
 

 

           【資料１－１】 

平成 28 年度第１回青少年問題協議会 

意見交換対象事業について   
 

 

１ 第２次青少年総合プランにおける重点方策 

施策 重点方策 施策数 

1-1-1  「日常生活能力」と「学力」の向上 「多様な活動

機会」の確保 
19 

1-2-3 社会形成への参画支援・社会参加の促進 8 

2-3-5 困難な状況や特に配慮を要する子ども・親への支援 14 

2-3-6 子どもの貧困問題・経済的支援 4 

2-4-7 非行・犯罪防止・立ち直り支援 14 

3-6-11 子どもを守る環境の整備と情報化社会への対応 12 
 計 71 

 
 

２ 意見交換 11 事業（27 年度重点事業）  

     

施策 項番 事業名 
H27 年度（千円） 

担当課 
予算額 決算額 

1-1-1 
2 学校人権教育の推進 1,099 921 教）指導課 

19 消費者教育啓発事業 5,566 3,675 くらし安全推進課 

1-2-3 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 
100,000 99,998 教）体育課 

2-3-5 

45-1 
子ども・若者育成支援推進事業 

275 136 
県民生活・文化課 

45-2 11,099 11,067 

47 ひきこもり地域支援センター事業 7,216 5,841 障害福祉課 

2-3-6 
60 

生活福祉資金貸付事業 
（教育支援資金） 

63,447 598,798 健康福祉指導課 

62 千葉県奨学資金貸付事業 1,063,078 589,341 教）財務施設課 

2-4-7 
64 青少年非行防止対策事業 892 848 県民生活・文化課 
68 少年サポート活動 469 437 警）少年課 

3-6-11 
108 青少年の社会環境づくり事業 778 432 県民生活・文化課 
109 青少年ネット被害防止対策事業 5,541 4,953 県民生活・文化課 



第２次千葉県青少年総合プラン　平成27年度事業評価シート

学校人権教育の推進

指導課　人権教育室 問合せ先（電話番号）

１　事業の概要

Ⅰ　子ども・若者の健やかな成長と自己形成・社会参画支援

１　自己形成支援・健康と安心の確保

１　「日常生活能力」と「学力」の向上、「多様な活動機会」の確保

各学校において、より効果的な人権教育の推進及び啓発を図る。

当初予算額（千円） 26年度 1,018 27年度 28年度

決算額（千円） 26年度 699 27年度 921 28年度

県単(○) 県単(○) 県単(○)

○ ○ ○

２　事業実績・評価等

（1）事業の実施結果

・学校人権教育研究協議会

　　　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

・「学校人権教育指導資料第３６集」（４５,０００部）を発行

・人権教育研究指定校（県立高等学校１校：柏中央高等学校）

・「学校人権教育の推進に関する実態調査」の実施

（2）事業の成果

・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

　具体的に各学校で取り組むべき方策が明確にできた。

・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があがった。

３　事業の課題・問題点、今後の方向性等

・研究協議会では、学校における喫緊の人権課題（情報モラルや性的マイノリティ等）を取り上げ、各学校が

　参加体験型の研修形態を取り入れ、より実践的な研修内容になるよう努める。

・指導資料の活用率を高めるよう、リーフレットという様式を継続するとともに、内容の工夫・充実を図る。

４　委員意見

①障害者に対する偏見や人権無視に基づく事例がなくならない。目指すべき共生社会づくりの中で、
障害者は特別な存在ではない。健常者と同じ社会的役割と人権を有するという理念を学校教育の中で
今まで以上に積極的に取り上げてほしい。東京五輪・パラリンピックを見据えても必要だと思う。
②私の市では健全育成連絡会が標語コンクールを実施して、多くの小中学生から多数の応募をいただ
き、優秀な作品を、カレンダーにしたり看板にしたりフラワーポットに貼ったりしています。

2

8401,099

計画番号

4066

事業内容

財源内訳

事業名

担当課・室・班名

柱

基本目標

基本方策



第２次千葉県青少年総合プラン　平成27年度事業評価シート

消費者教育啓発事業

環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室 問合せ先（電話番号）

１　事業の概要

Ⅰ　子ども・若者の健やかな成長と自己形成・社会参画支援　

１　自己形成支援・健康と安心の確保

１　「日常生活能力」と「学力」の向上、「多様な活動機会」の確保

当初予算額（千円） 26年度 27年度 28年度

決算額（千円） 26年度 27年度 28年度

県単(○) 県単(○) 県単(○)

