局】 
それでは、「青少年ネット被害防止対策事業（ネットパトロール）平成 26 年度

実施結果について」御報告いたします。資料 3－4 を御覧ください。 

  こちらは、平成 27 年 4 月 27 日に、平成 26 年度の実施結果について報道発表し

た時の資料となります。資料の 2 ページの、平成 26 年度の実施結果につきまして、

別添の「ネットパトロールの実施状況」の資料も併せて御覧ください。 

  実施状況としましては、昨年度より 1,414 人多い 4,689 人の問題のある書き込み

を発見し、学校等を通じて指導及び削除をお願いしました。個人情報の詳細な公開

が最も多く 641 件ございまして、次に暴力・問題行動が 245 件、他人の個人情報

の公開が 123 件、わいせつ表現が 94 件、個人を特定した誹謗・中傷が 52 件とな

っております。 

  学年別の書き込み数を見ますと、高校 1 年生、2 年生、3 年生の順になっており、

高校生は書き込み総数 4,689 人中 3,668 人と、全体の約 8 割を占めております。 

  また、平成 26 年度の特徴としましては、依然として女子による書き込みが全体

の約 65％と多いものの、男子の割合が増えてきているということ、また、Line が

らみの無料アプリの連絡先を公開するなど、詳細な個人情報の公開が急増している

ということなどが伺えます。 

  特に問題のある書き込みの事例としましては、今申し上げた無料アプリの連絡先

となる情報を公開することや、電車内や飲食店内で悪ふざけをしたり、見ず知らず

の人を無断で撮影し、公開したりするような書き込みが数多く出てまいりました。 

このように、平成 26 年度は、特に問題のある書き込み数は減っているのですが、

依然として全体の書き込み数が増えている状況にあるということで、当課では、 

インターネットの適正利用についての啓発を行うため、講演を行っています。平成

26 年度は 87 回、22,203 人の参加がございました。以上です。 



27 
 

【議長】 
  ありがとうございました。何か御質問、御意見ございますか。 

県として、ライトハウスちばとネットパトロールは目玉の二つでございまして、

非常に貴重なデータを出してくれております。こういうかたちで時系列に取ってい

ただくと傾向が分かってくるという、これをやはり 5 年ぐらいのスパンで見ていく

と、貴重なデータになるのかなと思っております。 
先ほど、有馬委員がおっしゃったように、ひきこもりの場合、本人からアクセス

するということは、他の県は知りませんけれども、もし千葉県方式でそれが上手く

いっているのかとか、そういうのが分かれば、もっともっと全国に発信できるのか

なという感じがしております。 
この二つはもっともっと大事にしていただきたいと思います。 
以上で用意した議事等は終わりましたので、委員の方々で何か言い残したことが

あればお願いします。 
  御意見等なければ、事務局にマイクをお返しいたします。 
 
【司会】 
 明石会長、委員の皆様、ありがとうございました。 

本協議会の次回の開催につきましては、明石会長と調整の上、御連絡させていた

だきます。開催にあたっては、事前に日程の調整をさせていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

以上をもちまして、「平成 27 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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