
重点
方策

番号 事業名 担当課 意見
委員名
(敬称
略)

Ⅰ-1-1 1
道徳教育推進プロジェク
ト

指導課教育課程室
日本新聞協会では、「日々の色々な地域の新聞を読んで、新たな気づきを
感じたり、HAPPYになったりした『HAPPY NEWSな記事』」を集め公表して
いる。道徳教材づくりにこうした新聞記事を活用してほしい。

萩原　

Ⅰ-1-1 1
道徳教育推進プロジェク
ト

指導課教育課程室
青少年団体の大半は社会教育団体として、約束、定め等を掲げていわば道
徳教育を推進しているといってもよい。方向性等連携できる点は連携して
いけるのではと、資料の一端でも見たいです。

鈴木　

Ⅰ-1-1 1
道徳教育推進プロジェク
ト

指導課教育課程室
私が気になっているのは、社会のルールが守られていないこと。大人が子
供に手本を見せられないこと。社会が子供に指導できないこと。次代を担
う子供たちが社会の宝であるという考えが薄い。

富山　

Ⅰ-1-1 1
道徳教育推進プロジェク
ト

指導課教育課程室

実施計画の小・中・高・特支用の指導資料作成・配布は実施の成果として
「実践資料集」になったとあるが、県で作成した映像教材とは別物なの
か。道徳教育授業のあり方について協議出来た内容、実践研究を実施した
内容は、公開され共有出来ているのか。千葉県独自の独自性とは、この場
合何を指すのでしょうか。

重　　

Ⅰ-1-1 2 学校人権教育の推進 指導課人権教育室

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。

萩原　

Ⅰ-1-1 2 学校人権教育の推進 指導課人権教育室
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。

富山　

Ⅰ-1-1 3
ちばっ子「学力向上」総
合プラン

指導課学力向上室
昨年も文科省が実施した学力テストで千葉県は例年並みで概ね全国平均と
同程度とのこと。授業力向上の取り組みなど引き続いての向上を期待しま
す。

鈴木　

Ⅰ-1-1 3
ちばっ子「学力向上」総
合プラン

指導課学力向上室

①事業実施計画にあるそれぞれの取り組みの成果は,どの様に評価されて
いるのか。あるいは次のＰＤＣＡサイクルに具体的にどのように活かされ
ているのか。
②大事な５つの視点を取り上げていますが、教師の取り組みと、子ども達
の取り組み「豊かな人間関係づくり実践プログラム」（事業番号15-1・
15-2）と合わせて考えたらもっとすばらしいのではないでしょうか。この
事業全体を図式化したら、理解しやすいのでしょうか。

重　　

Ⅰ-1-1 3
ちばっ子「学力向上」総
合プラン

指導課学力向上室

①「学びの突破口ガイド」や「ちばっ子チャレンジ１００」の配布や配信
は良い試みだと思います。実際にはどのように活用されたのでしょうか。
②「お兄さん、お姉さんと学ぼう」事業で高校生の参加人数はどの程度
だったのでしょうか。今後、推進してほしい事業です。

白﨑

Ⅰ-1-1 4
いきいきちばっ子コンテ
スト「遊・友スポーツラ
ンキングちば」の実施

体育課学校体育班

日常の生活能力の向上は今の子どもに重要です。参加校数アップに、地域
のボランティアを募集して種目等アイデア企画と実践をお願いしたらいか
がでしょうか。高等学校の参加数アップより中学校の参加率を５０％目標
で取り組んだらいかがでしょうか。

鈴木　

Ⅰ-1-1 5
千葉県競技力向上推進本
部事業

体育課スポーツ推進室
競技スポーツ班

小中学校にそれぞれのスポーツを指導できる先生がいない。今は、スポー
ツクラブ（スクール）頼りになっている。各スポーツ協会と連携した取り
組みも考えたら良いと思う。

富山　

Ⅰ-1-1 5
千葉県競技力向上推進本
部事業

体育課スポーツ推進室
競技スポーツ班

大きな予算額ですが、付帯的な成果目標とその評価は別枠でなされている
のでしょうか。スポーツ科学を取り入れた体幹を鍛えること等を始めてい
るスポーツクラブなどもありますが、トレーナーの育成にその様な要素を
加味することも取り入れてはいかがでしょうか。

