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平成27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28年2月10日（水）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、額賀敏行委員、三好秀喜

委員、久保弘明委員、井口恵一委員、横田秀俊委員、安藤小平委員、平野

軍治委員、榛澤敦子委員、武田幹夫委員、藤代よし子委員（20名中13名出

席）  

※ 欠席委員：橋本ミチ子委員、根本哲一委員、大原健功委員、八幡昌彦委員、鴨川幸

惠委員、内田幸男委員、白石和義委員、（7名） 

木更津市教育委員会：髙澤教育長、鹿間教育部長、市原まなび支援センター所長 

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) 木更津市の「子ども・若者施策」の現状について 

ア 生活困窮者支援の状況について（福祉部 社会福祉課） 

イ 障害児（者）への支援について（福祉部 障害福祉課） 

ウ 児童虐待、ＤＶについて（福祉部 子育て支援課） 

エ 母子保健の現状と今後の取り組みについて（市民部 健康推進課） 

オ 若者の就労支援等について（経済部 産業振興課） 

カ 不登校とその周辺について（教育委員会 まなび支援センター） 

(2) 平成２７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 

 

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３回木更津市青少年問題協議会会議次第 

 (2) 参考資料 第２次千葉県青少年総合プラン 主な施策・担当課一覧 

 (3) 資料(1)-ア 生活困窮者支援の状況について（社会福祉課） 

 (4) 資料(1)-イ 障害児（者）に対する支援について（障害福祉課） 

 (5) 資料(1)-ウ 児童虐待、ＤＶについて（子育て支援課） 
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 (6) 資料(1)-エ 母子保健の現状と今後の取り組みについて（健康推進課） 

(7) 資料(1)-オ 若者の就労支援等について（産業振興課） 

(8) 資料(1)-カ 不登校とその周辺について（まなび支援センター） 

(9) 資料(2)-ア 平成２７年度青少年事業報告（生涯学習課） 

(10) 資料(2)-イ 平成２７年度青少年事業報告（まなび支援センター） 

(11) 資料(2)-ウ 木更津市の放課後児童クラブ（子育て支援課） 

８ 会議の概要 

（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。 

定刻となりましたので、ただ今から、平成 27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。 

はじめに、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） 

本日は、お忙しい中、青少年問題協議会にご出席いただきまして、ありがとうございます。 

日頃から、青少年問題だけではなく、市政に対し様々なご協力をいただき、深く感謝を申し

上げます。引き続きよろしくお願いいたします。 

さて、もう２月になりましたが、１月には成人式がございまして、1,370 名の若者が大人の

仲間入りをいたしました。成人式の中では、新成人の代表から「これまで受けた多くの愛情を

糧に、愛する木更津の未来を担う一員として、成人としての決意を忘れず、力強く、やさしく、

逞しく生きていきたい」など非常に頼もしい誓いの言葉がありました。 

こうした高い志を持つ若者が、より一層、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、私ども大人の役割であると考

えております。皆様方には、引き続きご協力をお願いしたいと思います。 

本日は本市における子ども・若者施策、特に、困難を有する子ども・若者に対する取り組み

について、各担当課から説明をさせていただきます。ぜひご認識を深めていただきながら、更

に一層のご尽力を賜りたいと思います。 

 委員の皆様には、忌憚のないご意見を賜りますよう、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。 

本日の出席委員は会長を含めて 13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とされていますが、

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） 

会議に入る前に、ご紹介させていただきます。 

木更津警察署生活安全課長の本吉委員に変わりまして、２月８日から生活安全課課長となら

れました横田秀俊委員に出席いただいておりますのでご紹介いたします。 

 

（横田委員） 

２月８日付けで木更津警察署の生活安全課長に着任しました横田です。 

以前は、四街道警察署生活安全課課長として勤務しておりました。木更津市のことは、まだ
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詳しくわかっておりませんが、色々と皆さまに教えていただきながら、青少年健全育成のため

に頑張らせていただきますので、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。 

続きまして、前回の会議で回答を保留しておりました２点について、ご回答させていただき

ます。 

既に会議録の送付時に書面により回答させていただいたところですが、改めて、この場をお

借りいたしまして回答させていただきます。 

まず、ご質問のありました木更津市内における準要保護児童生徒数につきましては、平成

26年度で小学生 297人、中学生 250人ということでございます。 

２点目の、木更津駅東口たちより館２階にございます「ちば南部地域若者サポートステーシ

ョン」の利用状況につきましては、平成 26年度実績で、新規登録者数 156人、延べ来所人数

が 1,553人、相談件数が 1,674件 という状況でございます。詳細につきましては、送付いた

しました資料をご覧いただきたいと思います。 

次に、前回の会議での事務局説明について、１点訂正させていただきます。 

質疑応答の中で、事務局から、「ちば南部地域若者サポートステーション」について県が設

置している旨の説明をいたしましたが、千葉県の設置ではなく、正しくは、厚生労働省の認定

事業として、若者支援の実績やノウハウを持つ、株式会社アクティブブレインズが運営してい

る施設でございます。訂正して、お詫び申し上げます。 

 

（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。 

まず、「木更津市の「子ども・若者施策」の現状について」を議題といたします。事務局よ

り概要について説明をお願いします。 

 

（事務局：生涯学習課 石井課長） 

私からは、今回の会議の趣旨、狙いについて若干説明させていただきます。 

木更津市の青少年健全育成の取り組みにつきましては、現在、「木更津市教育振興基本計画」

に基づいて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、「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ております。 

前回の第２回協議会では、千葉県の県民生活・文化課から室長がお見えになり、「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」ご説明いただいたうえで、子ども・

若者育成支援推進法に基づく国・県の動きの中で、木更津市としてどのように取り組んでいっ

たらよいのか、今後の方向性について、ご協議いただいたところです。 

近年、子ども・若者をめぐる社会環境は悪化し、ひきこもりや不登校、若年無業者、経済的

な問題、発達障がいなど、子ども・若者の抱える問題は複雑化、深刻化しています。 

このような状況を踏まえて、国においては平成 22 年 4 月に「子ども・若者育成支援推進法」

が施行され、これまでの「青少年健全育成」という枠を超えた、「子ども・若者」に対する育成、

支援について、総合的に取り組んでいくことが求められているというような状況でございます。 

お手元の「参考資料」という資料をご覧いただきたいのですが、千葉県では、前回ご説明い

ただいたとおり、千葉県青少年総合プランを、子ども・若者育成支援推進法に基づく都道府県

子ども・若者計画として策定しており、ニートやひきこもりなど「困難を抱える子ども・若者

に対する支援」等については、プランの３本の柱の２番目に「困難を抱える子ども・若者の支

援・被害防止・保護」として位置づけ、施策を推進しております。この柱の 2 番目について、

木更津市ではどのように取り組んでいるのか、各担当課から説明させていただくという段取り
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となっております。 

木更津市の「子ども・若者施策」の現状について、今回は特に「困難を有する子ども・若者」

に対する取組について、委員の皆様の認識を深めていただくことを目的に、取組を所管してお

ります各担当課から、概要についてご説明させていただくこととなっておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 

