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平成２９年度 第２回焼津市青少年問題協議会 会議録  
１ 開催日時  平成３０年２月１４日（水）午前１０時から午前１１時４０分 

 

２ 開催場所  大井川公民館 大集会室 

 

３ 出 席 者  （会 長）中野弘道市長 

 

       （委 員）１９名 

伊藤悟、佐藤美代志、薮内重樹、山内道弘、勝谷紀美子、鈴木春子 

渡邉徹、中野道太、村松晴一、古木正彦、矢澤和宏、曾根俊治 

北川清美、三浦徹、山下式子、山竹葉子、松田光弘、中島篤 

冨山洋子 

 

（幹 事） ６名 

大石義人、藁科善彦、池谷康史、横山雅博、小林敏之、近藤和人 

 

（事務局） ６名 

冨田明裕（社会教育課長）、大石哲郎（青少年教育相談センター相談

員）、山﨑健史（学校教育課指導主事）、山本桂（社会教育課青少年

担当主幹）、植村和広（社会教育課青少年担当主査）、前島勇介（社

会教育課青少年担当主査） 

         

４ 欠 席 者  （委 員） ５名 

齋藤寛之、深田百合子、伏見泰典、鈴木和江、西谷昭吾 

 

       （幹 事） １名 

        曽根俊則 

 

       （事務局） １名 

        村松繁美（生涯学習部長） 

 

５ 次  第 

(1) 開会 

  (2)  会長あいさつ 

  (3)  会議録署名人指名 

  (4)  議事 

【報告事項】 

(1) 街頭補導の実施状況について 

(2) 教育相談の実績について 

(3) 焼津市の青少年の状況について 

小学校の状況、中学校の状況、高等学校の状況 

雇用、就労等の状況 

     (4) 安心・安全な環境づくり 

   【協議事項】 

     (1)平成30年度青少年健全育成の活動方針について 

６ 内  容 

【会長あいさつ】 

中野会長あいさつ 

【会議録署名人】 

渡邉徹委員、山竹葉子委員を指名 
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【議事】 

報告事項 

○中野会長 

報告事項「街頭補導の実施状況について」及び「教育相談の実績について」を報告とし

ます。事務局より説明をお願いします。 

 

