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平成27年度第2回木更津市青少年問題協議会 議事録 

 

１ 日 時 平成27年10月15日（木）午後1時30分～午後3時15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  委員：渡辺芳邦会長、重城正義委員、長谷部理絵委員、橋本ミチ子委員、久保弘

明委員、井口恵一委員、安藤小平委員、平野軍治委員、鴨川幸惠委員、内

田幸男委員、白石和義委員、榛澤敦子委員、武田幹夫委員、藤代よし子委

員（20名中14名出席）  

※ 欠席委員：額賀敏行委員、根本哲一委員、三好秀喜委員、本吉大昌委員、大原健功

委員、八幡昌彦委員（6名） 

木更津市教育委員会：髙澤教育長、鹿間教育部長、 

事務局（生涯学習課）：石井課長、篠田副主幹、深野事務員 

４ 議 題 

 (1)「第２次千葉県青少年総合プランと千葉県の子ども・若者施策について」 

講師 千葉県環境生活部県民生活・文化課 子ども・若者育成支援室 

室長 道上 みゆき 様 

(2) 本市の青少年健全育成に関する総合的な計画の策定について 

  (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２７年度第2回木更津市青少年問題協議会会議次第 

 (2) 第２次千葉県青少年総合プラン（概要版） 

(3) 第２次千葉県青少年総合プラン 

 (4) 資料１ 子ども・若者育成支援関係事業について 

 (5) 資料２ 木更津市の青少年健全育成に関する総合的な計画の策定について 

 (6) 資料３ 子ども・若者育成支援推進法について、子ども・若者育成支援推進法 

 (7) 資料４ 子ども・若者育成支援推進大綱（概要）、子ども・若者ビジョン 

 

８ 会議の概要 

（司会） 

平成２７年度第２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。 

はじめに、本協議会会長の渡辺市長よりご挨拶を申し上げます。 
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（渡辺市長） 

皆様、こんにちは。木更津市青少年問題協議会の会長を務めます、市長の渡辺でございます。 

皆様には、日頃より、本市の青少年健全育成施策の推進に温かいご理解とご協力をいただき、

誠にありがとうございます。 

さて、最近の報道に目を向けますと、寝屋川市での痛ましい事件など、青少年が巻き込まれ

る事件が依然として多く発生しており、地域全体で青少年を見守る環境について、もう一度考

えていく必要があると痛感しております。 

現在、市では、木更津市教育振興基本計画に基づき、青少年を社会全体で育み、支える環境

づくりを推進しておりますが、今後は、家庭、地域、学校・行政が一体となって、どのような

環境・体制を整備していくのか、より具体的な取り組みを考えて参りたいと考えております。 

本日は、千葉県環境生活部県民生活文化課、子ども・若者育成支援室長の道上みゆき様をお

招きし、「第２次千葉県青少年総合プランと千葉県の子ども・若者施策について」というテーマ

でご講演をいただきます。今後の本市の青少年健全育成や子ども・若者の育成・支援の方向性

を考えていくうえで、大変参考とすべきお話をお聴きすることができるものと考えております。 

委員の皆様におかれましては、今後の本市の施策推進の方向性について、また、日ごろ感じ

ていることや共有しておきたい情報などについて忌憚の無いご意見をいただければと思います。 

どうぞ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。ここで、ご報告させていただきます。 

本日の出席委員は１４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。 

 

