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平成 29 年度第 1 回 

千葉県青少年問題協議会 
 
 
 

日  時 平成 29 年 6 月 5 日（月）午前 10 時から 11 時 30 分まで 
場  所 千葉県教育会館本館７０１会議室 
出席者数 12 名 
出席委員 貞廣斎子委員、嶋﨑政男委員、白﨑けい子委員、萩原博委員、 

関政幸委員、松本友美委員、宮川朱実委員、大田紀子委員、 
木名瀬訓光委員、鈴木國夫委員、三部ミヨ子委員、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 自己紹介 
4 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の評価について 

  (3) 第 3 次千葉県青少年総合プランの策定について 

5 報告事項 
 (1) 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 
 (2) 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 

6 その他 

7 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 13 名のうち 12 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） 

 
 

～ 自己紹介 ～ 
【司会】 

今回、２月１日に委員の改選がございました。委員の改選につきましては、県の

審議会の委員のガイドラインにより、委員数は法令に定めのあるものを除いて原則

として１０名以内とする、在任期間は原則として１０年までとする、女性の委員の

割合は４０パーセント以上になるように努める等々示されており、これに基づいて

委員の改選をさせていただいて、１３名の委員の皆様に委嘱をさせていただいたと

ころでございます。新たに５名の委員の方にも委嘱をお願いしたこともございます

ので改めまして委員の皆様にも自己紹介をお願いしたいと思います。お手元にあり

ます委員名簿に従いまして、貞廣委員からお願いいたします。 
（各委員：自己紹介） 
 

【司会】 
なお、諸富祥彦委員につきましては所用のため、本日ご欠席とのご連絡をいただ

いております。 
 

【司会】 
また、委員の委嘱期間ですが、すでに委嘱状をお送りしているところですが、  

平成２９年２月１日から平成３１年１月３１日までとなっておりますので委員の

皆様よろしくお願いします。 
  続きまして、県の事務局を紹介させていただきます。 
 （事務局紹介） 
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【司会】 
  なお、吉添部長につきましては所用のため、ここで退席させていただきます。 
 
 

～ 議事（１）会長及び副会長の選出について ～ 
【司会】 
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が、会長が選出さ

れるまでの間、事務局の方で進行させていただくということでよろしいでしょうか。 
 （異議なし） 
 
【司会】 
 それでは、進めさせていただきます。 
 初めに、本会議の議事録署名人を決めたいと思います。議事録署名人は事務局から

指名させていただいてもよろしいでしょうか。 
 （異議なし） 
 
【司会】 
白﨑委員と重委員にお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 （了承） 
 
【司会】 
 お二方、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」ですが、青少年問題協議

会の会長及び副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います。 
 初めに会長職ですが、いかがいたしましょうか。 
 
【委員】 
 事務局の案があれば、お示しいただけますか。 
 
【事務局】 
 事務局としましては、幅広く県の附属機関の委員等を務められておられます千葉 

大学の貞廣委員にお願いしたいと考えておりますが、いかがでしょうか。 
（異議なし） 
 
【事務局】 
 ただいま、異議なしとの声が上がりましたが、貞廣委員はお引き受けいただけます
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でしょうか。 
 （了承） 
 
【事務局】 
 それでは、貞廣委員に会長をお願いいたします。 
 貞廣会長から改めましてご挨拶をお願いいたします。 
 （貞廣会長あいさつ） 
 
【事務局】 
 貞廣会長ありがとうございました。 
 以降の進行は、貞廣会長にお願いいたします。 
 
【議長】 
 それでは、議事を進めさせていただきます。 
 まず、副会長の選出を行います。いかがいたしましょうか。 
 
【委員】 
 事務局の案があれば、お示しいただけますか。 
 
【事務局】 
 前期まで、当協議会の副会長を務められてきた、鈴木委員に引き続きお願いしては 

いかがでしょうか。 
 （異議なし） 
 
【議長】 
 ただいま、異議なしとの声が上がりましたが、鈴木委員はお引き受けいただけます

でしょうか。 
 （了承） 
 
【議長】 
 それでは、鈴木委員に副会長をお願いいたします。 
 鈴木副会長から改めましてご挨拶をお願いいたします。 
 （鈴木副会長あいさつ） 
 
 

～ 議事（２）第２次千葉県青少年総合プランの評価について ～ 
【議長】 

では、議事（２）の「第２次千葉県青少年総合プランの評価について」に進みます。
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事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 それでは、第２次千葉県青少年総合プランの評価について説明を致します。評価に