(1) 街頭補導の実施状況について 

○前島青少年担当主査 

青少年教育相談センター担当の前島と申します。昨年４月より１２月までの市内街頭

補導状況について報告します。焼津市青少年教育相談センター補導員として、自治会や

子ども会、ＰＴＡ、小中学校よりそれぞれご推薦いただきました計１４０人の補導員の

皆様に、地区内の巡回活動を実施していただいております。補導員は、大型店舗、ゲー

ムセンター、コンビニエンスストア、公園、神社など、青少年が集まりやすい場所を巡

回し、非行を未然に防ぐための思いやりのある温かな声掛けを行っています。また、街

頭補導パトロール中に見かけた、公園の公衆トイレの電灯切れや地域の集会施設の鍵の

かけ忘れ等についても、関係者に適切に報告していただいており、地域防犯の向上に繋

がっています。資料の１ページをご覧ください。４月から１２月までの９か月間と夏

季・冬季の市内一斉補導を含んだ補導実施状況について報告します。表の下段が合計の

件数です。左から順に説明いたします。１２月までに行った街頭補導実施回数は２５９

件、参加した補導員は延べ１，０６９人でした。行為種別のうち、自転車の違反が９人。

これはほとんどが高校生の無灯火での運転で、注意の声掛けを行いました。行為種別の

ほとんどを占める｢その他｣は、青少年へ声掛けをした件数です。公園やコンビニ、ゲー

ムセンター、大型店舗などで見かけた子ども達に対して、 ｢こんばんは｣や｢気を付けて

帰るんだよ｣、「早く帰宅するように」等の声掛けを行ったもので、計７３６人でした。

以上７４５人の行為種別の学職別の内訳としましては、小学生が６３人。これはほとん

どが親子同伴でした。中学生１６９人、高校生が４８７人、その他の学生は２０人、有

職少年６人でした。なお、これらの声掛け件数は、平成２７度同期は６３６人、平成２

８年度は６９３人、今年度は７４５人と年々増加しております。しかしながら、これは

青少年へのあたたかい見守りの声掛けも、この件数に含んでいるため、件数の増加イコ

ール非行が増加しているというわけではありません。むしろ声掛けの件数が増えている

ことは、それだけ青少年健全育成の見守り環境が醸成されているということであると認

識しております。 

街頭補導は、市内児童生徒の下校時の見守り、そして非行化傾向にある青少年を早期

に発見し、健全育成上必要とされる措置を講ずる非行防止を目的としています。補導員

は、警察とは違い、法的な権限はありませんが、社会の先輩としての責任と、青少年の

非行防止、健全育成に対する使命感を持って、あたたかく愛のある声掛けをしています。

こうした熱心な声掛けが、件数の増加に繋がっていると考えております。資料２ページ

をご覧ください。こちらは小学校区別の活動内訳となっております。１２月までの補導

人数７４５人のうち、焼津西小地区で２６７人(全体の３５．８％)、大井川地区で２３

８人（全体の３１．９％ )、を占めています。焼津西小地区では大村公民館横のバスケ

ットコートでの声掛けがが多く、大井川地区ではコンビニでの声掛け多い状況ですが、

いずれも温かい声掛けの件数であり、非行や問題行動があるというわけではありません。 

なお、昨年９月、市民から、津波避難タワーに青少年が登って集まっているとの情

報が寄せられたことから、市内各所の津波避難タワーを重点的に見回りしています。現

在までの補導活動では、津波避難タワーに青少年はいませんでした。資料２の最下段に

｢内青灯パト数｣と記載がありますが、こちらは青色回転灯による防犯パトロールの件数
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です。２５９回の街頭補導の内、２２２回は青色回転灯をつけて防犯パトロールを兼ね

て行いました。青色回転灯をつけてパトロールすることにより、青少年健全育成環境の

醸成だけでなく、市民の皆様の防犯意識向上に繋がっています。以上、焼津市青少年教

育相談センターの街頭補導状況について報告します。 

 

(2) 教育相談の実績について 

○大石青少年教育相談センター相談員 

資料３ページをご覧ください。平成２９年度４月から１２月までの教育相談の実績をも

とに、相談状況について報告させていただきます。まず、相談受理件数は４９２回で、平

成２８年度の５２０回に比べ、５％の減少となりました。次に相談方法ですが、電話１３

０回、面接２０９回、メール１５３回で、今年度は昨年度同様、面接による相談が最も多

くなっています。平成２７年度からの相談方法割合の動向をみると、電話・メール相談が

若干の減少傾向にある反面、面接による相談が増加傾向にあります。面接による相談は他

の相談方法に比べ、相談者の心情等が具体的にわかり、より有効な相談活動につながって

いると思われます。受理した相談の問題別の相談回数は「性格情緒」が４１５回（前年度

比２０回増）と最も多数を占めています。その内の約半数が相談センターに毎日のように

来室し、面談をしていく３８歳の家業（農業）手伝いの男性のものです。高校を中退後う

つ病を患い、精神科の治療を受けている状態が続いています。本センターでの面接相談も

旧大井川町時代からの継続で約２０年にわたる相談者です。本人いわく心の状態を「天気

に例えれば晴れている状態」と表現するなど、回復傾向にあると思われますが、活動範囲

や人間関係の広がりまでは至っていません。また、通信制高校を卒業し、介護ヘルパーの

資格を取得しながら、メール相談を継続している２２歳の無職女性からの相談も３７％を

占めています。この女性も昨年末に、特別養護老人ホームの開設に伴う求人に応募し合格

し来年度より就職が決まりましたが、精神面での不安定な状態は続いているため、今後も

相談は継続すると思われます。 

昨年度同様、平成２６年度に比べ、大幅に減少した（１４３回減）「不登校」にかかわ 

る相談が、本年度さらに減少し１１回でした。しかし、教育委員会学校教育課の調べによ

る「不登校」生徒数は、むしろ増加傾向にあります。この大きな要因は、小・中・高校生

本人及び母親からの継続相談が大幅に減少したためです。相談センターと学校との連携を

強めることや、教育委員会学校教育課の支援を含め、各学校のきめ細やかな指導、本人及

び保護者へのていねいな対応が成果を生んでいるのではないかと思われます。また、各学

校に配置されている「心の教室相談員」や「スクールカウンセラー」等が機能してきてい

るなど、各学校の相談体制の充実があげられます。また、今年度も「いじめ」にかかわる

相談が、１２月までで５件のみと大幅に減少していますが、このことについても平成２５

年度に制定された『いじめ防止対策推進法』のもと、各学校の未然防止や早期対応への取

り組みが着実に進められている成果であると考えられます。ここ数年減少傾向にあった、

小・中・高生の相談が全体の１３％に減少しました。相談対象の青少年の中には、発達障

害が疑われるケースも多くなっています。こだわりが強かったり、コミュニケーションが

うまくとれなかったりなど、友達関係・人間関係がうまく築けないなどが起因し、「不登

校」「いじめ」「しつけ」などの問題と結びついていると考えられる事例が増えています。

特に情緒障害が疑われる場合は、能力はあっても「学業・進路」への影響が大きく、保護

者の子育ての悩みと結びつくことが多いように思います。本人にとっても「対人関係構築

スキル」の未熟さがニートや引きこもり状態に発展することが予想され、これらの子供・

若者やその親への対応の難しさを感じています。その一方で、成人等いわゆる義務教育以

降の若者の相談が約８５％となっています。特に、ニート･引きこもりの状態がほとんど
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を占める成人の相談は、継続期間も長期にわたることが予想されます。そこで、センター

