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平成 24 年度第 1 回 

千葉県青少年問題協議会 

 

 

 

日  時   平成 24 年 11 月 1 日（木）午前 10 時～11 時 40 分 

場  所   千葉県青少年女性会館 2階第 1会議室 

出席者数   12 名 

出席委員   明石委員、島委員、井内委員、有馬委員、中台委員、浅田委

員、澤田委員、田中委員、髙橋委員、木名瀬委員、鈴木委員                      

        富山委員 

 

 

 

 議事等次第 

  １ 開  会 

  ２ あいさつ 

  ３ 委員紹介等 

  ４ 議  事 

（１）千葉県青少年健全育成計画に関する意見・提言について 

（２）千葉県青少年総合プランの評価方法について 

（３）その他 

  ５ 閉  会 
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【司会】  

ただいまから、「平成 24 年度第 1回千葉県青少年問題協議会」を開催いた

します。 

私は、本日の司会を務めます、県民生活課長の石川でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、本協議会は公開とさせていただきます。 

【司会】  

ここで、会議資料の確認をさせていただきます。 

 

会議の成立 

【司会】  

次に会議の成立について御報告いたします。 

  本日は、全部会委員 15 名のうち 12 名の御出席をいただいており過半数 

を満たしておりますので、千葉県行政組織条例第３２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、戸谷環境生活部長から挨拶を申し上げます。 

【部長】  

あいさつ   

 

委員紹介 

【司会】 

  続きまして、委員の皆様の御紹介に移ります。お手元配布の名簿を御覧く

ださい。本日の協議会は、平成 24 年度に入って初めての会議であり、また、

浅田委員、髙橋委員に新しく就任いただきましたので、明石部会長から順に

一言御挨拶をお願いいたします。 

               （自己紹介） 

  ありがとうございました。 

  委員の皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

【司会】 

それでは、これより議事に入ります。 
会議の議長は会長である知事が行うこととなっておりますが、本日所用に

より出席できないため、あらかじめ明石副会長にと指名を受けておりますの

で、以降の進行をお願いしたいと存じます。 
明石副会長よろしくお願いいたします。 
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議事録署名人の指名 
【議長】 

議長を務めます明石です。よろしくお願いいたします。 
諮問議事に入る前に、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。 
それでは、井内委員と鈴木委員にお願いいたします。 
お二方、どうぞよろしくお願いします。 
（二名了承） 

 ありがとうございます。 
議事に入る前に、本日の会議の趣旨等について事務局より御説明願います。 

【事務局】 
 県民生活課長の石川でございます。 

私からは本日の議題の趣旨について御説明いたします。 

お手元の会議次第を御覧ください。 

まず、議事の 1番目の、「千葉県青少年健全育成計画に関する意見・提言に

ついて」でございます。 

平成２３年度までの計画である、千葉県青少年健全育成計画については、

毎年度、計画事業の実施状況の確認と評価を行ってまいりました。 

具体的な作業として、事業課で行った自己評価結果を基に、８月２４日に

企画検討部会を開催し、御審議いただきました。 

その御意見について、部会長である明石委員と調整の上、別添資料「意見・

提言」のとおり取りまとめましたので、御報告をいたします。 

次に議事の 2 番目の、「千葉県青少年女性会館の改修及び有効利用につい

て」でございます。 

本日の会場であります「千葉県青少年女性会館」は、青少年・女性活動の

機能を有する施設でございます。 

行政改革の取組において、「内容的にも寄せ集め的な部分があるため、施設

の有効活用策を検討し、必要な施設改修及び耐震改修を実施すること」とさ

れたところでございますので、その経過等について御報告いたします。 

今後、青少年の自立性及び連帯性の伸長並びに女性の社会活動の促進を図

るための拠点施設として一層の機能を果たすよう、検討を進めてまいりたい

と考えております。 

議題の３番目の、「その他」でございます。 

最近の青少年健全育成施策の動向といたしまして、「児童ポルノ問題とその

対策」、「青少年ネット被害防止対策事業」、「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、県としての取組の状況を御説明いたし
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ます。以上でございます。 

よろしく、御審議くださいますよう、お願い申し上げます。 

 

