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平成 28 年度第 1 回 

千葉県青少年問題協議会 
 
 
 

日  時 平成 28 年 8 月 30 日（火）午後 2 時から 4 時 10 分まで 
場  所 千葉県教育会館本館 604 会議室 
出席者数 13 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、関政幸委員、澤田和子委員、 
石橋健司委員、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 （吉添環境生活部長） 
3 議 事 

(1) 第 2 次千葉県青少年総合プラン平成 27 年度事業に係る意見交換について 

4 報告事項 

(1) 第 2 次千葉県青少年総合プラン平成 28 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 
 (4) （公財）千葉県青少年協会及び千葉県青少年女性会館の見直しについて 

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 11 名の御出席をいただいております。委員の過半数

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】 
  それでは会議に先立ちまして、吉添環境生活部長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】 
続きまして委員の皆様の御紹介につきましては恐縮ですがお手元の委員名簿で

かえさせていただきたいと思いますが、今年度に新たに御就任されました 3 名の委

員について御紹介させていただきたいと思います。名簿の中段にございます県議会

環境生活警察常任委員会委員長 関政幸委員でございます。続きまして千葉家庭裁

判所家庭裁判所調査官 松本 友美委員にも御就任いただきましたが本日御欠席

ですのでお名前だけ御紹介させていただきます。続きまして、千葉県ＰＴＡ連絡協

議会副会長 石橋  健司委員でございます。 
 
【委員】 
（あいさつ） 
 
【委員】 
（あいさつ） 
 
【司会】 

ありがとうございます。 
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
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ていただいてよろしいでしょうか。 
それでは、井内委員と富山委員よろしくお願いいたします。 
 （了承） 

 
それでは、議事(1)の「第 2 次千葉県青少年総合プラン平成 27 年度関連事業に係

る意見交換について」に進みます。 
昨年 3 月に策定した「第 2 次千葉県青少年総合プラン」の重点方策 71 事業につ

いて、担当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

換を行うことになっております。 
では、概要について、事務局より説明をお願いします。 

 
【事務局】 

お手元の資料 1－1、1－2 を併せてご覧いただきたいと思います。第 2 次プラン

については、年度によって事業数は異なってきますが 27 年度につきましては 118
事業そのうち重点方策としまして 71 事業を決めさせていただいております。これ

について委員の皆様に事前に意見をお伺いしましたところ、資料 1－2 にあります

とおり、49 事業について御意見をいただきました。本日時間に限りがありますので、

全てについて意見交換を行っていくことは難しいので、最終的には全ての御意見の

回答を御報告させていただきたいと考えておりますが、本日につきましては資料 

1－1 にまとめた 11 の事業について意見交換をさせていただきたいと思います。 
それではまず、事業番号２「学校人権教育の推進」です。この事業に関しては、

2 人の委員から御意見をいただきました。 
（資料 1－1 により委員の意見紹介） 

 
【議長】 

それでは、担当課の「教育庁指導課」に、事業の概要説明と、委員の意見への回

答をお願いします。 
 
【教育庁指導課】 

人権教育室では主に 4 つの事業を行っております。1 つ目が、学校人権教育研究

協議会です。これは、全体協議会１回、地区別協議会６会場、学校人権教育担当指

導主事協議会６回、高等学校協議会１回、推進校協議会５回実施しています。2 つ

目に、学校人権教育指導資料第３６集を 45,000 部発行し、千葉市を除く公立学校

の全職員に配付を行っております。3 つ目に人権教育研究指定校を、27 年度は県立

柏中央高等学校に指定していたところでございます。4 つ目に、学校人権教育の推

進に関する実態調査の実施。以上が主な事業の実施になります。 
事業の成果につきまして、インターネットによる人権侵害や性的マイノリティ等、

喫緊の人権課題について取り上げて協議会を実施するとともに、実態調査の結果を
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ふまえた研究協議や校種別、地区別の人権教育上の課題を討議することにより、具

体的に各学校で取り組むべき方策を明確にできました。また、学校人権教育上有用

な資料や情報の提供、研修会での指導助言等により、他人を思いやる気持ちや情報

モラルの育成に成果をあげることができました。 
委員の意見に対しての回答です。まず 1 つ目ですが、学校教育においては人権尊

重の精神の涵養を目指す人権教育は大変重要であると考えております。教職員の共

通理解を図り、教育活動全体として人権教育を推進するよう、これからも指導して

まいります。障害のある人に関する意見に対してですが、学校へは、特別支援教育

課から平成 28 年 3 月 30 日付け第 917 号で、「公立学校における障害を理由とする

不当な差別的取り扱いの禁止及び合理的配慮の提供義務について」文書が出されて

おります。また、学校人権教育研究協議会担当指導主事協議会、推進校協議会にお

いて障害者差別解消法について講師を招き研修を実施したり、学校人権教育研究協

議会高校協議会において行政説明を人権教育担当者に行ったりするなどして、研修

をとおして周知に努めております。また、学校職員全員に配付しております「学校

人権教育指導資料」のリーフレットにおきましても障害者差別解消法や合理的配慮

について掲載し周知を行っているところです。 
2 つ目の意見に対しては、市の取り組みを御紹介していただき大変感謝しており

ます。以上です。 
 
【議長】 

ただいまの担当課からの回答を踏まえて、委員の皆様、他に御意見ありますか。 
それでは私からお聞きしますが、昨年度も言ったと思いますが、人権の花ってあ

りますよね。人権擁護委員会がやっている千葉県の人権の花「しゃくやく」、それ

を各小学校が持っていって、株から花を咲かせていくという、そういう具体的な事

例があるといい。委員の方の意見の中で、優秀な作品をカレンダーにしたりしてフ

ラワーポットに貼ったりしているというものがありました。人権教育というのは言

葉ばっかりでは、頭でっかちではダメなので、具体的なツールを作っていかないと

浸透していかないと思っているのですが、リーフレットは作っていますが県として

具体的な人権教育を推進するツールというのはあるんでしょうか。 
 
【教育庁指導課】 

人権教育室としては、主に学校、職員に対しての啓発というのがメインでして、

この学校人権教育指導資料の配付と研修をとおして啓発にあたっているというこ

とでございます。 
 
【議長】 

オリンピック・パラリンピックも見据えて、世界から 4 年後に人々が沢山集まり

ますけれど、特に千葉県は一番東京に近い、また、千葉県では 3 つのオリンピック
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と 4 つのパラリンピックの種目が幕張メッセで開催されますよね。その辺を考えた

人権の教育の推進の方法は何かあるのでしょうか。簡単に言いますと、学校だけで

はなくて、家庭や外部の団体とコラボをしながら人権教育を進めるという方法はあ

るのでしょうか。 
 
【教育庁指導課】 

先ほどの説明では、学校人権教育がメインだったのですが、同じく社会人権教育

というものも推進しておりまして、各市町村の人権教育担当者を集めて研修を実施

して啓発を行っているところです。 
 
【議長】 

ありがとうございました。他にございますか。 
では、次の事業に移ります。 

 
【事務局】 

それでは、次に、事業番号１９「消費者教育啓発事業」について説明いたします。 

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

それでは、担当課の「くらし安全推進課」に、事業の概要説明と、委員の御意見

への回答をお願いします。 
 
【くらし安全推進課】 

事業の内容ですが、消費者教育の推進と被害防止のための研修・啓発を本課で行

っておりまして、出先機関としまして県消費者センターがあり、消費生活相談にあ

たる傍ら、消費者の自立を支援してトラブルを未然に防止するために自立支援講座

やサポーター養成講座を実施しております。 
事業の実施結果ですが、平成 27 年度は、これは若者だけが対象ではありません

が、様々な世代に対応した消費者フォーラムを開催しております。これは毎年実行

委員を県民の方から募集して、時宜に応じたテーマを選んで開催しております。27
年度は、「環境」についての講演を千葉大学の先生にお願いしております。学校に

おける消費者教育ということでは、教員向けの研修会を毎年夏休みに行っています

が、これは教育庁総合教育センターに協力をお願いし、参加者の募集をしており、

45 人の参加を得ました。また、冊子媒体を使いまして若者向けの啓発をしておりま

す。これは、テキスト 92,000 部と指導者向け手引き 4,000 部を印刷しまして県内

の全ての高等学校に配付しております。対象は、翌年度の新高校 3 年生と特別支援

学校の 3 年生とし、教育庁指導課等を通じて調査していただき、毎年年度末に配布
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しております。ただし、一応目安としては新高校 3 年生を対象としていますが、学

校での使い道については学校にお任せするという形になっております。 
また、消費者センターでは、年に 2 回各 2 日間で、消費生活サポーター養成講座

を実施しておりまして、27 年度は 109 名の参加を得ております。そして自立支援

講座の方ですが、これは要請に応じまして講師を無料で派遣する事業になっており

ます。講師は県の消費生活相談員が担いまして、27 年度は 60 回、参加者は 5,257
名となっております。事業の成果としましては、若者をはじめとした様々な世代に