として、相談のあり方を検討するとともに、相談体制充実のために、子ども若者支援地域

協議会・サポートステーション、その他関係機関とのネットワークの形成が、なお一層重

要になってくると考えています。以上で、２９年度１２月までの「相談状況の報告」とさ

せて頂きます。 

   

○中野会長 

続きまして、「焼津市の青少年の状況について」説明をお願いします。 

初めに焼津警察署管内の状況について説明をお願いします。 

 

(3) 焼津市の青少年の状況について 

焼津警察署管内の青少年の状況 

○大石幹事 

焼津警察署生活安全課長の大石と申します。まず、静岡県内の犯罪情勢について簡単に

説明させていただきます。先般静岡新聞にも掲載されましたが、平成29年中の静岡県内の

刑法犯認知件数は2万871件となり、ピークであった平成14年の6万3,008件と比べて3分の1

まで減少している状況となっております。減少の要因としては、防犯カメラの普及等ハー

ド面の整備や、防犯ボランティア活動の活発化など、ソフト面の充実化が挙げられており、

確定値こそ出ていませんが、平成29年の焼津市内の刑法犯認知件数も減少の見込みとなっ

ております。地域防犯活動のさらなる活性化という観点で、本日お集まりの皆様方にも引

き続き御協力をお願いいたします。それでは、本題の「焼津市内の少年非行の現状」につ

いて説明をさせていただきます。平成29年中、焼津警察署管内では49人の少年を検挙・補

導しております。学職別にみると、有職少年が5人、無職少年が5人、大学生が2人、高校

生が11人、中学生が18人、小学生が8人となります。罪種別にみると、自転車盗や万引き

などの窃盗で22人、自転車等の占有離脱物横領で3人、器物損壊で4人、暴行・傷害などの

粗暴犯で8人、住居侵入で1人、恐喝で2人、その他強制わいせつや公然わいせつ、淫行、

強姦、児童ポルノ等の性犯罪で4人、不正アクセス等のサイバー犯罪で2人、将来的に特定

の犯罪を犯すおそれが高い「ぐ犯少年」として、3人の少年を検挙・補導している現状と

なっております。 

少年事件全体の総数は、全国的にも県内的にも年々減少していると言われておりますが、

14歳未満の触法少年の補導数は増加傾向にあり、当署管内でも平成27年は4人、平成28年

は9人、平成29年は12人と年々増加していることから、当署としても犯罪の低年齢化をま

さに実感しているところであります。本日お集まりの小学校、中学校の学校関係者の皆様

方は、学校内の諸問題のみならず、これら非行問題についても悩まされていることかと思

いますが、我々警察や保護者と連携し、少年の将来を見据えたきめ細やかな指導をお願い

いたします。また、平成29年中には、学校内で発生した器物損壊事件や傷害事件、生徒間

のいじめを起因とした恐喝事件や暴行事件、校内トラブルに端を発したツイッターやＬＩ

ＮＥ等のＳＮＳ関連の事件、淫行や児童ポルノ等少年の性を食い物にする悪質な福祉犯罪

も発生しているところであり、これらを検挙し、殺人事件や自殺など生徒の将来に暗い影

を落とす重大事案を未然に防止するためにも、今後とも学校との連携がますます重要視さ

れると考えております。私共警察もこれら少年非行の問題に全力で対応してまいりますが、

警察活動のみでは自ずと限界があり、生徒と密接に関わりがある学校関係者の皆様方の御

協力が必要不可欠となります。当署においても、本年2月には中学生の新入生を対象とし

た「すくすくスクラム」などの非行防止教室の開催を予定しておりますが、それ以外にも

スクールサポーターの運用による巡回指導、必要あらば非行防止教室等を個別に開催しま
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すので、生徒に対する非行・被害防止教育に、より一層力を注いでいただくことをお願い

申し上げます。以上で説明を終わります。 

 