議事（１） 

【議長】 

  ありがとうございました。 

 それでは、議事（１）「千葉県青少年健全育成計画に関する意見・提言」

について御報告します。 

平成 23 年度までの計画である、「千葉県青少年健全育成計画」については、

事務局から報告された評価に対して、企画検討部会委員からメール等で御意

見をいただきました。 

また、平成 24 年 8 月 24 日に開催しました、私が部会長を務める「企画検

討部会」において、有馬委員、白﨑委員、中台委員の御出席のもと協議し、

本書のとおり「意見・提言」としてとりまとめました。 

なお、概要について、事務局より説明をお願いします。 

【事務局】 

  それでは、資料 1「意見・提言」について、御説明します。 

  青少年健全育成計画は、平成 19 年度～平成 23 年度までの 5カ年計画で、

策定は、平成 20 年 1 月、当初事業は 181 事業でスタートしました。 

  千葉県として、青少年健全育成に関する初めての総合的な計画ということ

で、県民の皆様の意見を聞きながら、作られた計画となっており、基本的な

柱は 3つ、8つの基本目標、24 の基本方策で構成されております。 

  県では、この計画に対する評価として、平成 21 年度から毎年度、担当課と

のヒアリングなどを実施し、その結果について、青少年問題協議会の委員の

皆様からの「意見・提言」という形でいただいてきました。 

  今回は、5年間の計画全体に関する評価ということで、「意見・提言」をい

ただいたところです。 

  なお、この計画の次の計画として「千葉県青少年総合プラン」が、既にス

タートしており、前計画の成果に関する「意見・提言」が、次期計画にスト

レートに反映されていないのではないか、という御意見もあるかもしれませ

んが、もともと、青少年の健全育成に関する事業は、長期にわたり地域の子

どもたちをみつめ続け、活動を積み重ねていく部分も多く、簡単にスクラッ

プアンドビルド、という効果策定方法は取れない側面もあることから、今回

いただく「意見・提言」につきましては、その趣旨から考えまして、次期計

画の事業内容にも十分反映できるものと考えております。 
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【事務局】 