対して消費者教育・啓発を提供することができました。 
課題・問題点・方向性ですが、消費者被害を防止するためには、子どもの頃から

学校において金銭教育などを身につけることが大事で、ライフステージごとに消費

者教育を受けることが重要であります。そのためには、今後も教員の方の御理解を

いただくという意味での研修会や若者向けの啓発資材として冊子の提供を引続き

行っていきたいと思っております。消費者問題に関する講座については、様々な主

体に働きかけ周知を図り、講師を活用していただくことを宣伝していきたいと思っ

ております。 
委員のご意見に対する回答ですが、東京都で家庭科の先生向けにやっている教育

の中で持続可能な社会を構成する市民としての観点を加味し始めたとのことです

が、そもそも消費者問題に関して、学校あるいは若い方に対して理解をしていだた

くことは、非常に難しいことであると感じております。その中では、現在やってお

ります事業の中で、若者向け啓発冊子の配付につきましては、契約に関すること、

インターネット利用のこと、それからお金の管理やクレジットなどのマネーに関す

ること、そういった基本的なことが書かれている冊子ですので、これの普及と活用

について引続き学校に促していきたいと思います。また、持続可能な社会を構成す

る市民という「消費者市民社会」の考え方については、基本的な消費者問題につい

て考えると共にプラスαでやっていかないといけないのですが、やはり県民の方に

「消費者市民社会」の考えをお伝えするのはなかなか難しい問題だと思っています。

ただ、今年度、若者向け啓発冊子の内容を更新する予定になっておりますので、そ

の中に「消費者市民社会」の考え方に触れた内容を盛り込んでいきたいと考えてお

ります。 
２点目で、子ども・若者向けの DVD の関係ですが、子ども・若者育成支援室と

同じ課であった 24 年度に「インターネット×リアル」という若者のインターネッ

ト利用のための DVD を作っております。これは県内全ての高等学校、中学校、あ

るいは図書館、公民館に配っておりまして、大変ご好評いただきました。インター

ネット利用の若年化ということもあり、翌年度の 25 年度には全ての小学校にも配

付をさせていただいております。いじめの問題、不当請求、依存症なども含んだ内

容になっておりますので、引続き学校等で活用していただきたいと思っております。

余談ですが、小学生の消費生活に関する教育ということで、25 年度にはボードゲー

ムで「しっかりさんになろう！ゲーム」を全小学校に配付しておりますので、ライ
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フステージに応じ、児童の成長に合わせた消費者教育を続けていきたいと思ってい

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。 
 
【委員】 

せっかく事業をやりまして成果がでているわけですけれども、できれば「オトナ

社会へのパスポート」のテキストが 92,000 部、指導者向け手引書 4,000 部、でき

あがったものがもしあったら、提供していただけると、どういったことをやったの

か分かるので、次回でも結構ですがよろしくお願いいたします。 
 
【くらし安全推進課】 

配付先を教えていただければ、配付しますのでぜひ活用していただきたいと思い

ます。他の委員の方もよろしくお願いいたします。 
 
【議長】 

他にありますか。 
 
【委員】 

ライフステージごとにおける消費者教育を行うというのは、私も非常に重要だと

思うのですが、先ほど「オトナ社会へのパスポート」の作成について伺いましたが、

奨学金に関する啓発は、取り上げているのでしょうか。「奨学金」とは言いますが、

実質は借金と一緒なんです。それを正しく理解せずに軽い気持ちで借りて、社会に

出て、履行遅滞に陥って、一括で返せなくなるトラブルを、皆さんもよく聞いてい

ると思うんですが、そういったものを高校生の段階から正しく認識する必要がある

と思うのですが、今回の啓発資料にはそういったものは取り上げられているのでし

ょうか。 
 
【くらし安全推進課】 
  奨学金については、こちらとしても問題意識はございます。その関係がありまし

て、今御紹介しました「オトナ社会へのパスポート」の冊子を 26 年度に内容更新

した際に奨学金について解説する部分を追加していますので、この冊子をもっと広

め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。 
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【委員】 
ありがとうございます。もう一点ですが、ネット関係のものだと思いますが、不

正な課金について、時代に合わせて色々な形で複雑になっていると思います。例え

ばスマートフォンを使っていて、払わなければいじれないような画面表示になった

場合、知識がなければ混乱してしまうという場面があると思うのですが、そういっ

たものも取り上げるといった理解でよろしいですか。 
 
【くらし安全推進課】 

この冊子はインターネットに関しても触れておりまして、この冊子を使って県内

の高校で実際に授業実践を「消費生活相談員の会」という県内の団体にお願いして、

学校を訪ねていって授業をさせていただいています。その中で、消費者問題は範囲

がかなり広いので、学校の要望にもよりますが、インターネットということであれ

ばこの冊子も使いますし、DVD の「インターネット×リアル」を使っての授業も

可能ですので、自立支援講座と高校へ出かけていく授業実践をうまく使っていただ

ければ生徒にお知らせできるのではないかと考えております。 
 
【委員】 

そこで様々な生徒の反応をしっかりと汲んでいただき、いいものを引き続きやっ

ていただけたらと思います。以上です。 
 
【議長】 

はい、ありがとうございます。ちょっと先を急がせていただきます。それでは、

担当課におかれましては、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、説明をお願いします。 
 
【事務局】 

事業番号３４「東京オリンピック・パラリンピックアスリート強化・支援事業」

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 1－1 により委員の意見紹介） 
 

【教育庁体育課】 
東京オリンピック・パラリンピックアスリート強化・支援事業ということで事業

の概要ですが、東京オリンピック・パラリンピックに千葉県出身の選手が一人でも

多く出場し、県民に元気と勇気を与えることができるよう、関係競技団体と連携し、

計画的にアスリートの強化を図るものです。27 年度は、オリンピックの部分では、

基礎強化は 22 競技 218 名の選手と 5 競技 13 団体、特別強化は 25 競技 126 名の選

手を強化指定し、支援しました。パラリンピックの部分では、基礎強化は 6 競技 50
名と 2 競技 3 団体、特別強化は 13 競技 40 名の選手を強化指定し、支援しました。
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主に海外遠征とか強化合宿、競技用具の整備等に助成しております。 
事業の成果ですが、27 年度では国際大会で 24 名、国民体育大会で 46 名の強化