○中野会長 

引き続き、「小・中・高等学校の現状について」説明をお願いします。 

小学校の状況について 

○曾根委員 

市内13の小学校は、生徒指導の究極の目標である「自己指導力（教育力）の育成」に向

け、生徒指導の機能である「存在感」「関わり｣｢自己決定｣を活かした実践が成果を上げて

います。では、本年度の問題となる小学校（小学生）の状況を「不登校」「問題行動」「い

じめ」「大人の関り」の４点で報告いたします。関係資料は、６ページの表になります。 

１ 不登校児童 

 不登校による欠席30日以上の児童は、43人です。昨年同時期が32人ですから、昨年度の 

出現率を超えてしまいました。人数増になった理由の一つに、「病欠」「その他」を含む長 

期欠席者を積極的に「不登校」と判断し、その対策を考えた対応を取るようにしているこ 

とも関係しています。学年別内訳は、低学年６人、中学年14人、高学年23人です。この数 

年間の主な誘因として、「不安などの情緒的混乱」や「無気力」があります。集団生活の 

人間関係を持つことや自分を表現することを苦手としたり、学習や活動において順応挫折 

に耐えられなかったり、保護者や周りの大人の期待に添えない苦しみを持ったりなど、自 

己肯定感の低さの表れがあります。これらの問題に対し各校では、県教委から構成的グル 

ープエンカウンターの手法による『人間関係づくりプログラム』を実施し、人間関係づく 

りを学び合い、心を育てています。この学びは、学級担任はもちろん、全ての教職員、焼 

津市より派遣していただいている心の教室相談員、特別支援教育支援員、低学年サポータ 

ーなどは、教育相談的態度で児童の思いを受容し、一人一人が集団の中で存在する実感が 

持てる環境を整えています。これからの２ヶ月、進級進学に希望が持てるよう、今一度ケ 

ース会議にて指導の方向性を定め、関係機関や中学校との連携を図りなど、組織的対応に 

努めていきます。 

２ 問題行動 

 問題行動の報告が32件57人あります。昨年度の同時期が47件71人ですから、大幅に減少 

しています。しかし、12月は９件発生していて、それまでの月平均２～３件に比べて大き 

く増えました。中でも特定の児童による粗暴行為「授業放棄」「暴言」「暴力」「器物破 

損」の繰り返しがあります。発達に課題を抱える児童が、自分の思いを、いつ、どこで、 

どのように表現したらいいか判断できず、瞬間的に乱暴な言動となってしまうのです。ま 

た、学年では３年生の占める割合が多いことから、成長の発達段階の問題も考えられます。 

粗暴行為が続く児童の状況を観察すると、次の３つのタイプがあります。一つ目に、考え 

方が幼くただ単に自分の力を見せたい、発散させたい児童です。二つ目に、反応が良く物 

分かりの良い面も見えますが、実は表面だけに過ぎず根本が分かっていない児童です。そ 

して三つ目は、家庭の経済問題や虐待を思わせる生活環境などの影響を受けている児童で 

す。いずれにしても全教職員で、生徒指導の機能の一つである「存在感」を与えること、 

その児童の存在を認め合う人間関係づくりの構築に力を注ぐことを大切にしています。ど 

の児童も、「みんなから受け入れられている」「自分は役立っている」と実感できることが 

心の安定につながります。そして、教職員が児童に接する中、常にその言動から異常の早 

期発見、共通指導内容の整備を図ると共に、保護者との密なる連携を大切にしているとこ 

ろです。 
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３ いじめ 

 いじめと認知した事案が12校57件あり、これまでに70％が解消または一定の解消とされ 

ています。いじめの認知件数は、昨年度32件、その前が28件と年々増えていますが、積極 

的に問題をいじめと認知することで、重大事案へ発展する前に解消しようとする姿勢の表 

れでもあります。これまでの主な内容には、言葉による「冷やかし、からかい、悪口」や、 

態度による「仲間外れ、無視」があります。また、「軽く叩かれる、蹴られる」「金品を隠 

される、盗まれる」「嫌なことをされる」などの直接的行為の件数は少ないです。いじめ 

への対応は、何をおいても情報共有と事実確認が重要になります。『いじめ防止対策推進 

法』の制定から各校は、「いじめ防止基本方針」と「いじめ防止対策年間計画」を作成し 

対応しています。「いじめ対策委員会」を核に、「生徒指導体制」や「教育相談体制」にて、 

「未然防止」「早期発見」「早期対応」「継続支援」「関係機関との連携」の在り方を具体的 

に示しています。いじめの対応に限らず教職員の「児童理解力」は、学校教育の基本です。 

教職員が児童に寄り添い関わりを持つ中で、その表情や些細なしぐさ、あいさつや返事、 

何気ない会話での言葉などから、児童の心を理解するように努めています。そこで受容し 

た児童の悩みや不安やトラブルを一緒に考え解決に向かうこと、児童自らが解決するため 

の手立てに向けて指導することなど、内容に合わせた取組をしています。また、児童から 

現状を把握するために定期的に調査をすること、児童や保護者が相談しやすい環境をつく 

ること、保護者との連携を密にした協力体制を整えること、解決したことであっても引き 

続き注意を払うこと、日常生活で「さんを付ける」「丁寧な言葉、温かい言葉」による環 

境づくりなど、共通指導体制で進めているところです。 

４ 大人の関り 

 何時如何なる時も児童が生活をする家庭、地域、そして学校が、安心で安全な場所でな 

ければなりません。安心と安全が保障されているからこそ、充実した学びができるからで 

す。児童の力を伸ばすために、そして、これまで問題とする「不登校」「問題行動」「いじ 

め」への対応は、学校だけでなく、保護者や家族、地域の方々と同一方向、同一歩調で進 

めています。「みんなで『共育』」の取組に心より感謝していますが、中には「児童の問 

題」が「学校の対応が問題」へとすり替わってしまい、その対応に苦労することが多々あ 

ります。「願う児童の育成のために」の共通の願いを実現するため、児童に関わる大人の 

連携を密にした取組を大切にしています。以上になります。小学生は、与えられたこと、 

決められたことに対して真面目に取り組みます。この素直な気持ちを価値付けると共に、 

児童自ら、自分にとっても、周りの人にとってもプラスになる、幸せになる判断をし、そ 

れを実行する、姿、行動で表す力を育成して参ります。今後も関係諸機関の皆様との連携 

を密にした取組をよろしくお願いします。 

 