ついては例年行っているもので、主な意見交換は第２回千葉県青少年問題協議会で 

行いたいと考えておりますが、本日はその流れについて説明させていただきたいと 

思います。それでは資料１－１から１－４に沿って説明させていただきます。 

まず資料１－１をご覧いただきたいと思います。第２次プランにつきましては、 

２７年度、２８年度、２９年度の３か年を対象ということで、各年度事業が多少増減

しています。年度毎に事業結果の資料を作成しており、資料１－１は２８年度事業 

実施結果を取りまとめたものです。暫定版と表紙に記してありますが、今、決算や各

事業の実績等をまとめているところですので、内容が固まりましたらまた後日改めて

委員の皆様には資料の送付を行いたいと思います。内容をざっとみていただきますと、

知事部局、教育庁、県警本部からなる１１４事業がございます。これらの事業をプラ

ンに沿って進めているところです。内容はまた後程ご覧いただければと思います。 

続いて１－２をご覧いただければと思います。各年度事業については、青少年問題

協議会の皆様に評価をしていただくということで、評価の対象は、６つの重点方策に

ある事業を評価していただくということで例年行っております。こちらも先ほど同様

暫定版となっております。表紙をめくっていただけますでしょうか。第２次プランの

施策体系でございます。３本の柱、６つの基本目標、１２の基本方策というのがござ

います。網掛けをしている６つの重点方策がありますが、ここに６８の事業がござい

ます。もう１枚めくっていただきますと、６８事業のそれぞれの担当の課を掲載して

います。さらに次のページからですが、事業評価シートになりまして、これは６８事

業ごとにそれぞれの担当課が事業評価シートを作成しています。事業評価シートの下

の方に、４．委員意見という欄がございます。後日、確定版をお送りしますが、ご覧

いただきましてそれぞれの事業の進捗状況について、評価をいただければと思います。 

 続きまして、資料１－３でございますが、こちらは２９年度事業計画でございます。

２９年度の当初予算については既に２月議会で承認されているところですが、本年度

は知事選挙がありました関係で、２９年度当初予算はいわゆる骨格予算となっており、

一部、６月議会に先送りになっている部分もございます。６月議会で６月補正を諮り

まして、それが承認された段階で２９年度の実質的な予算等が固まってきますので、

６月議会後に内容を各課に照会し、整理したうえで後日改めてお示ししたいと考えて

おります。２９年度事業についても一番最後のページをご覧いただくと分かりやすい

のですが、２８年度と同様１１４の事業がございます。１９ページの№１１１と  

№１１３に網掛けをしていますが、こちらの事業については、事業名等が変更したと

いうことで網掛けをしています。雇用労働課でワーク・ライフ・バランスセミナーの

実施や働き方改革の推進など既存の事業から大きく変更はありませんが、若干、事業

名等が変更になったことから網掛けをさせていただいております。２９年度につきま
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しても、また翌年度事業評価の対象となるということをご理解いただきたいと思いま

す。 

 今の説明を踏まえまして、資料１－４をご覧いただければと思います。まず、   

１－４の裏面をご覧いただきたいのですが、第２次プラン策定の際にあらかじめ  

青少年問題協議会委員の皆様にお諮りした評価の方法について簡単に記載しており

ます。外部評価として青少年問題協議会委員の皆様に評価をいただく対象として、 

６つの重点方策に掲載されている事業を対象に、２８年度ですと全１１４事業のうち

６８事業を対象にしています。評価の方法としては、事業評価シートを作成し、委員

の皆様と事業担当課と意見交換を行うこととしています。しかし、会議時間の限りも

ありますので一部の事業を選定しています。下の方に、参考と記載してありますが、

昨年度は１１事業について青少年問題協議会の会議の場で意見交換を実施しました。

さらに、評価結果ということで、委員の皆様からの意見を各課に返し、最終的に千葉

県ホームページに評価シート及び委員の皆様からの意見を公表するということを 

あらかじめ承認されたものであります。では、表に戻っていただいて、今後の作業の

流れですが、第２次プランの１１４事業の進行管理をし、当該年度の事業計画を併せ

て公表を行います。２８年度事業については、６月中旬頃に改めて当課より関連事業

表及び評価シートを送付します。これについてご意見を記載いただき、とりまとめの

上、７月頃に各事業担当課に意見への回答を依頼します。各課の回答を踏まえたうえ

で、意見交換の対象事業として数事業を選定したいと思います。今年度は３次プラン

の策定もありますので、数としてはもう少し絞り込む必要があるのではないかと考え

ておりますので、絞ったうえで８月下旬、もしくは９月上旬に開催予定の第２回青少

年問題協議会において委員の皆様と意見交換を行いたいと考えております。この委員

意見交換の結果を踏まえまして、９月くらいになるかと思いますが、関連事業及び 

評価シートを千葉県ホームページに公表します。また、２９年度事業についても  

先ほどのとおり６月議会、６月補正を経たうえで８月くらいになるかと思いますが、

千葉県ホームページに公表していきたいと考えております。 

評価の説明については、以上になります。 

 

【議長】 

 ありがとうございます。今ご説明いただきましたことについて確認ですが、今日 

この場でご意見いただくのは、評価シートの４．委員意見に留まらず、評価自体の書

きぶりをこうして欲しいといった意見を申し上げて、６月の中旬に確定版が送られて

くるということですか。かなりフリーにご意見いただいてもよろしいですか。 

 

【事務局】 

 資料については本日お示ししたばかりですので、内容の方は読んでいただくのに 

時間がかかるかと思いますので、書きぶりも含めてご意見いただければと思います。 
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【議長】 

 ありがとうございます。今ご説明いただいたことについてこの場ですぐというのは

難しいかもしれませんが、ご意見、ご要望等がありましたら皆さんから出していただ

きたいと思いますがいかがでしょうか。 

 

【委員】 

 ２８年度事業評価シートはそれぞれ担当の課や室があると思うのですが、それぞれ

の担当がお書きになっているのですか。 

 

【事務局】 

 各担当課が書いています。 

 

【委員】 

 今回、私共は新しい新年度の事務に関して評価をするときに、ここは（４．委員意

見の欄）書いていないということですか。資料１－４に７月上旬頃に委員意見を取り

まとめ、各事業担当課に回答をお願いしますと書いてありますが。 

 

【事務局】 

 こちらは暫定版なので、６月中に改めて確定版をお送りします。それで、４．委員

意見の欄は空欄になっていますが、手書きでも打ち込んでいただいてもよいのですが、

ここに委員の皆様からの意見を書いていただいて、それを各課に返します。 

 