（渡辺会長） 

それでは、早速、各担当課の職員からご説明させていただきたいと思います。 

アからカまで順番に説明させていただき、ご質問は説明終了後ということでお願いいたしま

す。 

それでは、まず、福祉部社会福祉課から説明いたします。 

 

（社会福祉課 大塚主任主事） 

福祉部社会福祉課の大塚と申します。本日は、貴重なお時間をいただきありがとうございま

す。私からは、経済的な困難に焦点を当て、子ども・若者を含む本市の生活困窮者支援の状況

について、ご説明申し上げます。 

まず、平成 28年１月末現在の生活保護受給状況ですが、被保護世帯数 1,265世帯、被保護人

員 1,652名となっており、本市の定住人口のおよそ 1.1％です。このうち、０歳から 30歳未満

の子ども・若者は 97 世帯、187 名です。子ども・若者のうち、義務教育課程のお子さんには、

教育扶助として給食費や教材費、参考書代などが支給されておりまして、79名に支給をしてお

ります。また、中学校卒業後、高校等に就学しながら生活保護を受けている方については、生

業扶助として教材費や参考書代、通学定期代などが支給されております。受給人数としては 16

名です。 

次に生活保護の目的ですが、大きく分けて２つあります。１つ目として最低生活の保障、２

つ目は自立の助長でございます。各世帯について問題を分析し、援助方針を立てて、それに基

づいて助言や指導を行っております。子ども・若者を含む世帯に対しましては、世帯主である

親御さんへの助言や指導と共に学校教育課や子育て支援課等とも個別の事案を通じて連携し、

世帯の自立助長を図っている状況でございます。 

続きまして、今年度から実施しております生活困窮者自立支援制度についてご説明いたしま

す。皆様ご承知のように、全国的に生活保護受給者が増加しております。中でも、複雑な問題

を抱えていたり、働いて生計の中心を担い得る方等を含む「その他世帯」の構成割合が、平成

15 年度から平成 25 年度にかけて３倍強増加したことが示されています。その要因として、非

正規雇用労働者や年収 200 万以下の低所得の給与所得者が増加したこととも考えられておりま

す。さらに高校の中退者、不登校、ニート、引きこもりは将来的な経済的な困窮のリスクが高

いとされています。非正規雇用の方に関しましては、労働保険や社会保険に未加入であること

も少なからずあり、一時的に職を失った場合、傷病手当金や失業手当など公的な給付が受けら

れず、すぐに経済的に困窮してしまいかねません。そこで、失業した方に対して求職活動中の

一定期間の家賃を一部給付する仕組や、職業訓練中の生活費等を給付する仕組みが平成 21年度

から実施されてきました。それらを引き継ぎ、新たな制度として成立したのが生活困窮者自立

支援法であります。 

事業の中身ですが、法に定められる事業は、必須事業と任意事業とに分かれています。対象

者は、生活保護に至る可能性のある方となっておりますので、だいぶ間口は広くなっておりま

す。今年度木更津市においては、必須事業としての自立相談支援事業と住居確保給付金の支給

を実施しております。 

必須事業それぞれの中身についてご説明いたします。これまで、問題を抱えた方は、対象と

なる方ご自身で、ある程度「こういうことがしたい」と要望を明確にした上で、窓口で具体的

な手続きをすることが必要でしたが、住民のニーズが多様化し、それに対応する制度も多様化

していますので、困難を抱えている方にとっては、ご自身で要望を明らかにすること自体が難

しくなっていると考えております。お話を伺って一緒に考えることから始め、要望や課題を明

らかにしながら一つ一つの手続きを進めていくというのが自立相談支援事業です。 

続きまして、「自立相談支援事業②」という資料に移ります。主な関係機関が書いてあります
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が、個別の相談ごとに、これら関係機関とチームを形成しながら支援をしていくということに

なります。まずは一緒に考える、「どういうことをしていきましょう」、「どこから取り組みまし

ょう」ということを明確にして、それぞれの機関が支援を展開していくための調整役を自立相

談支援機関として行っています。 

どのようなプロセスで実施するかというのが次の図です。まず、相談の受付は、本人、関係

機関、ご家族から、お受けしています。ご本人のお話を伺ったうえで、その時点ですぐに解消

できる課題であれば、担当する外部機関や市役所の内部に状況を説明し支援をしてもらう、「つ

なぐ」ということをやっております。 

問題が複雑で、時間をかけて整理をする必要がある、関係機関が既に支援に関わっているけ

れども、それでも問題が生じているという場合には、自立相談支援事業の利用申込をいただき、

個人情報の取り扱いがありますので同意書をいただいたうえで、それぞれ関係機関から、どう

いう状況であるかお話を伺いながら、ご本人の要望とすり合わせをしていくことになります。

自立相談支援事業のプロセスとしては、分析の段階であるアセスメント、支援の計画となるプ

ランを作成した後に具体的な支援を実施します。支援期間終了時には、支援の結果を評価して、

必要に応じて、改めてアセスメントを行います。 

ご相談いただいた問題状況が、一定程度解消された、あるいは支援ネットワークが形成され

て安定したという状況になれば、そこで一旦自立支援相談支援事業の役割は終了とし、改めて

問題が生じた時にご相談をいただくという形を採っております。 

 次に、必須事業のもう一つ、住居確保給付金の支給ですが、一時的に職を失った場合に、雇

用保険未加入であればもちろん、退職理由によっては、雇用保険に加入していた方でも、失業

手当の支給に制限がある場合がございますので、再就職までの間の収入が途絶えてしまい、預

貯金がない場合ですと、その間生活すること、住まいを維持することが難しくなってしまいま

す。求職活動の要件、収入や資産の要件がございますけれども、求職活動中の一定期間の家賃

については貸付ではなく給付で、住まいを確保しつつ再就職を目指していただくといったもの

でございます。 

次に、その他任意事業として、すぐに仕事をすることが難しいような方が、まずは日常生活

のリズムを作るというようなところから始めるのが「就労準備支援事業」。住まいを失ってしま

った方に、一時的に住まいですとか食事の提供を行う「一時生活支援事業」、多重債務を抱えて

いるなど、家計のやり繰りがうまくいっていない方も少なからずいらっしゃいますので、そう

いった方々に家計の管理を支援する「家計相談支援事業」、それから、生活保護世帯を含む生活

困窮家庭のお子さんに対する学習支援や居場所づくりなどを実施する「子どもの学習支援事業」、

それ以外に、この制度の大きな目的として、生活困窮者支援を通じた地域づくりというものが

掲げられておりまして、その地域に応じた支援の形を考えて実施することが「その他の生活困

窮者の自立促進事業」ということになります。 

最後に、今年度の生活困窮者自立相談支援事業の利用状況ですが、相談件数 111 件、これは

世帯として 111世帯ということです。ご覧いただくと分かるように、10代 20代が全体で８件、

子ども若者を主たる相談者とする世帯としては８件でした。その内一人暮らしだった方は１名、

世帯員として子ども・若者を含む相談は 24件ということでした。親御さんがいよいよ生活に苦

しくなってからご相談いただいて、貧困状況にいる、経済的問題を抱えている子どもたちに初

めて出会うということが多くなっております。ですから、自立相談支援機関からは見えにくい

状況にある、経済的問題を抱えている子ども・若者の存在には気づきにくいという課題がある

と考えております。 

自立相談支援事業では、関係機関からのご相談もお受けしておりますので、何かあれば、ご

相談いただければ、そこで一緒に考えさせていただいて、対応できればと考えております。 

 