中学校の状況について 

○矢澤委員 

平成２９年度の市内中学校について、「問題行動」「不登校」「いじめ」等の状況をお

伝えします。６月の第１回協議会では、本年度が始まって２か月の様子について、「平成

２８年度の同時期に比べて、問題行動件数はほぼ同じ、不登校は３年生のみやや増加傾

向、いじめの認知件数は減少傾向にある」とお伝えしました。その後、８か月が経過し、

現在の状況について、昨年末までの集計をもとにお伝えします。  
１ 問題行動  
 まず、問題行動については、１１９件、延べ１５１人の報告がありました。これは、昨

年度同時期の１４０件、延べ２３４人に比べて、件数で１５％、人数で３５％の減と、減

少しています。ここ数年で件数・人数が増加したのは昨年度のみで、長期的な視点で問題
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行動の減少傾向は続いており、市内全体がたいへん落ち着いた状況にあります。内容的に

は、器物破損、恐喝、授業放棄がやや増加しているものの、他はほとんどが減少していま

す。特に、生徒間暴力や対教師暴力、深夜徘徊、無断外泊などの減少傾向が目立ちます。

市内では特に３年生が少なく、特定の生徒やグループが繰り返す傾向も少なくなってきて

います。それが全体的に落ち着いた状況に結びついていると考えられます。ただし、１年

生については秋以降、万引きや生徒間暴力、器物破損などの問題行動に増加傾向が見られ

ます。これらの問題行動については、各学校とも未然防止に向けた取組に力を入れていま

す。問題行動が起こりにくい環境を作るため、生徒会活動や学級活動、学校行事等におい

て生徒主体の活動を組織したり、生徒が互いの悩みを解決し合うピアサポート活動や学年

縦割り活動を取り入れたりするなど、学校での「絆づくり」や「居場所づくり」に取り組

んでいます。これらの取組は生徒に自己肯定感や自尊感情を育み、未然防止に向けて着実

に成果を上げています。これらの問題行動の改善には、生徒本人への指導はもちろん、早

期に保護者と連携し共通理解を得て、同一歩調で本人の指導に当たることが重要です。そ

のために学校では、相談体制を整えるとともに、必要に応じて家庭訪問や電話連絡を心が

け、丁寧に対応していますが、なかなか理解を得られない家庭が多い現状もあります。さ

らに、夜間の保護者不在や親子の不和、虐待やネグレクトなどの養育問題等が加わり、深

刻な事態に至るケースもあります。これらについては、学校の力だけではなかなか解決で

きるものではありません。各学校では、焼津警察署生活安全課や警察署スクールサポータ

ー、こども相談センター、中央児童相談所などの外部機関と連携しながら、長期的な視点

をもって改善に努めています。また、ＳＮＳ等に関わるネットトラブルへの対応も継続し

た課題です。スマートフォンなどの情報端末所持率の上昇にともない、いじめや生徒間の

トラブル、問題行動等の中に、ネットワークを通じて行われるケースが増加しています。

焼津市では、教育委員会と学校が連携したネットパトロールを活用し、書き込みの検索や

削除などの対策に取り組んでいますが、根絶することは難しく、各校で対応に苦慮してい

る現状があります。今後は、生徒だけでなく、小・中学校が連携した保護者向けの取組も

加え、ネットトラブルの未然防止に向けた情報モラルの高揚に粘り強く取り組んでいく必

要があります。  
２ 不登校  
 次に、不登校の状況についてですが、年間３０日以上欠席の不登校生徒は９９人で、昨

年度の８２人に比べてやや増加しています。ただし、不登校の出現率を国や県の数字と比

較しますと、ここ数年の推移では、国や県の数値を下回る状態が続いています。不登校生

徒の学年別内訳をみると、１年生が２３人、２年生が２８人、３年生が４８人と、全体で

は３年生の不登校が多い状況となっていますが、昨年度と比較してみると、１年生女子の

増加傾向（２人→１２人）が目立ちます。  
 不登校の主な原因として、本人に関することでは、「不安など情緒的な混乱」「無気

力」が多く、学校に関することでは、「学業不振」「交友関係」が多くなっていますが、

それぞれに家庭の問題が重なっている傾向が見られ、この傾向はここ数年変わりません。

このような状況に対して、学校では、家庭との連携、保健室や相談室の活用、心の教室相

談員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとの連携、さらに適応指導教

室やこども家庭相談室、医療機関等の外部機関との連携など、生徒一人一人の状況に合わ

せた様々な方法で改善に努めています。その中で、不登校の改善に大きな効果が見られる

手立ての一つに、適応指導教室の利用があります。適応指導教室へ通うことは最終目的で

はありませんが、ほとんど家から出られなかった、あるいはほとんど教室に入れなかった

という状況から考えれば大きな進歩です。実際に、本年度も４人の生徒が適応指導教室か

ら学校へ復帰しています。このように外部機関と連携して対応できる場合には、状況を変
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えることができる可能性がありますが、一方で、関係機関とつながりをもつことができな