指定選手が入賞するなど、各種大会で活躍しております。27 年度事業ではないので

すが、先日行われましたリオオリンピックでは、柔道のベイカー茉秋選手、それか

らウエイトリフティングの安藤選手、それから水泳の持田選手等が、この強化指定

選手になっており入賞を果たしております。その他の選手につきましても、8 名の

選手が強化指定選手ということでリオオリンピックに出場しております。また、こ

の後行われるパラリンピックにも、16 名の選手が強化指定選手ということで参加す

ることとなっています。活躍を期待したいと思っております。 
事業の課題・問題点ということですが、障害者スポーツについては、競技人口が

少ないですとか、競技団体が少ないという問題がございます。現在そういった課題

に取り組むということで、千葉県障がい者スポーツ協会の中に、新たに障害者アス

リート部会という組織をつくりまして、パラリンピック競技の体験会や有力選手の

調査、把握等に取り組んでいるところでございます。 
委員の方の御意見で、才能のある子どもが一流の指導者のいるスポーツクラブ等

に通う費用等をサポートするのはどうか、といった御意見をいただきました。あり

がとうございます。御意見は、ごもっともだと思います。ただ、やはり競技により

まして競技特性と言うことで、例えば水泳とか新体操はスポーツクラブ等が中心に

なるのかと思いますが、学校の部活動等が中心になっている競技等があるというこ

とで、その競技特性に合わせるようなかたちで、どのように支援していくかという

ことが大事かと考えております。スポーツクラブ等の費用等をサポートするべきで

あるということですが、現在も支援システムの中で、外部指導者活用という項目が

ありまして、そちらの項目を適用しますとスポーツクラブ等の費用等をサポートで

きるような体制はとっております。これについて選手等にもアナウンスしていきた

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。ただいまの担当課からの回答を踏まえて、委員の皆様、

他に御意見ありますか。 
 

【委員】 

基礎強化というのと、特別強化というのがありますね。それから、強化・支援し

たとあるのですが具体的に強化・支援とはどのような方法だったんでしょうか。教

えていただければと思います。 
 
【教育庁体育課】 

ありがとうございます。説明が不十分で申し訳ございません。基礎強化と特別強

化ですが、基礎強化というのは県大会の上位選手を対象として行っております。で



10 
 

すからできるだけすそ野を広く、幅広くと考えております。特別強化は全国大会の

上位選手、トップクラスということで考えております。この事業は 5 年間で計画し

ておりまして、イメージとしましては最初はすそ野を広くし、段々と選手を絞り込

んでいくということを考えておりますので、基礎強化は段々と人数を減らしていく

というようなかたちで、少しでも多く特別強化の方へ移ってくれればありがたいと

考えております。 
強化と支援についてですが、取り組みへの助成金の支給というよう形をとらせて

いただいております。各選手の遠征費の補助等を行っているというようなかたちに

なります。 
 
【議長】 

他にございますか。なければ私からの要望なんですけれども、オリンピック・パ

ラリンピックのアスリート強化というのは非常に大事ですよね。それ以外に、東北

の宮城県は小学校の４、５、６年生を対象にトップアスリートを育成する長期プラ

ンを持っているんですよね。ですから是非お願いしたいのは、４年後のオリンピッ

ク・パラリンピックを見据えて、千葉県全体でジュニアのアスリートをどう育成す

るかというのを、頭に入れていただきたいと思います。宮城県は、去年からそうい

うのをやっていますから、千葉県もそういう長期プランを考えていただけたらなと

思います。 
 
【教育庁体育課】 

分かりました。ありがとうございます。 
 
【委員】 

余談で恐縮ですけれど、スポーツ選手の方たちを育てるために体幹を鍛えるのは

とても大事ということで、南房総市あたりでは、若い方たちがアスリートの方たち

にお願いして子どもたちの体幹を鍛えるプログラムをしております。そういうこと

を県あたりが総体的に考えていただけるともっと基本的な体幹を鍛え、そういうこ

とで今おっしゃっていた小さい、ジュニアの子どもたちの基礎体力の向上、そこか

らアスリートが育っていくというふうに総体的に考えていただくと県民としては

嬉しい。南房総市の方たちも、体幹を鍛えるのはすごい大事なんだけれども、やっ

ぱり人材不足で、皆さん働いている方たちですが、夜遅くでも子どもたちのために

やりたいっていう自発的なグループがあるのですよ。 
 

【議長】   
付け加えますと体幹というのは、体の幹です。前にチェアマンをしていた川淵さ

んは、体幹遊びというのを勧めていますが、幼児期から体の幹を鍛えていきましょ

うと呼びかけています。イタリアで頑張っている長友選手も体幹が強いって言われ
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ています。重委員の言うように体幹遊びを含めた、幼児期・児童期から、体幹を鍛

えるようなプランを考えていただけたらと思っております。 
それでは、担当課におかれましては、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、説明をお願いし

ます。 
 

【事務局】 
事業番号 45-1、45-2「子ども・若者育成支援推進事業」です。この事業に関して

は、4 人の委員から御意見をいただきました。 
 （資料 1－1 により委員の意見紹介） 
 

【県民生活・文化課】 

子ども・若者育成支援事業について説明いたします。平成 22 年 4 月に子ども・

若者育成支援推進法が施行され、県では、この法律に基づき、平成 24 年 1 月に｢千

葉県子ども・若者支援協議会｣を設置しました。この協議会は、現在、国、県、民

間団体の関係３４機関で構成し、会議の開催や人材育成研修を通して、総合的な支

援ネットワークづくりを進めているところです。２７年度は、ニート・ひきこもり・

不登校などの子ども・若者が年齢や状態にあった相談・支援先を速やかに探せる相

談機関向けのガイドブック「セレクトシステム」を作成し、県内の関係機関の連携

強化や相談・支援の迅速化を図りました。今年度は、相談・支援機関に繋がった後、

社会参加に向けて段階を踏んだ支援を受ける場である「居場所」の現地調査を行い、

結果を共有し、施策充実に向けた話し合いをしたいと考えています。 
次に、裏面の４５－２の、「千葉県子ども・若者総合相談センター（ライトハウ

スちば）」は平成 24 年 7 月に開設いたしました。専門の相談員が子ども・若者の様々

な悩みを聴き、必要な助言や適切な専門支援機関の紹介を行う電話相談窓口です。

悩みを抱えながらも、どこに相談していいかわからない子ども・若者がまず最初に

相談できる窓口としての役割を担っています。相談件数等の詳細につきましては、

後ほど報告事項の中で御説明いたしますが、平成 27 年度は 836 件の相談に対応い

たしました。また、リーフレットやポスター、ホームページ等により、周知を図っ

ています。 
委員から、「教育的支援・家庭への支援、就労支援が１箇所で対応できるように

なっているか」という御意見をいただきましたが、困難を抱える子ども・若者の状

態は千差万別で、必要な支援もそれぞれ異なるため、各機関が連携して対応してい

るという状況にあります。各機関の連携を強化するために「県子ども・若者支援協

議会」があり、また「ライトハウスちば」に相談していただくことで県民の方々に、

ニーズや状態にあった支援先をご紹介できるようにしています。 
また、協議会の取り組みにつきまして「現場重視のワーキング作業」や「現状把

握に努め、成果に結び付く対応をお願いしたいという。」という御意見をいただき
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ました。当協議会の委員会は、担当者会議の中に設置されており、委員会の構成員

は各機関の担当者となっています。引き続き、活発な意見交換等を行うとともに、

今年度は現地調査も予定しておりますので、現場の状況を踏まえながら、実効ある

取り組みにしてまいりたいと考えています。 
さらに、「ライトハウスちばを高校・中学に出前 PR をしたらいかがでしょうか。」

という御意見をいただきました。確かに、顔のみえる関係となることはよいことだ

と思いますが、効果的な広報・啓発の方法につきましては引き続き検討してまいり

たいと考えています。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。はい、次の 5 番も困難を抱える子どもということですので、先を急がせ

ていただきまして、5 番お願いします。 
 
【事務局】 

事業番号４７「ひきこもり地域支援センター事業」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 1－1 により委員の意見紹介） 
 

【障害福祉課】 

まず事業の概要ですが、ひきこもり地域支援センターは国の事業を受けまして平

成 23 年度から設置しています。平日に 2 人の専任の相談員を置きまして主に電話

相談に対応しております。 
事業の実績ですが、平成 27 年度は電話相談の総件数が 1,187 件でした。相談の

内訳は新規の相談が 23％、再相談が 50％、その中で日常的に電話相談をしてきて

いる人が 27％くらいいらっしゃいます。相談申込者の 77％が引きこもりをされて

いる御本人からです。御家族からが 20％、その他関係機関からが 3％くらいになり

ます。相談申込者の居住地も保健所の管轄別地域というかたちで統計をとっていま

すが、繰り返し電話をされてきている人が多いせいか、安房地域が 33％と一番多く

なっておりまして、他の東葛地域を含めまして県内が 98％、県外が 2％ということ

になっています。引き込まれている御本人の性別は、81%が男性です。御本人の年

代は、20 代が 56%と半数を超えておりまして、続いて 40 代 18%、30 代 13%とな

っています。電話をかけていただいている方の引きこもり状況の 77%は不明ですが、

聞き取れた人の中には 1 年未満が 6％、1 年から 5 年が 8%となっています。電話を

かけてくださる方の希望としては、話を聞いてほしいといった方が 80%以上で、働

きたいとか、社会参加したいとか意欲的にお話しされる方が 4％くらいで、実際と

しては話を聞くのがほとんどというようなかたちになっています。 
アウトリーチの希望が少ないというのも、電話相談のほとんどが話をきいて満足
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するという方が多いということ、それから相談者の親御さんがアウトリーチを希望

されても御本人が希望されないという場合も結構あります。以上です。 
 

【議長】 

はい、ありがとうございました。そうしますと先ほどのライトハウスとひきこも

り地域支援センターとの連携はどうなっているのですか。 
 

【県民生活・文化課】 

連携は必要により行っております。ライトハウスに相談された方々に対して、ひ

きこもり地域支援センターを御紹介させていただくこともありますし、その逆もあ

ります。違いとしては、ひきこもり地域支援センターは 18 歳以上の引きこもりの

方ということになっておりまして、ライトハウスは実際には年齢を超える方も多い

のですが、39 歳までの子ども若者の総合相談窓口ということになっておりますので、

それぞれ役割が違うということになっております。 
 

【議長】 

ライトハウスは委託事業でやっていますけれど、ひきこもり地域支援センターは、

担当は行政の方か、それともカウンセラーの専門家の方が専任でいらっしゃるので

しょうか。主に電話相談がメインということですか。 
 

【障害福祉課】 

設置主体は行政になっておりますが、電話相談員は専任の相談員で嘱託というか

たちでお願いしております。 
 

【議長】 

それは何名くらいいるんですか。 
 

【障害福祉課】 

  合計で 5名ですが、1日 2人ずつ交代で電話を受けていただいております。 

 

【委員】 

ライトハウスと県の子どもと親のサポートセンターとかとの連携はどうなって

いるのですか。 
 

【県民生活・文化課】 

子どもと親のサポートセンターとも関係はかなり深くて紹介先として上位に入

っております。不登校の相談を受けた際には子どもと親のサポートセンターをご案

内することが多くございます。 
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【委員】 

  千葉の中学、高校の教員は知っていますかね。 

 

【県民生活・文化課】 

なるべく知っていただけるように毎年リーフレットを作成してお送りしたりと

か、昨年度はポスターも作りましてお送りしたりしております。 
 

【委員】 

私も千葉県で 17 年位やっていますが、恥ずかしながら全体像が見えてないんで

すね、私自身が。そういった人たちが多くいると思うので、せっかくやっていただ

いているのがもったいなので、全体像が見えるような、こういうのはここを紹介す

るというようなものがないと現場が活用しにくいと思いますので、どれに紹介しよ

うか迷ってしまうところがあります。 
 

【議長】 

貴重な御意見だと思います。子どもと親のサポートセンターは教育庁の指導課が

所管されている。ライトハウスは県民生活・文化課。ひきこもり地域支援センター

の障害福祉課というのは、県民生活・文化課と同じところにはいっているのですか。 
 

【県民生活・文化課】 

  健康福祉部の障害福祉課で行っています。 

 