重　　

Ⅰ-1-1 5
千葉県競技力向上推進本
部事業

体育課スポーツ推進室
競技スポーツ班

これまでの選手の育成と強化の成果を2020年のオリンピックに向けて一層
推進すると共に、千葉県の青少年がスポーツに関心を持つ様な施策が必要
と思います。

白﨑

Ⅰ-1-1 6
千葉フィールドミュージ
アム事業

文化財課学芸振興室

多くの子どもの参加が期待されていますが、記載されている参加数に占め
る子どもの割合はいかがだったでしょうか。既存のミュージアムに限定せ
ずに、地域を募りその地域の目玉となるフィールドを企画させたらいかが
でしょうか。地域おこしにもなります。

鈴木　

Ⅰ-1-1 6
千葉フィールドミュージ
アム事業

文化財課学芸振興室

フィールドミュージアムという観点で行う事業はすばらしい。フィールド
の観察や調査・体験を通して子ども達が博物館などに集う、様々な立場の
参加者とその地域の特性や課題に気づき、自分の興味関心の視野を広げて
自分のできることを見つけていくことは大事な機会となる。安全確保や専
門性の高い指導者の確保のために地域ガイド・保護者等を対象に研修を行
う事も予算化したらどうか。

重　　

Ⅰ-1-1 7 週末ふれあい推進事業
生涯学習課
社会教育振興室
社会教育施設班

週末ふれあいから主催事業としたことは良かったと思います。青少年教育
施設は、貴重な教育財産です。地元の青少年団体に相談をして共同企画で
子供たちの遊びを企画し、体験を通して人格形成に結び付けたらいかがで
しょうか。

鈴木　

Ⅰ-1-1 8 青少年教育施設の運営
生涯学習課
社会教育振興室
社会教育施設班

青少年教育施設は自然体験活動や生活体験活動の青少年の育成およびその
指導者の訓練に有効な拠点です。プログラムや運営方法について、各施設
間の情報交換を行い利用者のニーズに応えるようお願いします。なお少子
化の影響などにより利用者数が減ったからといって、現在の５施設を減ら
すことのないようすべきです。

鈴木　

Ⅰ-1-1 9
子どもの読書活動推進事
業

生涯学習課
社会教育振興室
社会教育班

子どもの活字離れは深刻だと思う。スマートフォンゲームにのめり込む子
どもを、いかに活字の世界に呼び戻すことができるのか。日常の学校活動
での取り組み強化が望まれる。「ブックスタート」事業の全市町村での実
施へ県が全面的に（予算的に）支援するべきだ。

萩原　

Ⅰ-1-1 9
子どもの読書活動推進事
業

生涯学習課
社会教育振興室
社会教育班

読書活動は、子どもにとって基礎学力向上につながり、大変重要なことで
すので、県下９０余の市町村立の図書館の利用促進のＰＲを教育委員会・
学校を通じて行うなど市町村における推進を高めるよう願います。

鈴木　

Ⅰ-1-1 9
子どもの読書活動推進事
業

生涯学習課
社会教育振興室
社会教育班

読み聞かせボランティア入門講座を若い父親のみならず、シニアも対象に
行うと良い。

重　　

Ⅰ-1-1 9
子どもの読書活動推進事
業

生涯学習課
社会教育振興室
社会教育班

①読み聞かせボランティア入門講座の受講者数はどの位でしょうか。
②両親対象の読み聞かせ実践講座があると良いと思います。

白﨑

Ⅰ-1-1 10 通学合宿推進事業
生涯学習課
社会教育振興室
社会教育施設班

通学合宿事業の効果は子どもの育成にとって有効であると認められます。
県立青少年教育施設の活用以外の宿泊施設の確保の困難さは理解できます
が、実施事例の情報交換など行って事業の普及を期待します。

鈴木　
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重点
方策

番号 事業名 担当課 意見
委員名
(敬称
略)

Ⅰ-1-1 10 通学合宿推進事業
生涯学習課
社会教育振興室
社会教育施設班

寝食を共にする効果は自明の事実ですが、その施設が県下では少ない。青
少年活動に参加出来ない児童生徒にこそ、この事業は有効なもの。各施設
で行うのみならず、市町村の強力をえて、是非、実施継続してもらいた
い。

