
【資料１－２】 

           

平成 29 年度第２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 
18 

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 13 

2-3-6 子どもの貧困問題・経済的支援 5 

2-4-7 非行・犯罪防止・立ち直り支援 12 

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 68 
 
 

２ 意見交換６事業（28 年度重点事業）  

     

施策 項番 事業名 
H28 年度（千円） 

担当課 
予算額 決算額 

1-1-1 1 道徳教育推進プロジェクト 32,368 30,081 教）指導課 

1-2-3 30 ライトブルー少年賞事業 392 190 県民生活・文化課 

2-3-5 

44-1 
子ども・若者育成支援推進事業 

275 38 
県民生活・文化課 

44-2 10,770 10,738 

47 訪問相談担当教員の配置 ― ― 教）指導課 

3-6-11 
98 自主防犯意識の醸成促進事業 3,063 1,792 くらし安全推進課 

101 地域の防犯力アップ補助事業 8,000 3,089 くらし安全推進課 



第２次千葉県青少年総合プラン　平成28年度事業評価シート

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） 27年度 28年度 29年度

決算額（千円） 27年度 28年度 29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

①道徳教育の実施した成果について、児童生徒の反応についていかがだったでしょうか。（総じて、または２、３の
例でも結構です。）実践資料集を配付したとありますが、一般的に見ることは可能でしょうか。
②道徳教育の教科化に向けて、現場の教師が、研究授業等から、押しつけではなく、自ら課題を見つけ、計画
し、評価して行くのか・・その様な機会と場の提供は当然なされているとは思いますが、この研修はトップダウンで
はなく、主体的で、本音で語れる懇談会や研修会の場であれば次の展望が楽になるのではないでしょうか。
27年度決算で4,370千円、28年度決算で2,287千円がマイナスになっており、29年度予算案は32,444千円（国費
25,808千円・県費6,636千円）となっていますが、前年度より明確な新規計画が盛り込まれた上での予算措置なの
でしょうか。

事業名 道徳教育推進プロジェクト

担当課・室・班名 指導課・教育課程室 4059

32,200 32,368 32,444

事業内容
千葉県教育振興基本計画で「道徳性を高める実践的人間教育の推進」を計画実現の施策
の方向の一つとして掲げ、幼児期から発達の段階に応じた道徳教育を推進する。

・年間１回の｢道徳教育懇談会｣を実施した。
・平成２８年度は、小学校１０校、中学校１０校、高等学校１０校、特別支援学校１校、幼稚園１園を研究校として
指定し実践研究を実施した。
・中学校、高等学校等の道徳教育推進教師研修会を実施した。
（中学校については「道徳教育パワーアップ研究協議会」と称し、実施した。）
・「心の教育推進キャンペーン」による公開授業の実施と実践資料集を作成・配付した。

・｢道徳教育懇談会｣において、今後の道徳教育や発達の段階に応じた授業の在り方などについて協議できた。
・平成２８年度は、小学校１０校、中学校１０校、高等学校１０校、特別支援学校１校、幼稚園１園を研究校として、
道徳の授業を公開し、実践研究を実施した。映像教材を活用した授業では、視聴した児童からは、「わかりやす
い」「表情等から気持ちがわかる」等の感想や、保護者からは、「同じ映像を観ることで、家庭でもコミュニケーショ
ンが活発になった」等の報告が寄せられた。
・中学校、高等学校等の道徳教育推進教師研修会を実施した。中学校の研修会では、特に道徳の教科化に向け
た国の動向等を説明した。また、県で作成した映像教材の活用説明や各校の実践事例報告があった。
・「心の教育推進キャンペーン」による小学校１０校、中学校１０校、高等学校１０校、特別支援学校１校、幼稚園１
園の計３２校が公開授業を実施した。また、年間５回の会議を設け、各校の取組の紹介や、発達の段階に応じた
授業の在り方について協議をおこなった。実践資料集「心豊かに」及び「心の啓発ポスター」を作成し、県内幼・
小・中・高・特別支援学校に配付した。

・県で作成した道徳教材の積極的な活用
・道徳の授業の一層の充実のために、道徳教育推進教師を対象とした研修会を開催する。
・映像教材の作成等、引き続き、発達の段階に応じた、千葉県独自の教材作成を進める。
・道徳教育実施状況調査を行い、映像教材や読み物教材の活用状況を把握する。
・道徳の教科化に向けた各校の準備を支援する。