それでは、まず「青少年健全育成計画全体に対する意見」です。 

  一つ目として、「それぞれの事業のみでなく、他との結びつきやつながりな

ど、全体をみる視点が重要である」とあります。私どもでは、青少年総合対

策本部、という、青少年健全育成に関する庁内 39 課で構成される本部を持っ

ておりますし、さらに、市町村とのつながりや、関係団体のつながりなどが、

子どもたちが健やかに育つ上で、大変重要なキーポイントであると考えてお

ります。 

  8 月に開催した「企画検討部会」におきましては、この青少年健全育成計

画において事業を実施している全ての課に出席していただき、企画検討部会

の委員の皆様のご意見を直接聞いていただきました。事業課では、自分の課

の事業に主に目が行きがちですが、他との結びつきやつながりなどを意識し

て、事業を企画立案したり、遂行するという視点を持つことは、大変重要な

ことであると考えております。 

  次に、同じく全体に対するご意見として、下から 2番目に「今後の方向性

として、特に、県が単独で行っている事業は、県の姿勢やオリジナリティが

あると思われるので、国の補助金を受けて実施している事業と区分して評価

していくことが必要である」とのご意見です。 

  ここも、県単独事業は、全国一律の事業内容ではなく、県として、県の子

どもたちにどのような事業が効果的であり、必要なのか、という視点を持っ

て行っているものですので、次期計画の評価においては、工夫していきたい

と考えております。 

 次に、具体的な施策展開についてです。基本的には、実施事業を評価して

いただき、継続して取り組んでほしい、というご意見が多いと認識していま

す。いくつか、御意見を紹介させていただきます。 

基本目標 1の（1）「基本的な生活習慣の形成」ですが、「食育については、

食べることばかりにとらわれるのではなく、規則正しい生活や、リズムが整

っていること等、全体を見て評価していくことが必要と考える」とあります。

食事について、「何を食べるか」ということだけでなく「どのように食べるか」

ということを考えたい、というご意見だと思います。 

平成 22 年度に実施した健康福祉部の調査では、「早寝早起き朝ごはん」の

習慣のある子は、自己肯定感が高い、というような調査結果が出ています。

食は、やはり生活の基本だと思いますので、ご意見は、大変重要なポイント

だと思います。 
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【事務局】 

また、基本目標 3の（7）「非行防止活動の充実」ですが、「青少年補導セン

ターについて、設置されていない市町村に積極的に設置を促す努力が必要で

はないか」というご意見です。 

県内では、現在、17 の市に青少年補導センターが設置され、約 2,000 人の

補導員が活動されていますが、子どもたちの非行防止や保護のため、引き続

き、子どもたちへの声かけをしてくれる方たちは、多くの地域において必要

であると認識しており、県としても、努力していきたいと考えております。 

また、基本目標 4の（10）「いじめ等の問題行動や不登校への対応」ですが、

「学校で発生する問題について、ソーシャルスクールワーカーを配置して、

福祉と教育をコーディネートする必要がある」との御意見です。 

県では、現在「スクールカウンセラー」を、全中学校及び県立高校のうち

70 校に配置して、主に、臨床心理面からのサポートを行っており、手厚い配

置となっておりますが、心理面でのサポートだけでなく、福祉的支援が必要

な子どもには、制度を周知したり、支援できる人材が必要ではないか、とい

うご意見です。 

現在、御承知のとおり、「子どもの貧困」が大きな問題となっておりますが、

子どもたちを貧困状態から守るために、どのような施策が効果的であるのか、

県としても、検討をしていかなくてはならないと考えております。 

以上、いただいたご意見を、いくつかご説明させていただきました。 

私からの説明は以上でございます。 

【議長】 

ありがとうございました。 

はじめに、計画全体に対する意見の部分で、計画事業を実際に運営してい

くのは市町村の単位であると思うので、事業の広がりを期待したいと書かせ

ていただいた。 

2 番目であるが、アウトカムという視点が不足しているのではないか。 

これまでは予算を導入してどれだけの結果がでたか、という議論が多かっ

たが、事業の実施結果が社会にどれだけ貢献したか、という視点が重要では

ないか。 
例えば、県の生涯大学校では概ね 3 億の予算が投入されており、効果的な

事業であると言われているが、結果として趣味と教養に終わりかねない。 
学んだ成果を、例えば自治会長や民生委員に立候補するとか、そういう方

は意外と少ない。学習した成果をどれだけ社会に貢献できたかという観点が

必要である。 
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【議長】 

また、生涯大学校については、指定管理者制度を取り入れているが、アウ

トカムに力点を置くようにとの答申を受けている。 
この青少年健全育成計画もそういうアウトカムの視点が不足しているので

はないかという議論をさせていただいた。 
また、そのためには根拠となるデータがいるということを述べた。 
補導センターが県内に 17 か所あるが、設置されていない市町村に設置し

てほしいことも書いた。 
「ライトハウスちば」については、県独自の予算と伺っており、9 月末段

階で 157 件の相談があるということだが、このように千葉県色を出していた

だけると良い。 
本意見・提言に追加がなければ、「千葉県青少年問題協議会運営要綱」第

６条の規定により、本協議会の意見・提言とさせていただき、公表させてい

ただくこととします。 

 
議事（２） 

【議長】 

  それでは、議事（２）「千葉県青少年女性会館の改修及び有効利用につい

て」を事務局から説明願います。 

【事務局】 

  子ども・若者育成支援室 畑野でございます。 

  本日の議事（２）「千葉県青少年女性会館の改修及び有効利用について」、

御説明いたします。 

 お手元の資料２「千葉県青少年女性会館の概要」をご覧ください。 

 本日の会場であります「千葉県青少年女性会館」ですが、本日初めてお出で

いただいた委員の方もいらっしゃると思いますので、会館の概要を簡単に御

説明いたします。 

  まず、「１ 設置目的」ですが、この会館は、青少年及び女性に対し文化活

動の場を提供することにより、青少年の自立性の伸長並びに女性の社会活動

の促進を図ることを目的として千葉県が設置した施設でございます。 

  次に、「３ 施設内容」ですが、お手元にパンフレットがございますので、

お開きになり、館内の配置図を併せてご覧ください。 

  まず、上からまいりまして、4階ですが、400 名が利用できるホールと、音

響設備の使用できる視聴覚室がございます。 

  3 階には第 4 から第 8 まで比較的小規模の会議室がございます。他に、県

男女共同参画センター大会議室、青少年団体連絡協議会事務室がございます。 
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【事務局】 