（司会） 

それでは、会議に入らせていただきます。議長につきましては、会長であります渡辺市長に

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。よろしくお願いします。 

早速、議事に入ります。本日は、本市が今後予定をしております、青少年健全育成に関する

総合的な計画の策定について、本協議会において認識を深めて参りたいと思います。本市の青

少年健全育成の取り組みにつきましては、現在、本年３月に策定いたしました木更津市教育振

興基本計画に基づき、各施策・事業を推進しているところですが、近年の青少年を取り巻く環

境の変化や、平成２２年４月に施行された子ども・若者育成支援推進法に基づく国・県の施策

等に対応するため、本市の青少年健全育成の方向性を示す新たな総合的な計画を、平成３０年

度までに策定することとし、教育振興基本計画にその旨を位置付けているところです。 

本日は、まず、千葉県の環境生活部県民生活・文化課から道上みゆき様をお招きいたしまし

て、第２次千葉県青少年総合プランと千葉県の子ども・若者施策についてご講演いただき、千

葉県における青少年、子ども・若者施策について理解を深めたうえで、本市の青少年健全育成

に関する総合的な計画の策定について、事務局から説明させていただく予定となっております。 

それでは、まず、第２次千葉県青少年総合プランと千葉県の子ども・若者施策についてご講

演いただきます。講師は千葉県環境生活部県民生活・文化課子ども・若者育成支援室長の道上

みゆき様です。 

それでは、道上室長、よろしくお願いいたします。 

（千葉県：道上室長 資料「第２次千葉県青少年総合プラン（概要版）」等に基づき説明） 
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（渡辺会長） 

 道上室長、ありがとうございました。 

それでは、委員の皆様からのご質問等をお受けしたいと思います。 

どのようなことでも構いません。自由に皆さんのご意見等をお聞かせいただければと思いま

す。いかがでしょうか。 

 

（重城委員） 

 基本方策６の子どもの貧困対策についてですが、生活保護の問題や中学校を卒業しても就職

できないという負の連鎖を取り除くために、例えば釧路市が頑張っていますが、具体的にはど

のようなことをされるのか、わかる範囲でお答えいただきたいと思います。 

 

（千葉県：道上室長） 

 子どもの貧困施策につきましては、現在、健康福祉部の方で策定しているところです。策定

する前に、県内の子どもの貧困がどういう状況なのかを把握して、それについて、どのような

対応ができるのかを念頭に置き、どのように行動していくのかという計画を策定しています。 

 

（白石委員） 

 平成２４年から青少年総合プランをやられているということですが、計画の推進体制を見ま

すと、千葉県青少年問題協議会に対して、報告・協議、助言などやっていくとありますが、今

まではどのような報告等を行ってきましたか。 

 

（千葉県：道上室長） 

まず、千葉県青少年総合対策本部において、どのような方向でやっていくのかということな

どを検討していきます。その後に、青少年問題協議会で、計画の策定方針等を検討します。そ

れを何回か繰り返して、プランを作っていくことになります。これについては、第１次プラン

も同じような形で作っております。 

また、計画を策定した後は、毎年事後評価をしていくこととしておりますので、それについ

て青少年問題協議会の専門家の方のご意見をいただいて、これを県民に公表するという形で進

行管理をすることとしております。 

 

（白石委員） 

 こちらから具体的な助言や具体的な例などを吸い上げることはないのですか。 

 

（千葉県：道上室長） 

 計画策定の時は、青少年問題協議会の方からご意見をいただいて、反映させるべきものは反

映させております。 

 

（白石委員） 

総合プランの概要版に、「評価結果を公表します。」とありますが、概ねどのような評価をし

ていますか。 

 

（千葉県：道上室長） 

事業の実施状況と、これについての専門家の意見、「これについては、よく行われている」と

か、「これについては、改善したほうがよい」などといった内容が公表されると思います。まだ

今年度のことをまとめている最中なので、具体的にどういう形になるかは検討中です。ホーム

ページで公表する予定です。 

 

（白石委員） 

千葉県子ども・若者総合相談センター「ライトハウスちば」についての問合せ先などは、ホ

ームページに載っているのでしょうか。 

 

（千葉県：道上室長） 
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 ホームページに載っております。 

 

（石井生涯学習課長） 

第２次千葉県青少年総合プランの担当課は環境生活部県民生活・文化課ということですが、

お話の中でも、青少年を取り巻く課題が幅広く、多くの課題をテーマとしながら施策を展開し

ていくこと、また、子ども若者の問題が多様化し複雑化していく中で、部局を越えて横断的に、

教育庁とも連携してきたと思いますが、いかに連携を図っていったのか、また、具体的にどの

ように取り組んできたか教えていただけたらと思います。 

 