【議長】 

3 つの部で、教育庁と環境生活部と健康福祉部、別にされていますけれども県民

にとっては、全体像が見えにくいかもしれない。その辺のことを、その 3 つの部局

がもう少し横の連携をしていただいて、広報等していただければと思います。 
 

【委員】 

先ほどのお話ごもっともだと思うんですけれども、そうすると子ども・若者総合

相談センターっていうのは全てを受け付けて、差配するという位置付けでよろしい

でしょうか。 
 

【県民生活・文化課】 

  そのような位置付けになっております。 

 

【委員】 

そうしたらそのようなアピールの仕方をやらないと多分皆さんに周知はしない
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と思っております。もしかすると、岐阜市が少し進んでいまして、ワンストップで

やっています。教育委員会が一緒になってやっている。小学校の跡地を利用してそ

こにもっていけば全部まとめてやっている。同じような仕組み全部は無理かと思い

ますけれども、アピールの仕方は工夫していただければと思います。 
 

【議長】 

子どもの相談機能がワンストップサービスということを念頭に置いていただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 
では、次につきまして事務局お願いします。 

 

【事務局】 

事業番号 60「生活福祉資金貸付事業（教育支援資金）」と事業番号 62「千葉県奨

学資金貸付事業」は、関連する御意見をいただきましたので、併せて御説明します。 
これらの事業に関しては、４人の委員から御意見をいただきました。 

 （資料 1－1 により委員の意見紹介） 
 

【健康福祉指導課】 

生活福祉資金貸付事業の中の教育支援資金について御説明させていただきます。

まず初めに生活福祉資金ですが、いわゆる低所得世帯あるいは障害者世帯などに対

して資金の貸付と必要な相談支援を行うことによって、その世帯の経済的な自立と

生活の安定を図ることを目的とする貸付制度となっております。実施主体は、社会

福祉法人千葉県社会福祉協議会でございます。色々な資金の貸付があるのですが、

この生活福祉資金の中に、教育支援資金がございまして、その中に大きく二つに分

けて教育支援費と就学支度費がございます。教育支援費については高校生について

は月額 3 万 5 千円、大学生は月額 6 万 5 千円。就学のための支援費としまして、高

校大学と共通で 50 万円ということになっております。貸付利子は無利子となって

おります。 
事業の実施結果ですが、県として、社会福祉協議会が事業を実施するうえで、貸

付に必要な貸付原資及び事務費について、千葉県社会福祉協議会に対して補助金を

交付いたしました。事業の成果ですが、昨年度 809 件、555,420 千円の貸付を行う

ことにより低所得世帯の生活に困っている世帯の子どもの高等学校、大学等への進

学を支援しました。今後の方向性等ですが、低所得世帯の子どもが経済的理由によ

り教育の機会を失うことのないよう、今後も支援生活福祉資金の中の教育支援資金

の貸付けを行うことによって千葉県社会福祉協議会が適切な貸付ができるように

補助等を行っていきたいと考えております。 
委員の意見ですが、生活福祉資金という資金の貸付制度、低所得世帯あるいは障

害のある方に自立を促進する資金の貸付制度ですので、就学の援助というものでは

なく資金の貸付により、経済的理由で就学が困難な高校生等に対して支援を行って
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いきたいと考えております。 
 

【議長】 

はい、ありがとうございました。続いて、62 番教育庁財務施設課からお願いいた

します。 
 

【教育庁財務施設課】 

私どもの方では、千葉県奨学資金貸付事業というものを行っております。事業の

内容ですが、経済的な理由により修学が困難な高等学校等の生徒に対しまして、必

要な学資を貸し付けるというものになっております。こちらも無利子になっており

ます。貸付額としましては、国公立が 1 万円、2 万円、私立が 1 万円、2 万円、3
万円、この中から選択していただくかたちになっております。返還につきましては

貸付の総額に応じて 10 年から 14 年の間で返還していただきます。また、大学進学

等でその期間収入がないような場合には、猶予制度というものを設けているところ

でございます。 
事業の実施結果ですが、各年度申請のあった方に対して審査を行いますが、本制

度は成績要件はありませんが、一定以上の収入がある方にまで貸付を行って、本来

必要な方に貸付が回らないと困りますので、世帯収入に上限を設けております。国

公立校の場合には、世帯収入 698 万円以下、私立の場合には、769 万円以下という

ことで収入の条件を設けております。事業の成果ですが、26 年度には 2,135 名、

27 年度には 1,897 名に貸付を行ったところです。 
委員の方から御意見をいただいておりますが、今後の課題ということで、貸付総

額はこのところ増えている状況にございますが、それに伴いまして、滞納される方

も残念ながら増えている状況でございます。それでは始めに、給付型にしては、と

いう御意見でございますが、実のところ平成 26 年度からになりますが、この奨学

資金の貸付の事業に加えまして、高等学校等奨学のための給付金事業というものを

開始したところでございます。この事業は授業料以外の教育費の負担を軽減するた

めに、低所得の世帯に対しまして、実質的に給付型の奨学金として実施しているも

のでございます。対象は生活保護世帯又は市町村民税の所得割額が非課税の世帯と

なっております。支給額に関しましては、国公立の全日制、定時制の場合には生活

保護世帯が、3 万 2300 円。所得割非課税の世帯の 1 人目が 5 万 9500 円、2 人目が

12 万 9700 円となっております。通信制の場合は、生活保護世帯が、3 万 2300 円。

所得割非課税の世帯が 3 万 6500 円というようになっています。本事業は 26 年度か

ら始まっておりまして、27 年度、28 年度と僅かずつではありますが、制度の改正

が行われております。さらなる改正につきまして、全国知事会や全国都道府県教育

長協議会などを通じて、要望としてあげているところでございます。次に、返還義

務の周知徹底について御意見をいただいております。返還義務の周知については、

貸付の開始時に配付します千葉県奨学生手帳、また、終了時に配付します千葉県奨
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学資金返還の手引きに明記しているところでございます。また、各校での入学説明

会や、奨学資金貸付金の募集時に、本制度は貸付制度であり、返還金が後輩たちへ

の貸付原資となることを説明したうえで案内をしているところでございます。今後

も、奨学金は貸付制度であり、返還義務があることを周知徹底してまいります。最

後に、学習意欲のある人、真に必要な人に貸付を、という御意見でございます。奨

学資金の貸付にあたりましては、在籍する学校長の推薦により修学意欲等を判定し

ておりまして、真に必要な人へ貸付ができているものと考えております。卒業率に

つきましては、平成 27 年度卒業生の場合、貸付者の卒業率は約 98％となっており

まして、全体の卒業率約 95%より高い数字となっております。就業率につきまして

は、卒業後に大学等へ進学する方が多いため把握しておりません。 

 

【議長】 

はい、ありがとうございました。では、この 2 つに関して御意見御質問等ありま

したらお願いします。 
なければ私の方で、60 番ですけれど 809 件ありまして、高校と専門学校、大学

の割合はどうなっているんですかね。大学生が多いのか、高校生が多いのか。 
 

【健康福祉指導課】 

細かいデータはありませんが、高校生が多いように聞いております。 
 

【議長】 

では次の、千葉県奨学資金貸付事業で、26 年度の予算の決算額が半分ですよね。

これは高校生対象で、県の場合は、大学生、専門学生は対象でないわけですね。 
 

【教育庁財務施設課】 

専門学生、大学生共に対象外です。 
 

【議長】 

これはどうしてなのですか。 
 

【教育庁財務施設課】 

日本学生支援機構で対応するという理解になっております。 
 

【議長】 

決算額と予算額、これは半分になっていますがなぜこれだけ決算が少ないのでし

ょうか。 
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【教育庁財務施設課】 

特別会計ということになっておりまして、出ていったお金と入ってきたお金の差

額が全て次の年度の予算となるわけですが、ここのところ貸付額より返還額の方が、

だいぶ少ない状況でして、年々予算額が減ってきているという状況でございます。

ただ長期的にみますと、貸付額と返還額の差というのは段々減ってくるものと考え

ております。しかしながら、滞納分がございますので、どうしても均衡まではいか

ない状況になりますので、将来的には貸付原資の不足が発生する可能性もあると考

えております。 
 

【議長】 

はい、ありがとうございました。他に何かございますか。 
 

【委員】 

62 の事業の中で、平成 26 年度 27 年度貸付者が 2,000 人、1,800 人程度いますけ

れど、ここで高校生の私立と公立の割合はつかめますでしょうか。それと、滞納が

増加傾向になるということですが滞納率というのは数字に出ていますでしょうか。

よろしくお願いいたします。 
 

【教育庁財務施設課】 

私立と国公立の比率としましては、国公立が３割に対して私立が７割くらいの割

合になっています。私立の方がだいぶ多い状況になっております。滞納につきまして

は、収納率が年 83%くらいですので、17%くらいが滞納になっているということにな

ります。 

 

【委員】 

ありがとうございました。 
 

【議長】 

よろしいでしょうか。では、次、事務局お願いします。 
 

【事務局】 

事業番号 64「青少年非行防止対策事業」について御説明します。この事業につい

ては、3 人の委員から意見をいただきました。 
 （資料 1－1 により委員の意見紹介） 
 
【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

犯罪被害を防止するため、新中学生の保護者向け及び新高校生向けにそれぞれ非
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行・被害防止リーフレットを作成し配付しております。各 65,000 部作成しており