○

２　事業実績・評価等

（1）事業の実施結果

（2）事業の成果

３　事業の課題・問題点、今後の方向性等

４　委員意見

柱

計画番号 19

事業名

担当課・室・班名 2292

基本目標

基本方策

事業内容

１．消費者教育の推進及び消費者被害防止のための研修・啓発等を行う。（本課）
２．消費者の自立を支援し、消費者トラブルを未然に防ぐため、消費者自立支援講座、サ
ポーター養成講座を実施する。また、被害の拡大防止のため、消費者センターにおいて消
費者情報の提供を行う。（消費者センター）

5,566 5,887

１．消費者フォーラムを開催　383人参加
　　学校における消費者教育（教員向け研修会の開催）　45人参加
　　高校生等若者向け啓発（冊子「オトナ社会へのパスポート」等作成）
　　テキスト92,000部　指導者向け手引書4,000部
２．消費生活サポーター養成講座　２回　109人参加
　　自立支援講座　６０回　5,257人参加

・若者を始めとした、様々な世代に対し、消費者教育・啓発を提供することが出来た。

・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の消費生活の知識を身につける
など、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る。
・学校において消費者教育を行うために、引き続き「教員向け研修会」の開催や、高校生等若者向け啓発資材
（冊子）の配布を行う。
・消費者問題に関する講座については、様々な主体に対し、積極的に周知を図る。

①東京都では、主に家庭科の先生向けに消費者教育を実施してきたが、更に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。千葉県の取り組みは、どのような点に力を入れていますか。
②子ども若者向けには消費者被害防止のDVD作成も考慮した方が効果的なのではないでしょうか。

3,675

財源内訳
一般財源　　 4,972
国庫　　　　　 　594

一般財源　　 4,882
国庫　　　　　 1,005



第２次千葉県青少年総合プラン　平成27年度事業評価シート

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

問合せ先（電話番号）

１　事業の概要

Ⅰ　子ども・若者の健やかな成長と自己形成・社会参画支援

２　社会形成・社会参加支援　職業的自立・就労支援

３　社会形成への参画支援・社会参加の促進

当初予算額（千円） 26年度 27年度 28年度

決算額（千円） 26年度 27年度 28年度

県単(○) 県単(○) 県単(○)

○ ○ ○

２　事業実績・評価等

（1）事業の実施結果

（2）事業の成果

３　事業の課題・問題点、今後の方向性等

４　委員意見

事業名

担当課・室・班名 体育課スポーツ推進室オリンピック・パラリンピックアスリート強化・支援班 4101

100,000 100,000 100,000

計画番号 34

柱

基本目標

基本方策

事業内容

　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。

現在は、才能のある選手の育成は指導者のいるスポーツスクール、ジム、クラブに依存している。一流のアス
リートや指導者体制のない学校教育では育ちにくい。才能のある子供を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べきだと思う。

99,924 99,998

財源内訳

・オリンピック部分では、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
を指定し強化・支援した。
・パラリンピック部分では、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名の選手を指定し強
化・支援した。

・強化指定選手は、国際大会で２４名、国民体育大会で４６名が入賞するなど、各種大会で活躍した。

・障害者スポーツは、競技人口や競技団体が少ないことから、千葉県障がい者スポーツ協会内に昨年新たに設
置した「障害者アスリート部会」と連携し、パラリンピック競技の体験会や有力選手の調査・把握等を行っていく。



第２次千葉県青少年総合プラン　平成27年度事業評価シート

子ども・若者育成支援推進事業

県民生活・文化課　子ども・若者育成支援室 問合せ先（電話番号）

１　事業の概要

Ⅱ　困難を抱える子ども・若者の支援・被害防止・保護

３　困難な状況ごとの支援

５　困難な状況や、特に配慮を要する子ども・親の支援

当初予算額（千円） 26年度 412 27年度 275 28年度 275

決算額（千円） 26年度 83 27年度 136 28年度

県単(○) 県単(○) 県単(○)