（千葉県：道上室長） 

推進体制のところにもありますが、千葉県青少年総合対策本部というところがございまして、

その中に４０の部局が関係しています。プランを作る際も評価を行う時もそうですが、担当者

会議の中で、こういう事業がある、こういう問題があるなど、そういう形で情報交換をしなが

ら進めています。 

最終的には、総合対策本部の幹部の方々の検討会ですが、事情によって会議が開かれない場

合はメールで投げかけております。子ども・若者協議会は困難を抱える子どもたちに限った点

検になっておりますが、その中でも関係していく部局がありますので、同じように情報交換を

行っております。 

 

（鹿間教育部長） 

県より市町村の方が子どもと接することが多いと思いますが、県の施策を県の各所管課が推

進するに当たっては、各所管課が市町村内の担当課と連携を取り、状況を確認しながら進めら

れるものと思います。県の施策展開においては、市にもある程度の役割分担があると思います

が、県が施策を進めていくうえで、市町村の役割をどのように考えていますか。 

 

（千葉県：道上室長） 

千葉県青少年総合プランに限らず、総合計画を作成する際は必ず、市町村に意見照会という

ものをやっております。その中で意見を頂戴しておりますし、連携としましては、各担当部局

の方にも、危険ドラックなら危険ドラックの協議会、引きこもりなら引きこもりの協議会など

細かく分かれた協議会を持っておりまして、その構成メンバーに市町村の担当者も入っている

と思いますので、その中で連携を図っていると思います。 

  

（藤代委員） 

このような重要課題や計画などがたくさんあり、これを実現するのは良いことだと思います。

しかし、我々庶民としては、重点目標をもっと狭く絞って、２ヵ年計画などの短期的な形でや

っていけば、効果などが目に見えてくるのでないかと思いました。これでは、どこがどうなる

のかわからないというのが正直な感想です。重要課題についても、もっと絞れば結果がはっき

り出てくるのではないかと思いました。 

 

（千葉県：道上室長） 

これは総合計画ですので、色々な部局のものを吸い上げた形のものになっております。各部

局においても優先順位などがございます。予算を取る時も優先順位を考えて予算を付けていた

だいて、施策に反映する形を取っていますので、それについては何が課題になっているか、各

部所と考えながら策定しています。 

 

（渡辺会長） 

質問も出尽くしたようでございます。 

道上室長、詳細なご説明をありがとうございました。今後とも、本市の青少年健全育成の推

進に対し、ご指導、ご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。本日は本当にありが

とうございました。道上室長に大きな拍手をお願いいたします。 

（拍手） 
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（千葉県：道上室長 退室） 

 

（渡辺会長） 

それでは、次の議題に移ります。 

次は、本市の青少年健全育成に関する総合的な計画の策定について、生涯学習課から説明を

お願いします。 

 