重　　

Ⅰ-1-1 12
学童期からの生活習慣病
予防事業

健康づくり支援課
食と歯・口腔健康班

子ども・若者の生活習慣病の予防を目指す民間団体、ＮＰＯ法人との連携
を進めるべきた。

萩原　

Ⅰ-1-1 12
学童期からの生活習慣病
予防事業

健康づくり支援課
食と歯・口腔健康班

千葉県は自然豊かで野菜や魚、肉類も豊富です。No.１４の学校給食事業
とも合わせて推進していくことが望まれます。

鈴木　

Ⅰ-1-1 12
学童期からの生活習慣病
予防事業

健康づくり支援課
食と歯・口腔健康班

「しっかり運動、早寝、早起き、朝ごはん」の弊害になっているのは、ス
マートフォンではないかと思う。できる環境をつくることが大切だと思
う。

富山　

Ⅰ-1-1 13 ちば食育活動促進事業
安全農業推進課
食の安心推進室

Ⅰ-1-1 14
いきいきちばっ子食育推
進事業

学校安全保健課
給食班

Ⅰ-1-1 15-2
豊かな人間関係づくり推
進事業

指導課教育課程室
「豊かな人間関係づくり実践プログラム」の内容はどのような内容です
か。

白﨑

Ⅰ-1-1 16
男女共同参画センター
「男女共同参画講座等」

男女共同参画課
企画調整班

参加者アップは、開催日を週日から土日開催へしたらどうか。 鈴木　

Ⅰ-1-1 16
男女共同参画センター
「男女共同参画講座等」

男女共同参画課
企画調整班

関係機関との連携で相乗効果を上げているのは素晴らしい。男性参加者・
若年層参加者を増やす工夫を今後も是非継続して成果を上げて頂きたい。

重　　

Ⅰ-1-1 16
男女共同参画センター
「男女共同参画講座等」
の開催

男女共同参画課
企画調整班

開催した講座・セミナー・シンポジウムの内容はどのような内容でしょう
か。

白﨑

Ⅰ-1-1 17 こどもエコクラブの育成
循環型社会推進課
環境保全活動推進班

「登録数は年々増加しているが」は実数としてどの程度ですか。 鈴木　

Ⅰ-1-1 17 こどもエコクラブの育成
循環型社会推進課
環境保全活動推進班

私の住んでいる中学校区では、毎年12月にクリーングリーン活動を行って
いる。ゴミ拾いを通して奉仕活動、ゴミの分別、資源のリサイクル、環境
保全に対する理解を深めている。毎年500人の生徒、青少年健全育成団体
の人が参加している。

富山　

Ⅰ-1-1 17 こどもエコクラブの育成
循環型社会推進課
環境保全活動推進班

この予算は環境学習講座の一部を使っている・・・と聞いていますが、県
下のエコクラブをどの様に把握し、推進しているのか見えない。

重　　

Ⅰ-1-1 17 こどもエコクラブの育成
循環型社会推進課
環境保全活動推進班

子どもの環境保全意識の醸成とエコ活動の推進を継続していただきたい。 白﨑

Ⅰ-1-1 18
若者の文化芸術活動育成
支援事業

県民生活・文化課
文化振興班

音楽関係については、多くの小中学校で取り組んでいるが、他の芸術文化
については少ないように思う。

富山　

Ⅰ-1-1 18
若者の文化芸術活動育成
支援事業

県民生活・文化課
文化振興班

課題として提案されている「既存の枠組みにとらわれず、若者による文化
芸術活動への新たな支援方法」を是非検討していただきたい。

白﨑

Ⅰ-1-1 19 消費者教育啓発事業
くらし安全推進課
消費者安全推進室

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。

重　　

Ⅰ-1-1 19 消費者教育啓発事業
くらし安全推進課
消費者安全推進室

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。

白﨑

Ⅰ-2-3 27
さわやかちば県民プラザ
「交流事業」「学習・研
修事業」

生涯学習課
社会教育振興室
社会教育施設班

受講者のその後の活動インタビューなどをＷｅｂで伝えるなどして、県と
しての人材バンクをつくるのはどうでしょうか

重　　

Ⅰ-2-3 30
ボランティア活動支援体
制整備事業

県民生活・文化課
県民活動推進班

大事な支援体制だと思います。社協、NPO以外のボランティア団体の活用
も視野に入れたらいかがでしょうか。例えば千葉県生涯大学校には地域活
動学部や地域活動専攻科があり県下の多くのボランティア志望学生がお
り、その卒業生の校友会などが地元で活動しています。県生涯大学校に呼
びかけたらいかがでしょうか。