（渡辺会長） 

ありがとうございました。 

次に、福祉部障害福祉課から説明いたします。 

 

（障害福祉課 望月主事） 

福祉部障害福祉課の望月と申します。私からは、木更津市における障害児及び障害者に対す
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る支援についてご説明させていただきます。 

障害福祉の支援は、人のライフステージの中で、就学、18 歳、65 歳に利用できる制度の変

化がありますが、全年齢を通して利用できる制度もあります。この協議会で議論されている「若

者」というくくりで対応していないため、本日は特に 18 歳未満の「子ども」に焦点を当てて

ご説明させていただきたいと思います。 

障害児等に関する支援の説明に先立ち、まずは木更津市の障害者手帳の所持者数についてご

紹介させていただきます。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、念のためご説明させ

ていただきますと、障害者手帳とは身体障害者手帳、知的障害の療育手帳、精神障害者保健福

祉手帳の３種類ございます。療育手帳については、地域によっては緑の手帳や愛の手帳という

名称を使用している所もあります。上段の表は３種類の手帳所持者数をまとめたものです。  

身体障害者手帳については、平成 27年３月 31日現在、木更津市では 4,384名が所持してお

り、その半数以上が 65歳以上と高齢です。療育手帳については、65歳未満が大半を占めてお

ります。精神障害者保健福祉手帳についても 65 歳未満が大半ですが、療育手帳とは違い、18

歳未満の取得数はとても少ない状況です。  

障害者の支援では、大きく分けて 18歳未満の通所は児童福祉法により障害児として支援し、

18 歳以上は障害者総合支援法によって障害者として支援します。木更津市が行っている障害

児に対するライフステージごとの支援内容を図にまとめました。  

障害福祉のサービスを利用するには、まず「きっかけ」があります。図の一番左上に記載の

「利用開始のきっかけ」により、様々なところから保護者に対してご案内いただき、障害福祉

課に相談があります。このうち、「口コミ（公民館）」とは、生涯学習課が桜井公民館で定期的

に実施している、「“気になる”子の親と仲間のしゃべり場」という交流会です。就学児につい

ては、同じ特別支援学級等の親同士で情報交換ができますが、未就学児については、なかなか

交流の機会がないので、障害福祉課としても、この交流会はとても有意義なものだと感じてお

ります。 

障害児に対する療育支援は、主に障害児通所等支援事業として行なうことになり、就学児と

未就学児で分かれます。それぞれのサービスの内容については、後ほどご説明いたします。  

障害児が 18歳を迎える際や 18歳以上の障害者については、自立支援給付事業のサービスに

より支援することになります。それぞれのライフステージの中で、医療機関や児童相談所、学

校、市役所内の関係部局、事業所等が必要に応じて支援会議を開催するなど、連携しておりま

す。また、特別支援学校の高等部の生徒には、一人ひとり保護者も含めて進路に関する個別面

談を学校と市役所で行っております。「療育支援事業」は市の事業であり、15 歳未満に対し、

言語・心理・運動訓練を実施するものです。その他、車いすや補聴器等の補装具やオムツ等の

日常生活用具、医療費の助成、手当等があります。  

サービスの利用要件につきまして、特にご注目いただきたいところが、18 歳未満を対象と

している障害児通所等支援事業の後半です。障害福祉サービスと聞くと、障害者手帳を持って

いる方が対象になると思われがちなのですが、療育は子どもが低年齢の時期、早期に行うこと

が効果的とされていること等から、必ずしも障害者手帳を有していなくても、サービスが利用

できることになっております。  

利用料は原則１割で、更に世帯の収入により、障害児の場合は０円、4,600 円、37,200 円、

障害者の場合は０円、9,300円，37,200円の上限が設定されております。また、サービスの利

用者が未就学児で、その子の上に更に未就学の兄や姉がいる場合は、軽減措置があります。利

用料の残りの９割もしくは上限を超えた部分は、国・県・市が補助することになっております。  

次に、障害児、18歳未満が利用可能な通所サービスです。資料の右の方に本市の平成 27年

12月 31日現在の利用者数を記載しております。児童については、主に児童発達支援等の通所

系を利用しております。児童発達支援とは未就学児に対して、日常生活における基本的な動作

の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行うものでございます。医療型

児童発達支援とは、病院等で療育のほか、医療的な治療も行うものです。児童発達支援は、保

育園等と併用して利用している方もいます。放課後等デイサービスについては、就学児に対す

る療育です。放課後等の「等」とは、土日や夏休み等の長期休暇を指します。保育所等訪問支

援は、療育の専門家が対象の障害児が通園している保育所を訪問し、保育士等に支援のアドバ

イスを実施するものです。利用者が２名と極端に少ないのは、全体の利用者の中で保育園との
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併用者が少ないこともありますが、実施事業所が今まで無かったことも理由として挙げられま