（事務局：生涯学習課 石井課長） 

ただ今、千葉県の道上室長から、千葉県の青少年総合プラン、子ども・若者施策について、

詳細なご説明がありました。私からは、国、県の動きの中で、木更津市がどう取り組んでいく

必要があるのかを考えていただくために、木更津市の青少年健全育成に関する計画の現状と今

後の方向性等について、説明させていただきたいと思います。 

お手元の資料２の「木更津市の青少年健全育成に関する総合的な計画の策定について」等に

沿って説明させていただきます。 

まず、これまでの青少年計画についてですが、教育委員会では、平成１７年度から１９年度

までと、平成２０年度から２２年度までの２次に渡って、木更津市青少年育成プランを策定し、

資料記載の４つの重点目標の下、教育行政の中で青少年の健全育成に取り組んで参りました。

平成２３年度から更新はしておりませんが、その理念、重点目標は継続して取り組んで参りま

した。 

１つ目の青少年の体験、交流活動の充実については、青少年当事者に働きかける事業の充実

を展開します。２つ目の家庭の教育力の向上は、保護者への取り組みです。３つ目の青少年が

育つ地域づくりについては、地域の教育力を高めるということです。４つ目は、青少年にとっ

て安心安全なまちづくり、対策事業として、青少年非行防止、相談活動の充実などを展開して

参りたいと思います。 

現在は、本年３月に教育委員会が策定いたしました木更津市教育振興基本計画に基づき、計

画に位置付けられた各施策、「青少年育成推進体制の充実と地域の教育力の向上」、「青少年育

成事業の推進」、「青少年を取り巻く環境浄化と非行防止」に基づき、教育委員会として青少年

の健全育成に向けた各事業を進めているところでございます。 

特に青少年の総合的計画については、青少年育成の総合的計画の策定を新規に記載しており

ます。これについては、後ほど触れさせていただきます。 

次に、国・県の動向について説明させていただきます。 

まず、国ですが、平成２２年４月１日に子ども・若者育成支援推進法が施行されました。こ

の法律は、有害情報の氾濫等、子ども・若者をめぐる環境が悪化していること、ニート、ひき

こもり、不登校、発達障害等、子ども・若者の抱える問題が深刻化していること、また、従来

の個別分野における縦割り的な対応では限界を迎えていること等に対応するために、施策の総

合的推進のための枠組みづくりを主な内容としています。具体的には、資料３・資料４を合わ

せてご覧いただきたいのですが、国は内閣総理大臣を本部長とする、子ども・若者育成支援推

進本部を設置いたしました。この本部において子ども・若者育成支援推進大綱、これは子ども

・若者ビジョンといいます。これを平成２２年７月に策定し、市町村に対しても子ども・若者

育成推進大綱に基づき、また、都道府県の子ども・若者計画を勘案する形で、当該市町村の区

域内における子ども・若者の育成支援の計画を作成するように、努力義務ですが求めています。 

子ども・若者育成推進大綱は資料４をご覧ください。基本的方法を３つ掲げております。 

１つ目は「すべての子ども・若者の健やかな成長の支援」。２つ目は「困難を有する子ども

・若者とその家族への支援」。３つ目は「社会全体で子ども・若者を支えるための環境整備」

の３つを重点課題に、施策を推進することとしております。 

次に、３ページの千葉県の状況についてですが、先ほど、道上室長から、千葉県の第２次青

少年総合プラン等について詳しくご説明いただきましたので、詳細な説明は割愛させていただ

きますが、子ども・若者育成支援推進法に基づく子ども・若者計画として、青少年総合プラン

を策定しており、青少年健全育成の分野だけにとどまらず、困難を抱える子ども・若者の支援、

若者の就労支援等を含めた、総合的な計画となっていることは、ご理解いただけたのではない

かと思います。 
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また、計画の推進体制につきましても、知事部局の関係課と教育委員会、警察本部が相互に