い不登校生徒がいることも課題です。今後も家庭へ懇切な働きかけを行い、協力を得てい

く必要があります。  
３ いじめ  
 いじめについては、３６件の認知件数の報告がありました。昨年度の同時期は６４件で

すので、半分近くに減りました。各学校では、道徳や学級活動等、学校のすべての教育活

動で人権の大切さを心に訴える未然防止の取組を行ったり、発見後の組織的でていねいな

指導による再発防止の取組に力を入れたりしていますが、次第にその成果が表れていると

思われます。もちろん、未然防止だけでなく、見えにくいいじめをなるべく早く発見しよ

うとするきめ細かい努力が必要です。いじめの発見が遅れることは深刻な問題につながり

ますので、早期発見に努め、解消につなげることが何より重要です。今後も、「いじめ防

止のための学校基本方針」を生かして、教員だけでなく、スクールカウンセラーや心の教

室相談員なども含めて、複数の教職員が手厚く生徒に関わる組織的な対応により、小さな

いじめも見逃さずに認知件数を上げ、解消率を高めることに取り組んでいきます。以上で

中学校の状況の報告を終わります。  
 

高等学校の状況について 

○古木委員 

１市内の学校概況 

焼津市に高等学校は4校あります。私学の焼津高校、県立は焼津中央高校、焼津水産高

校、清流館高校です。高校生たちは、それぞれの学校の特色を活かし、地元焼津地域のイ

ベントやボランティア活動等で大いに貢献しています。高校生たちの若い活力が大変人気

のある地域活動につながっているのだと思います。専門高校としては地域産業の担い手育

成という使命もあります。現在の高校生は、18歳選挙権制度になり、昨年度から市の選管

よりレクチャーを受けています。また、政治活動等で選挙違反になる行為があることも教

えています。 

２問題行動 

 日頃から、補導員の皆様、高校生に対する「声かけ」ありがとうございます。最近の高

校生は、生活面等で目立った問題行動は減っています。高校生のアルバイトは許可制にし

ていますが、無断アルバイトが少しあります。身だしなみも全校挙げて指導している成果

で、挨拶も良く落ち着いた雰囲気があります。規則を守り充実した高校生活を送っていま

す。 

３交通安全 

交通関係では、自転車の乗り方等の交通ルールにおいて、やや守られていない生徒もい

て、交通指導員さんからイエローカードという違反切符を切られる生徒は各高校ともやや

あります。この一年間の総数は４校合わせて100枚以上になっています。「一時不停止」が

最も多く、その結果として交通事故に至ることにつながっています。毎年なかなか減らな

い傾向にあります。ほとんどの生徒が自転車通学なので、交通ルールを守ることを厳守さ

せたいです。対策として、焼津警察署による交通安全教室の実施や街頭指導・登校指導等

で交通安全対策をPTAも交えて指導する週間も設定しています。 

４その他 

最近主流のSNS利用の注意には神経を注ぎます。大きな問題にならないように、県教育

委員会でも『ネットパトロール』が実施され、個人情報が記載されている記事に関しては、

毎月連絡が届きます。携帯電話やスマートフォンは登校したら、電源を切ってカバンやロ

ッカーにしまうように指導しています。各高校でそれぞれの規定を定めていると思います。
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年々、生徒は心の悩みを抱える傾向が多くなり、養護教諭やスクールカウンセラーの存在

が大切です。各高校は、それぞれの学校教育目標に向けて全力で取り組んでいることと思

います。以上、高等学校の状況報告を終わります。 

 

○中野会長 

続きまして、「雇用、就労等の状況について」説明をお願いします。 

 