○ ○ ○

２　事業実績・評価等

（1）事業の実施結果

（2）事業の成果

３　事業の課題・問題点、今後の方向性等

４　委員意見

柱

計画番号 45-1

事業名

担当課・室・班名 2330

・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や若者に対して、課題の共有
や適切な支援体制の整備等について検討するため、「千葉県子ども・若者支援協議会」の運営を行った。
　代表者会議　1回　担当者会議　４回（委員会2回・ワーキンググループ1回を含む）
　人材育成研修　２回（市町村職員向け、支援機関・団体向け）：講師による講演、機関紹介・事例報告等
・「セレクトシステム」（困難を抱える子ども・若者の相談・支援機関ガイドブック）を作成した。

・「セレクトシステム」（困難を抱える子ども・若者の相談・支援機関ガイドブック）を協議会の構成機関・団体が協
力して作成し、県内の相談・支援機関に関する情報を整理し、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・支援先に迅速につながるようにした。
・人材育成研修により、困難を抱える子どもや若者に適切に対応できる人材の育成を行った。

・困難を抱える子ども・若者が相談・支援機関につながった後、復学や就労に至るには、段階に応じたきめ細か
い支援が必要→社会参加に向けた支援を受けられる場（居場所）の現地調査を行い、施策充実につなげる。
・困難を抱える子どもや若者を適切に支援できる人材の育成
・困難を抱える子どもや若者を支援する機関・団体との連携強化

① 教育的支援、家庭への支援、就労支援が１カ所で対応できるようになっているのか。
② 担当者のワーキンググループを実施したとのことですが、現場の担当者の意欲向上と情報交換の場として良
いと思います。現場重視のワーキング作業を提案します。
③ ニート、引きこもり、不登校の数はとても多いと聞いている。現状を把握して成果に結びつく対応をお願いした
い。

基本目標

基本方策

事業内容
ニート・ひきこもり・不登校等、社会生活を円滑に営む上で、困難を有する子どもや若者に
対して、包括的な支援を提供できる体制を整備するため、各機関同士の連携を推進して支
援する体制を整備する。

財源内訳



第２次千葉県青少年総合プラン　平成27年度事業評価シート

子ども・若者育成支援推進事業

県民生活・文化課　子ども・若者育成支援室 問合せ先（電話番号）

１　事業の概要

Ⅱ　困難を抱える子ども・若者の支援・被害防止・保護

３　困難な状況ごとの支援

５　困難な状況や、特に配慮を要する子ども・親の支援

当初予算額（千円） 26年度 27年度 28年度

決算額（千円） 26年度 27年度 28年度

県単(○) 県単(○) 県単(○)

○ ○ ○

２　事業実績・評価等

（1）事業の実施結果

（2）事業の成果

３　事業の課題・問題点、今後の方向性等

４　委員意見

柱

計画番号 45-2

事業名

担当課・室・班名 2330

基本目標

基本方策

事業内容
ひきこもり・ニート・不登校等、社会生活を円滑に営む上で、困難を有する子どもや若者に
対して、専用の電話回線により電話相談を実施するとともに対応できない問題については、
他の専門機関を紹介するなどの総合相談窓口としての機能も持たせる。

12,848 11,099 10,770

子ども・若者の抱える様々な問題に対し、必要な情報の提供や助言、適切な支援機関の紹介を行う電話相談窓
口「千葉県子ども・若者総合相談センター（ライトハウスちば）」の運営を行った。

・相談件数
　平成27年度：836件
・悩みを抱える相談者の話を聴き、必要に応じて適切な支援機関を紹介している。
　平成27年度紹介件数：延べ801件
・ライトハウスちばを周知するための広報ポスター（2,000部）、リーフレット（20,000部）を作成し、市町村、県内高
校・大学・専門学校、医療機関等に配布した。

・ライトハウスちばを周知するための広報活動の実施・・・ホームページのリニューアルを実施する。
・紹介先の充実・・・子ども・若者支援協議会等を活用し、関係機関の情報収集を行う。
・相談者のニーズに合った相談手法の導入・・・訪問相談や来所相談等の実施について検討を行う。

ライトハウスちばの高校・中学へ出前PRをしたらいかがでしょうか。特に相談件数の多い地域を優先して、生徒、
保護者が対象です。相談事例とその指導結果の紹介をします。紙やメディアのPRは十分でしょうから次は直接聞
いてもらう作業ではないでしょうか。