連携して施策を推進するとともに、千葉県の青少年問題協議会から意見や助言をいただき、計

画への反映を行っているということです。 

それでは、木更津市の今後についてですが、資料は４ページになります。 

先ほど、お話いたしました木更津市教育振興基本計画の施策「青少年育成推進体制の充実と

地域の教育力の向上」の中に、青少年育成の総合的計画の策定という項目を位置付けてござい

ます。 

青少年の健やかな成長を社会全体で支える仕組みを整備するため、「子ども・若者育成支援

推進法に基づく国・県の施策等を踏まえ、本市の青少年健全育成の方向性を示す総合的な計画

を策定します」となっておりますが、現在、青少年健全育成の具体的な方向性を示す計画がな

い状況の中で、青少年を取り巻く環境の変化に対応するためには、青少年健全育成の計画を策

定することはもちろんですが、国や県が行っているような、教育委員会の枠を飛び越えた、全

市的な取り組みが必要であり、そのための体制づくりを含めた、総合的な調整の必要があると

考えております。 

従いまして、まずは、必要な情報収集を行い、計画の基本的な方向性を決定したうえで、青

少年問題協議会をはじめとする関係機関や、市役所内の関係部局との協議、また、市民からの

意見聴取等を実施し、最終的には、平成３０年度中に、子ども・若者育成支援推進法に基づく

子ども・若者計画としての計画を策定することを目標に、取り組んで参りたいと考えておりま

す。 

最後に、計画策定に向けての課題等ですが、まず、現状として、策定がされていない青少年

健全育成の方向性を示す計画をできるだけ早期に策定することが必要な状況であるというこ

と。 

２番目に、策定する計画を子ども・若者育成支援推進法及び、子ども・若者育成支援推進大

綱、第２次千葉県青少年総合プランを踏まえたものとする場合、子どもの貧困問題への対応や、

困難を抱える子ども・若者の支援、若者の就労支援、子ども・若者の被害防止・保護などとい

った市長部局所管の施策が多くなっていることから、関係部局との連携強化はもちろん、組織

体制・推進体制の見直し・再構築が必要であるということ。 

そして最後に、計画の策定及び進行管理等について、青少年問題協議会から意見・助言をい

ただくこととなりますが、計画の範囲が様々な施策に広がることとなった場合は、青少年問題

協議会の委員構成の見直しを検討する必要があるということでございます。 

いずれにいたしましても、今後、計画策定の調査・研究、情報収集等を進めていき、基本的

な方向性が固まってきた時点で、当協議会に協議して参りたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 

（渡辺会長） 

ただ今、生涯学習課長から、本市の青少年健全育成に関する総合的な計画の策定について 説

明がありました。 

本市の青少年問題協議会や総合プランの策定は、教育委員会の所管、一方、千葉県は、環境

生活部県民生活・文化課で策定しております。 

県では、教育というのは高校生までが対象でして、青少年が対象となるのは警察や福祉も絡

んできています。県は環境生活部という部署があるので、そこが統括しています。 

本市の場合は、青少年に関わる分野のほとんどを教育部が所管していますので、これからは

もっと大きな体制で取り組まなければならないと考えております。 

資料３にもありますように、背景として従来の縦割り的な対応では限界であるので、部局の

壁を取り払うなど、改善しなければならないのですが、なかなかうまくいかないのが現状です。

皆様から、ぜひ色々な意見をいただきたいと思います。 

それでは、ご質問やご意見がございましたら発言をお願いいたします。 

 

（橋本委員） 

こういうものを見た時に、行政側のやりやすさと言うか、お金の流れから作られているよう

に感じますが、一般市民から言うと、自分の子どもの出産、成長、学校、就職などから、行政

とどう連携が取れるか、どんな行政サービスがあるか、という視点で見えるような事業展開の
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書き方があると、皆が興味を持ってくれると思います。 

子どものことだと教育委員会が中心になると思いますが、小学校に入ってからでは遅いと思

います。小学校に入る前の乳幼児の保護者の所から施策を打ち出さないと、地域という意識が

どんどん無くなってしまって、一人ひとりになっていくので、地域という狭い枠ではなくてよ

いのですが、人と人が連携して子育てする社会を作っていく、それが、子どもが中学生、高校

生、社会人になるまで、見えるような枠組みを、国がやるまで待つのではなく、木更津市のプ

ランというか、木更津ならこうする、というのを国、県に向かって出していけたら良いと思っ

ております。 

 

（藤代委員） 

更正保護女性会は、乳幼児から中学生までを支援をします。 

今、中学生は、クラスの中に不登校の生徒が必ずいるそうです。不登校は一番手を付けやす

い問題だと思います。不登校は、ニート、引きこもりに繋がります。不登校に関して、学校は

どこまで対応するのか、統計上、不登校はどこまでの期間を指すのですか、具体的に教えてく

ださい。 

 