【議長】 

 暫定版から確定版になるにあたっての意見を今日、ということですよね。 

 

【事務局】 

 そうです。 

 

【委員】 

 昨年自分が関わっていないところの事業の評価の読みどころが難しかったもので

すから、何か別の資料がくるのかなという感じでした。 

 

【議長】 

 少し時間を取りますので、実際関わられているところなどをご覧いただきまして、

意見がありましたらお願いいたします。 

 

【議長】 

 質問なのですが、評価シートを拝見しまして、今、委員からもご意見があったので
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すが、教育や子どもに関わることは必ずしも定量化に馴染まないものも多いと思うの

ですが、アウトプットというか成果指標のようなものが全くないとか、こういうもの

で政策の事業の目標を達成できたと考えられるというような達成目標が書かれてい

ないので、何を読みどころにして達成したのかというのを関わっていないものについ

ては評価しにくいというご意見だったと思うのですが、先ほどご紹介いただいたとき

に、内閣府などの政策評価も行っているのですが、必ずアウトプットとアウトカムの

達成目標が書いてあって、それに対して達成したかそうでないかと外部評価をするの

です。これだと少しやりにくいので、２８年度はよいのですが、次年度以降我々も  

実質的に関われるようご考慮いただければと思います。 

 

【委員】 

 今、議長がおっしゃってくださったことはとても大事だと思います。この３年間の

総合プランのビジョンと目標をきちんと確認した方が評価しやすいですし、これは 

１年間単位の評価をしていると思うのですが、全体でどこまでいっているのかという

のを可視化できると良いかと思います。 

 

【事務局】 

 次期プランの中でも検討させていただければと思います。 

 

【委員】 

 全部はできないかもしれないのですが、できるところだけでも各年の経過が分かる

ように付けてもらわないと、２８年度を見た時にじゃあ前年と比べてどうなったのか

分からないと思うのです。力を入れているところなのかとか。皆さんのおっしゃると

おり、そういうのはわたしも必要だと思います。もう一点ですが、青少年の親に対す

る支援というのが結構大事だと思うのですね。柱Ⅱ－③で困難な状況ごとの支援の中

で親への支援といったことも書いてあるのですが、トータルで見た時にどういったこ

とがあるんだといった整理も、これとは別でもいいのかもしれないのですが、そうい

う見方ができないかなというのも一つ提案させていただきたいと思います。 

 

【議長】 

 施策マップのようなものでしょうか。 

 

【委員】 

 そうですね。わたしも個人的に法律家として関わっているのですが、いじめの問題

とは別に子どもの粗暴性の解決といった視点から見たときに、加害児童の親に伝えて

も親が開き直ってしまう、そういった状況に支援できないのかなと思うのです。子ど

もがメインですけれども、子どもだけへの支援では解決できないこともあるのではな

いかと思います。 
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【議長】 

 ２８年度というのも、もちろんなのですが、第３次プランに今の御意見を入れて 

いただけたらと思います。 

 

【委員】 

 今、委員がおっしゃっていたことですが、私もすごく感じていまして、第３次の新

大綱のところに社会全体で支えるとあったと思うのですが、それを社会環境の整備と

か、担い手の養成という書き方をしてらっしゃるので、そこでもっと具体的な親への

支援だとか、私たちのようなボランティアの青少年育成団体の指導者の関わり方とい

うのは非常に大事だと思います。そういう人たちの関わり方というのが影響あります

ので、そこも含めた青少年の総合プランというように考えた方がよいのではないでし

ょうか。 

 

【委員】 

 それは社会全体でも当然あると思います。 

 

【議長】 

それでは後日、事務局の方に暫定版から確定版になるにあたっての意見を連絡して

いただくということでよろしいでしょうか。今ここでどうしてもという意見がないよ

うでしたら次に進ませていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。ありがとう

ございます。 

 

 

～ 議事（３）第３次千葉県青少年総合プランの策定について ～ 
【議長】 

 次に、議事（３）の「第３次千葉県青少年総合プランの策定について」に進みます。 
 事務局から説明をお願いします。 
 
【事務局】 
 資料２－１をご覧ください。 
 まず、１．の策定の趣旨ですが、現行の第２次プランは 平成２７年度から２９年

度までの３ヶ年の計画ですが、このプランを継承しつつこれまでの取組みや青少年を 

取り巻く状況等を踏まえまして次期プランを策定し、子ども・若者支援施策の推進を

図りたいというものであります。 
この間の動きとしまして、１つめですが、国の方で法に基づいて基本方針を定める

とされており、当初２２年の７月にビジョンを策定、その後２８年２月にこれを改定

して子供・若者育成支援推進大綱を出しています。これを踏まえまして、基本的には

構成だとか要旨について齟齬がないか、漏れがないか確認しつつ今回のプランの案を
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策定しています。 
 ２つめですが、行革審の答申を踏まえまして、千葉県青少年協会への助成や千葉県

