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平成 29 年度第 2 回 

千葉県青少年問題協議会 
 
 
 

日  時 平成 29 年 9 月 7 日（木）午後 2 時から 4 時 30 分まで 
場  所 京葉銀行文化プラザ６Ｆ 欅３ 
出席者数 9 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、 

松本友美委員、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 議 事 

(1) 第 2 次千葉県青少年総合プランの平成２８年度事業に係る評価について 

(2) 第 3 次千葉県青少年総合プランの策定について 

(3) 諮問事項 

有害玩具等の指定（エアガン（通称））について 

4 その他 

5 閉 会 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

～ 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 9 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。 
 
 

～ あいさつ ～ 
【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） 
 
【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。 
 
 

～ 新委員紹介 ～ 
【司会】 

本年７月に委員の変更がありましたので、ご報告させていただきます。 
関政幸委員に代わり、中沢裕隆委員が就任しました。 
なお、中沢委員におかれましては、本日はご欠席の報告をいただいております。 

 
 

～ 議長の選出、議事録署名人の指名について ～ 
【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ので、以降の

進行は、貞廣会長にお願いしたいと思います。 
 
【議長】 
 それでは、進めさせていただきます。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。議事録署名人は私から指名させていただいてよろしいでしょ

うか。 
 （異議なし） 
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【議長】 
木名瀬委員と三部委員にお願いしてよろしいでしょうか。 

 （了承） 
 
【議長】 
 お二方、よろしくお願いいたします。 
 
 

～ 議事（１）第２次千葉県青少年総合プランの 
平成２８年度事業に係る評価について   ～ 

【議長】 

それでは、議事(1)の「第 2 次千葉県青少年総合プランの平成 28 年度事業に係る

評価について」に進みます。「第 2 次千葉県青少年総合プラン」の重点方策 68 事業

については、担当課から提出された評価シートを基に、委員と担当課で意見交換を

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】 

 資料 1-1 をご覧ください。「第２次千葉県青少年総合プラン」の評価は、平成 28

年度重点方策の 68 事業について、事前に委員の皆様に御意見をお伺いしたところ、

48 事業について御意見をいただきました。事業ごとの御意見及び担当課の回答は資

料 1‐3 のとおりです。本日は時間に限りもございますので、資料 1‐2 の 6 事業に

ついて意見交換をお願いしたいと思います。 

 

【議長】 

それでは、「道徳教育推進プロジェクト」について、担当課の教育庁指導課から

概要説明と、委員の御意見への回答をお願いします。 

 
【教育庁指導課】 
 千葉県では平成 22 年 3 月に千葉県教育振興基本計画「みんなで取り組む『教育立

県ちば』プラン」を策定しました。平成 27 年 2 月には基本計画に引き継ぐ、第２期

計画として「新みんなで取り組む『教育立県ちば』プラン」を策定し、道徳性を高

める実践的人間教育を推進することを施策に掲げました。千葉県道徳教育の指針を

定め、「命のつながりと輝き」を主題として、道徳教育を体系化し、学習内容の重点

化を図るとともに、就学前から高等学校までの発達の段階に応じた道徳教育の充実

に取り組んでいます。 
 平成 28 年度は道徳教育推進プロジェクトとして小学校用の道徳教育映像教材を

３本作成しました。道徳の教科化に対応する教材として、考え議論する道徳の授業

で活用出来るよう、内容を工夫しました。また、「心の教育推進キャンペーン」では



 