す。  

居宅介護等の訪問系については、基本的には 18 歳以上の障害者を対象としたサービスです

が、障害児も利用可能とされております。しかし、障害児については保護者が支援可能である

という理由等から、利用者は少なくなっております。  

障害児相談支援事業とは、サービスを利用するに当たり、相談支援事業所の専門家が福祉の

全般的な相談に乗り、サービス等利用計画という、介護保険でいうところのケアプランを作成

します。ただ、介護保険は要介護度に応じてサービスを割り振りますが、障害児等のサービス

等利用計画は、本人に必要なフォーマル、インフォーマルな支援を全て入れ込む、いわゆるラ

イフプランに代わるものと言われております。  

次に、障害児通所等支援事業のサービスごとの利用者数と総費用の推移です。実線は利用者

数、点線は総費用を表しております。左の方が人数で、下から 10 人 20 人 30 人となっており

ます。上の方にある表の利用人数は、例えば児童発達支援と障害児相談支援の両方を利用して

いる方は１人とした人数の合計です。平成 25年１月には 119人でしたが、３年で 49人増えて

います。また総費用については約 770万円増えており、右肩上がりとなっております。障害児

相談支援については、３ヶ月や半年に１回等、皆が毎月利用するものでないため、毎月の利用

者に波があります。実際の利用対象者数については平成 27年 12月 31日現在で 186人です。 

次に、18 歳以上が利用できる制度を簡単にご紹介します。在宅で利用できるサービスとし

て、訪問系の支援、利用者が事業所に赴いてサービスを受ける日中活動系の支援がある他、自

立・就労を目指す訓練系がございます。居住系のグループホームについても、単身等での生活

を目指す点もあることから、制度の位置付けとしては訓練系に分類されております。若者だけ

の支援というものはありませんが、高齢者の利用はあまり無い支援としては、就労移行支援が

挙げられます。就労移行支援とは、一般企業に就職するための訓練であり、就職後、その職場

に一定期間定着することも、就労移行支援事業所の責務となっております。  

次に、「その他の支援」の例ですが、日中一時支援や移動支援等、年齢に関係なく利用でき

る制度があります。また、医療費の助成や各種手当も様々あります。本日は時間がありません

ので、細かい説明は省かせていただきます。  

現在、木更津市では障害福祉課を中心に「第３次新きさらづ障害者プラン」が進行中です。

これは、目標年度を平成 42 年としている木更津市基本構想の個別計画の一つであり、基本構

想に掲げる５つのまちづくりの基本方向のうち、特に「安心・安全でいきいきとした暮らしづ

くり」について、障害者施策の観点からその具体化を図る計画として位置付けされ、障害者福

祉に関連した各種事業の実施計画策定上の基礎となります。  

障害者プランの計画には５つの基本方針が定められております。次のページから、特に「子

ども・若者」に関連するものを少し詳しく記載しておりますが、それら全てをご説明するには

時間が足りないため、割愛させていただきます。  

障害者プランの内容の一つとして、現在国としても課題として挙げられているもので、医療

的ケアが必要な子どもの支援があります。国が言う課題とは、医療技術の進歩により助かる命

が増え、それに伴い気管切開をしている子や呼吸器を付けている子など、医療的なケアが必要

な子が増えていますが、医療・福祉・教育等の関係機関の連携が不十分である等の理由により、

必要な支援が受けられていないというものです。医療的ケアが必要な児童の支援に関する問題

は木更津市も例外ではなく、特に、対応できる施設が少ないということが問題となっておりま

す。通常の児童発達支援の中で、事業所が看護師を雇い、何とか医療的ケアができる事業所が

富津市に１箇所ありますが、医療的な治療も併せて行う「医療型児童発達支援」は市内で実施

できる事業所はゼロです。  

短期間の宿泊である短期入所についても、医療が提供できる事業所は無く、利用希望者は千

葉市にある千葉リハビリテーションセンターまで行く必要があります。しかも、県内でも施設

が少ないため、利用したくてもなかなか予約が取れない状況です。重度のお子さんについては、

昼夜問わずケアが必要であるため、家庭に負担がかかり、保護者が精神等を患うこともありま

す。  

そのような中、木更津市は、平成 26 年度に厚生労働省が実施するモデル事業の対象市に選

ばれ、医療的ケアのある子どもに対する支援ができる介護職・福祉職の育成を実施しました。
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その結果、通常は医療行為に当たる痰吸引ですが、特別に研修を受けた者 20 名がヘルパーと

して実施できるようになりました。また、来年度は障害児通所支援事業所が看護師を配置した

場合は、その人件費について補助する予定であり、少しずつですが支援の幅を広げているとこ

ろでございます。  

短期入所については、保護者の多くが君津中央病院での事業の実施を希望しておりますが、

なかなか実現しません。事業所を立ち上げる場合は事業所が県に申請し、県から基準に適合し

ているという指定を受ける必要がありますが、市の担当者としても働きかけていきたいと考え

ております。  

なお、障害者プランについては、その進捗を毎年公表することになっているため、現在関係

部局に対し、その実施状況を調査しているところでございます。  

 

（渡辺会長） 

  ありがとうございました。 

  次に、福祉部子育て支援課から説明いたします。 

 

（井口委員） 

子育て支援課課長の井口と申します。私からは、まず、児童虐待状況について説明させてい

ただきます。資料（１）－ウをご覧ください。 

全国の相談対応件数をグラフで記載しております。６年前の平成 21 年の時点では約４万件

ありました。平成 26 年度には、約９万件と２倍に増えております。このことは、千葉県、本

市でも同じ傾向でございまして、千葉県でも千葉市を除く６児童相談所におきまして、平成

21年度の時点では 2,295件でございましたが、平成 26年度には 5,173件と 2.3倍に増えてお

ります。全国でも４番目に相談件数が多い県となっております。また、本市におきましては、

平成 21年度の時点では 103件でございましたが、平成 26年度には 235件でして、2.3倍と増

えております。千葉市を除く市町村では７番目という状況でございまして、館山市・鴨川市・

君津市・富津市・木更津市・袖ヶ浦市・南房総市・鋸南町の７市１町という君津児童相談所管

内においては、人口が多いこと、市民の皆さまの関心が高いこともあり、最も相談件数が多い

市という結果になっております。 

資料②虐待種別につきましては、心理的虐待が 103 件で 44％、ネグレクト、育児放棄や育

児怠慢が 67件・29％、身体的虐待 56件・24％、性的虐待が６件・３％となっております。 

③年齢別では、３歳未満が 51件で 22％、３歳から未就学児が 68件・29％、小学生が 78 件・

34％、中学生が 28 件・12％、高校生・その他が７件・３％となっております。０歳から小学

生までで 225件を占めておりまして、全体比では 86％という状況になっております。 

なお、児童虐待に関しましては、保育園、幼稚園、小中学校、児童相談所、民生委員・児童

委員、木更津警察署と連携をいたしまして、情報を共有するという事をしております。それに

より早期の対応に努めているところでございます。しかし、児童虐待防止は何よりも予防と早

期発見が重要でございますので、例えば真冬なのに薄着をしている子どもや、年中同じ服を着

ていて臭いがする服を着ている子、不自然なあざや傷がある子、子どもの大声や悲鳴が聞こえ

るなど、これはあまりにもおかしいと感じた場合は、全国共通ダイヤルがございまして、番号

は１８９「イチハヤク」と呼んでおりますが、または児童相談所、市役所子育て支援課の方に

ご連絡いただければと思います。 

 続きまして、ＤＶ、ドメスティックバイオレンスについて概要を説明させていただきます。 

平成 26 年度、本市の相談件数は 37 件ございました。これは県下では 28 番目に多いという

ことになります。ただ私どもはこれが全てだとは思っておりません。 

なお、ＤＶは配偶者への暴力もさることながら、児童に及ぼす精神的ストレスも大きく、児

童の成長に影響を及ぼしまして、４つの影響があると言われております。 

 まず１つは、子どもが直接的に被害者になるということでございます。ＤＶを受けた親が行

き場を無くし、自分の子どもに虐待をするという事案が起こっております。 

 ２つ目は、暴力の目撃者になるという点でございます。暴力を目撃する事によって、心理的

に虐待を受けた状態と同じ状態になり、子どもたちは恐怖や極端な緊張を持つようになります。 

 ３つ目は、暴力は次世代に受け継がれるという点でございます。ＤＶのある家庭に生まれ育
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ったお子さんは、暴力は許される、暴力は振るわれても耐えなければならないなどといった概