（髙澤教育長） 

一般的に、学校に登校できない子どもたちは、長期欠席者と言います。長期欠席の中には、

病気でお休みの子や家庭的なことでお休みの子もいます。そういう中で、病気でもないし、家

庭的なことでもない、本人の心理的な気持ち、友達とのトラブルなどで学校を休んでいる子ど

もを不登校と言います。 

これには種類分けがあるのですが、最近は小学校で不登校のお子さんはたくさんいますし、

中学校のお子さん、高校生、大学生にもたくさんいます。そういう中で、１年間の中で学校の

欠席日数が３０日以上という基準があります。いろいろな数がたくさん出されていますが、木

更津市の不登校の人数は、１年間の欠席が３０日以上、５０日以上という国の基準を越えた子

どもたちの数を表に出しております。その基準に行かなくとも、年間１０数日、ひと月に２日

とか３日といったお子さんもいます。 

  

（鴨川委員） 

保健室登校や３０分でも来たら出席扱いになるなど、そういうものも含まれているのでしょ

うか。 

 

（髙澤教育長） 

学校に来られない子どもたちを、できるだけ学校に足を向けましょうという動きの中で、普

通の子どもさんと同じように朝来て帰りまでいられないという子どももいます。午前中だけで

帰る子もいます。友達とあまり会いたくないという子どもさんで、夕方に登校している子ども

もいます。そういう子どもたちについては、学校の中で出席扱いという形で見ています。不登

校として数が上がってくるのは、１日の中で全く学校に来られない子どもたちです。 

木更津市にまなび支援センターという機関があり、あさひ学級という不登校の子どもたちが

通って来られる教室を持っています。その教室に来た子どもたちについては、出席扱いになっ

ております。色々な形で学校に足を向けようという努力はしておりますし、学校に少しでも来

られれば出席にします。高校の入試にも欠席日数が響いていきますので、教育配慮の面では出

席したということにしております。 

 

（久保委員） 

説明資料に「策定に向けての課題等」とあります。先程説明されましたが、若者の就労支援

は非常に大事なことでして、これについては市長部局所管ということです。教育委員会は、ど

ういう部署とどういう連携を取りながらやっていかれるのか、具体的なお考えがあれば教えて

ください。 

 

（生涯学習課 石井課長） 

若者の就労支援ということですが、市が直接支援する施設は無いわけですが、県が若者の就
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労支援ということでサポートステーションというものを木更津駅前に設置しております。担当

は県になりますが、市の担当課は経済部でして、経済部がサポートステーションとの連携を図

りながら、就労について支援をしているという形になっております。 

引きこもりの人は、自分の居場所、働く場所を求めているという話も聞いております。先日、

県の会議で、県内に引きこもりが３万人いるということであり、今後の大きな課題になってく

ると伺いました。 

 

（武田委員） 

私は、民生児童員を担当しておりますが、最近、学校でいじめがあったという情報が入りま

した。そのいじめの原因は、親の不仲とか親が離婚したことなどで、親との対話が無くなって、

そのはけ口が学校で出て、子分を連れて騒いだということです。 

そういうような事の中で、まず、主任児童員が動きました。補導員も動きました。当然、学

校も対応しております。それが地域ぐるみの対策だと思います。このような対策が重要になり

ます。方針の中でもうたっておりますが、子どもたちが健全に大きくなっていくためには、連

携が非常に重要で、その辺の対策を強く行っていただきたいと思います。 

 

（榛澤委員） 

今、子ども会でも団体数が少なくなってきていますが、体験学習が必要だということで、田

植えをしたり、稲刈りをしたりしています。先日も収穫祭ということで、さつま芋堀りをして

子どもたちに食べさせたりしましたが、今、子ども会は、乳幼児から会員になってよいことに

なっていますので、地域の大人たちが、子どもたちを見守りながら育てていければ良いのでは

ないかと思っております。 

貧困家庭ということで、生活保護の数が非常に多いと聞きました。そして、準要保護を受け

る家庭が大変増えてきているようですが、市内には準要保護はどのくらいいるのですか。 

 

