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平成28年度第3回木更津市青少年問題協議会 議事録 

 

１ 日 時 平成29年2月9日（木）午後1時33分～午後2時47分 

２ 会 場  木更津市役所駅前庁舎8階防災室・会議室 

３ 出席者  渡辺芳邦会長 

委員：重城正義委員、長谷部理絵委員、橋本ミチ子委員、山本昭裕委員、竹内三郎

委員、久保弘明委員、川村実佳委員、齋藤和利委員、榛澤敦子委員、金綱

房雄委員、山下紀世美委員（19名中11名出席） 

※ 欠席委員：神子由之委員、地曵文利委員、横田秀俊委員、尾崎進委員、平野軍治

委員、吾津松太郎委員、佐久間裕司委員、白石和義委員、（8名） 

木更津市教育委員会：髙澤教育長、堀切教育部長、篠田まなび支援センター所長、 

今井学校教育課主幹 

木更津市社会福祉課：加藤課長、大塚主任主事 

事務局（生涯学習課）：秋元課長、篠田主幹、深野主事 

４ 議 題 

 ○  委嘱状交付式 

 (1)  木更津市の「子どもの貧困対策」について 

ア 報 告 木更津市 福祉部社会福祉課 

イ 意見交換 

 (2) 平成28年度青少年事業報告について 

  ア 生涯学習課事業 

  イ まなび支援センター事業 

  ウ 福祉部子育て支援課事業 

(3) その他 

５ 公開・非公開の別  公 開 

６ 傍聴者数  な し 

７ 資 料 

 (1) 平成28年度第3回木更津市青少年問題協議会会議次第 

 (2) 木更津市青少年問題協議会委員名簿 

(3) 資料1 子どもの貧困対策について 

(4) 資料2 子どもの貧困対策のための福祉部の取組みについて 

(5) 資料3 平成28年度青少年事業報告（生涯学習課） 

(6) 資料4 平成28年度青少年事業報告（まなび支援センター） 

(7) 資料5 木更津市の放課後児童クラブ（子育て支援課） 
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８ 会議の概要 

【委嘱状交付式】 

（司会） 

本日は、大変お忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。 

会議に先立ちまして、任期途中ではありますが、委員の変更がございましたので、ただ今か

ら、青少年問題協議会委員委嘱状交付式を開催いたします。 

お名前をお呼びいたしますので、自席にてお受け取り下さい。 

なお、木更津市青少年問題協議会設置条例第 4 条第 2 項の規定により、任期は前任者の残任

期間となります。 

（市長から金綱委員に委嘱状を交付） 

 

（司会） 

  それでは、新しく委員になられました金綱様から一言ご挨拶をいただきたいと思います。 

 

（金綱委員） 

  ただ今、市長から委嘱状をいただきました、社会福祉協議会副会長をしております金綱と申

します。 

  先輩委員には知っている方もいらっしゃいますが、私、青少年問題については初めてですの

で、先輩方のご指導を得ながら職務を果たしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。 

 

（司会） 

ありがとうございました。 

以上をもちまして、委嘱状交付式を終了いたします。 

 

【協議会】 

（司会） 

引き続きまして、平成 28 年度第 3 回木更津市青少年問題協議会を開催させていただきま

す。 

初めに、本協議会の会長であります渡辺市長よりご挨拶申し上げます。 

 

（渡辺会長） 

  皆さん、こんにちは。 

本日は、大変お寒い中、青少年問題協議会にご参加いただきありがとうございます。また、

日頃より、本市の青少年健全育成に温かいご理解とご協力をいただいていることに、心より感

謝申し上げたいと思います。 

さて、本市では、先月 8 日に成人式を開催し、新たに 1,396 名の若者が大人の仲間入りをし

ました。式典の中で、新成人の代表からは「これまで、支えてくださった人々への感謝を忘れ

ず、誇りを持ち、胸を張って、人のために尽くせるような社会人を目指します。」といった、非

常に頼もしい誓いの言葉がありました。これは自分で書いた部分だと思いますが、本当に素晴

らしい式典を行っていただきました。ここ数年、本当に静かで厳粛な中での式典が開催されて

おりまして、話をしっかりと聞いていただいているというのが現状でございます。 

こうした高い志を持つ若者が一人でも多く育ち、心豊かに健やかに成長を遂げられるよう、

社会全体で育み、支えることができる環境づくりを進めていくことが、私たち大人の役割であ

ると改めて感じております。引き続きのご協力をよろしくお願いいたしたいと思います。 

さて、本日は、近年、大きな課題となっております「子どもの貧困対策」をテーマに意見交

換をしていただきます。この後、担当課から本市の取組状況等について説明をいたしますので、

委員の皆様には、それぞれのお立場から忌憚のないご意見をお聞かせいただければと思います。 
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それでは、よろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