鈴木　

Ⅰ-2-3 31 ライトブルー少年賞事業
県民生活・文化課
子ども・若者育成支援室

地道な善行活動に光を当てて表彰する素晴らしい制度なので、広めていく
事業です。対象に中学・高校生年代まで含まれます。思い切って高校への
優先入学、大学への優先入学推薦などの優遇措置を提案します。理由は、
その生徒たちは進学した学校で使命感を持って善行の核となり結晶が成長
するように広がることが期待できるからです。

鈴木　

Ⅰ-2-3 32
内閣府青年国際交流事業
における参加青年の選考

県民生活・文化課
子ども・若者育成支援室

青少年の国際感覚の醸成は、成田を抱える千葉県の重要なアイテムです。
広報には市町村の民間団体運営の国際交流事業実施団体へのPRに注力願い
たいと思います。

鈴木　

Ⅰ-2-3 32
内閣府青年国際交流事業
における参加青年の選考

県民生活・文化課
子ども・若者育成支援室

2020年の東京オリンピックもあるので、是非そうして欲しい。 富山　

Ⅰ-2-3 32
内閣府青年国際交流事業
における参加青年の選考

県民生活・文化課
子ども・若者育成支援室

県として、報告会や知事への表敬訪問や、報告会を支援して欲しい。 重　　

Ⅰ-2-3 32
内閣府青年国際交流事業
における参加青年の選考

県民生活・文化課
子ども・若者育成支援室

本事業への応募者の減少の要因は何なのでしょうか。 白﨑

Ⅰ-2-3 33
幕張アジアアカデミー事
業

国際課　国際交流協力室

アジアを学ぶことの大切さは論を待ちません。１１校で実施した特別講義
を拡大してはいかがでしょうか。その際イベントのタイトルが「アジア総
合学科」ではとっつき難いと思います。「もっと知ろうアジアを」など平
易な表現を使えないものでしょうか。

鈴木　

Ⅰ-2-3 33
幕張アジアアカデミー事
業

国際課　国際交流協力室 より積極的に継続実施を進める必要がある事業だと思います。 白﨑

Ⅰ-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

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

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。

富山　

Ⅱ-3-5 45-1
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

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。

萩原　

Ⅱ-3-5 45-1
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

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。

鈴木　

食育活動事業は重要です。ボーイスカウトのある団では、小学生低学年・
幼稚園年長児に畑を耕す、肥料をまく、じゃが芋やさつまいもを植え付け
る、間引き、追肥、草取りなどを体験させ、収穫を迎えるという一連の作
業を体験させていきます。生物の勉強、食のありがたみ、自然への感謝を
体験します。道徳教育でもあります。教育委員会と地元ボランティアで、
場所の確保を共同でできればよい食育教育になります。パイロットスタ
ディとしてもよい案です。

鈴木　
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Ⅱ-3-5 45-1
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

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。

富山　

Ⅱ-3-5 45-2
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

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。

鈴木　

Ⅱ-3-5 47
ひきこもり地域支援セン
ター事業

障害福祉課
精神保健福祉推進室

・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。

白﨑

Ⅱ-3-5 48 訪問相談担当教員の配置
指導課
生徒指導・いじめ対策室

不登校児童を抱える家庭にとっては深刻な問題です。担当教員が孤立化し
ないよう年５回の研修会を月例会にしたらいかがでしょうか。

鈴木　

Ⅱ-3-5 48 訪問相談担当教員の配置
指導課
生徒指導・いじめ対策室

訪問相談担当教員が1人当たり946件の対応を行った、ということですが、
人員数の問題はないのでしょうか。

白﨑

Ⅱ-3-5 49
生徒指導専任指導主事の
配置

指導課
生徒指導・いじめ対策室

色々ないじめの形態はあると思いますが、ＳＮＳによるいじめも多くなっ
ていると聞いています。県が行っているネットパトロールをもっと充実さ
せていただいたらと思います。