4 
 

地域や保護者に授業を公開し、授業の様子を「心豊かに」という冊子にまとめ、県

内の各公立学校、市町村教育委員会及び県立図書館に送付しました。この他、特色

ある道徳教育推進事業における研究授業、道徳委教育懇談会、道徳教育推進教師研

修会、情報モラル教育研修を行いました。 
 委員の意見に対しての回答を申し上げます。まず一つ目ですが、道徳教育を実施

した成果について、児童・生徒の反応ですが、実践資料集「心豊かに」には、授業

後の生徒・児童の感想や、保護者の感想が掲載されています。生命の尊さをテーマ

に行った授業を児童は「自分のお父さん、お母さんが自分たちを大事にしてくれて

いるのだと思ったので感謝の気持ちでいっぱいになりました」という感想を書き、

保護者は命について「深く考える機会をいただいて良かったです。娘は命の大切さ

を再認識したようで涙が出たと話してくれました」という感想を残しています。 
また、実践資料集は一般的に見ることは可能かという点については、実践資料集

は各学校、市町村教育委員会及び県立図書館に送付しています。実践資料集を一般

的に見ることは難しいですが、授業の様子についてはホームページ「心の教育推進

キャンペーン」道徳の授業公開概要として掲載されています。 
次に二つ目の「道徳の教科化に向けて主体的で本音で語れる懇談会や研修の場で

あれば、次の展望が楽になるのでは」という御意見についてですが、各学校の道徳

教育の核となる指導者を養成するために「道徳教育推進教師研修会」を毎年実施し

ており、毎回情報交換の時間を設けています。今年度は小学校の教科化に向けて４

回の研修会を計画しています。各学校の現状と課題等について、小グループで情報

交換し、参加者が本音で語り合い、主体的に取り組めるよう工夫しています。 
また、今年度予算については、道徳の教科化へスムーズな移行を目指し、新規事

業に取り組んだり、研究協議会や研修の回数や内容を見直したり、より充実したも

のになるよう努めています。 
 

【議長】 

あらかじめ委員の方々から出された御意見や御質問にも回答いただく形で説明を

いただきました。道徳教育は来年度から教科化や考える議論する道徳の転換期です

が、ただ今の担当課からの回答を踏まえて、委員の方々さらに意見等ございますか。 
 

【委員】 

 研修会を計画されているようですので 1 点要望を申し上げます。道徳の研修は大

事ですけれども、今、回答にもありましたが、体験・実践的な授業が運営出来るよ

うな研修を是非加えていただきたい。以上でございます。 
 
【議長】 

 是非、現場の先生方の力になるようにしていただければと思います。他に何かご

ざいますか。 
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【委員】 

 委員の専門家の先生にお伺いしたいのですが、映像資料を作るなど良いことだと

思いますが、道徳という言葉に引っかかります。道徳とはどういうふうに定義され

ているのか、専門家の先生にお伺いしたい。出来れば違う表現の仕方が出来ないの

か、命の大切さのある教育など、そういった事例はないのか併せて伺いたい。 
 
【委員】 

 道徳の専門家ではないですが、専門家の方と話をする中で、定義については子ど

もたちが生きてくに当たって、いろいろな価値を身に着けて欲しいといくことが前

提としてあるわけです。私共は道徳の中で「心の健康教育」という言葉をよく使う

ことがあります。道徳の専門家の御意見ですと、反対の意見も多々ありますので、

なかなか言い換えるというのは難しいかと思いますが要はやはり子どもたちの「心

と健康」をどう育てていくかということだと思います。名称の変更は大変難しいか

と思いますけれども、今の趣旨を生かしていただければありがたいと思います。 
 
【議長】 

 委員いかがでしょうか。 
 
【委員】 

 どうしても変更というわけではないのですが、言葉にひっかかります。 
 
【議長】 

 乱暴な言い方をすると、若干手垢のついている言葉で、教科化の段階でも議論が

あったところのようです。教科化になると名称が変えられなくなってしまうところ

で、ただ御意見ありましたことも、なるほどと委員の方々思われると思いますので、

千葉県の方針としては例えば「心の健康教育」であるとか「相手を思いやる想像力

を養う教育」であるとか、人権教育というのも道徳教育の一部であると思いますが、

内容的なものを先生方に徹底していただくということになるのかもしれません。 
 今の御意見も大変重要だと思いますので、是非教育庁の方で引き取っていただい

て、新しい転換期の道徳をいかに充実させていくか、先生方に支援していただけれ

ばと思います。 
 では、次に「ライトブルー少年賞事業」について、お願いします。 
 
【県民生活・文化課】 

 ライトブルー少年賞は千葉県の新しい時代を担う青少年を育成するために、善意

や親切心から善い行いをした少年あるいは団体を表彰し、その機運を県内に広めて

いくもので、昭和 49 年から実施しています。各市町村あるいは青少年育成団体等か
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ら環境美化活動・事故防止活動等の分野でよい行いをした個人・団体を推薦いただ

き、選考委員会で選考の上、例年１月頃に表彰式を実施しています。 

 平成 28 年度については、個人 3 名・団体 3 団体を表彰させていただきました。引

き続き青少年の善意や親切心に基づく善行の表彰に努めてまいります。 

 この事業に対して委員の方から 2 点の意見をいただきました。まず、「地道な善

行活動に光を当てて表彰する素晴らしい制度です。昨年度は受賞者数が減少しまし

た。学校や団体などで更に広めていく事業です。」との御意見をいただきました。 

表彰の実施要項において、自主性や自発性のある活動であること、あるいは活動

の回数や期間について基準を設けている関係で、推薦いただいても表彰に至らなか

ったケースもあります。前年度に比べて表彰者数が減っていますが、引き続き学校

や関係団体に積極的な推薦を働きかけ、事業の周知に努めてまいります。 

 2 点目の質問ですが「応募者が少ないせいか、予算執行率 48.5％となっており、

29 年度は前年度並みの予算案になっていますが新規の計画はあるのでしょうか。受

賞者のその後の活動支援を具体的にしなければ、本賞の意義は薄くなる一方ではな

いでしょうか。」との意見をいただきました。受賞者の数が減少した件は、先ほど

御説明しました内容と同様ですが、それにより結果として予算の残が生じています。

新規の事業があるかということについては、29 年度は特に新しい取り組みがあるわ

けではありませんが、来年度からライトブルー少年賞に加えて、これまで千葉県青

少年協会が実施してきました「青少年育成功労者表彰」、いわゆる大人の表彰です

が、この表彰と同趣旨のものを実施できないか検討しているところです。そういっ

た検討も含めて、引き続き青少年の善行表彰等の充実あるいは機運を広める活動を

続けてまいりたいと思います。 

 

【議長】 

 ただ今の担当課からの説明・回答を踏まえまして、委員の方からの意見等ござい

ますか。では 3 点目にまいります。「子ども・若者育成支援推進事業」についてよ

ろしくお願いします。 

 

【県民生活・文化課】 

 44－1 は「千葉県子ども・若者支援協議会」に関する内容です。この協議会は平

成 22 年 4 月に施行された「子ども・若者育成支援推進法」に基づき、平成 24 年 1

月に設置したものです。教育・福祉・雇用など多分野にわたる県関係課、支援機関、

国機関、民間団体等現在 36 機関・団体で構成されており、会議の開催や人材育成研

修等を通して、ニート・ひきこもり・不登校をはじめとする社会生活を営む上で、

困難を有する子ども・若者への総合的な支援ネットワークづくりを進めています。

平成 28 年度は代表者会議を 1 回、担当者会議は委員会を含めて 3 回、人材育成研修

を 2 回実施しました。委員会では困難を抱える子ども・若者の居場所調査というこ

とで、協議会の中から 11 名の方に委員として御協力いただき、県内 5 カ所の居場所
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の現地視察を行い、現状や課題を把握し、その結果を代表者会議で報告し、協議会