ありがとうございました。 

ここでご報告させていただきます。現在の出席委員は 11 名です。木更津市青少年問題協議

会設置条例第 6 条第 2 項の規定による半数以上の出席がございますので、会議は成立してお

ります。 

なお、本会議は、木更津市審議会等の会議の公開に関する条例により公開されていますが、

本日の傍聴人はありません。 

以上、ご報告させていただきます。 

それでは、議事に入らせていただきます。議長につきましては、渡辺会長にお願いいたしま

す。 

渡辺会長よろしくお願いいたします。 

 

（渡辺会長） 

それでは、議長を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

早速議事に入ります。 

  まず、議事の 1番目、「木更津市の『子どもの貧困対策』について」を議題といたします。 

  本日は、福祉部社会福祉課から加藤課長と大塚主任主事に出席いただき、本市における子ど

もの貧困対策の現状と取組等について報告をお願いいたします。 

  ご質疑、ご意見等につきましては、報告が終了した後にまとめてお受けいたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

（社会福祉課：加藤課長 資料1により説明） 

 

（社会福祉課：大塚主任主事 資料2により説明） 

 

（渡辺会長） 

ありがとうございました。 

ただ今、社会福祉課から学習支援教室を中心に子どもの貧困対策について報告がございまし

た。今、実施中で、来年度からの展開について検討中ということでございます。 

それでは、このことについて何かご質疑等がございましたら、お聞かせいただきたいと思い

ます。 

 

（橋本委員） 

この対象になる児童・生徒はどのような人たちで、どのくらいの人数になるのかという見込

をお尋ねしたいと思います。 

それから、内容によっては、同じ学区内では参加しにくいという子どももいると思うのです

が、その辺をどう考えているのかということ。 

また、公共交通機関があまり充実していないので、自分の足か誰かの送り迎えがないといけ

ないのが課題かと思いますが、その点はどう考えているのかを伺いたいです。 

 

（社会福祉課 加藤課長） 

  学習支援教室の対象については、今現在は中学1年生から3年生までを対象としています。試

験的ということ、高校入試があるということもありまして、中学生を対象としています。当面

は中学生を対象として考えていますが、将来的には小学生、高校生と広げて行きたいと考えて

います。 

人数についてですが、人数の把握は難しい状況です。参加人数が多くなれば回数を増やすか、

場所を増やすかという対応が必要になるとは考えておりますが、今のところ参加されているお

子さんは、多い時で8名ということで、何とか1箇所で実施できているというところです。状況

を見ながら試行錯誤をしていくことになるかなと考えております。 

2つ目のご質問で、同じ学区内では学習支援教室は避けたほうが良いというご意見ですが、現
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在は試験的ということなので1箇所で実施しております。ただ今のご意見等を踏まえまして、今

後実際にやっていく時に考えていきたいと思います。今のところは本格実施に当たっても1箇所

でやっていきたいと考えております。ただ、こういった問題が出てきた場合には、複数で実施

するということも考えなくてはいけないかなと思います。 

3点目の交通の問題ですが、今現在は、実際に来られるお子さんは、保護者の方が送って来ら

れる方が多く、特に帰りは遅い時間になりますので迎えに来られることが多いです。遠方にな

りますと自転車で来られる方などもいらっしゃいます。本格的に行う場合は、なるべくは徒歩、

あるいは自転車で通える場所を検討していかなければならないと思っております。 

 

（橋本委員） 

  以前、家庭で宿題などの学習を見ることのできない小学生に対して、何か対策はあるのかと

いう質問をしたところ、それは学校ごとにやっているという話をしていただいたと思うのです

が、小学校1年生の基礎学習の段階から、短い時間でもいいから、時間をかけていって、一緒に

学習をしていくという環境を作ることが、中学生や高校生になってからの学習の遅れに対応で

きるものだと考えています。 

もう一つの対策として、学校文化に合わない子どもたちも貧困に繋がっていて、たぶん過去

30年、40年前からのそういう子どもたちが、今、社会に出られない状態になっているのだと思

うのです。そうすると、学習面だけの支援が貧困対策ではなくて、それ以外のこともやってほ

しいのですが、何かありますか。どう考えますか。 

 