念が刷り込まれ、子ども自身が加害者・被害者となり次の世代へと連鎖してしまうという恐れ

があります。 

４つ目は、子どもの安全な生活や発達が保障されないということでございます。ＤＶが行わ

れている家庭では、常に家庭内で自らの虐待を受ける危機がございます。また精神的に極度に

不安定になります。そのような環境下では、子どもたちは健全な成長が望めないと思っており

ます。 

また、最近では、中高校生などの若いカップルの間で「デートＤＶ」というものが起こって

おります。デートＤＶというものは、交際相手から振るわれる暴力のことを言います。 

 最後になりますが、男性の相談状況について説明させていただきます。報道等でご存知の方

もいらっしゃると思いますが、警視庁の平成 26 年度のＤＶ統計資料では、過去最高６万件の

うち男性へのＤＶ被害が約６千件と全体の 10％を占めております。男性がＤＶを受けるとい

うことは、今まで考えられなかったと言いますか、感じていなかったかと思いますが、実際、

今は 10％くらいを締めているということでございまして、平成 22年の約 800件から 7.5倍に

急増しているという記事もございました。 

 

（渡辺会長） 

ありがとうございました。 

次に、市民部健康推進課から説明いたします。 

 

（健康推進課 草苅主査） 

健康推進課の草苅と申します。母子保健の現状と今後の取り組みについて、資料に基づき説

明させていただきます。 

私たちの仕事は、今回の「困難を抱える子ども」とは少し観点がずれてしまうと思いました

が、困難を抱える子どもたちの基礎的な部分、母子保健法に基づいて全ての子どもたちが元気

に育つという基礎の部分を支えている課であると思っています。 

本日の資料は、平成 28年度から「第５次母子保健計画」を策定する予定で、今後、母子保健

の強化を更に図っていくこととしています。母子保健計画は、市の健康増進計画である「第３

次健康きさらづ 21」と一体的に進めていくのですが、その中から抜粋した資料です。私からは、

市の母子保健を取り巻く状況について、概要を説明させていただきます。 

健康推進課の事業は、妊娠届出書の受理と母子手帳の発行からはじまり、妊婦健康診査の受

診、出生後は、新生児訪問、生後２ヶ月過ぎから予防接種の開始、生後４ヶ月で乳児健康診査、

７ヶ月児教室、歯と食事の教室、１歳６ヶ月児健康診査、３歳児健康診査と教室や健康診査が

あります。また、乳幼児健康診査後で子どもの発達に心配のあるケースには、子ども相談、成

長や発育状況を確認できる場としてにこにこ健康相談、また、必要に応じて家庭訪問で対応す

るなど、就学前の子どもの健全育成に携わっています。 

資料には、現状が細かく書いてありますが、出生数は、ここ数年 1,000 人から 1,100 人の間

で推移しており、木更津は安定しています。平成 25年度には、合計特殊出生率、一生涯に女性

が産む子どもの数が 1.52と県内 1位となりました。国は 1.8にしたいと言っておりますが、そ

れはなかなか難しいと思いながらやっています。新しい住宅地の造成やアクアラインの効果な

どがあり、県外や近隣市からの若い世代の転入が増加しております。 

このような中で少し気になるのが、2,500ｇ未満の低出生体重児が県と比較して多いことです。

その中でも、医療技術の進歩もあり、1,500ｇ以下の極小未熟児が増加しています。また、出産

時の母の年齢は、本市に限ったことではありませんが、35から 39歳、40から 44歳での出産が

増加している現状があります。 

各種乳幼児健診査については、受診率向上に向け、居所不明児を出さないための未受診者対

策等にかなり努力しているのですが、ここ数年の健診受診率は 90％台で推移しています。 

乳幼児健診の問診項目からは、様々な母子のデータを得ることができます。木更津市にお住

まいのお子さんたちの生活実態が読み取れるわけです。気になるのは、1 歳半のお子さんを 22

時以降に寝かせているような方が多いということ。子どもの年齢が低いほど、大人の生活に子

どもが合わせている実態があります。 
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また、子どもと接することがないまま母親となる方が多く、子どもとの接し方がわからない、

子どもの成長発達の見通しや発達に合った関わり方がわからないといったお母さんが増えてい

ます。これにより育てにくさを感じてしまうといった実態があります。 

１歳半児健診や３歳児健診で、言葉や精神発達に問題があり、少しフォローが必要なお子さ

んたちが確実に増えているような気がします。 

これらの現状を踏まえ、母子保健の健康課題を「低出生体重児の出生予防と医療機関と連携

した支援体制を整えること」、「親の子育て力向上を図ること」、「子どものよりよい生活習慣を

確立すること」、「育てにくさを感じる親に寄り添いながら子どもの発達を支えること」、「妊娠

期からの虐待予防をしていくこと」の５つとしました。 

これら５つの課題を解決するために、平成 28年度からの母子保健計画の基本方針定め、この

方針に向かって具体的な取り組みを推進していくこととしております。 

方針１と方針２は、乳幼児から学童期まで切れ目なくという意味合いがあり、妊産婦、乳幼

児から学童、思春期にわたって、家族ぐるみでよりよい生活習慣を確立してもらうことを主眼

に取り組んでいく、将来の生活習慣病を予防していくというような、生きていくための基礎に

関するところを取り組んでいきます。この方針 1 と方針２は、「健康きさらづ 21」と一体的に

進めていく予定です。 

方針の３では、子どもの健やかな成長を見守り育む地域づくりを進めていこうというもので、

「木更津市子ども・子育て支援事業計画」の基本目標５と一体的に推進していこうと思ってい

ます。お母さんが子どもと触れ合う機会を持ってよい親になってもらうことと、子育て中の親

を孤立させないことといったところを支えていきたいと思っています。 

方針４は、育てにくさを感じる親に寄り添う支援です。どうしても発達の偏りとか育てにく

さというものがありますので、お母さんたちの思いを受け止めた丁寧な関わりをしていこうと

思っています。 

方針５は、子育て支援課と同様だと思いますが、妊娠期からの児童虐待防止です。妊娠期か

ら虐待の芽はわかりますので、関係機関と連携を図りながら、虐待に至る予防の段階で関わっ

ていこうと思っています。 

なお、「第３次健康きさらづ 21」は、すでにパブリックコメントを終了しており、今月 22日

の健康づくり推進協議会を経て決定する予定です。 

 

（渡辺会長） 

ありがとうございました。 

次に、経済部産業振興課から説明いたします。 

 