青少年女性会館の廃止等の方向性が決まっています。こうした中で、子ども・若者の

育成支援施策の再編や新たな施策の展開が求められている状況にあります。 
 ３つめですが、部長の挨拶でもありましたがネットトラブルの増加、ニート・引き

こもりの問題、いじめ問題の深刻化、子どもの貧困率の上昇など、子ども・若者を  

めぐる環境が依然として厳しい状況にあります。こういったものを踏まえて３次プラ

ンの策定をして行きたいと考えています。 
 ２．の計画の位置づけについては、①「子ども・若者育成支援推進法」第９条に   

基づく都道府県子ども・若者計画であるということで、その規定自体は努力規定です

が全国３９の都道府県で計画を定めているところです。②本県の子ども・若者支援 

施策を総合的かつ計画的に推進する計画としまして、現在、改定・見直しが進んで  

おりますが県の総合計画や関係各課で作っている計画、例えば教育庁の「教育立県 

ちばプラン」、「次世代育成支援行動計画」、「子どもの貧困計画」等との整合を図りつ

つ、定めていきたいと考えています。 
 ３．の対象については、これは国の方の大綱に定められている考え方ですが、子ど

も・若者は乳幼児時期から青年期の概ね３０歳未満、施策によってはポスト青年期の

４０歳未満までを対象として考えています。 
 ４．の計画の時期については、１次・２次はそれぞれ３年間の計画とさせていただ

きました。ただ、国の方で示している大綱が概ね５年を目途に見直しを行うとされて

おり、実際、旧大綱が２２年７月、今の大綱が２８年２月ということで５年以上の間

を置いて見直しをしていること、東京・神奈川・埼玉等も５年計画としているという

こともありますので、３０年度から３４年度までの５年間の計画とさせていただきた

いと考えているところです。 
 ５．の第３次プランの骨子（案）については、資料２－３と２－４（カラー版横表）

をあわせてご覧いただければと思いますが、まず目指すべき方向としましては、多様

化、複雑化する子ども・若者を成長させる社会づくりの実現を図るというものでござ

います。３つの柱につきましては、第２次プランの時から３本としており、１つめの

柱は簡単に言いますと、子ども・若者の健全育成、２つめの柱は困難を抱える子ども・

若者の支援、３つめの柱は子ども・若者の成長を支える地域・社会づくりの３本柱と

させていただいているところです。 
 ２－１の裏面をご覧いただきたいのですが、下半分の参考というところで法律、 

大綱の内容について記載させていただいております。 
１．は法案の９条で、２．は子供・若者育成支援推進大綱、その下に点線の枠囲み

で柱の立て方について記載がありますが、右側の旧大綱では子どもの健全育成、困難

を有する子ども・若者支援、子ども・若者を支える社会の環境整備を３本の柱として

おります。それに対しまして２８年２月の新大綱では５本の柱となっています。基本

的には１・２・３の柱は同じですが、４つめの柱として子供・若者の成長を支える担
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い手の養成、５つめの柱として創造的な未来を切り拓く子供・若者の応援ということ

で、グローバル化の進捗ですとか良いおこないをした子どもの表彰等が盛り込まれて

いるわけですが、今回３次プランを策定するにあたって大枠の骨組みを検討する際に、

柱の４と５を盛り込むかどうかということがございます。先ほど、重委員から担い手

育成の重要性についてはご指摘いただいたとおりなのですが、２次プランの中でも柱

としては立てておりませんが、担い手育成ですとか未来を切り拓く子供・若者の応援

については、内容として盛り込まれています。柱の４つめ、５つめは重要な課題では

ありますが、既に内容として盛り込まれているということもありますので、事務局と

しましては従来通り理解のしやすさも考慮して３本の柱で行ければと考えておりま

す。 
 これについてもご意見をいただければと思いますが、それを前提に説明をさせてい

ただきたいと思います。 
 ２－１に戻っていただいて、第３次プランにおいても３つの柱、その下に６つの 

基本目標、これらは表現が若干異なりますが２次でも３次でも基本的には同じで、 

その下に２次では１２の基本方策を設けておりましたが３次の案ではさらに細かく

１４の方策に分けて考えたいと思っております。まず資料２－３の２次プランのとこ

ろで「⑤困難な状況や特に配慮を有する子ども・親への支援」、この中に相談支援  

体制という部分と具体的にいろいろな困難を抱えた支援の両方が混ざったような形

になっています。いずれも重要な視点であるということで、資料２－４の３次プラン

の方では⑤で「総合的な相談・支援体制の整備」として、内容としましては、子ども・

若者支援協議会の運営、子ども・若者総合支援センターの機能強化、これらは２次に

もあるのですが特出しをしていなかったということもありますので、こういったもの

を特出しにしたうえでさらにアウトリーチ型支援の充実、あるいは困難を抱える子ど

も・若者の居場所づくり、居場所については放課後対策という形で２次にも書かれて

いますが、それとは違った視点で困難を抱えた子ども・若者の居場所づくり、こうい

ったものを項目として書き込めないか考えているところです。もう１つ⑥「様々な 

困難や配慮を要する状況に応じた支援の充実」ということで従来の２次プランにも書

き込みがありますが、ニートへの対応、ひきこもりへの対応、不登校への対応、いじ

め、中途退学者等、そういったものをそれぞれ項目に分けて書き込んでいけないか、

それから性同一性障害等への理解促進という部分も新たな視点、課題として盛り込め

ないか考えています。同じように２次プランの方で「⑪子どもを守る環境の整備と 

情報化社会への対応」という項目がありますが、この中に昨今の児童の性的な犯罪の

問題、あるいは情報化社会におけるインターネット上の問題という大きな課題が２つ

盛り込まれていることから、これらについても２つに分けさせていただいて、３次プ

ランでは「⑫子ども・若者を守る環境の整備」ということで有害な環境の浄化、地域

の防犯力向上、犯罪への取組み、あるいは新たな取組みとして自転車の適正利用の 

推進等を加えさせていただきました。また、「⑬情報化社会への対応」ということで、

スマートフォン・インターネット被害防止対策の推進、インターネット適正利用に向
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けた広報啓発、情報教育の推進、あるいはネット依存については２次プランでも課題