ます。内容は、中高生のスマートフォン等の利用者が急増していることからインタ

ーネットやＳＮＳへの危険性を分かり易く記載するとともに、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などの啓発

や相談機関の案内を記載したものであります。また、新高校生向けには性感染症や、

デート DV の危険性を加え、年齢に応じた資料を作成しております。これらのリー

フレットにつきましては、学校に依頼し、新中学生の保護者、新高校生全員に配付

するとともに県のホームページに掲載し、青少年を指導する者が活用できるものと

なっております。 
委員からは、スマートフォンの利用について学校教育の中で取り組むべきでない

か、ネットパトロールで得た情報を保護者等へアピールすることが大事である、ス

マートフォンやネットの利用は家庭に大きな責任がある。などの御意見をいただい

ております。スマートフォンの利用については学校においても情報モラル教育が行

われているとともに、当課におきましても、他の事業でありますけれども、小・中・

高の学校からの依頼を受けてネット利用に関する講演を実施しています。また、ネ

ットパトロールで得た具体的な事例の情報提供や、保護者への啓発が重要であると

考えており、リーフレット等において児童生徒及び保護者に対して具体的な事例を

紹介するとともに、家庭でのルール作りやフィルタリングの利用を呼び掛けており

ます。今後も青少年のネット被害防止に向けてより効果的な啓発について検討して

いるところであります。以上です。 
 

【議長】 

はい、ありがとうございます。次の事業も関連しているようですので先に説明を

受けてから意見交換に入りたいと思います。 
 

【事務局】 

それでは、次に、事業番号 68「少年サポート活動」について御説明いたします。 

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 1－1 により委員の意見紹介） 
 

【県警本部少年課】 

少年サポート活動について御説明いたします。事業内容としましては、少年の非

行防止と保護の両面にわたる施策を様々やっておりまして、少年課の附置機関とし

まして県下６か所に少年センターがございます。そこにおける警察職員、特に少年

補導専門員なんですが、その職員を中心に非行防止・薬物乱用防止のための広報啓

発活動、その他不良行為少年等の発見、補導活動等を行っております。事業の実施

結果としましては、非行防止・薬物乱用防止教室の開催状況につきましてはご覧の

とおり平成 27 年度中はその前の年に比べまして、大きく回数も増えて実施してお
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ります。ここには書かれていないのですが、この他にも昨今問題になっているイン

ターネット関係のネット安全教室ですとか、子どもたちの危機意識のスキルを養成

するための誘拐防止教室なども行っております。 
そこで委員の方からの御意見に回答させていただきます。学校向けの広報活動の

実態なのですが、昨今の少年の規範意識の低下ですとか、社会の中に居場所を見つ

けられず孤立感とか孤独感を抱いている少年たちの姿がありますので、それらの状

況に鑑みまして、初発型非行と申しまして、容易に敢行してしまう万引きですとか、

自転車盗難など初発型非行とか、非行の前兆的な問題行動に関する意識付け、ある

いは被害の累計に応じた被害防止方策などを取り上げることが重要だと考えてお

りますので、発達段階を踏まえて児童生徒に対する非行防止教室などを実施してお

ります。これは平たく言ってしまいますと、先ほど申しました少年センター職員が

各小中学校・高校をお邪魔しまして、直接児童生徒に、問題・テーマに基づくお話

をさせていただいております。その他御意見にありますとおり、学校の教職員向け

のセミナーを計画してはどうかとされていますが、学校からのニーズに合わせて児

童生徒だけではなく先生方向けの講演・講習などの講話をさせていただいておりま

す。先日も教育庁主催の夏休み中の教職員講習会にも講師としてお邪魔させていた

だいて、少年非行の現状ですとか各種学校で行われています教室等の実態をお話さ

せていただいたところです。このように県下一斉に行うものではなく、各学校や事

業団体からも要望に応じまして地道な活動を続けているところです。以上です。 
 

【議長】 

はい、ありがとうございました。それでは、64 と 68 について委員の方から何か

ご質問等ございますか。 
64 番で色々な啓発活動、新高校生と新中学生の保護者へ 65,000 部作って啓発を

行っているから非行が平成26年から減ってきていると解釈してよいのか。ただし、

再犯率は 3 割で高いところでありますけれども、このパンフレットの成果というの

は、65,000 部というのはどういうかたちで成果を発揮していますか。 
 

【県民生活・文化課】 

配付につきましては、県下の中学高校全て、私立・国立含めて全ての学校に配付

させていただいております。実績としましては、65,000 部のうち、ほぼ 64,000 部

を配付というかたちになっておりますので、目に留まればいいリーフレットになっ

ているのではないかと。半分はインターネットに関するものになっているのですが、

あとは一般的に言われる、先ほど県警からもありましたが、万引き防止ですとか基

本的な飲酒・喫煙の防止に関する内容も網羅しておりますので、これを見て非行防

止に役立てばということなんですが、非行の減少につきましては県警から色々情報

はいただいているんですが、それが実際に減少した理由なのかというのは判断が難

しいところであります。 
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【議長】 

はい、ありがとうございました。続きまして、108 番の事業お願いします。 
 

【事務局】 

事業番号 108「青少年の社会環境づくり事業」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 1－1 により委員の意見紹介） 
 
【県民生活・文化課】 

青少年の社会環境づくり事業について御説明いたします。この事業は、青少年の

健全育成のために必要な環境の整備を図ることを目的とした千葉県青少年健全育

成条例に基づき青少年の使用するスマートフォンなどの契約をする携帯電話事業

者、有害図書等を扱う書店、深夜の入場制限があるインターネットカフェ・カラオ

ケボックス等を対象に立入調査を実施し、事業者に条例の規定を周知・順守させる

ことにより青少年に有害な環境を浄化することを目的に実施しております。昨年は、

県下で 488 件の立入が実施されております。 
委員からは、市町村への権限移譲はいいことだと思う。市町村担当者の情報交換

連絡協議会が必要であるとの御意見をいただいております。青少年を取り巻く環境

は、事業者が当該条例の趣旨や規程をいかに認識するかにより変わるものです。県

としては今後も積極的に立入調査を実施し、健全育成に必要な環境づくりを進めて

いきたいと考えておりますが、併せて市町村にも理解を求め、市町村に立入調査の

権限を移譲するとともに、市町村との情報交換のあり方についても検討し、実効性

のある調査の実施に努めてまいります。 
 

【議長】 

はい、ありがとうございました。これに関して何か御意見御質問等ありますか。 
4 市町村に権限を移譲したというのは非常に素晴らしいと思います。これは評判

いいのですか。 
 

【県民生活・文化課】 

県内でまだ 4 市町しか権限移譲になってないのですが、千葉市は非常に積極的に

立入を実施しておりまして、そうなると県はその市の立入はできないのですが、非

常に市の立入が入りやすいと御意見をいただいているのですが、他の市はなかなか

そこまで理解が進んでいないかなと。もっと細かく市町村へ連携を図りながら移譲

の必要性を県としては伝えていきたいと思っております。 
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【議長】 

多分市町村の方が実際の青少年の健全育成に詳しいですからね。移譲した方が、

方向としてはよいと思います。ありがとうございました。 
では、次の、青少年ネット被害防止対策事業お願いします。 

 

【事務局】 

それでは、最後になりますが、事業番号 109「青少年ネット被害防止対策事業」

について御説明します。この事業に関しては、2 人の委員から御意見をいただきま

した。（資料 1－1 により委員の意見紹介） 
 

【県民生活・文化課】 

青少年ネット被害防止対策事業について御説明します。この事業につきましては、

青少年をインターネット上のトラブルから守るため、平成 23 年度から当課にネッ

ト監視員 2 名を配置して県内の中学・高校・特別支援学校の生徒等が利用するＳＮ

Ｓの書き込みを監視し、問題のある書き込みを発見した場合には教育委員会等を通

じで指導を行うものであります。また、ネットパトロールの実績を踏まえて県から

講師を派遣し、児童生徒、保護者、学校関係者等を対象とした講演を実施しており

ます。 
委員の方から、ネットパトロールは実効的な対策であり、保護者等への情報提供

など継続して実施するべき、多くの学校等で正しい利用方法等について PR してほ

しいとの御意見をいただいております。本事業につきましては、後ほどの報告事項

の中でも昨年度の実績等について説明させていただきますが、今後も多様化するＳ

ＮＳに対応しながら関係機関と連携を図り青少年のネット被害防止に努めるとと

もに、児童生徒、保護者、学校関係者等に対する講演等を通じて、正しいネット利

用についての啓発を実施してまいります。 
 

【議長】 

今の説明に対して、御意見御質問等ありましたらお願いします。これは後ほどの

報告の方でもデータが出て参りますのでお願いします。 
以上で第 2 次千葉県青少年総合プランの平成 27 年度における第２次青少年総合

プランの重点事業について、委員の皆様の御意見をもとに、担当課の回答を伺い、

各委員と議論を深めてきました。第 2 次プランになりまして、子どもの貧困など新

たな施策も加わっています。青少年の健全育成は、地道な取り組みではあり、どれ

か一つが非常に効果的である、というものでもありませんが、今後とも地道な取組

を続けていくことが重要と考えます。各担当課には、本日の意見を参考にしていた

だき、引き続きよろしくお願いしたいと思います。 
 

 