雇用、就労等の状況について 

○三浦委員 

雇用・就労等の状況についてご説明します。資料７ページ「最近の雇用情勢 １概況１

有効求人倍率」をご覧ください。ハローワーク焼津は、焼津市と藤枝市を管轄しておりま

す。当所の資料は、焼津市だけの資料ではございませんのでご了承願います。まず、ハロ

ーワークで取り扱っている主な指標に有効求人倍率がございますが、これは一人の求職者

に対して何人の求人数があるのかを示したものです。この表は27年度、28年度の平均と28

年12月から29年12月までの各月分を掲載しております。27年度平均は0.89倍、28年度0.97

倍となっております。28年12月以降は12か月連続で１倍を回復して推移していまして、29

年12月は1.28倍で前年同月より0.24ポイント上回っております。静岡県、全国の倍率をみ

ていただきますと、1.6倍台となっています。ハローワーク焼津管内では静岡市に多くの

方が就職しているため静岡県の有効求人倍率より低い数字となってしまいますので、1.28

倍が決して低い水準にあるということではありません。具体的には下のⅡ個別指標の動向

「１．月間有効求人・求職の状況」を見ていただきますと、ハローワーク焼津に提出され

た有効求人数は、28年12月4,886人で前年同月より17.7％増加しました。一方、仕事を探

すために登録している有効求職者数が、3,818人で前年同月より4.4％減少しました。有効

求人数と有効求職者の差が大きいほど求人倍率が高くなります。このように景気の良い時

は求人数が増加し、求職者数が減少します。この傾向は、静岡県や全国も同様です。資料

８ページ「２新規求人数の動向①雇用形態別求人状況」をご覧ください。月によって求人

数に増減がありますが12月の新規求人数は、1,581人で、前年同月より18.2％増加しまし

た。そのうち約26％がパート求人となっています。また、下の②主要産業別求人の動向」

を見ていただきますと、これも月によって変動はありますが、当所管内の主な求人産業は、

28年度の平均を見ていただきますとお分かりになりますが製造業が301人、医療・福祉業

が290人、サービス業（主に派遣業）が272人となり、全体の構成比でみるとそれぞれ全体

の約20％を占めています。資料９ページにあります「３．新規求職者の動向①雇用形態別

求職状況」をご覧ください。28年12月の新規求職者数は644人で前年同月より2.7%減少と

なりました。資料１０ページにあります「求人・求職バランスシート」ですが、常用をご

覧ください。職種によって有効求人倍率にかなり差があります。29年11月内容になります

が、Ｃ一般事務職ですと0.28倍、Ｄ販売の職業で0.81倍、Ｋ運搬・清掃・包装等の職業

0.49倍と低い状況となっております。反面、看護師等Ｂ専門的・技術的は2.31倍、また、

求職者も少ないことからＦ保安の職業では16倍以上の求人があります。いわゆる、人手不

足分野の業種です。年齢別では、求人は原則年齢不問にすることとなっていますので、そ

れほど差はありませんが、40歳未満の若年者の有効求人数が高くなっています。資料１１

ページをご覧ください「過去５年度の中学、高校の学卒の関係資料」となります。中学の

29年3月卒をみてみますと求職者数10人で9人が就職しております。また、高校について同

じく29年3月卒をみますと求職者数483人で全員が就職しました。ここ数年就職希望者はほ

ぼ全員が就職しております。資料１２ページ「新規高卒者の求人・求職・就職状況の推

移」をご覧ください。平成30年3月卒業予定者の11月末現在の状況ですが就職内定率が94．
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1％と前年同月より2.3ポイント増加しています。求人倍率は2.28倍とリーマンショック以

前の水準まで戻っておりまして、10年間では最高の倍率となっているところです。中学生

はこの表にはありませんが、今年1月から就職活動を開始したところです。資料１３ペー

ジをご覧ください。「学歴別就業後3年以内離職率」の推移ですが、この表は下の注意欄に

も記載してございますが、雇用保険の加入時の届け出により生年月日、資格取得理由の新

卒者により確認したもので全国的な数字となっております。例えば26年3月卒の内容を見

ますと一番上が中学卒になりますが、 1年目45.4％、2年目14.4％、3年目7.9％ 3年以

内合計67.7％が離職しています。高校卒では3年以内に40.8％、短大等卒では41.3％、大

学卒では32.2％が離職している状況となっています。最後に若年者に対する支援策のなか

で主なものをご説明します。ハローワークでは、学生等若年者を支援する専門の学卒ジョ

ブサポーターを配置しまして、窓口でのカウンセリングや個別に求人開拓を行い支援して

います。また、職業相談だけでなく、履歴書、職務経歴書、エントリーシートなどの応募

書類の書き方についての個別指導や職員が面接官になっての模擬面接による指導なども行

っています。若者だけを対象にしているものではありませんが、試し雇用をすることで正

規雇用につなげる「トライアル雇用」、職業訓練のあっせん、世帯収入が一定以下の方に

給付金を支給しながら訓練を受けていただく「求職者支援訓練」等、資格が無い方や非正

規の方、失業状態の方に対する様々な支援を行っております。また、前段で有効求人倍率

について説明しましたが、これを正社員求人倍率でみると28年12月が0.79倍で1倍を下回

っていますが、前年同月より0.24ポイント増えています。事業主に対しては、従業員の正

社員化や人材育成に対して助成するキャリアアップ助成金等を含めて若者の雇用拡大につ

いて取組んでおります。今、「働き方改革」を進める中で、このような取組をしておりま

す。以上で最近の雇用情勢についての説明を終了いたします。 

    

 

○中野会長 

それでは、少し休憩します。別室にテレビを用意していますので、平昌（ピョンチャ

ン）オリンピックハーフパイプ決勝、焼津市出身の片山來夢（ｶﾀﾔﾏﾗｲﾌﾞ）選手を応援し

ましょう。 

 

【休憩】：平昌（ピョンチャン）オリンピックハーフパイプ決勝 ＴＶ応援 

         焼津市出身の片山來夢（ｶﾀﾔﾏﾗｲﾌﾞ）選手応援・・・10分間 

       場所：大井川公民館学習室 

 