としてありましたが、それに対する施策という書き込みが無かったのでネット依存へ

の対応という新しいキーワードを盛り込みたいと考えているところです。今説明した

ところですが、右側の主な施策について赤で書いてある部分が項目を見直した部分、

アンダーラインが新たに付け足した部分になりますが、今説明しなかったもので、 

例えば２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに関する記載は、２次プランの

中でも若干触れておりますが本県の開催が決まる前に２次プランは策定されたとい

うこともありますので、本県での開催を受けて子ども・若者がどういった形で関わっ

ていくのか、ボランティア活動に参加していくべきではないのか、そういったことも

含めてこの辺の書き込み、あるいはグローバル人材の育成、社会貢献に対する応援で

すとか、そういったものについても盛り込みたいと思います。それから「⑦子どもの  

貧困問題への対応」も教育の支援、生活の支援、保護者の就労の問題、経済的な支援、

こういった形で分けて整理できないか考えているところです。⑨の施策の児童ポルノ

については従来から規制がありますが、ＪＫビジネスなど新たな言葉も出てきており

ますので、うまく対応ができないか、また、「⑩多様な主体による取組の推進と連携」

ということで青少年育成団体等との連携、青少年育成活動の担い手の育成・確保等、

青少年健全育成についてさらに充実を図って書き込みができればと考えています。 
 ２－１の裏面をご覧ください。主な施策については、大綱と新たに社会的に問題と

なっているものを新規項目案として、いくつか付け加えさせていただいております。

その下、６．の計画の策定に向けての今後の進め方ですが、外部の有識者から構成し

ております県の附属機関「千葉県青少年問題協議会」、庁内の関係課からなる「千葉

県青少年総合対策本部」において検討を行っていきます。あわせて市町村や民間団体

を含む千葉県子ども・若者支援協議会、青少年育成団体からの意見、さらには県民  

からのパブリックコメントを受けまして、それらの意見を踏まえて策定をしたいと 

考えています。スケジュールとしましては、今年度末の３０年３月の策定を目指して

いるところです。 
 続きまして、２－２の資料をご覧ください。スケジュールの大まかな流れですが、

まず今の時期は計画策定の方針、骨子案について庁内の関係課で構成します青少年 

総合対策本部や本日の第１回千葉県青少年問題協議会でご意見をいただければと 

考えています。また、それらを踏まえて骨組みを固めたうえで素案という形で本文の

書き込みを順次行ってまいります。８月下旬、もしくは９月の上旬には第２回青少年

問題協議会を開催して、ご意見をいただきたいと思います。９月から１１月にかけて、

ほぼ全体を網羅した計画案を策定し、それについて各委員の皆様に文書またはメール

により照会させていただくとともに、この時期には市町村や子ども・若者支援協議会、

青少年団体連絡協議会等、外部の団体の機関等にも意見照会をさせていただきます。

それらを踏まえまして、１２月下旬から１月中旬にパブリックコメントの実施、最終

案を固めたうえで３月上旬に第３回青少年問題協議会で報告、３月下旬に知事が  

トップの青少年総合対策本部参与会議で決定をしたいと考えています。 
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 以上、骨子案、スケジュール等の説明になります。 
 
【議長】 
ということは、骨子について意見を申し上げられるのは会議体としては今日だけで

すか。８月は、実際書きこまれた計画について検討するということで、この場でやり

とりをしながらご意見をいただくというのは今日だけということですが、いかがでし

ょうか。３つの柱でいいのかどうか、特出しして書いてある言葉であるとか、国の  

子供・若者育成支援推進大綱の資料と、次期プランの５つの柱と３つの柱とを見比べ

ていただいて、３つでいいのかどうかということも検討いただければと思います。 

 
【委員】 
 困難を抱える子ども・若者は、困難を抱えたくて抱えているでしょうか。つまり  

困難な状況、環境にある子ども・若者だと思うのですけど、困難を抱えたい子どもは

いないと思うのです。大綱をみますと「有する」という表現としていますので、せめ

てこういう表現か、もしくはさらに踏み込んで困難な状況にある、環境にあるという

表現の方が読んでいて「抱える」よりも自然であると思います。 
 
【議長】 
メッセージ性も出ますし、ここは使い方を考えていかないといけませんね。 

 
【委員】 
 学校の教員の立場から申し上げますと、主な施策のところで今の施策と３０年度の

施策を見比べてみまして、新たな文言が加わったりしているのですが、ここで次期 

学習指導要領の大きな変更点は、子どもが主体というところが全面にでている改定で

すので、次の施策では同じ文言ではないと思いますので、お考えいただければありが

たいです。 
 
【議長】 
 ちょうど平成３０年度からということですね。 
 
【委員】 
 以前は、特別支援、発達障害を抱えるお子さんの支援というのも入っていたと思う

のですが、今回はこの支援の部分はどこにあたるのか教えてください。 
 
【事務局】 
 ⑥の「様々な困難や配慮を要する状況に応じた支援の充実」の下にある主な施策に

含まれています。 
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【議長】 
教育現場でも大きな問題になっていることですので、もう少し踏み込んで「特別な 