23 
 

【議長】 

  続きまして、事務局からの報告に移りたいと思います。 

報告事項（１）第 2 次千葉県青少年総合プラン平成 28 年度関連事業について事

務局からご説明お願いします。 

 

【事務局】 

第 2次千葉県青少年総合プラン平成 28 年度関連事業についてご説明します。  

それでは資料 2－1 をご覧ください。こちらの表は、今年度実施予定の事業が掲

載されております。事業の整理、廃止等により、年度によって事業数が若干違って

きますが、28 年度は全 114 事業になりました。時間の関係で全体の説明は省略さ

せていただきますが、新たに加わった２事業について説明させていただきます。 

3 ページをご覧ください。Ⅰの柱からは、「№11 健康づくり支援課 ライフステ

ージに応じた健康づくり推進事業」が新たに加わりました。この事業は、27 年度

実施結果にあった№12 学童期からの生活習慣病予防事業を引き継ぐかたちとして

今年度より事業が開始されました。事業の概要としましては、食生活と関連が大き

い生活習慣病の発症を予防するため、望ましい食習慣の周知や食環境整備への支援

等を行うものです。 

続いて 12 ページをご覧ください。Ⅱの柱からは、「№60 児童家庭課 ひとり親家

庭等医療費等助成事業」が新たに加わりました。この事業は、以前より取り組みは

行われていましたが、今年度より掲載されました。事業の概要としましては、ひと

り親家庭等の経済的負担と精神的不安の軽減を図るため、市町村が行うひとり親家

庭等の医療費等助成事業に対して助成するものです。以上です。 

 

【議長】 

追加の事業説明がございましたが、何かご質問はありますか。食生活の問題とシ

ングルマザー、1人親家庭の支援の事でございました。 

では引き続きまして、報告事項（2）千葉県子ども・若者総合センター「ライト

ハウスちば」について説明をお願いします。 

 

【事務局】 

続いて、「ライトハウスちば」の 27 年度の活動実績を報告させていただきます。 

資料２－２をご覧ください。「ライトハウスちば」は平成 24 年 7 月に設置いたし

まして、5年目に入りました。総相談者数は 836 人で新規相談者数は 363 人になっ

ています。昨年初めて総数が前年度を下回ってしまいましたが、新規相談は増加し

ており、適切な助言を行うことにより再相談が減少したものと考えています。相談

者の内訳ですが、本人からが 1番多く 554 人で 66.3%、続きまして保護者が 242 人

で 28.9%、その他、関係機関などからの相談が 4.8%となっています。相談対象者数

ですが、相談者数とは一致してないのですが、関係機関からの問い合わせなど特定
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の対象者がいない相談があったことによるものです。性別ですが男性が 59%で 488

人、女性が 34%で 283 人、不明が 7%で 59 人となっています。年齢別ですが円グラ

フをご覧いただきたいのですが、20 代 10 代が 20%ずつ、30 代 40 代が 15%ずつで約

7割を占めておりますが、50 代以上の方からの相談も 14.3%あるという状況になっ

ています。職業別ですが、無職が 38.6%、有職が 26.5%、学生が 21.7%、無回答が

13.3%となっています。 

相談内容ですが、1つ目の主訴項目と言うのは、平成 27 年度に受理した 836 件の

相談について、相談内容を総合的に勘案し、下記 15 項目の中で最もあてはまるも

の1つにカウントしたものとなっています。1番多いのが家族関係ということで120

件 14.4%、2 番目が仕事の問題で 115 件 13.8%、心の悩みが 3 番目で 114 件 13.6%、

4 番目が不登校 49 件で 5.9%、5 番目が人間関係 47 件で 5.6%、以下表のとおりにな

っております。（２）の相談内容内訳につきましては、実際には 1 人の方が複数の

悩みを抱えているということが多く、いくつもの悩みを抱えている方については別

カウントするという形で統計を取った時に、1番多かったのは精神疾患に関する相

談で 274 件 17.4%、ひきこもりに関する相談が 220 件で 14.0%、知的障害に関する

ものが 168 件で 10.7%、就労関係が 143 件で 9.1%、不登校が 103 件で 6.5%、発達

障害が 68 件で 4.3%、その他が 732 件 46.4%となっております。 

続きましてライトハウスのリファー先ですが「ライトハウスちば」は相談を受け、

内容に応じて適切な専門機関につなぐことを行っておりまして、先ほどもお話に出

ましたが行政機関につなぐことも多くあります。その中で 1番多いのが地域若者サ

ポートステーション 88 件、子どもと親のサポートセンターが 48 件、中核地域生活

支援センターが 27 件となっております。それ以外に、民間支援機関や医療機関に

つなぐことも多くあります。以上です。 

 

【議長】 

  はい、ありがとうございました。何かご質問はありますか。 

 

【委員】 

確かにこれは総合相談センターですね、内容的にも年齢的にもよくわかったので

すが、この年齢をみて、驚かれた方も多いのではないかと思いますが、これは本来

の意図どおりなのでしょうか。例えば、30 代・40 代が多かったり、50 代以上も 14.3%

いて、私もまだ子ども・若者に入るのかなと思ったりもして。意図どおりなのでし

ょうか。 

 

【事務局】 

一応、開設時は 39 歳までの子ども・若者の総合相談窓口ということでやってい

るのですが、実際にかかってきてしまうとそのままお断りするというわけにもいか

ず、このようなかたちになってしまっております。 
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【委員】 

 ちょっと意外な展開だったということですね。なぜ、39 歳なのですか。確か、厚労

省などはニート・ひきこもりなどは 35 歳で線をひいてると思うのですが。 

 

【事務局】 

子ども・若者育成支援推進法ができた段階で、39 歳まで、ポスト青年期まで対応

してくださいということになりました。 

 

【委員】 

39 歳までポスト青年期、わかりました。 

 

【議長】 

  この年齢別、本人は 554 人で、保護者も入っているのでは？ 

 

【事務局】 

こちらの対象者年齢というのは、例えば 60 歳の保護者の方が 30 歳の息子の事を

相談してきたら 30 歳の方に入るという形になっていますので、あくまでも相談対

象の方の年齢でカウントしております。 

 

【議長】 

そうすると、全部足すと本人は 554 人で保護者が 242 人、本当に年齢別は本人の

年齢なのか、保護者は入ってないのか。 

 

【事務局】 

保護者ではなく、あくまでも相談者の年齢で分けております。相談対象者の年齢

です。 

 

【委員】 

  お子さんがひきこもりだったりすると年齢も上がってくるのですよね。私も今、

千葉県のひきこもりライフラインで「子どもの心理について」のテーマで講演した

のですけれど、「子どもの心理って何歳ぐらいのお子さんのことを話せばいいので

すかね」と聞いたら「40 代後半から 50 代でしょうか」とおっしゃっていました。

やっぱり 40 代から 50 代のひきこもりで困っているということなのですね。本人の

年齢が 40 代・50 代なのです。 

 

【議長】 

  わかりました。他によろしいでしょうか。 
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【委員】 

ご苦労様です。相談内容内訳件数とリファー先なのですけど、リファー先の件数

が足し算をしていってもすごく少ないのですけど、リファー先にリファーしないも

のというのはどういう対応でいるのかということと、医療機関が 44 件あって精神

疾患というのが多分、手帳をもっているかとか医者にかかって薬を飲んでいるかと

か、そういう形で判断していると思うのですが、27 年度は 274 件あって、それを

医療機関の方に 44 件という数字なのですけど、少ないと思うのですが、どうなっ

ているのでしょうか。 

 

【事務局】 

基本的には、専門機関につなぐということがライトハウスの役割だと考えている

のでつなぐことを目指しているのですが、中には、「話したい、ただ聞いてもらい

たい」という方も実際には多くいるということもありまして、そうなると傾聴とい

うことで終わってしまう方もいるということです。なので、精神疾患の方が 274

件もあるのに医療機関につないだのが 44 件というのは、その辺がかなり含まれて

いるものだと考えています。 

  

【議長】 

  はい、その他にはありますか。 

 

【委員】 

2 ページの（２）相談内容内訳なのですけれども、精神疾患から発達障害まで項

目が 6項目、その他が半数ですね。あまりにもその他の項目が多いので、もう少し

ここの項目を分けていくと何が問題なのかということが細かく見えてくる、それか

らリファー先も見えてくるのではないかなと思いました。その他の 732 件は全体総

数の半分ですので、今後の項目の仕分けはいかがでしょうか。 

 

【事務局】 

ありがとうございます。書ききれなかったので書いてないというのもあるのです

が、実際にはもっとかなり細かく分けてはあるんですね、15 項目ぐらいあるので

すが、すみません紙面の都合上省略させていただきました。 

 

【議長】 

  はい、わかりました。他に。 

 

【委員】 

子どもと若者をまとめてというのは、一つの方法だと思うのですが、例えば未成
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年者とそうでない若者とを分けるとして、未成年者の分に関しては、例えばいじめ