構成機関全体で共有を図りました。 

また、市町村ネットワーク状況調査は、法では都道府県だけでなく市町村の子ど

も・若者支援協議会の設置についても努力義務としていますが、本県では設置がな

かなか進捗しない状況であり、各市町村における協議会設置の考え方や既存のネッ

トワークの状況を把握するため、本年 2 月に 54 市町村を対象としたアンケート調査

を行いました。さらに 28 年度は内閣府で実施している「子ども・若者育成支援地域

ネットワーク強化推進事業」に参加し、国が主催する合同研修に参加したり、先進

地域である豊橋市を視察して先進的な取組等を把握することが出来ました。 

委員の先生より「居場所や支援ネットワークの調査の結果、現状はどのような状

況か。」という御意見をいただきましたので、回答させていただきます。 

困難を抱える子ども・若者の居場所調査ですが、現地視察を行ったことにより、

設置者や利用者の生の声を聴くことができ大変参考になりました。地域や実施内容

が異なる所を選んで伺ったということもありますが、各団体の取組は様々で就学や

復学の支援に力を入れているところや安心していられる場の提供を主にしていると

ころがあることがわかりました。運営面では既存の制度、補助金等を活用している

ところがありましたが、全ての利用者が対象となるわけではなく多くは厳しい運営

となっていました。また、行政に期待すること等について伺ったところ、まだまだ

居場所の存在を知らない人も多いので行政での広報や認定制度があると良いという

ような回答をいただきました。 

 市町村ネットワーク状況調査については、新たに「子ども・若者支援地域協議会」

の設置を予定している市町村は無いということがわかりました。設置しない理由に

ついて伺ったところ、人材を確保できないという回答が１番多く、続いて既存のネ

ットワークで対応か、調整部署が決まらないという回答が多くありました。既存の

ネットワークの状況について併せて伺ったところ、要保護児童対策地域協議会では、

一部対応を含めると約８割の市町村で不登校児童への対応を行っているとの回答が

ありました。さらに、ニート・ひきこもり・不登校等の支援に活用できるその他の

ネットワークの有無について伺ったところ、義務教育中の不登校児童に関する連絡

会議等を実施している市町村が 15 カ所ほどありました。 

これらの結果から要保護児童や義務教育中の不登校児童を対象としたネットワー

ク整備が進んできていますが、児童期・青年期を切れ目なく対応しているネットワ

ークは依然無いことが明らかになりました。また、自由記載欄で義務教育終了後の

支援が課題という意見が複数あり、本県の状況にあった方策を考えていく必要があ

ると考えました。平成 28 年度に実施したこの二つの調査の結果から見えた課題等に

ついては、今年度以降の「千葉県子ども・若者支援協議会」の検討課題とすること

としています。 

 続いて、裏面の関連事業について御説明させていただきます。 

 こちらは千葉県子ども・若者総合相談センター、愛称「ライトハウスちば」に関
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する内容となっています。このセンターは先ほどの協議会と同様、子ども・若者育

成支援推進法に基づくもので、平成 24 年 7 月に設置しています。ニート・ひきこも

り・不登校など社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者や御家族の悩

みを聞き必要な助言や適切な支援機関の紹介を行っています。 

 事業の実績については、平成 28 年度 733 件の相談を処理し、375 件の相談につい

て適切な支援機関の紹介を行っています。また、ホームページをリニューアルする

とともに、昨年度の協議会でチラシを配るだけでなく対面で相談センターを周知し

た方が効果的ではないかとの御意見をいただきましたので、教育庁主催の研修会や

当課で実施しているインターネット適正利用の講演会等でライトハウスちばを紹介

する取り組みを行いました。また、昨年度までは電話相談により運営していました

が、今年度から新たに面接相談を開始し、体制の強化を図りました。 

委員の先生から「平成 29 年度予算は前年実績より 480 万円程増額されており、新

規事業としての保護者・関係機関との勉強会の充実に期待しています。」との意見

をいただきありがとうございます。 

この増額より、今年度から面接相談・保護者向け勉強会・関係機関向け勉強会・

ライトハウスちばのリーフレット作成等を実施しています。面接相談は現在週 4 日

予約制という形ですが、相談者に直接お会いしてお話を伺えるようになったことで、

これまで以上に相談者の悩みを的確に把握し適切な支援先を紹介できるようになり

ました。また、最初に保護者の方が相談に見え、次にお子さんが見えるなど段階的

な相談を行うようなケースも増えてきています。 

 保護者向け勉強会は子どもとのかかわり方についての講義等や参加者同士の意見

交換等により悩みの共有化の場を設け、孤立化の防止を図っています。 

関係機関向け勉強会は毎回テーマを決め、1 回目は統合失調症、2 回目は生活困窮、

3 回目は母子家庭について等、そのテーマに精通した関係機関の方を交え事例検討

を実施しています。様々な事例を関係機関が顔を合わせ確認することで考え方や対

応の方法を知ることができ、参加して良かった等の声をいただいています。 

また、「ライトハウスちば」についてのリーフレットを今年度新たに作成し、関

係機関・学校・医療機関等に配付したところです。一人でも多くの悩みを抱えた、

子ども・若者が新たな一歩を踏み出せるような支援ができるよう、引き続き協議会

でも意見交換を行い、取組を工夫しながら行っていきたいと考えています。 

 

【議長】 

ただ今の説明を踏まえまして、御質問・御意見等ありますでしょうか。 

私から 1 点。日本全国の課題として義務教育段階の困っている子どもたちの姿は

把握できますが、義務教育が終わってしまっている人たちの名簿がないのです。日

本の中でも長く課題視されていて、多くはないが、都道府県や中核市以上の市の中

には、かなり権限を持ってそのあたりの名簿を把握して共有するということをやっ

ているところもあるようです。名簿がわからないと支援も届かないので、今後は人
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材育成や認定制度等検討されるのだと思いますが、まずは誰が困っているのかとい

う把握を進めていただけるようお願いします。 

それでは引き続きまして「訪問相談担当教員の配置」について説明よろしくお願

いします。 

 

【教育庁指導課】 

 訪問相談担当教員は要請のあった学校と連携をとり、家庭訪問等を通じて不登校

の児童生徒とその保護者に対して学校復帰を目指すための相談援助を行うとともに、

当該校への助言・支援にあたります。県内 5 つの教育事務所内に 2～3 名、県下では

全部で 12 名を配置しています。 

 委員の意見について御説明いたします。まず一つ目「教員の活動をサポートする

地域住民にも協力できる制度・研修が必要ではないか。」という点ですが、不登校

児童生徒につきましては個人情報等が多く含まれることから、その対応については

大変慎重さが求められています。不登校児童やその保護者の中には不登校であるこ

とを地域の方々に知られたくない、あるいは関わってもらいたくないなどと外部の

方たちとの接触を避ける方々もおります。このような点から地域の方々に御協力を

いただくのは、大変難しいと考えています。児童生徒の心理面に関することはスク

ールカウンセラー、福祉面に関することスクールソーシャルワーカー等、必要に応

じて専門家に協力を仰ぎながら、訪問相談担当教員が学校と綿密にケース会議を開

き、一つ一つの事案に対して丁寧に対応していくことで不登校の解消を目指してい

るところです。 

 次に二つ目の御質問「不登校対策拠点校の指定、訪問相談担当教室の配置をもっ

と拡大すべきではないでしょうか。」ですが、訪問相談担当教員の担当している不

登校児童生徒数や対応件数は年々増加傾向にあります。訪問相談担当教員が席を置

いている不登校対策拠点校や訪問相談担当教員の配置拡充については、克服すべき

課題も大変多いため対象となる不登校児童生徒の状況を踏まえつつ、訪問相談担当

教員の訪問先の所在地等を考慮して効率よく相談に回ることができるようにするな

ど、できるだけ多く丁寧に対応するために工夫して活動しているところです。 

 