配慮が必要な支援」というものが書いてあった方がよいのかなと思います。 

 
【事務局】 
 あっさりした書き込みとなっていますので、そこについては、しっかり検討したい

と思います。 
 
【委員】 
 ３次プランにあたって、新大綱が５項目になるけれども３０年度から千葉県は３つ

の柱でいきたいという話をされているかと思うのですが、新しく増えた項目の対応に

ついて、千葉県としては３つの柱の中に入れ込んでいくという形でよいという判断で

しょうか。 
 
【事務局】 
 元々、担い手というのは実はいろいろな施策に入っていますし、グローバル社会の

対応、表彰にかかるものも今の骨組みにあります。３本を５本に分けることについて

は、やぶさかではないのですが、単に組み換えをするのであれば、そこまでして５本

にするのか、国の趣旨を踏まえてしっかり中で書き込んでいくのか、そこの選択の部

分はあるのですが、できればわかりやすさ等を踏まえて３つの柱とした方がよいので

はないかと思っています。 
 
【委員】 
 県庁の中で、担当課が分かれるような内容になった場合でも、横断的に協力される

方向になりますか。 
 
【事務局】 
 施策によっては、複数の課が関係するものもありますので、それについては事務の

方で整理をさせていただきます。 
 
【委員】 
 保護者の立場から申し上げますと、保護者に対する施策は変に絡めないでしっかり

と青少年に対応した施策で分けていただいて、親に左右されない状況で子ども達が 
違う視点をもったり、ある意味困難な状況にあっても親が関係している場合も少なか

らずあるので、きちんと親から切り離して子ども達が自分達の力で見出せるような形

で整理していただきたいと思います。保護者への対応はもちろんですが、これと絡め

ずに子どもへの対応もしっかりとしていただきたいと思います。 
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【委員】 
 子ども・若者の育成ということで、育てる対象ではなくて共に社会を作っていく 

主体だという方針が内閣府から出たときに確認していると思うのですけど、その確認

でこのプランを見直していくと学習指導要領の中で自主的に主体的に物事を取り組

んでいくための県としての支援とかプランとかいうような観点で見ていくと、書きぶ

りや文言も少し変わってくると思います。母親とか保護者に対してというよりも、 

保護者が共に子どもと地域を作っていくとか、地域社会を担っていく視点であれば親

も関わっていくことが大事ではないかと思います。 
 
【議長】 
 ５本の柱か３本の柱か見直しの問題なのでしょうけれども、あえて５本にする理由、

例えば担い手であるということを見やすくするということもあったと思うので、あえ

て３本にするには、継続性も考えて３本立てにするということでよろしいでしょうか。 
 １つ質問があるのですが、第２次、第３次プランのように何次プランというのが 

あるのは、前次のプランを評価して不足部分だったところを補い、すごく成果が上が

ってさらに必要なところをもっと増強するとか、いわゆる PDCA サイクルと言われ

るところですけど、第２次プランでうまくいかなくて増強する部分とか、さらに必要

だから増強するとか、いらなくなったから削った部分とか、そういった部分はあるの

でしょうか。 
 
【事務局】 
 実はまだ、２７年度の評価しか終わっていない状況で、２８年度の評価も並行して

進めているということもあります。もちろん第２次を踏まえたうえでというところは

ありますが、それについても各課にも諮っていない訳ではないのですが、今事務局案

で各課にも同じような視点で足りない部分をどう盛り込むのかとか、ある程度達成 

されていることを落とし込むのか、その観点を庁内でも整理をしているところですの

で、ご指摘のことを踏まえて整理をしたいと思います。 

 
【議長】 
 今、骨子立てのことを申し上げましたけれども、言葉の使い方や表現、施策やメッ

セージも重要な部分ですが、ここは変えた方がよいのではないかという部分はござい

ますか。 
 
【委員】 

 国の方が、字のことですが「子ども」の表記を平仮名から漢字に変えていますよね。

千葉県の方針はこれでいくというのであればそれでよいのですが、国の方に合わせた

方が良いという意見が強いのであれば、変えた方がよいのかなとも思います。 
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【事務局】 

 ２－１裏面の参考をご覧いただければと思います。法律は平仮名で、法律自体は 

まだ改正されていません。その下の基本方針は、元々は「子ども・若者ビジョン」と

いう平仮名を使ったものだったのですが、２８年２月に「子ども」が漢字になった  

大綱が示されています。それは承知しているのですが法自体がまだ変わっていない 

ことから、基本的には平仮名を使わせていただいています。むしろ方向としては漢字

かと思いますが。 

 

【議長】 

 今、まだらですよね。平仮名だったり漢字だったりして、おっしゃるように元々  

推進法が変わっていないので、その辺はご意見があったということで、庁内でバラバ

ラというのもおかしいですから調整いただければと思います。他にどなたか、御意見

がありますでしょうか。この場でというのは難しい部分については、先程の評価と 

あわせて事務局にご連絡いただくということでよろしいでしょうか。 

 

 議事については、以上で終了します。 

 

 

～ 報告事項 ～ 

【議長】    
続きまして、報告事項に移ります。 

報告事項（１）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、事務局からご説明とご報告をお願いします。 

 

【事務局】  
子ども・若者総合相談センター「ライトハウスちば」について説明いたします。 

まず概要ですが、ニート・ひきこもり・不登校をはじめ子ども・若者（概ね 39 歳

まで）の様々な悩みを専門の相談員がお聞きし、必要な助言や情報の提供、適切な  

専門支援機関の紹介を行っています。どこに相談していいかわからない子ども・若者

や家族が、まず最初に相談できる窓口として平成２４年７月に設置をして今まで電話

相談を行っていたのですが、今年の４月から新たに面接相談を週４日行っています。 

また、相談業務以外の【その他】の取組として、新たに保護者向けの勉強会や、   

関係機関向けの勉強会を年６回開催する予定です。 

２８年度の相談件数については、７３３件で主訴は仕事の問題、家族関係、心の悩

み、病気・障害等の悩みなどが多くなっています。対応としては、いわゆるリファー

と呼ばれる「適切な支援先の紹介」を積極的に行っており、約半数の相談についてリ

ファーを行っています。以上です。 
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【議長】    
ありがとうございます。報告事項についてのご質問等は、二つまとめてお願いした