富山　

Ⅱ-3-5 51
ひきこもりサポーター養
成・研修事業

障害福祉課
精神保健福祉推進室

是非、市町村の理解を深め登録者を増やしてほしいと思います。 富山　

Ⅱ-3-5 52
いじめ対策等生徒指導推
進事業

指導課生徒指導・いじめ
対策室

事業名と事業内容の不一致 白﨑

Ⅱ-3-5 53
外国人児童生徒等教育に
関する連絡協議会

指導課　教育課程室
日本語能力が低く、日本の生活習慣・制度への理解が不十分である外国人
児童の保護者に対する支援を県もすべきではないか。

萩原　

Ⅱ-3-5 53
外国人児童生徒等教育に
関する連絡協議会

指導課　教育課程室
特に東南アジア系の外国人が増えています。市町村の支援で民間の国際交
流協会が地道に活動している。いくつかの拠点でのパイロットスタディを
組んだらいかがでしょうか。

鈴木　

Ⅱ-3-5 53
外国人児童生徒等教育に
関する連絡協議会

指導課　教育課程室
外国人児童生徒の日本語指導の現状（日本語教員の派遣等）はどのように
なっているのでしょうか。

白﨑

Ⅱ-3-5 57 教育相談事業の充実
子どもと親のサポートセ
ンター
教育相談部

予算も４，０００万円と多く膨大な相談件数をこなし情報も多大です。最
も重要なことは関係諸機関との連携だと思います。相談事業は、他にも計
画番号４５－１、４５－２、４６、４７、４８、４９等存在しています。
連携を密にするための組織横断的な対策会議など組織、方法等ありますで
しょうか。因みに民間の企業の事例ではクレーム・問題は窓口一本化で関
係部署の連絡会議を頻繁に開き対応を検討しています。

鈴木　

Ⅱ-3-5 58
ちば地域若者サポートス
テーション事業

雇用労働課
若年者就労支援班

１５歳から３９歳の若者が何もしていないことが問題です。こうした人に
起因する事件が多いです、しっかりとした支援が望まれます。

鈴木　

Ⅱ-3-5 58
ちば地域若者サポートス
テーション事業

雇用労働課
若年者就労支援班

事業の成果が得られている様子なので更なる推進を望みます。 白﨑

Ⅱ-3-6 60
生活福祉資金貸付事業(教
育支援資金）

健康福祉指導課
自立支援班

Ⅱ-3-6 62 千葉県奨学資金貸付事業
財務施設課
予算調整室育英班

Ⅱ-3-6 62 千葉県奨学資金貸付事業
財務施設課
予算調整室育英班

給付型への転換、一部導入はできないか。 萩原　

Ⅱ-3-6 62 千葉県奨学資金貸付事業
財務施設課
予算調整室育英班

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。

鈴木　

Ⅱ-3-6 62 千葉県奨学資金貸付事業
財務施設課
予算調整室育英班

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。

富山　

Ⅱ-4-7 63
社会を明るくする運動補
助金

健康福祉指導課
地域福祉推進班

更生後の就労について、県も前向きに取り組むべきではないか。 萩原　

Ⅱ-4-7 63
社会を明るくする運動補
助金

健康福祉指導課
地域福祉推進班

「６７．少年に手を差し伸べる立ち直り支援活動」も合せてこの事業目的
につながる団体もあります。何か貢献できると良いと思います。（千葉県
青少年団体連絡協議会加盟団体です。）

鈴木　

Ⅱ-4-7 63
社会を明るくする運動補
助金

健康福祉指導課
地域福祉推進班

社会を明るくする運動については、支部単位で取り組んでいるが、作文コ
ンテストが効果が高いことは知っている。県としても、ビデオの作成、電
光掲示板の活用などマスメディアを活用した啓発活動を行って欲しいと思
う。