（社会福祉課 加藤課長） 

  学習以外の貧困対策についてですが、学習教室で勉強をやっていく中で、慣れてくるといろ

いろな話ができるようになってくると思います。その話を聞くということが居場所づくりにな

ると思います。そういったことで支援になるのかなとは考えております。 

その先でいろいろあろうかと思いますけれども、今現在は、学習支援をいかにやっていくの

かということに重きを置いているところでございます。その他の支援を全く考えないというわ

けではないのですが、まずはこの学習支援を柱として取り組みながら、並行して他の支援もで

きないかということを考えていきたいと思います。 

 

（渡辺会長） 

  模索中ということでございますので、何かいいアイデアがありましたら教えていただきたい

と思います。 

 

（金綱委員） 

  今、週1回活動していて、試験的なので対象が8人ということですが、実際にその8人の方を支

援しているのはどなたですか。どういう人ですか。 

 

（社会福祉課 加藤課長） 

  先ほど説明にありましたが、学生のボランティアに講師をしていただいております。まだ学

生さんなので、任せきりとはいかない部分もありますので監督の意味も含めて、大塚をはじめ

社会福祉課の職員、子育て支援課の職員もサポートしております。卒業してから時間も経って

いますので、簡単に教えるという訳にはいかないですが、一緒に勉強しながら教えているとい

う状況でございます。 

 

（金綱委員） 

  今、お願いしている学生さんは、完全にボランティアですか。 

 

（社会福祉課 加藤課長） 

  試験的ということで、無償でお願いをして来ていただいているところです。現在は予算化を

されてないという状況でございますが、予算化されましたら、わずかでも謝礼というような形

で出せればというように考えております。 
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（長谷部委員） 

  子どもの居場所を作るというのは、とてもありがたいお話です。 

最初の話に戻って、親の就労支援等のいろいろな支援の実施をするその時に、早期発見とい

う言葉をおっしゃいましたけれど、誰がどこで発見して、どうつないで連携していくのか。ま

ず早期発見する方はどなたなのか。 

それから、こちらが発見するのと、あちらから支援を求めていただくという両方必要だと思

うのですが、それをどのように、子どもあるいは保護者の方たちに伝えていくか。その方法に

ついて。この2点教えていただけますでしょうか。 

 

（社会福祉課 大塚主任主事） 

  早期発見に関しましては、まず相談を最初に受ける方がいらっしゃると思います。それは例

えば、民生委員さんであったり、病院の相談員さんであったり、学校の先生だったり、あるい

は近所のお兄さんであると思います。私共は、民生委員の会議ですとか、地域包括支援センタ

ーの会議ですとか、病院の会議に出席させていただくことも多いのですが、「どこからでも、ど

のような相談でもお受けいたします。」ということをお伝えしております。個人情報保護の問題

がございますので、相談するということだけ伝えた上でお話しいただければということでお願

いしてあります。 

それから、今回の自立相談支援事業には、「地域に出て行って相談を受けなさい。」というこ

とが求められていますので、相談者のもとに出向いて相談を受け、適切な支援機関につないで、

そこと連携を図りながら支援を展開していくといったことを行っております。ですので、社会

福祉課に「相談があるよ」ということをお伝えいただければ対応いたします。もしそれが福祉

ではなく別の分野で対応できるということであれば、私たちが仲介をして、つなぎ役になると

いうことをやっております。 

 

（長谷部委員） 

こちらから発見する、相談を受けるというのは、相談を受けているというのが前提なのだと

思います。できれば、そういうことができない親だったり、知らない親だったり、しない親の

場合でも、発見し、助けていただきたい。相談されたものをだけに対応する、発見できた方た

ちにだけ対応するのではなく、もっと潜ってしまって隠れてしまっている、例えば「子どもを

産んでしまっただけの親」みたいな人たちもいるので、そういう子どもたちを救っていただき

たい。そのようなことがあって、どのように発見しますかと伺いました。 

そうすると、やはり学校の先生とかになるのでしょうか。 

 

（社会福祉課 大塚主任主事） 

  庁内の関係課等から相談を受けることも少なからずあるのですが、生活困窮者自立支援制度

は、何ができるのか一緒に考えるところから始めるという、今までの福祉の仕組みとは違った

仕組みだと考えております。 

 

（渡辺会長） 

  その周知とシステムは、でき上がっているわけではないのですか。 

 

（社会福祉課 大塚主任主事） 

  リーフレットは作成してあります。ただ、福祉部の社会福祉課で生活保護と一緒にやってい

るので、相談しにくいということもあるのかもしれないので、そこは引き続き、制度をどのよ

うに周知していくかを考えていきたいと思っております。 

 

（長谷部委員） 

  でしたら、もう少し学校側と連携していくか、ＰＴＡの方たちと連携していただきたいと思

います。 

 