2 階には、第 1 から第 3 までの会議室、本日の会議室はこの第１会議室に

なります。ほかに、多目的室、県男女共同参画センター事務室、青少年団体

連絡協議会事務室がございます。 

１階には、本年 6月に開設した県男女共同参画センター情報コーナー、当

会館の指定管理者である（財）千葉県青少年協会の事務室、その隣には本年

７月に開設された千葉県子ども・若者総合相談センター「ライトハウスちば」、

そのほかに、若者の自立支援をサポートする青少年の居場所「あゆみ」がご

ざいます。 

 次に、「５ 設置」ですが、当会館は昭和 56 年 11 月に設置され、30 年余

り経過しているところです。これまでに名称変更があり、現在は「千葉県青

少年女性会館」となっているところです。 

  また、管理運営につきましては、平成 18 年度から指定管理者制度を導入し

ており、現在、平成 24 年度から 26 年度まで、引き続き、（財）千葉県青少年

協会が指定管理者として管理運営を行っております。 

 利用状況ですが、昨年度の利用者は、約 76,000 人で、青少年・青少年育成

者・女性の利用を主目的としている施設です。 

  会館時間は、午前９時から午後９時まで、毎週月曜日が原則休館日となっ

ています。 

次に、資料３「千葉県青少年女性会館の改修及び有効利用」をご覧くださ

い。 

まず、「１ 行政改革の取組」について、これまでの経緯等を御説明いたし

ます。 

公の施設の見直しについては、県の行政改革計画において、全施設を点検

し、見直し方針を策定することとされておりました。 

当会館については、昨年度、学識経験者等を委員とする行政改革推進委員

会において審議され、昨年度末には全施設の見直し方針が策定されたところ 

です。 

（１）は、平成 23 年 6 月 7 日の行政改革推進委員会における委員の主な意

見です。 

（２）は、本年 3月 29 日の行政改革推進本部の決定事項です。 

次に、「２ 県有建築物の改修計画」についてです。 

 工事につきましては、設計から工事まで標準的な工事で 3年程度かかると

いうことです。 

現在、耐震化に向けて予算要求を行っているところですが、今後は、予算

化の状況により、対応していくこととなります。 
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【事務局】 

次に、「３ 今後の検討内容」でございますが、 

行政改革推進委員会における意見及び行政改革推進本部において策定され

た見直し方針を受け、現在、関係機関と検討を進めているところです。 

今後、当会館の有効活用が図れるよう、検討を進めてまいります。 

説明は以上です。 

【議長】 

ありがとうございました。 
ただいまの事務局からの説明について、こういう形で有効利用していった

らよいのではないかといったことについて、委員の皆様から御意見・御質問

はありますでしょうか。 
【議長】 

先程の説明で昨年度の利用者数が 76,000 人程度ということであったが、

会議に何名来て、どう積算しているのか、稼働率が低いとか、過去５年間く

らいの利用率が必要ではないか。また、指定管理者になって増えたとか減っ

たとか、指定管理のあり様も考えなければならないと思うがどうか。 
【事務局】 

これまで、ピーク時は平成11年度で11万3千人くらいの利用者があった。

18 年度からは指定管理者制度を取り入れているが、以前は宿泊施設を設け 
ており、それをやめたのが 15 年度くらいであるため、その影響も考えられ

る。 
過去５年間の利用者数は、平成 18 年度は約 89,000 人、平成 19 年度は約

89,800 人、20 年度は約 90,000 人、21 年度は約 86,000 人、22 年度が約 79,000
人、23 年度約 76,000 人となっている。 

【議長】 
  会議のみの利用なので、年齢別とか、団体ごととか、文化団体、官庁関係

など、どういう人が利用していて、どう減ってきているのか、内部では分析

していると思うがどうか。 
【事務局】 
  若干、震災の影響もあると思うが漸減は事実であり、細かい数字は出して

いないが、目的ごとの利用者数は把握している。 
【委員】 

青少年関係が多いのか。男女共同参画関係は当初からあったわけではない

と思っているが、女性が入ったのは最近かどうか。名前が変わっただけか、

青少年と女性とどのように違いがあるのか。女性の世界も変わってきている

ので、分けて考える必要があるのではないか。 
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【戸谷部長】 
当時は、男女共同参画センターという名称ではなく、柏に女性センターが 