相談で来た場合に、それを掘り下げていくと、家で虐待があったということがある

のですね。先ほどの岐阜の話をすると、そこは就学してから成人になるまで１枚の

ペーパーで捕捉し続けようと、そういう試みで支援を継続していくそうです。すな

わち、1番初めはＤＶで来ました、途中でいじめを受けました、そういったことも

全部、あるいは生活保護があれば回すとか、そういったところまでやろうとしてい

るのです。 

ひとまとめにしていますけど、きめ細かにできる方と相談中心の方とに分けたり、

もう少し工夫のしようがあるのかなと。相談を受けている方は、年代を分けている

のではなく全部まとめて受けていると思うので、相談員の方も結構大変なのではな

いかと思います。その辺の運用とか機能も含めて検討することがいろいろあると思

います。 

 

【議長】 

行政は、原則縦割りですけども、来る方はＤＶからいじめから不登校からひきこ

もりから、ずっと繋がっていますから、色々な各部局がもう少し総合的にライフス

テージに合わせた政策を考えるということが非常に大事だと思っております。検討

してください。 

では、なければ次、報告事項（３）ネットパトロールについてお願いします。 

 

【事務局】 

青少年ネット被害防止対策事業の平成 27 年度実施結果について報告させていた

だきます。資料の２－３をご覧ください。こちらは平成 28 年 4 月 26 日に報道発表

した資料となります。 

当課では、青少年ネット被害防止対策事業、通称ネットパトロール事業として 

課内にネット監視員 2名を配置し、県内の原則全ての中学校、高校、特別支援学校、  

約 630 校を対象に、生徒が行っている SNS などについて監視を行っています。危険

度レベルは 3つに分けております。レベル１といたしましては、氏名・学校名・顔

写真が公開されている自分自身の個人情報の公開、レベル２としましては、QR  

コード、住所、電話番号など、個人が特定でき、不特定多数の人とのやり取りが  

容易にできるようになるため、レベル１よりもより危険性が高いものとして区分 

しております、自分自身の個人情報の詳細な公開の他、他人の個人情報の公開、  

個人を特定した誹謗・中傷、自傷行為、暴力・問題行動、わいせつ表現等の書き   

込みとしております。また、その中でも刑事事件、自殺に係るものと言った、特に

緊急性の高いもの、事件性の高いものについてはレベル３として監視を行っており

ます。レベル２・３にあたる書き込みについては、「特に問題のある書き込み」と

して発見をした場合、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 

しています。また、レベル３につきましては警察にも情報提供をしているところ 
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です。あわせて、毎月月例報告を作成して関係機関に情報提供し、先生方の研修会

や生徒への指導に役立てていただけるようにしております。 

平成２７年度実施結果について報告いたします。まず、実施状況 ア実施件数  

ですが、経過観察、再パトロールも含めて、延べ 642 校パトロールを実施しました。

問題のある書き込み総数は 6029 人、これは前年度よりも 1340 人増加している状況

です。レベルの内訳としましては、レベル 1 が 5361 人、レベル 2 が 654 人、     

レベル 3 が 14 人という結果でした。その中のレベル 2、レベル 3 に当たる特に   

問題がある書き込み人数は 668 人、その書き込み件数は 1078 件と言うことで、  

こちらは、関係機関に情報提供した数になります。特に問題のある書き込みの内容

の内訳としましては、QR コード等、直接本人とのアクセスができるようになって

しまうものが 428 件で一番多く、そのあと他人の個人情報の公開で、例えば友達の

QR コード、氏名、生年月日、電話番号、また、友達の合格証やテストの答案など

を載せたもの、電車内で見かけた人を無断で撮影した画像といったものが 199 件、

無断撮影した画像にウザいとかきもいなどといった中傷の言葉を書き込みしたも

のや、知りあい・友達について中傷したものが 46 件、飲酒・喫煙・23 時以降の   

外出・危険行為・悪ふざけ行為が 169 件、キス画像や下半身露出などのわいせつな

画像等の書き込みが 116 件、その他としては、なりすまし被害あるいは拡散被害、

自傷行為やいじめの疑いのあるものが 120 件という結果でした。学年別としまして

は、平成 27 年度の中学生の総数が 1144 名、高校生が 4716 名となっておりまして、

高校生は前年度同様全体の約 8 割と多いのですが、注目したいのは中学生による 

書き込みが前年度の 1.7 倍に増えてきているということです。また、男女別では、

男子が 2068 人、女子が 3960 人と、女子が多いのですが、男子も全体の 3 分の 1

を占めるぐらいにまで増えてきているという状況です。 

平成 27 年度の特徴としましては、①レベル 1 の問題のある書き込みをしている

生徒が増えている②友達や不特定他者の写真や動画など、他人の情報についての書

き込みが増えている③高校 1・2 年生による書き込みが多いが、中学生による書き

込みも増えている④女子による書き込みが多い、ということが挙げられます。 

以上がネットパトロール事業の実施結果となりますが、当課ではその他としま 

して、インターネットの適正利用について啓発を行うため、学校、関係機関の要請

に応じて講演を実施しております。講演では、ネットパトロール事業の実施状況、

もちろんプライバシーを十分配慮したうえで個人情報に触れるところは加工させ

ていただいておりますが、そうした生のデータを盛り込んで、講演を行っており、

受講者の方からは大変好評をいただいているところです。平成 27 年度は 59 回の 

講演を実施し、16958 人の参加がありました。以上です。 

 

【議長】 

はい、ありがとうございました。何か質問はございますか。 

私の方から素朴な質問ですけれども、例えば埼玉県の東松山で事件がありました



29 
 

よね。ああいうのはネットパトロールでは引っかかってこないのですかね。去年の

川崎の事件もありましたよね。ああいういじめとか、少年たちがＬＩＮＥを使って

連絡を取り合っているが、ああいうのはネットパトロールで引っかかってくるので

しょか、こないのでしょうか。 

 

【事務局】 

お答えさせていただきます。いま、県でやっているネットパトロールは、いわゆ

る公開されたツイッターやインスタグラムなど、だれでも見られるサイトは見られ

るのですが、ＩＤとか持ってないと入れないところに入ってしまうと不正アクセス

になってしまうと困りますので、どうしてもＬＩＮＥの中には入っていけない。で

すから、ツイッターなどでも鍵をつけてしまうと中には入れないので、監視はして

おりません。あくまでも、公開された中でいじめがあったということに対しては対

応できるけど、ＬＩＮＥはどうしても中を見る事はできないという状況です。 

 

【議長】 

はい、わかりました。これだけ 3年間で増えていますよね。どういう風に解釈す

ればいいのでしょうかね。 

 

【事務局】 

ツイッターやインスタグラムなど、公開されたサイトを中高生が使うようになっ

てきているのだなと。ツイッター自体は、実際に自分の名前を投稿して書き込みを

やっていかないと面白みが半減してしまうというところがあります。ただ、我々が

言っているのは、名前は投稿しない方がいいよと指導していますが、本来の使い方

をやられてしまうと、やはり個人が特定できるような書き込みになるのが普通なの

かなと。ただその中で、学校や顔写真、氏名、生年月日、電話番号まで書いてしま

うとレベル2として指導はしますけど、通常の個人を特定できる程度だとこの6000

人という大きな数字になってしまう。そこに問題のある書き込みが加わった段階で

我々は指導に入るという形になっている。ですから、どんどんツイッターの利用は

大きくなっていくのかなと考えています。 

 

【議長】 

ありがとうございました。非常に貴重な事です。 

 

【議長：明石会長】 
報告事項(4)「（公財）千葉県青少年協会及び千葉県青少年女性会館の見直しにつ

いて」説明をお願いします。 
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【事務局】 

それでは、資料の２－４を御覧いただきたいと思います。本県の青少年施策を推

進していく上で関わりのある（公財）千葉県青少年協会、千葉県青少年女性会館で

すが、現在、行政改革の見直しをしております。その状況について簡単に御説明を

したいと思います。 

まず１として、千葉県青少年協会ですが、千葉県行政改革審議会というものがご

ざいますが、こちらに、昨年度、県から諮問をしまして、3月 30 日に答申をいただ

きました。内容は、「県の青少年施策は今後も充実させていくべきであり、国や市

町村、関係団体との連携の態様も含め、より効果的な施策展開に向けて抜本的な事

業の見直しを行うべきである。当該協会については、その事業内容や費用対効果等

を勘案すると、県の財政的支援の加による積極的な事業展開の促進は行うべきでは

なく、今後、自主財源の有効な充実策が見いだせない場合は、協会を中心とした青

少年施策の推進は困難と判断されるため、青少年女性会館のあり方検討と併せて、

協会の解散も視野にそのあり方について検討を行うべきである。」というものです。 

この答申を受けて、4月28日に県の行政改革推進本部で県の方針を決定しました。

内容は、「青少年を取り巻く社会環境の変化等に適切に対応するため、今後、県の

青少年施策に関する事業の抜本的な見直しを行い、その中で財団について自主財源

の有効な充実策が見いだせない場合は、解散も視野に、そのあり方について検討を

行う。」という内容になっております。 
  続いて、千葉県青少年女性会館ですが、こちらについては、公の施設のあり方の

見直しの一環としまして、千葉県行政改革審議会に県から諮問し、それを受けて 6

月 6 日に答申をいただきました。内容は、「当施設は、青少年や女性に対し活動の

場を提供するため設置された施設であるが、現在、青少年や女性等で構成される団

体による利用者は、企業等の一般団体による利用者を若干上回る程度であり、当初

の設置目的と現在の利用実態に乖離が生じている状況である。今後、県が青少年女

性施策を推進していく上で、貸会議室等の維持は必ずしも必要ではないと考えられ、

また、施設の老朽化や耐震性の問題から今後多額の修繕費用を要することが見込ま

れるため、公の施設としては廃止する方向で検討を進める必要がある。」というも

のです。 
この答申を受けて、7月 21 日に、県の行政改革推進本部に諮り、方針を決定しま

した。内容は、「青少年女性施策を推進していく上で、会議室やホール等の貸室業

務を県が維持する必要性は低いことから、施設の利用方法を見直すこととし、公の

施設としては廃止する方向で検討を行う。」というものです。 
これらの方針等を踏まえまして、今後関係機関と協議しながら対応について進め

ていきたいと考えております。以上です。 
 

【議長】 
  かなり厳しい答申がでていますが、何か御意見はございますか。 
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【委員】 
 立場上、私は言わざるを得ないので、私は県の青少年協会の会長を今年からやっ