【議長】 

  こちらについて委員の皆様から御質問・御意見等ありますでしょうか。 

  では続いて「自主防犯意識の醸成促進事業」「地域の防犯力アップ補助事業」

について２つまとめてお願いします。 

 

【くらし安全推進課】 

  くらし安全推進課の 2 事業は、地域防犯力の向上という形で自分たちの街は自

分たちで守るということを目指しており、その中から子どもたちを守る環境づく

りを行っています。 
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  「自主防犯意識の醸成促進事業」ですが、本県の犯罪認知件数は減少傾向です

が、依然として県民の身近で発生する、電話 de 詐欺や自動車盗などワースト上位

に位置している状況です。そのため、警察・市町村と連携を図りながら、特定の

罪種や被害者層に的を絞った実効性のある広報啓発活動に取り組んでいます。具

体的には自動車盗難被害防止チラシ・ポスターを作成し、県内市町村・各警察署

に配布して、即効性の高い防犯アドバイス等を掲載したチラシや防犯グッズ等を

作成・配布しております。 

  また、毎年 10 月 11 日から 20 日は「安全で安心なまちづくり旬間」として、防

犯パトロール隊出動式を実施し県民の自主防犯意識の高揚を図っています。平成

28 年度は 10 月 7 日に出動式を行っています。 

  御意見でいただいた、防犯意識の高揚については、「千葉県安全・安心まちづ

くり推進協議会」を作り、千葉県ＰＴＡ連絡協議会さんなどにも加盟していただ

いています。平成 28 年の取組実績について調査した中では、自治会や各種団体の

皆様が工夫を凝らした取組を行っております。そういった中で、地道な事業では

ありますが、直近の犯罪の状況を踏まえた対応が行われているものと考えていま

す。 

  また、ヤング防犯ボランティアの組織化を図っており、大学生や高校生などが

自主防犯団体を作り将来的に防犯に対する意識を持ってもらうという取組も行っ

ています。 

  続いて、もう一つの「地域の防犯力アップ補助事業」ですが、県民の自主防犯

活動を促進し、その発展・強化を図るために市町村が行うパトロール資機材につ

いてその経費の一部を補助するというものです。御指摘や御質問のありました、

補助対象になるパトロール資機材については、ジャンパー・ベスト・帽子・腕章・

タスキ・懐中電灯あるいは信号灯・マグネットシート・青色回転灯・拡声器・防

犯ブザー・のぼり旗など地域住民が自主防犯活動に使用する資機材もしくは装備

品です。なお、本事業では、この他に、ドライブレコーダーの整備に対する補助

も行っています。「子どもを守る環境」ということで、ドライブレコーダーにつ

いては最近注目されております。本年 3 月に松戸市の小学生殺害事件が起きまし

たが、こうした中で、ドライブレコーダーについて「動く防犯カメラ」という形

での機能が注目されております。県においても、ドライブレコーダーの市町村補

助事業について、今後とも力を入れていきたいと思います。 

 

【議長】 

  こちらについて委員の皆様から御質問・御意見等ありますでしょうか。全体を

通じて何かありましたらどうぞ。よろしいでしょうか。 

  重点施策について説明をいただいきましたが、いずれも欠けてはいけない事業

で大変重要なものだと思います。是非これまでに出た委員の方々の御意見、こち

らで実施した評価について今後の事業展開に反映させていただければと思います
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のでどうぞよろしくお願いいたします。 

  続いて資料１－４について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 

  資料１－４ですが、前回も説明させていただきましたが、第 2 次千葉県青少年

総合プランの平成 29 年度事業についてまとめたものです。今年度 6 月補正がござ

いました関係で 15 ページのところで 1 件「家庭教育支援事業」の中に「市町村が

実施する家庭教育支援チーム設置事業への補助」が新たに加わっております。こ

この部分を修正させていただいておりますので、御覧いただければと思います。 

 

 

～ 議事（２）第３次千葉県青少年総合プランの策定について ～ 

【議長】 

 続きまして(2)第 3 次千葉県青少年総合プランの策定について進みます。 

次期プラン、第 3 次千葉県青少年総合プランにつきましては、第 1 回の協議会に

おいて骨子案をお示しいただきまして、既に委員の皆さまからもご意見をいただい

たところです。 

そのご意見等を踏まえて、今回は素案という形で内容を具体的に書き込んだもの

をお示しいただいております。 

まず、こちらの素案の内容についてご意見をいただきたいと思いますので、事務

局より説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 素案の概要につきまして、ご説明いたします。資料２－１が、第３次千葉県青少

年総合プランの概要、資料２－２が素案資料、２－３が策定スケジュールです。 

（資料２－１ 施策体系図、資料２－２ 素案 第１章 計画の概要、第２章 計

画の基本的な考え方 に沿って説明） 

 

【議長】 

 ただ今の説明について、委員の皆さまからご意見、ご質問をいただきたいと思い

ます。後ほどご説明があるようですが、今回が素案で、この次の委員会で案が示さ

れるので、素案の今日の段階と案の段階と、パブリックコメントの前におそらく２

回先生方のご意見を伺うことができます。ここは大変大事な議題ですので、全ての

委員の方々からご意見をいただければと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。ここまでのところで、ご意見ありますでしょうか。 

 

【委員】 

 地域社会というのと地域ということに関して、学校教育との関係をどういうふう
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に明確にしているのかということを伺いたいです。子どもは、学校に行っても地域