あった。 
当時の知事が、千葉県は広いので３か所必要であろうと考え、館山に設置

を考えていたが、2 か所で修正し、千葉なら中心ということで 2 か所でスタ

ートした。 
この会館はこじんまりとしているが、皆さんが活動にあたって、よりどこ 

ろとなり、情報を共有でき、また、フェスタのようなものをここで開催し、

皆さんが集まれるような環境づくりをしようということであった。 
今回、柏の方が閉じることになり、又一か所になることになった。当時、 

女性サポートセンターの所長をしていたが、女性施策は、可能な限り市町村

に力をもってもらい、県の施策が市町村でしっかりつながることが大事だと

いうことで、当時は市町村に力をもってもらう施策を行っていた。 
しかし、なかなか財政状況が厳しいとか、まだまだ県がしっかりやってい

かなければならない状況があり、男女共同参画センターや女性サポートセン

ターを中心に進めているところです。 
青少年健全育成も県としての施策と市町村が頑張っていらっしゃるという

ことであるが、温度差もあります。 
先日、市町村長会議があり、長生村の村長さんが、自分のところは 19 人

しか青少年相談員がいないが、大変がんばっている。 
村長さん自身も 17 年間青少年相談員をされたということで、ああいう場

で、村長さんに言っていただいたのは大変意義がある。いかに市町村が頑張

っていかなければならないかという発言があり、私どもとしては、ひとづく

りに力を入れていき、その活動が充実していくことが重要だと考えている。 
利用の話は、男女共同参画センターということで、こちらに集まってもら 

うことに意義があると考えている。 
３階の大会議室は、本来は畳の部屋にカーペットを敷いて会議室として使 

 っている。皆さんに集まってもらっても、活動の場が必要であり、十分では

ないが、会議室を整えることで利用者が増えていくようになると思う。 
【委員】 

たとえば社会教育委員会議なども教育会館などを利用しており、この会館

を一度も使ったことがない。このため、地方の社会教育委員はこの施設がど

ういう機能をもっているのか知らないと思う。 
青少年相談員も PTA もそうだが、１年に一回でも、委員が交代したときに

でも利用してはどうか。ただ非常にアクセスが悪く、車では少しおっくうに

感じる。 
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【委員】 
意識的に会議等を開催してこの場所を認知してもらうことから始め、県が

率先してそういう会議をこの場所でもってもらうことが必要ではないか。 
【議長】 
  青少年総合対策本部は 39 課が参加しているので、4 月に担当が変わったら、

指定管理の方がパンフレットをもって説明に行き、大きな協議会などで使っ

ていただくことが必要である。 
【議長】 

インターネットで空き状況の情報はアップしているのか。 
【事務局】 

予約状況は指定管理者である千葉県青少年協会のホームページでアップし

ている。 
また、県の施設予約システムに本日から参加しており、予約状況が見られ

るようになっている。 
先程御質問のあった青少年と女性と青少年育成者の利用割合は、だいたい

52％くらいである。5 年間も概ね 50％から 54％くらいで推移している。 
女性の利用がそのうちどれくらいかというと、全体のうち概ね 1 割程度と

なっている。 
この会館は青少年・女性・青少年育成者に優先した予約ができるほか、利

用料金についても優遇されている。 
【議長】 

中小企業を含めた人事部の研修の場所として宣伝してはどうか。公と民間

に PR していくことが大事である。 
若者の居場所、思い切って県が若者のたまり場をどうするかということで

改修の内容が変わってくる。 
もう一つは、30 代の若いお母さんたちの子育てのたまり場が必要であり、

児童家庭課と相談し、ここをうまく利用するなど、青少年・育成団体・女性

をベースとしつつ、もっと領域を広げる工夫が必要ではないか。 
【委員】 

1 階の「あゆみ」の場所は、以前は食堂でその時の厨房が残っている。女

性たちが集まりやすい環境があるので、料理教室等に上手に使ってもらうの

が良いのではないか。 
  もう一つ、食事についてはお弁当を手配することになるが、リーズナブル

な弁当があるといった情報提供があると良いと思う。 
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【委員】 
青少年団体連絡協議会の事務局及び加入団体が入っており、利用勝手は非