（産業振興課 石渡副主幹） 

経済部産業振興課の石渡と申します。私からは、若者の就労支援について説明させていただ

きます。  

産業振興課で実施している雇用・労働対策につきましては、平成 26年３月に策定した「木更

津市雇用促進プラン」に基づき、雇用創出・拡大に向けた 産業の振興・活性化や就労支援の充

実、就労環境の整備推進などに取り組んでいるところでございます。 

本日は、これらの取組のうち、困難を抱える子ども・若者を含む若年者への就労支援事業と

して実施している「ジョブカフェちばとの共催事業」、それから「ちば南部地域若者サポートス

テーション事業」についてお話させていただきます。 

はじめに「ジョブカフェちばとの共催事業」についてでございます。 

「ジョブカフェちば」は、千葉県が設置している若者の就職をサポートする施設です。15歳

から 39歳の若年者を対象に、就職・進路に関する相談や各種セミナーなどの就職支援サービス

をワンストップで提供しています。本市では、この「ジョブカフェちば」をはじめ、近隣の君

津市・富津市・袖ケ浦市との共催で、「ジョブカフェちば出張版」として就労支援のイベントを

開催しております。イベントの主な内容は、面接の基礎や自己ＰＲの方法についての講義、実

践を目的とするセミナーや、地元企業と求職者との交流会となっております。 

開催実績といたしましては、今年度は昨年 10 月７日、木更津市役所 駅前庁舎会議室におき

まして ６名のご参加をいただき「面接マナーセミナーin木更津」を開催いたしました。また、
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平成 26年度には、君津市役所の大会議室を会場に「地もっと仕事発見 in君津」と題しまして、

９名の参加者と地元企業４社との交流会を開催しております。この他、近年の開催状況につき

ましては、お手元の資料のとおりでございます。 

今年度から「ジョブカフェちば」の事業が縮小されたため、平成 28年度の開催は未定ですが、

「ジョブカフェちば」からは、希望団体との共催について可能な限りご協力いただける旨のお

話もいただいておりますので、少なくとも１回は同様のイベントを開催したいと考えておりま

す。 

次に、「ちば南部地域 若者サポートステーション事業」でございます。 

「地域若者サポートステーション」通称「サポステ」につきましては、既にこの協議会におい

て説明がなされているかと思いますが、改めて簡単に申し上げますと、働くことに悩みを抱え

る 15歳から 39歳の若者を対象に、就労に向けた支援を行う施設として、厚生労働省が委託し

た団体が運営しているものでございます。全国 160 箇所、千葉県内には８箇所のサポステがあ

り、本市においては「ちば南部地域 若者サポートステーション」が、平成 25 年４月から木更

津駅東口たちより館２階に設置されているという状況でございます。 

「ちば南部サポステ」の利用状況につきまして、年度ごとの細かい分類は添付資料１のとお

りでございますが、簡単にご紹介いたしますと、今年度は ４月から 12 月の９ヶ月間で、新規

登録者数 83名、来所のべ人数 1,360名、相談件数 421名となっています。これらの利用を通し

て進路決定された方は、48 名でございます。またそれ以前、平成 26、25 年度の利用状況につ

きましても、お手元の資料のとおりでございます。 

サポステと木更津市の連携状況につきましては、昨年 12 月 19 日に木更津市民総合福祉会館

において、わが子の就職に悩みを抱える保護者を対象として開催された「保護者相談会」につ

いて、木更津市として市ホームページや広報きさらづ、或いは木更津駅デジタルサイネージ等

を活用した周知広報に関する協力を行いました。この他、パンフレットの配架や自治会回覧な

どにより、サポステやその実施事業等に関する周知広報についても協力させていただいており

ます。 

次に、支援の成功事例をいくつかご紹介いたしますと、サポステにおいて開催しているグル

ープワークに毎回参加された 39歳の女性の方は、参加期間は短期でしたが、無事に就職をされ

ております。また、一度も就職活動の経験がなかった 24歳男性の方は、１年間のサポートの結

果ＩＴ関連企業にフルタイムで就職されました。進路決定者数は決して多くはありませんが、

このようにサポートが確実に結果に結びつく事例もあるため、その効果は期待できるものと考

えております。 

最後に、課題といたしましては、サポステの認知度がまだあまり高くないため、相談数や登

録者数が伸び悩んでいるという点がございます。市といたしましても、近隣３市或いは内房地

域の自治体等との連携など、効果的な周知方法を検討しているところでございます。 

このように、本市の雇用・労働施策は、国・県を始めとする関係機関や近隣市との連携を基

本として、有効な施策を効果的に実施しているという状況でございます。 

 

（渡辺会長） 

ありがとうございました。 

最後に、教育委員会 まなび支援センターから説明いたします。 

 

（まなび支援センター 市原所長） 

まなび支援センター所長の市原と申します。不登校とその周辺というテーマで、その概要に

ついてご案内させていただきます。 

不登校問題については、残念ながら不登校になってしまった子たちがまなび支援センターの

「あさひ学級」という所でお預かりして、原籍校への復帰を目指した事業に取り組んでいます。 

 あさひ学級では、５つの取り組みを行っていますが、自分の存在感を実感できる、精神的に

安心できる場所にしましょうということと、基本的生活習慣を取り戻していきましょう、体験

活動を多く取り入れましょう、個別支援・集団活動を組み合わせて人間関係を結べるようにな

りましょう、家庭・在籍校・支援する者の３者が同じ方向を向いてお子さんを支援しましょう、

という取り組みをしております。 
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あさひ学級の特徴は、まずは２者関係。学校に行けなくなってしまったお子さんたちは、ど