の家庭にあっても一人の子どもですから、地域、学校、社会と分けていらっしゃる

ように感じてならないので、地域とはもっと包括的なものではないかと個人的には

思っています。 

 

【議長】 

 この辺りは制度的なものも含めてご意見があるかと思いますが、この素案におい

てはどのような書き分けをされているのでしょうか。 

 

【事務局】 

 このプランでは、地域・社会づくりについては、Ⅲの柱で記載することになって

います。 

 

【議長】 

 では、そこのところで改めてご回答をいただけるということですね。 

 

【委員】 

 地域の中に学校があると私は思うので、「学校」「地域」と分けていらっしゃる

その意味、分けることによってどういう効果があるのか。私自身が明確ではないの

で、これを作った時の整理の仕方を教えていただきたいです。 

 

【事務局】 

 はっきりと分けているわけではないが、Ⅰの柱の部分では子ども・若者の自己形

成というか、本人たちの力をつけていくことを主眼に置いており、Ⅲの柱において、

家庭・学校・地域が連携して子どもたちを応援していく体制づくりをしていきまし

ょうということを中心に書いています。分けて考えているということはないですけ

ど、連携・協働した取組みが必要だということは、各課からの回答でもいただいて

いるので、盛り込んでいきたいと考えています。 

 

【委員】 

 重層的に考えれば今の考え方なんだと思いますが、並列で書かれるとこれはこれ、

これはこれという風に見えてしまうので、そこはどういう風に私たち一般人に表現

していただけるのかなと。それは学校、それは地域社会と整理をしてしまうが、そ

れではもう世の中では通用しないので、そこをどう繋いでものをプランとして見せ

ていただけるのかと思いました。 

 

【事務局】 

 そういう視点を持ちながら、全体をまとめていけるように考えていきたいと思い
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ます。 

 

【議長】 

 このあたりは教育庁の方が回答いただけるのかもしれませんが、地域と隣り合う

学校ということがスローガンというか必要とされていますので、そうなると地域と

学校が別のものではなくむしろ一体のもの、かつ、その地域も必ずしも土地の広が

りではなく、同じような考え方を持っている遠くの人とこちらの人が共に学校を支

える、という風になるとそれも地域と考えられるものなので、なかなか施策によっ

て表現の仕方は難しいのかもしれませんが、いずれにしても、委員がおっしゃるよ

うに、地域と学校が別ものというスタンスはそういう有様だとやっていけないので、

書く際に分断しないような形で、文部科学省も地域と共にある学校というのを推進

されていて、コミュニティスクールも設置しなければいけなくなっているので、書

きぶりで意識していただくことが重要なメッセージになる、というご意見だと承っ

てよろしいでしょうか。 

 

【委員】 

 とてもわかりやすく解説していただいたと思います。 

学校教育を受けているときには名簿があるけれども、中学校を卒業するともう世

に放たれていて、誰がどんな問題を抱えているかがわからないという問題も、ここ

に意識があれば変わってくるかと思います。学校の先生方が忙しくても、地域がお

手伝いできるような形の世の中になっていけばいいなと考えます。 

 

【議長】 

 地域が質的にも物理的にも広がりがありパワーがある、千葉県内は特に優良企業

さんもたくさんいらっしゃるので、地域の中には企業のパワーもあるかと思います

ので、書き方の工夫、意識していかに書いていただくか、ということが大事です。 

 他にいかがでしょうか。 

 

【委員】 

 語句の変更の話です。８ページの「地域において、子ども・若者を守り育てる多

様な担い手が育つ」は、整合をとると「育てる」でしょうか。同じく８ページの下

ですが、使い方はそんなにきつくはないと思いますが、子どもたちは課題を自分た

ちで抱えているわけではないよという意味でも、これも整合性を持たせた方がいい

かなと思います。９ページの右側、１４の基本方策の書き方ですが、①を除いてす

べて体言止めなので、①も「社会を生き抜く力の育成」としてはいかがでしょうか。 

 

【議長】 

 大きな、スローガン的になるものは、みんなで共有しなければいけないので、言
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葉の使い方とか解釈とかありますが、いかがでしょうか。 

事務局で、引き取っていただくという形でよろしいでしょうか。 

 

【事務局】 

 はい、検討させていただきます。 

 

【議長】 

 委員は校長先生の御経験もありますので、学校教育目標を作るときに相当練るん

ですよね、教員の方が教育するために。そのあたりの専門性も踏まえたご意見だっ

たと思います。他に、ここまでで、何かご意見はありますでしょうか。 

 では、ご説明を先に進めさせていただいてよろしいでしょうか。 

事務局、引き続きお願いいたします。 

 

【事務局】 

（資料２－２ 第３章 施策の展開 について説明） 

 

【議長】 

 書式の問題と、６ページ７ページの所に、「これまでの取組の成果と今後の課題」

という欄を設けることについていかがでしょうか、という事務局からの投げかけに

ついてご意見をいただかなかったので、枠組みとしてこんな形でいいですかという

ことで、あわせてご意見をいただければと思っております。具体的なところは、こ

ういう風に変更しましたと説明頂いておりますが、委員の方々の机上に第２次プラ

ンの冊子をご用意いただいていますので、こちらと比較していただけるとよりお分

かりになるかと思います。ざっとご覧いただいて、ご意見等ありましたらよろしく

お願いいたします。 

 大きく変わったところは、目標設定欄が新たに設けられたことと施策の方向性を

書いていただいたこと、各事業がそれぞれにぶら下がるような形で一見してわかる

ようになったことです。 

 

【委員】 

 目標の設定は、数値で記述するのですか。 

 

【事務局】 

 案としては、「方策⑦子どもの貧困対策の推進」であれば、目標項目を「県内で生

活保護を受けている子どもの高等学校等進学率」とし、現状では生活保護受給者の

家庭が９１．７％、県全体では９８．６％なので、目標としては「県全体の高等学

校等進学率に近づける」といった内容を入れてはどうかと考えています。 
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【議長】 

 出来る限り数値目標を載せて、どの数値を取り上げるかについては関係課と調整

中ということですね。委員、教育はなかなか数値になじまないことも多いので、難

しいのではないかという質問ですか。 

 