12,713 11,067

財源内訳



第２次千葉県青少年総合プラン　平成27年度事業評価シート

ひきこもり地域支援センター事業

障害福祉課　精神保健福祉推進班 問合せ先（電話番号）

１　事業の概要

Ⅱ　困難を抱える子ども・若者の支援・被害防止・保護

３　困難な状況ごとの支援

５　困難な状況や特に配慮を要する子ども・親への支援

当初予算額（千円） 26年度 7,216 27年度 7,216 28年度 7,163

決算額（千円） 26年度 6,060 27年度 5,841 28年度

県単(○) 県単(○) 県単(○)

２　事業実績・評価等

（1）事業の実施結果

・電話相談　1,187件。アウトリーチ　10件

・事例検討等　毎月1回実施

・ひきこもり支援を行っている関係機関との交流会を1回開催

（2）事業の成果

・アウトリーチについては、希望される相談者が少なかったため、実績件数が少なかった。

３　事業の課題・問題点、今後の方向性等

・電話相談等の対応スキルを高めていく必要がある。

４　委員意見

柱

計画番号 47

事業名

担当課・室・班名 2680

・ひきこもり相談について、傾聴及び必要に応じて関係機関に繋ぐなどした。また、希望に応じて訪問支援（アウト
リーチ）等を行った。

・社会参加にいたるまでには継続的な支援が必要であるため、ひきこもり支援センターからのアウトリーチだけで
はなく、地域の支援機関に結び付けることも必要。日頃の連絡や会議等に参加することにより、関係機関との連
携を深めていく。

・電話相談内容の内訳はどのようになっているのでしょうか。
・アウトリーチを希望される方が少ないのはどうしてでしょうか。

基本目標

基本方策

事業内容

ひきこもり本人や家族等が、最初にどこに相談してよいかを明確にすることにより、より支
援に結びつけやすくすることを目的に「ひきこもり地域支援センター」を設置。ひきこもり支
援コーディネーターを配置し、ひきこもり本人や家族等からの電話相談に応じ、相談内容に
応じて適切な関係機関につなげるとともに、希望者に対しアウトリーチ（訪問支援）を実施す
る。

財源内訳 1/2国庫補助 1/2国庫補助 1/2国庫補助



第２次千葉県青少年総合プラン　平成27年度事業評価シート

問合せ先（電話番号）

１　事業の概要

当初予算額（千円） 26年度 27年度 28年度

決算額（千円） 26年度 27年度 28年度

県単(○) 県単(○) 県単(○)

２　事業実績・評価等

（1）事業の実施結果

（2）事業の成果

３　事業の課題・問題点、今後の方向性等

４　委員意見

計画番号 60

事業名 生活福祉資金貸付事業(教育支援資金）

担当課・室・班名 健康福祉指導課　自立支援班 2309

75,609 598,798

柱 Ⅱ　困難を抱える子ども・若者の支援・被害防止・保護

基本目標 ３　困難な状況ごとの支援

基本方策 ６　子どもの貧困問題・経済的支援

事業内容
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な経
費の貸付を行う。

75,609 63,447 62,219

・今後も生活困窮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支援していく必要があるた
め、引き続き生活福祉資金（教育支援資金）貸付事業に必要な経費について、千葉県社会福祉協議会に対して
補助する。

経済的理由により修学が困難な高校入学・在学生に対して、卒業後、返還義務のない就学援助を望みます。

財源内訳
国庫補助金

基金
国庫補助金 国庫補助金

・生活福祉資金（教育支援資金）の貸付事業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した。

・８０９件、５５５，４２０千円の教育支援資金の貸付を行うことにより、生活困窮世帯の子どもの高等学校、大学等
への就学を支援した。



第２次千葉県青少年総合プラン　平成27年度事業評価シート

千葉県奨学資金貸付事業

財務施設課予算調整室育英班 問合せ先（電話番号）

１　事業の概要

Ⅱ　困難を抱える子ども・若者の支援・被害防止・保護

３　困難な状況ごとの支援

６　子どもの貧困問題への対応と経済的支援

経済的理由により修学が困難な高等学校等の入学者・在学者に対し、学資を貸し付ける。

当初予算額（千円） 26年度 27年度 28年度

決算額（千円） 26年度 27年度 28年度

県単(○) 県単(○) 県単(○)