常に良いが、少し利用料金を安くしていただけると有難い。 
【議長】 

井内委員の意見は尊重したい。飲食は大事であり、料理教室については、

青少年と母親に人気があるので、大きな観点である。 
【委員】 

公共施設で食の問題ということでは、障害者団体を含めて、解放して幾種

類かの営業を提示して、それを利用してもらって障害者団体の活動資金にす

るという方法もある。 
常時利用者がある程度いるのであれば、そういうことも考えて食の利便性

を提供できる。それがあっても調理室はそば打ち団体が利用するなどもでき

る。 
【委員】 

若者の就労支援ということでは、仕事に就けない子ども達に、ここで就労

体験をさせて、接客等を練習してもらって、そこから就労につなげることが

できたら素晴らしいことである。 
【委員】 

食堂も会館利用者に限ることなく、解放すれば外部の人もきてくれるので、

ある程度安定した商売になるのではないか。 
【議長】 

東京の三鷹に、井内委員のおっしゃるような NPO がパン屋さんを経営し

て就労支援をしている例もある。3 年経つが、自前の農場を持って小麦を植

えて、いかに立ち直っていくかということを行っている。 
他に立川市は障害者団体が喫茶店をだしているとか、神奈川県にも例があ

る。 
【委員】 
  四街道にも例があります。 
【委員】 

会議室その他稼働をどうするかは大きな課題であるが、目的からすると青

少年の自立や女性の活動という大きなテーマがある。 
そのものについての事業は単発で、常設のものがない。居場所やたまり場 

としての意見があったが、常設そのものがないと定着しないのではないか。 
青少年協会でも子育て支援について、たまり場を作ろうということで、１

年間土曜日に、シリーズで 6 回くらい行った。 
 



 13

【委員】 
近隣の幼稚園にチラシを配り、御夫婦で集まる等好評であったが、たまり

場がないので、2 年目にうまくつながらなかった。 
何が一番問題かというと、段差があったり、階段があったりで出入りがし

にくいという具体的な指摘ももらっている。 
そこに常設的なものがあって、それが育っていって事業につながっていく

と、自然に稼働率も向上するのではないか。 
利用人数についての状況は、稼働率や知名度もあると思うが、事業計画へ

の予算の配分が伸びているのか縮小されているのか、事業数が増えているの

か減っているのか、についてもこの４年間の推移から見えてくるものがある

のではないか。 
【委員】 

一つは、こちらの施設で独自で企画して発信したり、育成したりするよう

な事業はあるのか。 

もう一つは、毎年、PTA の行事がスポーツセンターで行われるが、駅利用

者はセンターまでの間に食事をするところがない。スポーツセンターも青少

年が使うので、青少年に絡んだような食事ができる場所となってくれると良

いと思う。 

【事務局】 

当会館の中で行う伝統文化体験や、千葉大学等の学生等の青少年サポータ

ーによる、子ども達の環境学習等の企画を行っている。 
また、大きめの事業としては、「ヤングフェスティバル」といった、大学生

や高校生が自主的に企画運営をして、毎年 2 月頃にこの会館の中で行ってい

る。 
それから、会館の指定管理者である千葉県青少年協会の事業として、「中学

生の主張大会」、「食育体験事業」、「青少年サポーターの育成活動支援事業」

等がある。 
【委員】 

地域の中で、青少年リーダー候補が結構いるが、そのままになっている。

そういう人たちを発掘していくような機能をもっていただくといいなと思う。 
地域のために何かしたいが、役がないからとりあえず何もしていない人が

いるが、そういう人たちの発掘をしていこうという動きがある。 
そういう人たちとこのようなセンターを結び付けていく流れを作れれば、

効果的ではないかと思う。 
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議事（３） 
【議長】 

それでは、議事（３）その他について、事務局から説明願います。 

【事務局】 

一点目は児童ポルノについてです。資料 6をお開きください。 

【事務局】 

日本における児童ポルノ事犯は、増加傾向にあり、本年９月に発表された

数値では、被害児童の半数以上を小学生以下の子どもが占めるなど、毎年低

年齢化している。 

また、撮影された画像などは、インターネットで世界中に配信され、回収

はほぼ不可能であるため、被害児童の苦しみは、将来にわたって続くことと

なり、非常に悪質な犯罪行為である。 

 児童ポルノは児童ポルノ法により定義されており、対象は 18 歳未満の子ど

もです。 

罰則については、児童ポルノを提供したものは 3年以下の懲役又は 300 万

円以下の罰金、児童ポルノを不特定又は多数の者への提供をしたものは、5

年以下の懲役又は 500 万円以下の罰金又は併科、等非常に重い処罰が課され、

提供する側は重い処罰になっている。 

取締り状況は、平成 23 年が 600 人であったが、平成 24 年前半で昨年とほ

ぼ同数で増えている。警察においては、サイバーパトロールを強化している

が、被害児童の多くが、強姦や強制わいせつ等にあっている。 

他県の取り組みについてみると、東京都は健全育成条例の中に責務として

設けている。大阪府は同じく健全育成条例の義務規定。京都府は単独の条例

を設けている。奈良県は子どもを犯罪の被害から守る条例の中に入れ込んで

いる。 

本県の取り組みとしては、県警によるサイバーパトロールの強化や広報啓

発の強化、児童家庭課では、「要保護児童対策地域協議会」の設置促進や専門

家の派遣、当課においては、ネットパトロールの実施や、非行・被害防止月

間等に取り組んでいる。 

国の動きについては、2009 年に民主党が単純所持を規制する改正案を提出

している。更に、2011 年に、個人が繰り返し購入した場合の有償取得罪を設

けた改正案を提出しているが、審議が行われない状況である。 

このような中、本県としては、ワーキングチームを設置して、児童ポルノ

の根絶を目指して、チームの中で広報啓発や県警による検挙対策を中心に今

後検討を進めていきたい。 

次にネットパトロールについて報告をさせていただきます。 
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【事務局】 