27,830 30,081

計画番号 1

柱

基本目標

基本方策

財源内訳 全額国費 全額国費 国費25,808　県6,636



第２次千葉県青少年総合プラン　平成28年度事業評価シート

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

当初予算額（千円） 27年度 28年度 29年度

決算額（千円） 27年度 28年度 29年度

県単(○) 県単(○) 県単(○)

○ ○ ○

２　事業実績・評価等

（1）事業の実施結果

・善行少年・団体の選考会議（11/24）

・表彰式の開催（1/27）　個人の部　2件（3名）、団体の部　3件　　

・受賞者・受賞団体名簿の作成・配布

（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

①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。
②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
の計画があるのでしょうか。
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。

計画番号 30

事業名 ライトブルー少年賞事業

担当課・室・班名 県民生活・文化課　子ども・若者育成支援室 2330

柱

基本目標

基本方策 ３　社会形成への参画支援・社会参加の促進

事業内容
郷土千葉県の新しい時代を担う、心豊かなたくましい青少年を育成するため、青少年の善
意や親切心に基づく善行を広く表彰し活動を称えるとともに、その気運を広めていく。

・引き続き、青少年の善意や親切心に基づく善行を広く表彰し活動を称えるとともに、その気運を広めていくこと
とする。

392 392 392

323 190

財源内訳

・青少年の善意や親切心に基づく善行を表彰し、受賞者名簿を配布する等でその活動を広めることにより、社会
形成・青少年の社会参加支援に寄与した。



第２次千葉県青少年総合プラン　平成28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） 27年度 28年度 29年度

決算額（千円） 27年度 28年度 29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

居場所や支援ネットワークの調査結果、現状はどのような状況でしょうか。

計画番号 44-1

事業名

担当課・室・班名 2330

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。

275 275 275

・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関する課題の共有や
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　3回（委員会2回を含む）、人材育成研修　２回 ）
・困難を抱える子ども・若者の居場所調査の実施。
・市町村ネットワーク状況調査の実施。
・内閣府子供・若者支援地域ネットワーク強化推進事業を活用し、人材育成研修や先進地域（豊橋市）視察を実
施。

・千葉県子ども・若者支援協議会を開催し、関係機関が情報交換や意見交換を実施した。
・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。
・県内5か所の困難を抱える子ども・若者の居場所を現地視察し、現状や課題を把握し、協議会で情報共有を
図った。
・市町村ネットワーク状況調査を行い、各市町村における協議会設置についての考え方や既存のネットワークの
状況を把握した。
・内閣府事業に参加したことで、国の動向や他都道府県の先進的な取り組みを把握することができた。

・引き続き、千葉県子ども・若者支援協議会を運営し、困難を抱える子ども・若者への支援充実に向けた検討や
人材育成研修を実施する。
・平成29年度は、第３次青少年総合プランの策定や、千葉県子ども・若者総合相談センターの機能強化につい
て、地域における子ども・若者支援ネットワークづくり、子ども・若者支援に関する社会資源（居場所等）の拡充の
ための方策などについて検討予定。

136 38

財源内訳



第２次千葉県青少年総合プラン　平成28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） 27年度 28年度 29年度

決算額（千円） 27年度 28年度 29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

29年度予算は、前年実績金額より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。

計画番号 44-2

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。

11,099 10,770 15,605

・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28年度：733件
・悩みを抱える相談者の話を聞き、必要に応じて適切な支援機関を紹介している。
　平成28年度リファー件数：375件（全相談件数の51.2%)
・ホームページをリニューアルするとともに、各種研修会等でライトハウスちばを紹介し、学校の先生や関係機関
等への相談窓口の周知を図った。

・平成29年度より面接相談を開始し、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する。
・保護者向けの勉強会（年６回）や関係機関向け勉強会（年６回）を実施し、保護者の孤立防止や関係機関との連
携した取り組みの推進を図る。
・ライトハウスのちばの取り組みをわかりやすく説明したリーフレットを作成し、配布する。
・ライトハウスちばのさらなる機能強化について、千葉県子ども・若者支援協議会において意見交換等を行いなが
ら検討する。