富山　

Ⅱ-4-7 64 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

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。

萩原　

Ⅱ-4-7 64 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

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。

鈴木　

Ⅱ-4-7 64 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

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。

富山　

Ⅱ-4-7 65 学校警察連絡制度 警察本部少年課
県警レベルでの意見交換も良いと思うが、現場である学校と警察の意見交
換の場があっても良いと思う。市の青少年問題協議会だけでは不十分だと
思う。

富山　

Ⅱ-4-7 68 少年サポート活動 警察本部少年課

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。

鈴木　

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。

白﨑
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Ⅱ-4-7 70 タッチヤング活動 警察本部少年課
良い事業だと思います。少年に礼儀を教えます。大会以外に各警察ごとの
教室開催に費用を増やしたらよいと思います。費用対効果はあると思いま
す。

鈴木　

Ⅱ-4-7 70 タッチヤング活動 警察本部少年課
柔道11チーム、剣道17チームは警察署の数から見ても少ないと思う。良い
施策だと思うので、参加数を増やす努力をして欲しい。

富山　

Ⅱ-4-7 72
自転車盗難対策推進モデ
ル校事業

警察本部生活安全総務課
犯罪抑止推進室

自転車盗難対策もさることながら、スマホのながら運転、夜間無灯火など
運転マナーの指導強化が望まれます。

鈴木　

Ⅱ-4-7 72
自転車盗難対策推進モデ
ル校事業

警察本部生活安全総務課
犯罪抑止推進室

自転車の盗難件数が、犯罪認知件数を増やしている。徹底した盗難防止施
策を実施して欲しい。

富山　

Ⅱ-4-7 73 薬物乱用防止対策事業
薬務課
麻薬指導班

配付したDVDの利用状況を把握し、徹底してほしい。 富山　

Ⅱ-4-7 73 薬物乱用防止対策事業
薬務課
麻薬指導班

学校に配布されたDVDの活用状況を確認してほしい。（計画番号75「薬物
乱用防止教育」との関連も含めて）。

白﨑

Ⅲ-6-11 101
自主防犯意識の醸成促進
事業

くらし安全推進課
防犯対策推進室

防犯パトロール隊出動式・・「式」だけでなく「出動」すべきではないで
しょうか。

鈴木　

Ⅲ-6-11 102
防犯意識を高める広報啓
発事業

警察本部
子ども女性安全対策課

私は６月第１週が痴漢対策強化週間であることを知らなかった。もっとＰ
Ｒして関連機関、団体と連携してやって欲しい。

富山　

Ⅲ-6-11 103
防犯ボランティア活動促
進事業

くらし安全推進課
防犯対策推進室

是非、取り組みを強化して欲しい。 富山　

Ⅲ-6-11 107-1
ちばっ子安全・安心推進
事業

学校安全保健課
安全室

柏市立十余二小学校の実践発表を他校に普及したら良いと思います。点対
策です。紙より価値ありです。

鈴木　

Ⅲ-6-11 107-1
ちばっ子安全・安心推進
事業

学校安全保健課
安全室

この項目ではないのかもしれないが、一昨年から道路改正法が施行され、
自転車に対する指導が強化された。しかし、自転車の安全利用五則が守ら
れていない。これは、大人が守っていないからである。ルールを守ること
が命を守ることであるともっとＰＲして欲しい。

富山　

Ⅲ-6-11 108
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

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。

鈴木　

Ⅲ-6-11 109
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

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。

鈴木　

Ⅲ-6-11 109
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

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。

富山　

Ⅲ-6-11 111 サイバー犯罪対策の推進
警察本部
サイバー犯罪対策課

安全教室695回は大変だと思うが、小中高の数を考えればまだまだ少ない
と思う。今後も引き続き取り組んでほしい。

富山　

Ⅲ-6-11 112 暴走族総合対策の推進 警察本部交通捜査課

暴走グループの弊害は地域住民のみならず、少年に勘違いのカッコよさ・
物まねの悪影響があります。暴走族相談員の存在は初めて知りましたが地
道に暴走族をなくし、正常な生活に復帰する機会を与えると思います。こ
れも点をつぶしてゆく地道な作業です。ご健闘をお祈りします。

鈴木　
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