はじめに、ネットパトロールで実際子ども達がネットの中でどういう写真  

 を載せているのか、一例を委員の皆様に御覧いただきたい。また、ネットの

中でどういう風にいじめが行われているのかも見ていただきたいと思う。 

資料の 12 を御覧ください。当課においては、平成 23 年の 4月からこのネ

ットパトロールを始めております。 

今年の 4月から 9月までの半年間の結果がでているので、御報告させてい

ただきます。 

今年度から私立の学校も対象としているので、県内の中学校、高校、特別

支援学校約 630 校を対象としております。 

監視の内容は、青少年の書き込みの多いプロフィールサイト、ブログをみ

ておりますが、一番多いのが自分自身の個人情報の公開、他人の個人情報の

公開、誹謗中傷、自傷行為、飲酒喫煙などを自分の身分を出しながら写真を

載せている。 

そのようなことをやって叱るのではなく、ネットの中にそういった情報を

載せることによって、被害にあったり、危険なことになるということを指導

していくことを目的としています。 

専属の職員 2名を配置し、パソコンと携帯電話を使って毎日実施している。 

問題となる書き込みがあった場合には、教育委員会、場合によっては警察

と連携を取りながら、早急な対応をとっているところです。 

結果であるが、資料の中に、半年分のグラフを記載してあるが、511 校に

対してネットパトロールを実施しました。 

１の危険レベル、問題に応じた、レベル 1は自分の個人情報をネット上に

掲載している 1,274 件、レベル２は自分の個人情報を出しながら他に問題が

あって、学校を通じて指導をした方がいいというもの、262 件、レベル３は

危険性のある者や事件性のあるもの、すぐに教育委員会、警察と連絡をとり、

対応しなければならないもの７件。昨年同期比と比較すると、プラス 792 件

で、前年と比べ、約 2倍になっている状況である。 

２の問題のある書き込みの内訳は、他人の個人情報を公開しているもの、

162 件、個人の誹謗中傷が 8件、暴力問題行動が 60 件、わいせつ的な表現が

9件となっている。 

  学年別にみると最も多いのが高校 2年生で 533 人、ついで高校１年生で、

396 人、高校 3年の 278 人で、全体の 78％が高校生となっている。  

男女別では女子が 85.7％と多く、こういった書き込みをするのは女子の方

が多い。 
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【事務局】 

半年間の特徴点として、昨年と比べて件数が 2 倍近く増えている、高校 1

年生の女子の自傷行為が 3件あり、学校も保護者も全く気付いていなかった。 

子どもがネット社会の中で誰にも言えないが、ネットの中では身分を明ら

かにして、直接言葉にできないものをネットを通じて見ることができ、場合

によっては子どもの命を守る事業であると考えている。 

いじめについては、普段言葉では直接言えないが、ネット上では、平気で

書けてしまう。それがエスカレートしていき、短期間に大変なことになると

いうことが表われている。 

できるだけ早く子どもたちを助けてあげることができる、子ども達の命を

守るパトロールだと考えている。 

毎日、1・2件は問題となる書き込みが見つかり、二人の職員でやっている

ので全体を見きれないところではあるが、今後の一人でも多くの子ども達の

心の叫びを見つけて、救ってあげることができればと思っている。 

【議長】 

 大事な事業ではあるが、国において審議が進んでいない状況であるとのこ

と。資料の 8はよくまとまっているが、どこからでているものなのか。 

【事務局】 

  内閣府で児童ポルノ排除総合対策を平成 22 年に策定し、昨年度の実施結果

をまとめたものである。 

  この中に、県が行っている児童家庭課の｢児童虐待防止月間｣や「女性に対

する暴力をなくす運動」、県民生活課で行っている｢青少年の非行・被害防止

強調月間｣なども入っている。 

 今回私どもが立ち上げた、「児童ポルノワーキングチーム」については、内

閣府の児童ポルノは排除総合対策を受けて、事業を実施している課が中心と

なっている。 

【議長】 

専属の職員 2名は専門家なのか。 

【事務局】 

 面接を行い、ある程度ネットに精通した方を臨時の職員として採用してい

る。 

【議長】 

常勤が 2人で、サポートが 2人くらい必要ではないか。 

【事務局】 

  続いて、「ライトハウスちば」について、件数の報告をさせていただきます。 
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【事務局】 