11,067 10,738

財源内訳



第２次千葉県青少年総合プラン　平成28年度事業評価シート

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） 27年度 28年度 29年度

決算額（千円） 27年度 28年度 29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

①訪問相談担当教員の活動には敬意を表します。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
修が必要ではないでしょうか。
②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。

事業名 訪問相談担当教員の配置

担当課・室・班名 指導課　生徒指導・いじめ対策室 4055

－ － －

事業内容
・不登校児童生徒の支援の充実を図るために、不登校児童生徒への家庭訪問を中心とし
た活動を行う教員を不登校対策拠点校に配置する。
・訪問相談担当教員は教職員、保護者及び不登校児童生徒に対する助言・支援を行う。

・平成28年度は、県内12校に地区不登校対策拠点校を指定し、併せて訪問相談担当教員の配置を行った。平成
28年度の訪問相談担当教員の総活動件数は、11,609件で、一人当たり967件の対応を行った。また、年間５回の
研修会を子どもと親のサポートセンターで実施し、事例検討や講義・情報交換を行った。

・地区不登校対策拠点校及び訪問相談担当教員が、不登校児童生徒の実態把握、教職員への助言、さらに保
護者及び不登校児童生徒に対する訪問相談の実施等で各地区の中心となり活動しており、地区内の小中学校
からの要請も多い。各学校への助言・支援は、年間５回の研修会で行った事例検討や講義等を生かして、それぞ
れのニーズに合わせたものを提供している。平成28年度に訪問相談担当教員が関わり、好転に向かったケース
は430件であった。

・各地区において、訪問相談担当教員の活動が認知され、活動の幅も広がっているが、地域によっては、訪問相
談担当教員のスケジュールの問題等で地域のニーズに応えきれないことがある。

－ －

計画番号 47

柱

基本目標

基本方策

財源内訳



第２次千葉県青少年総合プラン　平成28年度事業評価シート

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 問合せ先（電話番号）

１　事業の概要

Ⅲ　子ども・若者の健やかな成長と自己形成・社会参画支援

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） 27年度 28年度 29年度

決算額（千円） 27年度 28年度 29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

事業成果として記載されている内容を実施したその結果、「○○のような防犯意識の高揚が見られた」等具体的
な成果を記載してほしいです。

・啓発用物品（自転車盗難被害防止チラシ125,000枚、ポスター1,500枚）の作成・配布
・安全で安心なまちづくり旬間に、防犯パトロール隊出動式を実施　など

3,063

財源内訳

2,862

・引き続き、犯罪被害を防止する効果の高い啓発物品を作成し、防犯パトロール隊出動式等で広報・啓発するこ
とにより、広く県民の防犯意識の高揚を図る。

・「安全で安心なまちづくり旬間」における防犯パトロール出動式の実施や啓発物品の配布などの広報・啓発に積
極的に取り組んだ。

計画番号 98

事業名

担当課・室・班名 2333

柱

2,986

1,361 1,792

基本目標

基本方策

事業内容

警察、市町村と連携を図り、特定の罪種、あるいは特定の被害者層に的を絞った、実効性
のある効果的な広報啓発活動を実施する。
また、安全安心まちづくり旬間における防犯パトロール隊出動式等の実施により広く県民
の防犯意識の高揚を図る。



第２次千葉県青少年総合プラン　平成28年度事業評価シート

地域の防犯力アップ補助事業

くらし安全推進課防犯対策推進室 問合せ先（電話番号）

１　事業の概要

Ⅲ　子ども・若者の健やかな成長と自己形成・社会参画支援

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） 27年度 28年度 29年度

決算額（千円） 27年度 28年度 29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

パトロール資機材にはどのようなものが含まれるのでしょうか。

柱

計画番号 101

事業名

担当課・室・班名 2333

基本目標

基本方策

事業内容

地域の防犯力を向上させるためには、自主防犯活動を促進し、その発展・強化を図る必要
があることから、市町村が行うパトロール資機材整備事業について、その経費の一部を補
助する。

1,600 8,000 8,000

・パトロール用資機材整備費の補助（１８市村）

・各市町村の行う資機材整備事業を通じて、自主防犯団体へのパトロール用資機材整備を支援した。

・引き続き、各市町村へパトロール資機材整備補助制度の積極的な活用を呼びかけ、自主防犯活動を促進し、
その発展・強化を図る。

1,471 3,089

財源内訳