（重城委員） 

  学習支援をこの1月から始めたということについては、地域福祉計画の中でも平成29年度から
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やっていくという計画があるわけですけど、それを前段階でやったということについては、迅

速果敢に進めていただいて大変嬉しいと思います。 

ただ、生活困窮者自立支援制度ができて間もなく2年だと思うのですが、学習支援のみならず、

就労支援等にも力を入れていただけたらと思います。そのためにはやはり、現在の社会福祉課

だけでは難しいと思います。これは市長へお願いすることだと思いますけど、総合的な窓口を

設置していただければと思います。質問ではなく要望をさせていただきます。 

 

（山本委員） 

  木更津東高校の山本でございます。よろしくお願いいたします。 

  今、学校というお話が出ましたので、高等学校における現状をお話しさせていただいて、今

後、支援していただくということでお願いしたいと思います。 

現在、高等学校においては、国が就学支援金というものを支給しております。その受給率を

見ると、学校のいわゆる「貧困の状態」が大体わかるのですが、市町村民税の所得割額が年間

304,200円未満の家庭に対しては、授業料は免除となりますが、その免除を受ける割合が、その

学校の難易度と、きれいに比例しております。ですから本校の割合は非常に高いです。前任校

は年間140人くらい海外に出す学校でしたので、本校の半分くらいの生徒しか支援を受けていま

せん。さらに非課税の世帯に関しては、給付金を給付しております。その給付金の受給率も同

じように、本校では特に定時制は非常に高い割合を示している現状でございます。この辺のこ

ともあるので、支援を小中学校と限定しないで木更津に在住する生徒も多いわけですので、小

中高と考えていただけたらと思います。 

  もう一点は、奨学金の問題です。現在、国の奨学金は、一般レベルですと年利3％で奨学金を

出しておりまして、3万円から12万円の範囲で選べるわけです。一生懸命説明するのですけれど、

どの保護者の皆さんも最大の12万円を借りさせるのです。4年間大学に行って12万円を借りて、

更に入学金の30万円も借りると、その子は4年間で700万円以上の負債を背負って卒業していく

のです。返せなくなって破産する生徒もいます。ですので、それを一生懸命説明して、できる

だけ奨学金に頼らない進路をということでお話しするのですが、残念ながら保護者の皆様は「借

りられるだけ借りる」という現状が高校現場にございます。特に本校の生徒を見ますと、アル

バイトの理由欄に「家計の補助」という記載が非常に多い訳でございます。ですから、その辺

を包括的に、市からの支援をいただけると大変嬉しく思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

（渡辺会長） 

  奨学金の借主は生徒本人なのですか。生徒が借用するのですか。 

 

（山本委員） 

  はい。返済義務がありますので。 

 

（渡辺会長） 

  それでは、次に移りたいと思います。 

加藤課長、大塚主任主事におかれましては、ありがとうございました。 

（社会福祉課 退席） 

 

（渡辺会長） 

 それでは、次の議題に移ります。 

次は、議題の（２）、平成 28年度青少年事業報告について、各担当課より、本年度の活動

報告や現状、成果と課題などについてご報告いただきたいと思います。 

まず、生涯学習課から報告をお願いします。 

（生涯学習課 秋元課長 資料 3により報告） 

 

（渡辺会長） 

 次に、まなび支援センターからご報告いただきます。 
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（まなび支援センター 篠田所長 資料 4により報告） 

（渡辺会長） 

最後に、子育て支援課からの報告ですが、本日は子育て支援課長が欠席でございますので、

事務局より報告をお願いいたします。 

（事務局 資料5により報告） 

 

（渡辺会長） 

  各課から平成28年度の事業等について報告の説明がありました。何かご質問等がありました

らお願いしたいと思います。 

 

（橋本委員） 

  木更津市の場合、発達に課題がある子どものチェックというか拾い出しは、どのようなタイ

ミングで、どのようにしているのかということと、その時に発見された子どもの保護者に対し

てどのようなアプローチをしていくのか、あるいはそう言われてもわからない保護者もいるで

しょうから、そういうことをどう追いかけていくのかについて、現在の状態を知りたいです。 

 

（長谷部委員） 

  言語は、担当者が保育園に行くじゃないですか。 

 