うしても人間関係が結びつかないので、最初に相談員とお子さんの２者関係を作ります。その

２者関係を基に集団活動等を広げていくのが特徴の１つです。それから、まなび支援センター

は目立たない所にあります。木更津駅のすぐそばにあるにも関わらず、人通りがすごく少ない

所なので、お子さんたちが人目を気にせず通えます。また、あさひが学級に通っていただいた

場合は、出席日数にカウントしますので、特に中学３年生は高校入試を目前にしますと出席日

数が足らないお子さんには非常にいいのではないかと思います。今までほぼ全員が高校に進学

しているという所も特徴でございます。 

在籍数が年々増加しておりまして、平成 27年度は２月 10日現在で 25名という状況になっ

ております。 

 入級への流れは、基本的には学校を通してご連絡いただき、面接をし、仮通級を週１日行い、

本通級へ進んでいきます。また、１日のスケジュールは、基本的には集団活動、実習学習と個

別の３つのスケジュールを回しながらお子さんたちに対応しています。 

年間では、４月の開級式から３月の閉級式まで、職場体験学習や高校説明会、親の会、大掃

除など通常の学校と似たような行事を取り入れながら原籍校復帰に向けて活動しています。４

月に始まりますと３月で全員終わりとなりまして、来年度も入りたいという事なら、また４月

に入り直しというような手続きです。 

 昨年度の進路状況ですが、中学３年生は全員県立高校及び私立高校。今年は７名の中学３年

生がいますが、そのうちの４名は高校進学が決まり、残り３名は公立高校入試に挑戦している

状況です。 

 あさひ学級の流れは、相談員とお子さんの関係づくりから始まりますので、時間がかかるこ

とから収容人数制限があり、現在 25名でパンク状態です。お子さんを受け入れるため色々ス

ケジュール変えたりしてやりくりしています。また、人間関係が原因で不登校になり通所する

お子さんが多い関係で、なかなか原籍校に行かれません。例えばＡさんとのトラブルが原因で

不登校になり、学校に戻ろうとすればＡさんがいます。学校に行けばまたトラブルになってし

まうのが目に見えているので帰りたくないということで、なかなか原籍校への復帰が苦しいと

ころです。それから相談員のスタッフ不足、定期的な通級が難しいお子さんもいます。欠席連

絡、電話をしながらこちらに引きとめています。 

不登校の実態につきましては、千葉県と木更津市の小中学校で数字を見ました。千葉県の小

学校は 1,158名、木更津市は 33名、千葉県の中学校は 3,963名、木更津市は 88名の不登校の

お子さんがいらっしゃいます。割合にすると千葉県と大体同じ割合です。不登校は、長期欠席

時の 30日以上欠席しているお子さんの中で不登校という理由だけを抜いています。実際問題、

木更津市で 30日以上欠席しているお子さんは、病気・その他を合わせて小学校 84名、中学校

138名います。この中で不登校と言われている数字が先程の小学校 33名、中学校 88名という

ことになります。 

どのような理由で不登校になっているかというと、千葉県のデータですが、上位５つを紹介

します。情緒的混乱、無気力、いじめを除く友人関係の問題、学業の不振、親子関係の問題、

これが不登校になる原因の上位５つです。この５つをつぶしていけばもしかしたら不登校が減

るかもしれないということで、まなび支援センターの重点目標は「子どもたちの健やかな成長

と教職員の指導力向上を支援します」であり、教育相談・教職員研修・学校支援の３本の柱で

やっています。この３本の柱がそれぞれどのように不登校に関わっているか、簡単にご説明さ

せていただきます。 

まず教育相談ですが、教育相談が扱う問題は、先程の上位５つの原因の中「学業の不振」以

外です。「幼児期から青年期までの一貫した子育て支援」ということで「教育相談教室」、「あ

さひ学級」、「幼児言語教室」、「青少年・子育て相談」が教育相談の活動です。教育相談教室は、

精神科医・臨床心理士・言語聴覚士による教育相談で、これは保護者が学校を通して申し込む

こととなっております。年々相談件数が増えていて、学年別・男女別を見ますと、小学校低学

年の男子、中学２・３年生の女子が目立つようになっていると感じております。 

相談内容は、集団不適合がトップです。それから登校しぶり・不登校です。集団不適合の子

どもたちは、その後、登校しぶり・不登校になりますので、ここで何とか食い止めなくてはな

らないということです。全体的な傾向としては、男子が多く、小学校低中学年は多動性・情緒



13 

 

不安定・集団不適合で、中学生女子は登校しぶり・不登校です、特に中学生女子の場合は、小

学校から人間関係がもつれたり、家庭環境の影響などあります。例えば、両親の不仲などで不

安定になっているということもあります。お子さんの教育相談は、医師がいますので、治療に

つなげることができます。治療が必要、必要ではないという判断がここでできます。ただし、

これもあさひ学級と同じように相談件数が多く、キャンセル待ちの状態が発生しています。 

青少年・子育て相談は、二十歳までのお子さんを持つ保護者、または本人なら誰でも利用で

きます。相談対象は、小中学校のお子さんが多いです。それから高校生については、中退等の

問題も相談内容になっています。お母さんからの相談が非常に多いです。相談内容別について

は、子育て、しつけ、その他とありますが、大体、お子さんの学校不適合、発達のこと、精神

不安、不登校と子育てに絡んでということになっております。 

 幼児言語教室ですが、福祉関係と違ってこちらは就学前のお子さんも扱いますが、小学校に

行って不登校になってしまうのはいけないので、ここで就学準備をして楽しい学校生活を送っ

てもらおうということでやっています。年長児の言語検査、電話相談、指導を行っています。

言語教室なので、言葉の教室なのですが、やはり年々増えていて、昨年は 209人でして今現在

は 188人まで行っておりますので、200人まで行くと思います。言語発達の遅れ、いわゆる発

達に問題があるお子さんたちが多くなってきていて、言葉の問題というより発達の問題が増え

て、こちらで対応しなくてはならない。幼児言語教室が終わり「頑張ってね」などと声を掛け

ますが、その修了理由の一番が就学なのです。治療、改善しきれなく、他にも発達の課題を抱

えているお子さんがいますので、就学時に終わりにする方が多いのです。ですから、小学校の

学級担任の先生への引き継ぎを密にさせていただいて、小学校でも特別な支援がきちっと受け

られるようなことができるようにしております。 

 教育相談活動は色々な取り組みをしておりますので、それぞれが色々な形で上下左右に連携

しながら取り組ませていただいております。 

 ３本の柱の２つめの「教職員研修」はどのようなことかできるかと言いますと、今までの研

修では、そういう子どもにどう対応していくかということがメインだったのですが、今は、な

ぜこの子はこのようになっているのか、ということがきちっとわかるような研修を心掛けてい

ます。例えば、ＷＩＳＣ（ウィスクラー式知能検査）という検査があります。これは 100を平

均としていますが、この子の結果が、言語理解が高い、知覚整理の力も高い、しかしワーキン

グメモリ、覚えておいて次の行動をする力が弱い、処理速度が平均より少し遅い、このような

お子さんがどのような行動に出るかと言うと、学校生活の中で困難さが目立ちやすく不全感を

持つ可能性が高い、だからこういう行動に出るということを教員がきちんとわかれば、手立て

ができるはずだと、そういう観点でやっています。 

 最後に、学校支援の観点では、学力向上の部分に対応させていただいています。先週の木曜

日にやらせていただいたのですが、算数・数学検定はおかげさまで受験者数が延べ 10万人を

超える事ができました。また、ネット上でトラブルになり不登校になることが多く、それに対

応するためにお子さんや先生、生徒指導担当に向けて学校での特別講義、また保護者、成人の

方に向けて、ＰＴＡ、公民館、各種団と連携してやっております。そして、ネットパトロール

をさせていただきながら「危ない情報出していますよね」ということを、その学校に伺って指

導していただく、そのような事をやっております。 

 

（渡辺会長） 

ただ今、各課等より、困難を有する子ども・若者に対する木更津市の取組状況等について説

明がありました。 

 ここで、委員の皆さまからの ご質問等をお受けしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

（久保委員） 

 障害児に対する支援という資料がありますが、この中で身体障害者、知的障害者と精神障害

者を見ますと、精神障害者の 18歳未満の人数が非常に少ないのですが、これはどういうことで

しょうか。実際にはたくさんいるように感じるのですが。 

それから、精神障害者に対する支援には、どのようなものがあるのでしょうか。 

 



14 

 

 

 

（障害福祉課 望月主事） 

 精神障害者保健福祉手帳の 18歳未満の取得数が極端に低いのは、必要性や費用対効果が小さ

いからだと考えられます。療育の児童発達支援や放課後に受ける療育というのは、手帳を持っ

ていなくても医師の診断書や健康推進課の子ども相談、就学指導委員会の資料などを基に、福

祉の療育を使ってよいという事になっていますので、精神障害者保健福祉手帳を持つ必要性が

あまりないと思います。加えて、療育手帳は児童相談所で面接を受け無料で取得できますが、

精神障害者保健福祉手帳だと医師の診断書が必要なため、大体５、６千円程かかってしまう上

に、２年に１回更新がありますので、そういうことから費用対効果が小さい、取得の抵抗感が

あるものと考えられます。 

精神障害児が受けられる制度は、精神障害保健福祉手帳を持っている、持っていないで特別

に分けているものはなく、身体障害児だと補装具や車いすなどがありますが、知的障害児も精

神障害児も特段分けてはいません。通所の支援や手当ての支給となります。 

 