【委員】 

 難しいことを無理に数値化すると、おかしな方向になることもあるので、どうい

う風に工夫するのかなと思いました。 

 

【議長】 

 数値化することが逆に事業自体を縛ってしまうようなところもあろうかと思いま

すので、良い面を活かしていただけるようご検討いただければと思っています。 

 

【委員】 

 数値化できるものは数値化するのですけれども、可視化することによって見方が

変わったり違う観点が見えてくることもあるので、可視化することは別の大きな仕

事になり難しいですけれども、新しい展開をするための可視化ということを入れて

いただけると、青少年育成の大きな課題が見えてくるのではないかと思います。 

 

【議長】 

 可視化は慎重であってほしいけれども、出来るところは可視化すると。 

 ６ページ、７ページのところですが、「これまでの取組の成果と今後の課題」の欄

を設けるのはどうかという意見照会がありましたが、計画ですから PDCA サイクルを

回していくのに成果を検証して、課題を考えて、手立てを講ずるサイクルは、第３

次プランですのでこういう欄は当然必要ではないかと思いますが、おそらく２次プ

ランで今のような目標設定が特に数値目標という形で出されていなかったことなど

が１つの理由だと思いますが、課題がぼやっとしていてＰＤＣＡサイクルにのらな

いですよね。先ほどの説明でも調整中ですということだったので、２次プランで目

標値を設定していなくても、もっと課題として書き込んで、手立てが想像できるよ

うな書き方ができるのではないかと思います。もちろん可能な範囲で構わないので、

せっかくこのような欄を設けられるのであればご検討いただければと思います。 

 では、Ⅰの柱から内容的なご説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 

（資料２－２、第３章 施策の展開 Ⅰ～Ⅲの柱 について説明） 

 

【議長】 

 大変作りこんだ素案を作っていただいて、大変なお仕事だったと思います。 
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少し御目通しをいただいて、お気づきになったところのご意見・ご質問をお出し

いただければと思います。 

 

【委員】 

 39Ｐですが、青少年育成千葉県民会議というのがあり、その下部組織として市町

村村民会議があったと思いますが、これは県下全市町村にはなく、青少年協会も未

組織市町村に会議を設置すべく努力をされていたと記憶しております。今度これを

県が引き継ぐのであれば、県下すべての市町村に会議が設置されることを希望いた

しますと共に、青少年育成団体と連携をするためには、組織体がないとうまくいか

ないと思われます。ぜひ、連携の場になっていただき、その中で中心となるコーデ

ィネーター的役割の人をボランティアではなく行政の人になっていただくというこ

とが、これから発展するうえで必要ではないかと思います。 

 

【議長】 

 事務局から、今の時点で何かありますか。 

 

【事務局】 

 今まで青少年協会が担ってきたことについて引き継いでまいりたいと思いますし、

市町村民会議につきましても、名称が違えども、青少年育成団体が関連している組

織等、どういった形であれ設置については促していきたいと思っています。コーデ

ィネーター的役割については、検討していきたいと思います。 

 

【委員】 

 青少年協会の事業をぜひ、継承していただきたいと思います。 

 ボランティアというものに対し、青少年に積極的に参加を促すという記述があり

ますが、自発的にやっていくような施策をやっていただきたいです。数値目標にす

ると、自発的という部分がどうしても上から強制的になっていく心配があるので、

そこは十分気を付けていただきたいと思っています。 

 それから、子どもの居場所づくりで、ボーイスカウトやガールスカウトに参加し

てもらうのは、子どもたちの健全な成長にいい効果があると思っています。いろい

ろな年齢の子どもたちが一つの集団でそれぞれに役割が決まっており、社会性とい

うものをその中で学べるようになっています。ただ、参加するためには会費などの

お金がかかるので、経済的な支援を行ってほしいと思います。 

 

【委員】 

 青少年育成関係の話が出ましたが、私も青少年補導員をやっておりまして、青少

年相談員や子ども会、ボーイスカウトなど、関係機関の方々などと情報交換をしな

がら、子どもたちが安全で住みやすいということを目的に地域の方々と連携して活
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動しています。その中で、開かれた学校という意味で、地域の方々が学校行事に参

加して子どもたちの授業内容を観るなど、子どもたちの良いところを認めて褒めて

育てる、出来れば少しでも多くの方々が一体となって子どもたちを育てていけば、

いろんな意味で事件等がなくなるのではないかとも考えております。 

 

【議長】 

 まさに、社会総がかりで育てていくということだと思います。 

 

【委員】 

 普段は、家庭裁判所の調査官ということで非行少年と関わる仕事ですが、仕事の

中で感じる事として、ネット詐欺のようなものも含まれますが、盗撮とかまたそれ

をネットにアップするなど、スマートフォンとかインターネットを利用した犯罪が

かなり増えてきたという印象を受けております。なので、インターネット適正利用

に向けた広報活動などが、非行防止ということでも大変重要なのでないかと感じて

おり、期待しています。 

 もう一点ですが、中学校までは、学校と家庭の連携というところで、不適応があ

るお子さんでも先生にサポートしていただいて何とかやってきていたのに、高校に

進学できなかったり高校に進学してもなかなかサポートが受けにくく、不適応とな

り退学し、無職となり、不良行為が始まるというケースが一般的に見られます。中

学校でのキャリア教育や中途退学者への支援といったところが大変重要ではないか

と感じております。 

高校を退学したお子さんがどのように就労先を見つけているかというと、同じよ

うな仲間に頼って仕事を見つけたり、仕事に関する社会人としての責任感というも

のが無いが故に、うまい話にありつこうとして詐欺のようなことに手を染めてしま

うようなところも見受けられるので、キャリア教育や中途退学者に対する支援とい

うものは非常に重要なのかなと感じています。施策の中で高校中退者への支援があ

りましたけれども、こういった支援があるということを私も今初めて聞きました。

支援を進めていただくと同時に、関係機関への広報活動をしていただくと大変助か

るかなと思いました。 

 