（橋本委員） 

  一般的に言うと、1歳半検診でチェックするとか、自治体が10か月検診でチェックするとか。

その時に、発達障害とかいろいろな細かい育てにくさを抱えた人たちをフォローする仕組みが

木更津市にあるのか。例えば親子教室のような、育てにくい子どもを育てる知恵をつけてくれ

るような仕組みが何かあるのかということと、次にチェックされるのは1歳半か3歳児検診なの

が一般的ですが、3歳児検診の時にチェックされた子どもたちは次にどうなるのか。 

それから、その検診でたまたまチェックできなかった子どもたちが、保育園や幼稚園で育て

にくさを指摘されて、ほとんどの場合は「あなたの育て方が悪いからだ。」というふうに、幼稚

園の先生から保護者にクレームが来るのです。そうすると、保護者がとても参ってしまって、

「どうしたらいいでしょうか。」と相談をよくされます。私は「あなたのお子さんを見てくれる

のは、この保育園やあの幼稚園だから、お願いして入れてもらいなさい」と話をします。そう

いうつながっていき方やフォロー体制が、今の木更津市として公のラインで見えているのか気

になっているところです。そこがきちんとできていれば、たくさんすくい上げられるだろうな

と思います。小学校に入る前にそれが見えていれば、親が早い時期から対応できるだろうと思

うのです。 

 

（渡辺会長） 

  本日は担当が欠席しておりますので、整理をして報告させていただきます。 

 

（橋本委員） 

  子どもの視点、子どもラインで、この時期に何が心配で、この時期に何がわかって、それで

市としてこういう対応をしているということが分かればありがたいです。 

 

（まなび支援センター 篠田所長） 

  まなび支援センターの中の幼児言語教室は、市内全ての保育園、幼稚園の年長児1,200人ぐら

いを対象に、言語検査をやらせてもらっています。いろいろな検査を数ヶ月かけて行うのです

が、小学校に上がる前に一人ひとり検査を行い、言葉の発達の課題ということにある程度限定

はしていますけれど、幼稚園とか保育園の集団生活の中で少し困難な面があったり、相談をし

たいということがあれば、それは幼児言語教室で受けていて、お子さんだけではなく保護者の

方の相談に乗ることもあります。それよりも小さなお子さんについては、健康推進課とか子育

て支援課で検査をして、教室のようなものを実施しています。 
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（榛澤委員） 

  市内の各地域に担当の保健師さんがいて、赤ちゃんが生まれた時から家庭訪問をしていると

聞いています。あまり小さい時だと見つけにくいですよね。そういうことで、地域に保健師さ

んが行って、生まれた時からいろいろ対応してくれると民生委員の会議の中で言っていました。

しかし、ある程度大きくならないと、たぶん分からないですよね。親も認めたくないと思いま

す。「あれ、おかしいな」となってからでは遅いと思います。 

 

（渡辺会長） 

  学区毎に担当の保健師がいて、確認をしています。正確なところは報告いたします。 

 

（橋本委員） 

  そういうことが分かると、例えば1歳になったばかりの時に「まだそんなこと心配する時期で

はないよ。」とか、「このくらいになったらちゃんとその時期が来るから。」ということも私たち

が伝えられるではないですか。そういうことをきちっと広報できる刷り物でもあると、親とし

ても準備ができると思うのです。 

 

（榛澤委員） 

  「あれ？」と思っても、なかなか分からないものだと思います。 

 

（橋本委員） 

  「言うことを聞かない」、「うまく躾けられない」という悩みのほとんどがそこだと思います。 

 

（榛澤委員） 

  おじいちゃんやおばあちゃんがいるところは、いろいろ相談をすることができると思うので

すが、若いお母さんだけだと難しいと思います。 

 

（橋本委員） 

  木更津市は若い世帯が引っ越してくることが多く、知り合いがいない中で孤立して子育てせ

ざるを得ないので、課題はたくさん出てくると思います。 

 

（榛澤委員） 

  お年寄りのことばかりではなく、子どもが少なくなっているので、市でやってもらわないと

いけないなと思います。 

 

（渡辺会長) 

 他にいかがでしょうか。 

質問も出尽くしたようでございますので、最後の「その他」に移りたいと思います。 

 その他として、何かございますでしょうか。 

（発言する者なし） 

 

（渡辺会長) 

それでは、予定の時間となりましたので、本日の会議を閉じさせていただきます。  

司会を事務局へお返しいたします。 

 

（事務局） 

 長時間に渡り、貴重なご意見をいただきありがとうございました。 

 以上を持ちまして、本日の協議会の全ての日程を終了いたします。 

今回の協議会が本年度最後の青少年問題協議会となります。ありがとうございました。皆様

には来年度も引き続き、よろしくお願いいたします。 

来年度の会議日程につきましては予定が決まり次第、お知らせいたします。 

それでは、以上で閉会させていたします。 
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ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

本書のとおり相違ないことを証明します。 

 

                平成２９年３月１日  署名  渡 辺 芳 邦 