○ ○ ○

２　事業実績・評価等

（1）事業の実施結果

・各年度につき、申請のあった者に対し審査を行い、貸付決定者に対し奨学資金を貸し付けた。

（2）事業の成果

・平成26年度　貸付者計2,135名

・平成27年度　貸付者計1,897名

・平成28年度　貸付予定者約2,000名

３　事業の課題・問題点、今後の方向性等

・卒業後、返還金を滞納するケースがあり、収入未済額が増加傾向にある。

・卒業後の返還義務についてさらに周知徹底するとともに、滞納者への督促を強化する。

４　委員意見

970,410

計画番号 62

事業名

担当課・室・班名 4027

柱

基本目標

基本方策

事業内容

1,431,991 1,063,078

①経済的理由により修学が困難な高校入学・在学生に対して、卒業後、返還義務のない就学援助を望みます。
② 給付型への転換、一部導入はできないか。
③ 国の奨学金でも返還金滞納が問題となってます。返還義務の周知徹底を望みます。後進のためにも返還は
義務です。
④ 貸付にあたって、本当に就学意欲があるのか、貸付者の卒業率・就業率などを分析し、真に必要な人に貸付
けて欲しい。

659,173 589,341

財源内訳



千葉県青少年総合プラン　平成27年度事業評価シート

青少年非行防止対策事業

県民生活・文化課子ども・若者育成支援室 問合せ先（電話番号）

１　事業の概要

Ⅱ　困難を抱える子ども・若者の支援・被害者防止・保護

４　非行・被害防止・保護

７　非行・犯罪防止・立ち直り支援

当初予算額（千円） 26年度 27年度 28年度

決算額（千円） 26年度 27年度 28年度

県単(○) 県単(○) 県単(○)

○ ○

２　事業実績・評価等

（1）事業の実施結果

（2）事業の成果

３　事業の課題・問題点、今後の方向性等

柱

計画番号 64

事業名

担当課・室・班名 2291

基本目標

基本方策

事業内容
関係機関、団体、地域住民が非行に対する共通の理解と認識を深め、非行防止の諸施策
及び活動を連携して実施するため、非行防止に関する啓発等を実施する。

714 892 892

・青少年のインターネットの適正な利用を図り、ネットトラブルを防ぐことや、万引、飲酒・喫煙、薬物乱用等の非行
や被害を防止するため、「非行・被害防止リーフレット」を新中学生の保護者向け及び新高校生向けに作成し、広
報・啓発を行った。

・「非行・被害防止リーフレット」を新中学生の保護者向けに65,000部作成し、万引、飲酒・喫煙、薬物乱用等の非
行や被害を防止するための啓発を行うとともに、新高校生向けのリーフレットを65,000部作成し、非行防止と併
せ、携帯電話・インターネットの危険性や、青少年健全育成条例の内容などについて啓発を行った。

・中学生や高校生に携帯電話やスマートフォンが普及しており、インターネット上の有害情報から青少年を守る取
組を強化する必要がある。

① 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はないか。
② ネットパトロールで得た実際の情報をいろいろな機会をとらえて保護者等に対してアピールすることが大事だ
と思います。「非行・被害防止リーフレット」は保護者向け以外にも、青少年団体指導者向けにも配付してほしいで
す。
③ スマートフォンやインターネットの利用については、家庭に大きな責任がある。学校や自治体でもＳＮＳの利用
ルールを話し合っていますが、ネットパトロールの結果をみると、子供や親の意識が改善されているとは思えな
い。

714 848

財源内訳



第２次千葉県青少年総合プラン　平成27年度事業評価シート

少年サポート活動

警察本部　少年課 問合せ先（電話番号） ２０１－０１１０

１　事業の概要

Ⅱ　困難を抱える子ども・若者の支援・被害防止・保護

４　非行・被害防止・保護

７　非行・犯罪防止・立ち直り支援

当初予算額（千円） 26年度 529 27年度 469 28年度 473

決算額（千円） 26年度 521 27年度 437 28年度

県単(○) 県単(○) 県単(○)