（鹿間部長） 

まず、準要保護については、教育委員会の所管になります。生活保護については、福祉部社

会福祉課になります。数字については、大変申し訳ございませんが、データを持っていないの

でお答えできませんが、多くなっている傾向にあります。数字は、２月の協議会までには皆さ

んにお知らせしたいと思います。 

生活保護は、最後の砦ということになりますが、生活困窮者自立支援法というものができて、

生活保護になる前に住宅扶助等を行うこととなっています。それについては、福祉部社会福祉

課に担当を設けまして、就労支援、自立支援等についても法律に基づいて対応していると思い

ます。 

 

（長谷部委員） 

基本計画も振興基本計画も、全ては国が作り、それを受けて県が作り、市が作るという形で

すが、色々な方々の意見を受けて県が作った青少年総合プランも、今日この機会があるからこ

そ私たちが目にし、耳にしたものです。 

では、これをどのくらいの県民が知っているのか。振興基本計画も同じで、県が立派な冊子

を作っていますが、各小中学校の校長室の棚に収まっているというのが実情で、県の若手の教

職員に至っては存在すら知らない。県が作ったものを受けて市が作るわけですが、市が作った

ものをどれだけ教職員、各団体の方々に広めていっているのか。正直申し上げて、県が作って

いる冊子も印刷代がもったいない、それをもっと違うものに回せないのかといつも思っており

ます。 

今回、これを受けて市が青少年総合プランを作るのはとても良いことだと思いますが、時間

をかけ、お金をかけて作ったものを、必ず市民の方々全部に広めて、市民の方々にきちんと理

解をしていただきたい。それを市民の方が使えなければ意味がありません。私たちが知ってい

ることも大事ですが、まず多くの市民の方々に「こういう物を作りましたので、困ったときに

はこれをこういうふうに使って下さい。」という所まできちんとフォローしていただくよう、そ

こまで考えて作っていただきたいと思います。 
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（武田委員） 

地域若者サポートステーションには私も何度か足を運んでいますが、利用者はどのくらいあ

りますか。もっとここを宣伝していただければと思うのですが。 

 

（生涯学習課 石井課長） 

利用者数について把握をしておりませんので、次回、報告させていただきます。 

 

（髙澤教育長） 

最初の千葉県青少年総合プランができた時、私は県に出向していまして、千葉県子ども・若

者サポートセンターという不登校の子どもを扱う所に職員としていました。ここでこの立ち上

げに関わったのですが、千葉県子ども若者総合相談センターを作ろうという話が一番初めに出

ました。要するに、引きこもりの子どもがいて、就労支援の子どもがいて、実際にどこに声を

かけたらよいのか、どういう所があるのか、知らない県民がたくさんいるだろうという意見が

多く出たのです。不登校や引きこもりに関する県民からの問合せの総合窓口を作ろうというの

が、プランを作るときの最初の話なのです。 

今、活用の数が少ないというお話がありましたが、もしかすると市内の中でも、引きこもり

などの子どもを抱えた時には、このような窓口がすごく大事なのではないかと感じました。就

労ならサポートステーションに、不登校なら学校に行ってはどうでしょうかと振りかけられる

ような窓口があると素晴らしいと思います。 

 

（渡辺会長） 

ありがとうございました。 

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が、何か

ございますか。 

（発言する者なし） 

（渡辺会長） 

特にないようでございます。 

それでは、本日は、大変お疲れ様でした。貴重なご意見等をいただき、ありがとうございま

した。 

今後、青少年健全育成の総合計画の策定作業が具体的に開始されることとなりましたら、 

本協議会に対して協議させていただきますので、その際は、ご意見・ご助言等賜りますよう、

よろしくお願いいたします。 

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。ご協力ありがとうご

ざいました。 

 

（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。 

なお、青少年問題協議会は、年３回の開催となっており、次回、第３回の協議会は、来年２

月１０日（水）の開催を予定しております。時間、会場、会議内容等の詳細は、近くなりまし

たら改めてご案内いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

（記録者：事務員 深野 敦嗣） 
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