（久保委員） 

 抵抗感というのはよくわかりますが、ただ、手帳を持っている、持っていないとでは、処遇

が違いますよね。例えば、バスやＪＲなどの交通機関を利用する場合は半額になるなどありま

すよね。 

 

（障害福祉課 望月主事） 

 障害者手帳を持っているとバスが半額になることはありますが、精神障害者保健福祉手帳で

は今のところ、基本的には交通機関の運賃は半額になりません。よって多くは療育手帳の方に

流れていきます。療育手帳だとタクシー料金は１割引になり、バスやＪＲの運賃は半額になり

ます。 

 

（重城委員） 

 本来であれば、本会議の中で聞けばよい事なのですが、他の委員の皆さまもいらっしゃいま

すのであえてお聞きしますが、生活困窮者自立支援法が昨年４月に施行された訳です。委員会

等の中でも、任意事業はやらないかということで、ひとつの提案があるわけですが、現在の執

行部としてはやる予定がないということです。ついては、28年度からやる予定はあるのかお答

えいただきたいと思います。 

 

（社会福祉課 大塚主任主事） 

 生活困窮支援自立制度における子どもの学習支援事業というのもですが、社会福祉課として

は、子どもの貧困対策大綱の重点施策として位置付けられている「教育の支援」というところ

の「生活困窮者世帯の学習支援」と、「生活の支援」というところの「居場所づくり」を、どの

ように実施していくか関係課と協議を重ねているところです。 

 現時点で 28年４月に実施するところには至っておりませんが、引き続き関係課と協議を続け

ていきます。 

 

（重城委員） 

 これは要望ですが、生活困窮者というのは負の連鎖で、親御さんが生活困窮者だとお子さん

も生活困窮者になってしまって高校に進まないというようなことが色々あります。子どもの学

習支援というものは、ぜひやっていただきたいと思います。 

 

（渡辺会長) 

 他にございますか。 

（発言する者なし） 
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（渡辺会長) 

ただ今説明のあった、「困難を有する子ども・若者」に関する取組を含めた、全ての子ども・

若者に関する取組について、教育委員会と市長部局が 密接に連携を図りながら進めていく必

要があると考えております。委員の皆様には、引き続きご指導、ご助言を賜りたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、各課等の皆さんには、ご退室いただきたいと思います。 

（各課等の説明者 退室） 

 

（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 27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 石井課長 資料（２）－アにより報告） 

 

（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。 

（まなび支援センター 市原所長 資料（２）－イにより報告） 

 

（藤代委員） 

 つい何年か前までは、ＪＲの駅周辺などに子どもたちがたむろしていましたが、どこへ行っ

てしまったのでしょうか。そのような子どもたちは、おとなしくなったのか、どこかへ行って

しまったのか、何が変わったのでしょうか。いくら家の中でスマホをいじっているにしても、

不思議で仕方ありません。 

 

（まなび支援センター 市原所長） 

おっしゃるとおり、本当に不思議です。以前は、木更津駅の周辺等に座り込んでタバコを吸

うなど、そういう事が常態化していたのですが、色々とご指導いただいたのと同時に、子ども

たちの集団の形態が変わっているのかも知れません。表に行って、集団でたむろしてタバコを

吸ったり示威的行動をしたりすることにあまり魅力を感じなくなったのかも知れません。中に

もぐって、その中で何人かとまったりと過ごしているほうが、今の子どもたちにとっては楽し

いのかも知れません。 

また、今は表に出なければ友達になれないという時代ではなくて、ラインやスマホなどで繋

がっていますので、その場に行かなくても繋がっている状況ですから、表に出る必要がなくな

ってきているのだと思います。 

 

（横田委員） 

 来たばかりで詳細には把握しておりませんが、私が見て感じたのは、やはり少年補導です。

少年補導員さんがやっているように、警察では地域にいる交番のお巡りさんやパトカーに乗っ

ているお巡りさんたちが少年に声を掛けて、例えば喫煙、飲酒、11時以降の徘徊、こういう

ものについては補導として書類を作った上で保護者に連絡をし、今後の指導について依頼をす

るという行為を行っております。これも一昨年は 800件強ありましたが、昨年は 400件強と、

400件近く減っております。 

 駅周辺のたむろなどは、引き継ぎの中でも突然無くなってきていると話は出ております。で

すが、少年が起こしている事件については、木更津管内、木更津市と袖ケ浦市ではほぼ減って

おりません。その中で、大幅に事件が減っているということではありません。やはり表に見え

ないところでの事件、先程もお話にありましたが携帯電話に絡めた脅迫事件や恐喝事件、また、

表立ってではなくても悪い集団の中での傷害事件というような形があります。昔のように、表

に立って不良少年が歩くというのは、時代が変わってかなり減ってきていると警察でも見てい

ます。いわゆる水面下に潜っているというところに注意を払って対応しているところです。 
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（渡辺会長） 

続いて、子育て支援課より報告をお願いします。 

（子育て支援課 井口委員 資料（２）－ウにより報告） 

 

（久保委員） 

 学童保育は、待ちの状態にあるのでしょうか、それとも施設の数でまかなっていける状態な

のでしょうか。 

 

（井口委員） 

 学校によりかなり状況が違っておりまして、例えば、真舟小学校や八幡台小学校、南清小学

校学区につきましては、人口が増えておりまして、当然児童の数も増えております。その関係

で足りないという声もいただいております。そのような事がございまして、八幡台小学校と南

清小学校にもう１つ学童クラブができる予定です。ただし、定員の数としますと 27年度で

1,019人と記載されていますが、数字上では定員に達していないということになっております。 

 

（渡辺会長） 

 他にいかがでしょうか。 

（発言する者なし） 

 

（渡辺会長) 

 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) 

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。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。 

なお、青少年問題協議会は、年３回の開催となっており、本日が本年度最後の協議会となり

ます。また、青少年問題協議会委員の任期は２年であり、今期、皆様の任期が５月 31 日まで

となっておりますので、本日が最後の協議会となります。 

 引き続き、各機関・団体に対しまして、次期、平成 28 年６月から２年間の任期で、後任委

員の推薦を依頼させていただきますので、ご配慮のほど、よろしくお願い申し上げます。 

なお、委嘱状交付式及び第１回青少年問題協議会につきましては、６月の開催を予定してお

ります。詳細につきましては、改めてご連絡させていただきます。 

それでは、以上で閉会させていたします。 

ご協力ありがとうございました。 

 

 

（記録者：事務員 深野 敦嗣） 
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