いと思います。 

続きまして報告事項（２）青少年ネット被害防止対策事業（ネットパトロール）に

ついてご報告をお願いします。 

 

【事務局】    
青少年ネット被害防止対策事業について説明いたします。資料は３－２になります。

この資料は、４月２７日、昨年の実施結果を報道機関に発表した際の資料となります

ので、この資料をもって説明いたします。 

県では、青少年がインターネット上のトラブルに巻き込まれることを未然に防止す

るため、平成２３年度から本事業を開始し、本年で６年目となる事業であります。 

 事業の概要ですが、資料の１（１）実施方法２頁目の（２）問題のある書き込みを

見つけた場合の措置及び４枚目の青少年ネット被害防止対策事業「フロー図」で説明

させていただきます。 

当課にネット監視員２名を配置し、県内の中学、義務教育学校、高校、特別支援  

学校等、約６３０校を対象に、生徒が行っているＳＮＳについて主にパソコンで監視

を行っております。近年、スマートフォンの低年齢化も言われておりますので、昨年

は一部小学校も試験的に監視を行いました。監視するＳＮＳにつきましては、公開さ

れたもの、例えばツイッター、インスタグラムなどを対象としております。現在は、

中学、高校生の多くが利用する Twitter の監視が殆どであります。問題のある書き込

みを発見した場合には、県や市町村の教育委員会、私学ですと県学事課を通じ、各  

学校に情報を提供し、生徒や保護者に書き込みの削除等の指導をしていただいており

ます。対象となる書き込みは、資料１ページにあります問題のある書き込み監視区分

にありますレベル１・２・３の危険度に応じ対応をしております。危険度の内容は、

表にありますとおり、レベル１自分自身の個人情報の公開（氏名・学校名・顔写真）、

レベル２自分自身の詳細な個人情報の公開、他人の個人情報の公開、誹謗中傷、暴力・

問題行動（いじめ、飲酒・喫煙）、わいせつ表現など、レベル３事件性のあるもの、

生命にかかわる自殺などとしております。特にレベル２については、トラブルの原因

となることから、削除等の指導の対象とし、レベル３については、警察などとも連携

して対応いたします。レベル１については、個人が特定できる書き込みでありますが

書き込み内容に問題のないものとして、月例報告により情報提供しています。 

 平成２８年度の実施結果でありますが、資料２ページ目の２平成２８年度実施結果

（１）実施状況のイをご覧ください。平成２８年度は、３，９２０人の問題のある書

き込みを発見しました。事業開始以降、問題のある書き込み人数は毎年右肩あがりで

上昇しておりましたが、昨年は対前年比、マイナス２,１０９人と減少いたしました。 

削除等の指導した特に問題のある書き込みの件数はウに記載されております。指導

の件数で多いのは、内訳で、自分自身の詳細な個人情報の公開であります。これは、
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コミュニケーションアプリであります、ＬＩＮＥなどの友達登録ができるＱＲコード

を公開するものであります。Twitter 上に、自分のＬＩＮＥなどのＱＲコードを載せ

て、広く友達を募集したりする場合に中学、高校生がよく載せてしまうのですが、

Twitter のように誰でも見られるものにＱＲコードを載せますと、成人が高校生など

になりすまして登録したりして、中学、高校生に接触する機会を与える大変危険なも

のとして、指導をしているものであります。５３９件の殆どが、この形態のもので  

あります。この他は、他人のＱＲコードの掲載を含め、友達の個人情報を公開などで  

９６件、飲酒・喫煙や悪ふざけをしている写真など、拡散被害（炎上）などのトラブ

ルが予想される暴力・問題行動として７５件、昨年多く発見された、交際者とのキス

の写真を掲載するなど、わいせつな表現６９件でありました。 

男女別の書き込みについては、エに記載のとおりであります。例年、女性と約６５％

と高くなっており昨年も同様の傾向がみられました。これは、コミュニケーション 

ツールの利用が、女性との比率が高いことを裏付けております。学年別では、スマー

トフォンの所有率が上がる、高校１、２年が多くなっております。  

昨年の特徴については、資料３ページ目の（３）平成２８年度の特徴に記載してお

りますが、特に問題のある書き込みの減少であります。その背景は、ツイッターなど

の投稿において、氏名をニックネームにしたり、学校名をアルファベットで表したり

と、個人を容易に特定できないような工夫をする生徒が増えております。監視員も個

人を特定するのに時間を要するようになっております。 

以上が事業概要と昨年度の結果であります。 

また、当該事業の一貫として、生徒、教員、保護者など向けたインターネットの  

適正利用の啓発の講演なども行っております。昨年は７０回実施し、２１，８１１人

の方に参加いただきました。 

最後になりますが、近年、青少年に対する教育現場におけるインターネットのモラ

ル教育も進みつつありますが、ネットによる青少年の性的被害の増加、ネットによる

いじめやトラブルの発生が報道される中、県では青少年の被害を未然に防止する対策

として引き続き事業を継続し、様々な機会を通じて青少年へのネットの適正利用を 

指導してまいりたいと考えております。 

 