資料の１３で、チラシを配布してございますが、今年 7月 27 日に開設し 

 ております。 

県としては、この総合相談センターが設置されたことによって、子ども・

若者育成支援推進法に規定される、地域協議会の設置、計画の策定と併せ、

都道府県の３つの努力義務を全て満たすことができた。 

件数は 9 月末で 157 件ですが、このうち保護者からの相談が 114 件、約

73.8％、本人からの相談が 41 件で 26.2％、と保護者の方からの相談が多く

なっています。 

それから性別で見ると男性が 104 件、66.2％、女性が 41 件、26.2％となっ

ております。 

年代別にみますと、10 代が 35 件 22.2％、20 代の方が 43 件 27.3％、30 代

が 29 件 18.4％、10 代・20 代の方が多いが 40 代の方の相談もある。 

相談内容については、ひきこもりが 77 件で多くなっている。 

相談者からの反響として、「これまでどこに相談してよいかわからなかった

が、受け止めてもらえた。」ですとか、「話を聞いてもらえてほっとした。」と

か、「紹介してもらった先につながった。」というような感想をいただいてい

ます。8月 23 日に、NHK の朝のニュースで放送された後は他県からも反響が

あった。 

紹介先として、受託者であるセカンドスペースは、医療機関へのつなぎを

重視しており、ひきこもりの方は心療内科的なサポートの必要な場合が多い

と聞いており、それを含めた医療機関へのつなぎが 56 件ございました。 

その他は、居場所づくりをしているところや民間団体、親の会などに 1件。

つないですぐにうまくいくわけではないが、1件の相談に対して 3件ほど 

の紹介をしていると聞いています。 

 これについても、どこに相談してよいか分からない子どもたちや保護者の

方のセーフティネットとして重要と考えており、引き続き実施していきたい。 

【議長】 

  どの地域からきているか。 

【事務局】 

  市町村では、八千代市からが一番多いが、他県から 27 件あり、全県下から

きている。 

【委員】 

このような相談窓口があるということを、相談者はどこで認知するのか。 

必要な人が常時、情報をキャッチできるような広報となっているのか。 
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【委員】 

委託されたところは広報活動として、チラシの配布、マスメディアへの情

報の配信、県の案内のような広報を行っていると聞いている。 

【事務局】 

 県のホームページにもアップしているほか、チラシを作ったり、県民だよ

りへの掲載などを行っている。 

【委員】 

 かつて、小さいカードに電話番号を書いたものを、必要と思われる場所に

配って携帯してもらう様なこともあり、行政や福祉部署が対象者に対して、

配布して情報が伝わる。チラシやインターネットはそれなりの効果はあると

思うが、より深い潜在ニーズをつかむ方法を考えるべきではないか。 

【委員】 

 長年そういう状態にある人は、相談しにくいところもあり、大半は高校中

退の方が多く、親子で閉鎖した状態で悩む状況が続いていることが多い。 

こういう情報をとるということは、探してはいるけれども、ピンポイント

でつながらないということが一番問題である。 

求めている人にチラシが行届かない、学校に配布しても学校を退学してい

るので居場所も何も分からないようである。 

相談を受けている担当者の方や、公的私的を含めて病院等にチラシをおい

てもらうとか、どうやったらピンポイントでつながっていくかということを 

関わっている人への配布先を工夫していかないと、なかなかそういった親子

の目に触れることが少ないのではないか。 

【委員】 

 いろいろな学校行事に参加しない人にどう周知するかは非常に難しい問題

であり、自分のところに相談に来る人については、ネットで見て来るのが約

半数、その他は講演会等を聞いた人が次の人に伝えることによる。いろいろ

なところを探したが見つからなくて、私のところの電話番号を見つけて相談

してくる人が多い。 

 周知徹底させることについては、千葉県の広報は大事だが、そうではない 

ところへの広報をどう出来るかが重要である。 

 パンフレット的なものはあまり見ないので、総合のホームページがあれば 

情報が伝わりやすいのではないか。 

【委員】 

 児童委員は学校と連携して情報はもっているが、なかなか家の中に入って 

いけない。こういったツールがあれば、接点にもなるし、民生・児童委員と 

の一つの活動のツールにもなるし、きっかけにもなるかなと思う。 
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【委員】 

 青少年相談員の方が、こういった情報をどれだけキャッチしているのか、 

研修会の場で、関わっている人たちに知ってもらうことが大事かと思う。 

【委員】 

  福祉事務所にいる児童相談員とか、教育委員会の指導主事とかは不登校や

ニート・ひきこもりの情報を持っていて接触している。その人たちを通じて 

 どうやって提供していくかということを考えないと実際的ではないと思う。 

【議長】 

セカンドスペースと県で、中でツールを探して、ピンポイントで広報して

いく工夫をしていただきたい。 

【議長】 

 ありがとうございました。 

その他に委員の皆様から、御意見・御質問はありますでしょうか。 

それでは、御意見等ないようですので、事務局にマイクをお返しします。 

皆様、御協力ありがとうございました。 

【司会】 

明石副会長、ありがとうございました。 

次に事務局から御連絡させていただきます。 

【事務局】 

本協議会の今後の開催日程でございますが、青少年問題協議会企画検討部

会を来年 2月頃、青少年問題協議会全体会を来年 3月頃開催で、検討してお

ります。 

委員の皆様には、別途、日程の調整をさせていただきますので、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

【司会】 

以上をもちまして、「平成 24 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 