【委員】 

 第 1 次から比べると、だんだん施策の内容が明確になったような気がします。 

 道徳教育の推進と人権教育の推進というのが別々になっているが、人権の問題が

あってそのうえで道徳をどうするか、基本は人権の問題かと感じております。子ど

もに要求するだけではなく、大人がそういう態度を示していただくことが大事なの

かと思います。自分も大切にして相手も大切にする、そういう教育ができないもの

かと感じました。 

 自殺防止対策が「方策⑨虐待・犯罪等の被害防止」の中に入っているということ
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に違和感を覚えました。 

 「女性の活躍推進」ということですが、家事も育児もこなすが職場環境は変わら

ない、それでも頑張って育メンを続けていて、何か変だと思ったらうつ病になって

いた、という記事が新聞に掲載されていました。働き方を変えていかないと、いく

ら保育園を充実させても子どもと親の接する時間が少なければ、乳幼児期は問題が

なくても思春期・青年期に子どもの心の問題がでてくるということもありますので、

無理して仕事をしないで乳幼児期の親子関係を大事にしてほしいと思います。その

ためには、職場の理解も必要になるのかなと感じました。 

 

【議長】 

 大きく 3 点委員の方からご意見をいただきましたが、1 点目は前半でも議論にな

った点でもありますので引き取っていただいて、2 点目の自殺防止のことについて

は、もしかしたら１４の②「健康と安心の確保」かもしれないですね、いかがでし

ょうか。 

 

【事務局】 

2 次プランでここに載っていたこともありますが、方策②の方があっているなら

ば移したいと思います。 

 

【議長】 

 事務局の方でご検討をお願いします。3 点目のご指摘については、①の男女共同

参画の推進の部分に、今政府で推進されている働き方改革についての部分を入れて

いただくとか、ただ女性が育児休暇をとれればいい、男性が育メンであればいいで

はなく、もう少し下支えの分も書いていただけるのではないかと思いますので、ご

検討いただければと思います。 

 内容的なところはここまでですが、これから説明頂く４章も含めて、この会議が

終わった後も事務局の方にご意見をお寄せいただければご配慮いただけると思いま

すので、会議では内容的な部分のご意見はここまでとさせていただいて、先に進ま

せていただきたいと思います。 

 

【事務局】 

（資料２－２、第４章 推進体制及び進行管理、第５章 子ども・若者を取り巻

く状況について説明） 

 

【議長】 

 ４章、５章についてご説明をいただきました。この点について、ご意見いかがで

しょうか。体制については、新たに青少年育成千葉県民会議が発足することでネッ

トワークの広がりが出て、より良い体制になるのではないかと思います。 
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５章については、子ども・若者を取り巻く状況として各種のデータを記載してい

ただいていますが、子ども・若者の現状をよりつぶさに把握をして手立てを考える

のに、こういうデータは必要なのではないか、というご意見がありましたらお出し

いただければと思います。 

 続いて、策定スケジュールについて事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 資料２-３策定スケジュール案をご覧いただきたいと思います。 

 本日の素案につきましては、この時間だけではご意見をいただけない部分もたく

さんあると思いますので、改めてこちらからご連絡いたしますので、メール等でご

意見をいただければと思います。 

 スケジュールについては前回もご説明いたしましたが、６月の第１回会議で骨子

案を示させていただき、本日、計画素案を説明させていただき、３月の会議で最終

案をお諮りする予定でしたが、本日お示ししました素案でもまだまだ書き込みが不

十分であることや、目標設定、関連事業など書き込まなければいけない部分があり

ますので、１１月もしくは１２月に第３回の協議会を開催させていただき、計画案

をお諮りさせていただき、その後パブコメを実施したいと考えています。このスケ

ジュールの変更についてご了解いただけますでしょうか。 

 

【議長】 

 私共の方で意見を出させていただく機会を、２回作っていただくという新しい案

ですが、いかがでしょうか。了解いただけますでしょうか。ではまた１１月か１２

月によろしくお願いいたします。 

 

 

～議事（３）有害玩具の指定（エアガン（通称））について～ 

【議長】 

続いて、議事(3)「有害玩具等の指定（エアガン（通称）について」、事務局より

説明をお願いします。 

 

【事務局】 

千葉県青少年健全育成条例第 24 条の規定により、有害玩具等の指定について、諮

問させていただきます。 

（資料３に沿って説明） 

 

【委員】 

目に直接当たれば失明すると思われるが、それ以外の体に当たった時、どの程度

のけがを負うのか、実際にけがを負った事例はあるのか。規制では、青少年が直接
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一人で買って所持してはいけないということだと思うが、親が買って子どもに使わ

せることは、止めないということか。全都道府県で規制されているわけではないと

いうことで、規制していない都道府県はどういう考え方なのか。 

 

【事務局】 

傷害事件に発展したり、傷害には至らなくても暴行事件に発展しています。また、

器物損壊も発生しています。距離にもよりますが擦過したり、０．１３５Ｊでも至

近距離であれば失明する可能性があるということはメーカー側も言っています。 

条例の第４項にもあるとおり、指定された場合には「何人も、青少年に対し、有

害玩具等を所持させないように努めなければならない」という規定があります。  

０．１３５Ｊを超えるものを親が子どもに渡さないように、所持させないよう努め

させなければならないということになり、やはり、持たせることはできないという

ことになります。 

 

【委員】 

所持というのは使うために持っていることを意味するのですか、それとも自分で

保管しているということなのですか。 

 

【事務局】 

親が買ったもので、家では親が所持しているものを、一定の場所で与えた瞬間に、

親のものであっても子どもの所持になるというのが一般的な解釈です。手に渡って

自由に扱えるようになったら、それは所持に該当することになります。 

他県の状況ですが、個別指定をしている県もあるようですが、指定していない理

由については個々には把握していません。 

 

【委員】 

これが条例の中にもり込まれると、サバイバルゲーム場で親子でサバイバルゲー

ムをやることができなくなるのでしょうか。 

 

【事務局】 

条例で求めているものは、０．１３５Ｊを超えるものは青少年に持たせてはいけ

ないということであって、それ以下の銃であれば、それを持たせて遊ぶことはでき

ます。なお、サバイバルゲーム場への入場を規制するものではありません。 

 

【委員】 

 それは、購入する時点でわかるものなのですか。 

 

【事務局】 
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現状では、購入するものには１０歳以上用とか１８禁など、自主規制がされてお