【議長】    
ありがとうございます。今、説明頂いた二つの項目について、委員の方、何か質問

はありませんか。 

 
【委員】 
 ネットパトロールについてですが、今、いじめ関係のトークで、公開しても２４時

間程度で消えてしまうものが多くなっていますが、そういったところの監視は行って

いないのですか。 
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【事務局】  
公開されているサイト、いわゆるツイッター等の公開されたものを監視しており、

いじめに特化して監視しているわけではありませんが、いじめにつながるような書き

込みはすべてチェックし、報告させてもらっています。ラインとか閉鎖された世界の

いじめはどうしても昨今の問題なのかと思います。 

 ツイッターにあれば教育委員会を通じて対処・指導しています。 

 

【委員】  
監視対象であるサービスを広げる予定はないのですか。公開していても消えてしま

うようなサービスのものなどの監視対象は無いということでよろしいですか。 

 

【事務局】 
今現在、県下６３０校を、ひととおりまんべんなく見たいということでやっていま

すが、ツイッターの確認だけでも相当な時間を必要としているので、なかなか他の 

ＳＮＳには入っていけないのが現状です。ただ、ツイッター上に添付されてリンクが

張っているものについては、確実にチェックしているところですが、他の新たな  

アプリについてはなかなかいけないのが現実です。 

 

【委員】  
「減った」という報告を「減りました」というだけでとらえるのは危険で、現実に

は減っていないはずです。成果の報告ではなく、ネットパトロールに関しては状況の 

報告をしていただける方がよいと思います。 

 

【議長】 
学校現場でも、届かなくてもどかしくて、一番悩んでいるところだと思いますが、

それをたった２名でやっているのはなかなか難しいのかなとも思います。 

 他に質問はありますか。 

 

【委員】   
ライトハウスちばの相談件数の推移の状況を教えていただけますか。 

 

【事務局】 
平成２４年の７月からですが、平成２４年度は５０３件、平成２５年度は７７３件、  

平成２６年度は１，１８０件、平成２７年度は８３６件となっています。 

 

【議長】 
増加しているということですか。 
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【事務局】 
平成２６年度が一番多く１，１８０件で、そこからは少しずつ減少しているところ

です。今年度からは、広報に力を入れたり新たに面接相談を開始したりして、相談  

体制を強化しているところです。 

 

【委員】 
待つのではなく、アプローチを掛けていくことが必要だと思います。 

 

【議長】    
ありがとうございました。そのほかにありませんか。 

 

【委員】 
ライトハウスちばの役割は、相談したい方がどこに相談したらいいのか、どこに行

ったらいいのかわからない時に、１つの所でまとめて、そこからご案内するというこ

とが役割だったかと思いますが、面接相談をするようになったという状況の変化を 

説明していただけますか。 

 

【事務局】 
ご指摘のとおり、もともとは１つとして総合的な相談窓口として関係の機関を紹介

することもありますが、ほとんどの県では電話に加えて面接を行い本人だけではなく、

家族からもあわせて状況を詳しく聞いたうえで、支援先等につなげています。あるい

は、話をうかがって一定の助言をすることで解決につながることもありますので、 

紹介だけではなく助言も含めて、より機能を高めていきたいということで面接相談を

始めております。 

 

【議長】 
ありがとうございました。他にもご質問があるかと思いますが、時間の制限もあり

ますので、ここまでにさせていただきます。 

 

 

～ その他 ～ 

【議長】 

 次にその他ということで、委員の皆様からこの協議会で話し合いや情報共有が必要

と思われることがありましたら、ご意見をお願いします。 

 

【委員】 

 青少年協会の会長をしておりますが、県青少年協会は、青少年の健全育成を図ると

いうことで、主に体験活動を中心に長年取り組んできたところであり県からも一定の
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評価を受けてきたと理解しています。このたび、県からの財政的な支援が打ち切られ

るということで、自主財源でやる分には継続してくださいとのことでしたが、実質上

活動は無理であり来年の３月末で解散することとなりました。その時に注文をつけた

のは、県が本来やるべきものなのかどうかは別として、青少年協会でやっている様々

な青少年健全育成事業に後退があってはいけないということです。当然、青少年協会

が行わなくなった事業については、今度の３次プランに盛り込まれるべきであろうと

考えておりますので、そういう観点で委員の先生方にも見ていただきたいと思います。 

 

【議長】 

 先ほど話にありました、新しい学習指導要領も主体的、対話的、深い学び、まさに

体験から学ぶということは重要で、計画を見るにあたってはそういう視点でもお願い

したいと思います。 

 事務局から何かありますか。 

 

【県民生活・文化課長】 

 本日、いろいろご意見をいただきましたので、それを踏まえながら評価の手法の 

改善ですとか、次期プランの策定について庁内で共有をさせていただいて、作業に 

あたっていきたいと考えています。 

 また、青少年協会で長年実施されている事業についても、極力県の方で直営を検討

する方向で考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

【議長】 

 それでは、議事報告が終了しましたので事務局にお返ししたいと思います。 

 

【事務局】 

 貞廣会長、ありがとうございました。 

 本協議会の次回の開催日程につきましては、８月下旬から９月上旬頃を候補に検討

していますが、委員の皆様と事前に日程調整のうえ決定をさせていただきますので、

よろしくお願い致します。 

 以上をもちまして、「平成２９年度第１回千葉県青少年問題協議会」を閉会させて

いただきます。皆様ありがとうございました。 
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