○ ○

２　事業実績・評価等

（1）事業の実施結果

（2）事業の成果

３　事業の課題・問題点、今後の方向性等

４　委員意見

68

学校向けの広報活動はどのように実施しているのでしょうか。学校ごとに教職員対象のセミナーを計画してはい
かがでしょうか。県下一斉の面対応ではなく、点対応で潰してゆく地道な作業が何年もかかりますができませんで
しょうか。

・学校における非行防止教室等、少年の健全育成を図るための広報啓発活動を通じて、少年の規範意識の醸成
等を行っており、刑法犯少年の検挙人員は、平成16年をピークに減少傾向にある。

・刑法犯少年検挙人員は、平成16年をピークに減少傾向にあるものの、刑法犯少年に占める再犯者の割合は、3
割を超え増加傾向を示しているほか、電話de詐欺への少年の加担や危険ドラッグの問題など、少年を取り巻く諸
情勢は依然として厳しい状況である。
・学校における非行防止教室等の広報啓発活動のほか、街頭補導活動等の少年の健全育成を図るための諸活
動を継続的に実施する必要性がある。

○非行防止・薬物乱用防止教室開催状況（平成27年中）
　・非行防止教室　延べ360校、436回（前年比＋60校、＋64回）
　・薬物乱用防止教室　延べ505校、525回　（同＋15校、＋13回）
・刑法犯少年検挙人員（平成27年中）1,849人（同－422人）
・不良行為少年補導人員（平成27年中）　33,499人（同-2,112人）

計画番号

事業名

担当課・室・班名

柱

事業内容

財源内訳

基本目標

基本方策

少年の非行防止と保護のため、県下6か所の少年センターにおいて、警察職員が、非行防
止・薬物乱用防止のための広報啓発、不良行為少年等の発見、補導活動を行う。



第２次千葉県青少年総合プラン　平成27年度事業評価シート

青少年の社会環境づくり事業

県民生活・文化課子ども・若者育成支援室 問合せ先（電話番号）

１　事業の概要

Ⅲ　子ども・若者の成長を支える地域社会づくり

６　社会環境の見直しと整備

１１　子どもを守る環境の整備と情報化社会への対応

当初予算額（千円） 26年度 27年度 28年度

決算額（千円） 26年度 27年度 28年度

県単(○) 県単(○) 県単(○)

２　事業実績・評価等

（1）事業の実施結果

（2）事業の成果

３　事業の課題・問題点、今後の方向性等

４　委員意見

柱

計画番号 108

事業名

担当課・室・班名 2330

基本目標

基本方策

事業内容
千葉県青少年健全育成条例等に基づき、青少年の健全育成を図るため、立入調査の実施
や、啓発用物資の作成及び配布により、青少年に有害な環境の浄化に努める。

766 778 778

・青少年の健全育成を図るため、条例に基づき、携帯電話等販売店107件、書店等227件、インターネットカフェ27
件、カラオケボックス72件等、計488件(うち300件は権限移譲市町実施分)の立入調査を行い、携帯電話事業者
等の説明責任等の確認・指導、青少年の深夜入場禁止や有害図書等の区分陳列等の確認・指導等を行った。
・千葉県青少年健全育成条例に基づく立入調査に係る事務権限を移譲した４市町（千葉市・銚子市・富津市・大
多喜町）により立入調査が行われた。

・立入調査の実施により、事業者の条例遵守状況についての実態確認及び指導を行い、個々の店舗における千
葉県青少年健全育成条例の規制事項の認識を高めるとともに、事務権限を移譲した４市町による立入調査の実
施により、地域における青少年健全育成の充実を図った。

・青少年がインターネットを利用することにより、様々なトラブルに巻き込まれるケースが増加していることから、イ
ンターネット上に氾濫する有害情報から青少年を守るための啓発をさらに進めるとともに、条例に基づく携帯電話
等販売店への確認・指導のより一層の充実を図る必要がある。
・地域における青少年健全育成の充実を図るため、立入調査に係る事務権限の市町村への移譲を進め、より効
果的な実施を目指す。

立ち入り調査は実効性のある指導だと思います。市町村に権限移譲は良いと思います。この場合、市町村担当
者の情報交換連絡会が必要と思います。県下まとめず地域ごとが良いと思います。