り、持てるものかどうかは購入した時点でわかるようになっています。 

 

【委員】 

この条例では、例えば、子どもがインターネットで買って使ってしまったとか、

サバイバル場で使ったとしても、義務違反だけど罰則はないんですよね。となると、

どれくらい意味があるのかと疑問になるのですが。 

 

【事務局】 

業者が販売や貸付けをした場合は罰則規定の対象となります。ただ、自宅で親が

持たせた場合などは、罰則規定がないということになります。販売事業者やサバイ

バルゲーム場などが、規制に従っていただければ、徐々に徹底されていくのではな

いかと考えます。 

 

【委員】 

１０何年前だと思うが、ＢＢ弾が小学校高学年の間で流行ったことがあり、公園

等で子どもたち同士が遊んでいて周りの子どもたちに危ないということでパトロー

ル等で注意を促したのですが、それとはまた違うのでしょうか。 

 

【事務局】 

当時、阪和自動車道で非常に高圧なＢＢ弾が発射されて、車のフロントガラスを

破ってしまった、そこから全国で騒ぎ始めて、メーカーも自主規制に走るようにな

り、一部の自治体でも有害玩具に指定することになったわけです。小学生の間で流

行っていたものが、強い物なのか弱い物なのかはわかりませんが、かなり強い物も

当時は出回っていたようです。小学生が、高い圧力のものを持っている状態は非常

に危険であると思われます。                            

 

【委員】 

 サバイバルゲーム場という名称も、一般的なのでしょうか。 

 

【事務局】 

 一般的にサバイバルゲーム場やフィールドという言い方をしています。 

 

【議長】 

 社会の中のサバイバルではなく、戦場のサバイバルなのですね。 

 

【委員】 

そういうところから変えていかないと、使うほうだけ変えてもダメなんじゃない
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ですか。 

 

【委員】 

 発射速度が遅い銃は、改造することは簡単に出来るのですか。 

 

【事務局】 

 メーカーの説明では、パーツを変えることはできるそうです。ただ、サバイバル

ゲーム場での話になると、銃刀法違反のものを持ち込まれると大変なことになるの

で、その辺の管理はどこでもきちんとしているということです。 

 

【委員】 

改造したものをサバイバルゲーム場で使った場合、わかるんですか。 

 

【事務局】 

 入る際に弾速計がありますので、それを通らないとそこでは使用させません。 

 

【議長】 

これを趣味嗜好の自由とみるのか、そもそも世の中に許せない価値とみるのかと

いうことを総合的に判断することだと思いますが、サバイバルゲーム場の中だけで

遊ぶことすら禁止してしまったら、地に潜ってしまう感じもあります。現状で１８

歳未満の子供たちがサバイバルゲーム場に行った時に、今回の規制の対象となるよ

うなエアガンを使っているのですか。 

 

【事務局】 

現に、青少年が持ちこんでいる銃、遊んでいる銃は１８禁のものがあり、貸与し

ているものでも子ども用のものは見受けられません。メーカー側がいくら自主規制

をしても、それを持ち込まれてしまう可能性はあります。 

 

【議長】 

保護者の同意がなければ使えないとか、もう少し段階的な規制があるかもしれな

いですね。 

 

【事務局】 

手に渡る、所持することを規制しようとしているのですが、販売は駄目だけど貸

与はいいよというような規制は難しいかなと考えます。 

 

【議長】 

スポーツの問題ですが、東京都が一定の条件を満たす場合と有りますが、もう少
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し情報をいただけますでしょうか。 

 

【事務局】 

オリンピック競技で近代五種という競技がありますが、その入口として、子ども

を育てるために近代三種という競技が行われています。この中の射撃で使われるビ

ームライフルが非常に高価なもので、その代わりとしてスポーツガンが使用されて

いますが、これが規制の対象となるということで、東京都などではスポーツ用具と

いう考えで扱っているようです。ただし、会場の管理や、銃は親が管理すること、

会場に行った段階で子どもに渡すことなど、一定の条件を付して判断しているよう

です。結局、スポーツというのは健全育成が大前提としてあるため、銃の危険性と

対比させて、総合的に判断するということでしょうか。 

 

【委員】 

それは誰でも買えるのですか。 

 

【事務局】 

誰でも買えるようですが、スポーツ競技用の銃はエアピストルなど特別な形状を

した銃で、銃のシリアル番号で団体が管理します。団体は登録をして管理し、大会

で使用する際はシリアル番号を提示して使用するということです。 

 

【委員】 

練習はどうしているのですか。 

 

【事務局】 

大会や日本エアスポーツ玩具協会で指定されている会場でしかできず、射撃指導

員が側について管理しています。 

 

【議長】 

東京都の情報も集めていただいて、対象となるものは少ないとは思うが、スポー

ツ推進ということも競合しているわけですから、自由と規制の問題など、もう少し

検討いただきたいです。 

 

【事務局】 

スポーツエアガンについては、慎重に検討させていただきたい。 

 

【委員】 

結論が出ないうちに、子どもが買って事件に使ったりしては困るので早急に結論

を出してもらいたいです。 
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【議長】 

 いかがでしょうか。提案のあった指定について、総意をいただけるのであれば、

この形で答申し、次の委員会の時に再度説明していただくという進め方でいかがで

しょうか。 

（委員から異議なしの声） 

 

【議長】 

総意はいただきました。ただし、いくつかの事項については、次回ご整理いただ

いてお出しいただくということでお願いします。 

 続きまして、「その他」として、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、御意見をお願いします。 

 （意見なし） 

 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、１１月下旬から１２月下旬頃を候補

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、よろしくお願いいたします。また、有害玩具の指定については、考え方の

整理をしまして次回の協議会で報告させていただきたいと思います。 

 

【県民生活・文化課長】 

 本日は、長時間にわたり御議論いただき、ありがとうございました。 

 特に第３次総合プランについては、まだ目標等がお示しできていない訳ですが、 

総合計画の策定年と重なるということで、目標設定もそれと近い形でお示しできる 

よう、次回、案として協議させていただきます。 

 

【事務局】 

 以上をもちまして、「平成２９年度第２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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