ております。協会の事業については、鈴木委員とか重委員に長年携わっていただき

ましたので詳しいと思いますが、立場上言わせていただきます。長くなるといけな

いんですけれども、行革審の答申についても、今までの青少年協会の事業について

どこまで理解をしたうえでこのような答申をだしたのか、我々としては全く理解し

がたいところであります。要は自主財源でもって職員の人件費を含めて事業の全て

をやるならやりなさいということですけれども、他県の例をみても、自主財源だけ

でやっているところなんてありえないんですね。それから、青少年協会は青少年女

性会館の指定管理者になっていて、施設を貸して、施設に入居しているいくつかの

青少年団体なんかもあるんですけれども、その賃料収入とか部屋を貸した収入をこ

の青少年施策事業に充てていくということがあるわけですけれども、そもそもそれ

が適正でないということになれば、青少年協会としては会員収入および寄付金だけ

でしか事業ができないということになるわけで、我々からいえば言いがかりとしか

思えない結論だと思っております。 
ただ、設置者が県ですから県がやめるということは、これはある意味どうしよう

もないと思いますが、少なくとも私は 3 点申し入れたところです。1 点は、まず何

より現状の青少年施策の後退になってはいけないということですね。青少年協会が

やっているものは県レベルであったり市町村レベルであったり、色々あって、それ

ぞれの事業についても県とか市町村とか教育委員会とか色々連携してやっている

ものですから、その横串を刺して協会がやっている状況ですけれども、これも県と

市町村だけでやってくださいということでうまくいくのかどうか、その辺について

は気になるところです。 
それから、青少年女性会館に入居している団体もたくさんあるわけです。どこも

財政力が弱いところでですね、賃料が高いところに入れるわけではない。ですから、

これが青少年女性会館を立ち退くわけですから、それはしっかり新しいところを、

活動に支障のないような形で移転先を補償するというのは必要だと思っておりま

す。 
もうひとつは、プロパーの職員がいます。解散に伴ってその人たちの雇用がなく

なるのでこれをどうするのかという課題がでてきます。生首を切るわけですから、

それについては適切なところでの再就職を必ずするように申し入れているところ

です。 
現状では、まだどの話についても明確な回答がきてないので、まだ十分な説明が

できないところです。今日、話があるなら聞きたいと思いますけれども、少なくと

も既にこの段階では、青少年協会の解散はですね、多分やむを得ないと思うので、

ぜひ青少年施策の後退のないよう、この会議がいつまで続くか分かりませんが、こ

の場でチェックしていきたいと思っております。以上です。 
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【議長】 
  私もここまで進んでいると知らなかったですけれども、初めて聞きましたけれど

も、とんでもない。まさに千葉県の青少年行政の後退ですよ。会館がなくなって、

協会を潰すというのはありえない。審議会が答申したものを、県の行革推進本部が

決定したわけでしょ。これ青団協の方では反対声明出さなかったんですかね。 
 
【委員】 
  パブリックコメントとして反対意見をたくさん出しましたよ。 
 
【議長】 
  これは森田知事に言わなきゃいけないね。こんなのとんでもないですよ。例えば

国でやっている文科省の青少年教育振興機構というのがあるのですが、仕訳があっ

た時に、これを全部撤回して、今、青少年教育に頑張っているんです。もしこれが

なくなれば千葉県の青少年施策はガタガタですよ。県民生活・文化課は、課長、ど

うなのでしょうか。今日はびっくりしました。ここまでいったらもう厳しい？ 
 
【県民生活・文化課長】 
  御指摘のとおり、県の行政改革審議会の答申、それから行政改革推進本部の決定

ということで青少年協会及び青少年女性会館について厳しい結果がでております。

青少年協会及び青少年団体連絡協議会の方々には段階的に説明させていただいて

いるところですが、青少年協会の会長であります萩原様から御指摘のありましたと

おり 3 点御意見をいただいております。青少年施策の後退になってはいけない。青

少年会館に現在入居している青団協等の団体のその後の移転先。それから青少年協

会の職員の雇用の確保につきましてはいずれもごもっともな御指摘だと思ってお

りますので担当課としましても最大限の努力を図っていきたいと考えております。

以上でございます。 
 
【議長】 
  それ以上の回答は多分できないんでしょうけれども、萩原委員がおっしゃってい

ましたけれど、一番は青少年施策の後退、これをどう阻止するのか、この審議会を

含めて、もっと早く出していただかないと困ります。もうここまできたらちょっと

難しい。そうすると入居している団体とかプロパーの人をどうするかとかの具体的

な作業もあります。もう一度千葉県の青少年行政をどうするかというのを、いつか

この審議会であげていただいて審議しないと、このままほっとくと本当に消滅しか

ねません。50周年の歴史がある中でこれがほとんど消える可能性が高いのですね。 
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【委員】 
青少年女性会館を孫借りしている私共のような団体は事務局を移すことは定款

を変える等のソフト事務も含め、大変な準備が必要で、みな何処に行くの、何処に

移るのと、騒ぎましたが、貴方がたの行き先は確保してありますからと、説得され

て、何もかも納まったようなあきらめと、錯覚に陥っている感があります。大事な

のは県の青少年の社会教育施策の大局的なビジョンとそのマイルストーンをみえ

る化して頂く必要があると思っています。 
 
【議長】 
  重先生がおっしゃっているので、是非、議員の先生の力を借りて復活させてほし

い。しかし、ここまできたらダメですね。これだけ審議会で答申が出て、推進本部

の方で決定されていますから。 
 
【委員】 
  これは、県が作った組織ですよね。これを存続するか、潰すかということについ

て、行革審の中で議論されているわけですが、行革審に対して協会の考え方なり、

これまでの実績を釈明する場がないんですよ。そうした手続きがないのですよ。会

館は、潰すことについては意見を求めたりする手続きがあるのですけれども、協会

そのものに関してはないんですよ。ですからこれが唯一の行革審の先生方の一方的

な考えだけで答申が出てしまっているのは大変残念ですね。 
 
【議長】 
  意見いただきましたけれど、これからちょっと本気で考えていかないと。青少年

行政を後退させてはいけない。 
 
【委員】 
  将来の県を背負っていく人たちですよ。 
 
【議長】 
  今日初めて見てびっくりした。施設を潰すなんてだめですよ。時間延びましたけ

れど。ではその他についてなにか。 
 
【委員】 
  青少年団体連絡協議会の鈴木です。平成 27 年度に青団協が創立 50 周年を迎えま

した。その記念事業のひとつとして色々なイベントをやるよりは記念に残るような

ものを作った方がいいだろうということで記念史を作らせていただきました。青団

協 50 年の歴史のみならず青少年運動の世界的な発祥から日本における発展の経過、

そして千葉県における青団協の歩み、そして加えまして青団協構成の 13 団体の現
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況と各団体の歴史をまとめたものです。440 ページこれにつきましては、県下 91
の図書館、施設に配布させていただき、そしてまた、県下の全市町村の青少年教育

担当者の方に配らせていただきました。また、今日は委員の皆様にも配らせていた

だきました。併せまして青団協とは何ぞやということをよく聞かれますので、分か

りやすいパンフレットと萩原社長のご理解のもとに千葉日報に非常に大きなペー

ジを割いて記念式典の記事を掲載させていただきました。式典は 2 月 7 日に行った

んですけれども知事、教育長、県警本部長、県議会の副議長。皆様、ご本人出席と

いうことで、代理は一切なしということでした。今思い出しますのは、お帰りのエ

レベーターの中で知事が発した、「やっぱり現場は大事だよなあ。」という言葉に非

常に感銘を受けております。そうしたうえでの、今回の会館の見直しにつきまして

は大変残念でございます。これまで通りの御配慮を願うものです。 
 
【議長】 
  貴重な資料ありがとうございました。以上で用意された案件はおわりました。で

は、事務方にお返しします。 
 
【事務局】 

明石会長、どうもありがとうございました。 

次回の開催につきましては、日程調整をさせていただいたうえで御連絡させてい

ただきたいと思います。以上をもちまして、「平成 28 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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