396 432

財源内訳



第２次千葉県青少年総合プラン　平成27年度事業評価シート

青少年ネット被害防止対策事業

県民生活・文化課　　子ども・若者育成支援室 問合せ先（電話番号）

１　事業の概要

Ⅲ　子ども・若者の成長を支える地域・社会づくり

６　社会環境の見直しと整備

１１　子どもを守る環境の整備と情報化社会への対応

当初予算額（千円） 26年度 27年度 28年度

決算額（千円） 26年度 27年度 28年度

県単(○) 県単(○) 県単(○)

２　事業実績・評価等

（1）事業の実施結果

（2）事業の成果

３　事業の課題・問題点、今後の方向性等

４　委員意見

柱

計画番号 109

事業名

担当課・室・班名 2291

基本目標

基本方策

事業内容

青少年の利用頻度の高いサイトを監視するとともに、関係機関と連携し、いじめ、非行行
為、犯罪被害などの防止を図る。

5,025 5,541 5,496

・ネット監視員２名を配置し、パソコンと携帯電話を使用して、県内の全ての中学校、高校、特別支援学校（計約６
３０校）の生徒が行っているSNSなどについて、監視を行った。問題のある書き込みを見つけた場合の措置とし
て、特に問題のある書き込み（レベル２、３）を発見した場合に、教育委員会等に連絡し、削除を含めた生徒への
指導を依頼した。自殺、ネットいじめ、事件性の高いものについては、学校、教育委員会、警察など関係機関と早
急に対応した。
・学校、関係機関の要請に応じ、児童生徒、保護者、学校関係者等を対象とする講演会に、職員を派遣し講演を
実施した。

・ツイッターなどのＳＮＳへのネットパトロールを強化した結果、平成26年度より1,340人多い、6,029人（26年度比
28.6％増）の問題のある書き込みを発見した。これらの書き込みの中で問題のあるものについては、学校等を通
じて指導・削除等を行った。
・学校、諸機関の要請に応じ、児童生徒、保護者、学校関係者等を対象とする講演会において、職員を派遣し、
講演を実施した。昨年度は59回実施し16,958名参加があった。インターネットの適正利用について啓発を図ること
ができた。

・今年度も引き続きネットパトロールを継続し、子どもたちを見守りながら、関係機関と連携・協力し、指導や保護
につなげていく。
・インターネットの適正利用について、効果的な啓発の仕方を検討していく。

①ネットパトロールは実効的な対策です。きめ細かく個別に潰してゆくので効果は出ると思います。また保護者や
指導者・学校職員への生の加工されない情報のフィードバックは統計的な数字より効果的です。先般の勉強会で
の講演は驚きの現実を痛感しました。ぜひ継続実施すべき事業です。
② とても大切なことだと感謝している。引続き、多くの学校等でＳＮＳの正しい利用、危険性についてＰＲして欲し
い。是非、継続実施すべき事業である。実態を講習会等を通じて広く知ってもらうことも是非継続していただきた
い。

5,679 4,953

財源内訳



                           

第２次千葉県青少年総合プランの評価方法について 

 
 ア 重点事業の評価について 

区 分 内  容 備 考 

評価対象 

（外部評価） 

６つの重点方策に掲載されている事業 (平成 27 年度： 
71 / 117 事業） 

評価対象を絞り質を

高める。 
評価方法 ・事業評価シートの作成  

・外部評価（青少年問題協議会委員と事業担

当課との意見交換の実施） 

計画事業に対する外

部意見を聴取する。 

評価結果 ・事業評価シートに外部評価結果を添付して

事業担当課にフィードバック 
・千葉県ホームページに事業評価シート及び

委員意見等を公表 

事業の改善や次年度

事業に生かす。 
 

 

 

イ 27 年度重点事業評価スケジュール 

時 期 ６つの重点方策に掲載されている事業 備 考 

5～6 月 ・H27 事業評価シートを作成（事業担当課に依頼）  
 
 

7 月 27 日 

 ～ 

8 月 10 日 

・委員あて H27 事業評価シートの送付・意見等

照会 
 

 

8 月 30 日 ・「青少年問題協議会」において委員と事業担

当課の意見交換を実施（11 事業） 
※事務局が事業担当課と調整のうえ事業を選定 

 

  

9～10 月 ・委員から意見があった 49 事業について、事

業担当課に回答を照会 
 

11～12 月 

 

・千葉県ホームページに、委員意見及び事業担

当課回答を公表 
 

 

【参考】 