○中野会長 

続きまして、「安心、安全な環境づくりについて」説明をお願いします。 

 

安心、安全な環境づくりについて 

○山﨑学校教育課指導主事 

教育委員会学校教育課指導主事の山﨑健史です。私から「子どもにとっての安心安全な

環境づくり」について報告します。資料７の１４ページ、「１ 安心安全な環境づくり」

をご覧ください。この資料は、平成27年度から本年度までに、各小中学校から教育委員会

に寄せられた不審者についての情報をまとめたものです。（１）発生状況についてですが、

表は月ごとの発生件数と発生時間帯ごとの件数を示しています。まず、12月31日までの発

生件数は、平成27年は15件、平成28年度は26件、本年度は27件の報告があり、平成28年度

とほぼ同じ件数です。次に、発生時間帯につきましては、17:00までの報告件数が増加し

ました。これは、（２）被害の状況の小中別発生件数と関係しており、小学生が下校時間
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に被害に遭う事案が増加したことによります。発生件数は横ばいですが、警察や地域安全

推進委員会、見守り隊の方々の御協力と共に、各学校で行っている安全指導の効果を実感

しているところです。しかし、17：00までの被害が増加していることから、小学生の下校

時の見守り体制や子どもたち自身が自分の安全を守ることができる指導をさらに進めてき

たいと考えています。教育委員会では、今後も「多くの人の目が行き届くことが、子ども

たちを巻き込む犯罪の抑止につながる」という考え方に基づき、PTA組織や、自治会、地

域住民の皆さんと連携を図り、地域ぐるみの学校安全体制の整備に努めていきたいと考え

ているところです。続いて、「情報モラルの指導」について申し上げます。「２ 情報モラ

ルの指導」をご覧ください。教育委員会では、平成26年度から、いじめ防止等対策事業の

一環として、専門家によるネットパトロールと情報モラル講座を実施しております。資料

のグラフは、ネットパトロールの月別検索数及び報告内容を表しています。４月から12月

までに、小中学校を合わせ、1534件の報告がありました。これは、昨年度と比較し、約

12％増加したことになります。また、投稿内容としては、画像や学校名等の書き込みが多

くを占めております。また、誹謗中傷等についてもわずかですが存在し、注意が必要です。

各校ではネットを原因としたトラブルの対応に苦慮しており、今後さらに保護者や関係機

関と連携した対応が必要であると考えています。また、未然防止を目的とした情報モラル

講座につきましては、12月までに市内21校の小中学校が実施しています。講座内容としま

しては、インターネットの実態や問題点についての最新の知識及び必要な対策が中心とな

っております。対象は各校の希望により、児童生徒、保護者、教職員等様々ではあります

が、対象に適したプログラムを組んでおり、情報モラルについて見直すよい機会となって

おります。教育委員会においても、情報モラル指導は生徒指導の重点的な取組の一つの柱

として、教職員対象の研修会を開催したり、各学校に指導例を紹介したりしながら、保護

者と協力して実施していくように、引き続き取り組んでまいります。以上、報告をさせて

いただきました。 

 

○中野会長 

これまでの報告等に関して、ご意見、ご質問等がありましたらお願いします。 

 

【質疑】 

○村松委員 

  資料４の５ページ焼津警察署管内の状況を見ると占有離脱物横領が３件ある。最近、自 

転車トラブルについて関わった。手続等を行わないで自転車を他人から譲り受けた場合、 

占有離脱物横領となるのか、横領にならないような手続は必要なのか教えてほしい。 

 

○大石幹事 

手続等行わないで自転車を他人から譲り受けた場合は横領と疑われることもある。自転

車は乗り物であり軽く考えないで名義変更の手続きをしてほしい。 

 

○村松委員 

 了解した。 

 

○中野会長 

今後も各機関、各団体での青少年健全育成活動等の取り組みについて、よろしくお願い

いたします。それでは、報告事項については、以上で終了と致します。 

 

○中野会長 

次に協議事項「平成30年度青少年健全育成の活動方針について」を議題としたします。

事務局から説明をお願いします。 
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【議事】 

協議事項 

(1) 平成30年度青少年健全育成の活動方針について 

○山本青少年担当主幹 

社会教育課青少年担当主幹の山本でございます。よろしくお願いいたします。それでは、

平成30年度の青少年健全育成の活動方針について、ご説明させていただきます。資料８の

１５ページをご覧ください。平成30年度青少年健全育成推進方針（案）を掲載させていた

だいております。私たちを取り巻く社会情勢や青少年に関する問題を方針（案）の前段に

記載させていただきました。実際の現場では、報告事項の中でもありましたように、青少

年教育相談センターの相談などでは「不登校」や「いじめ」の相談の他、職に就いていな

い少年や成人からの相談も今後、増えると予想されます。また、学校においても児童・生

徒の暴力行為、非行行為や不登校等が増えていますが、これらは本人だけの問題ではなく、

家庭環境等の背景が複雑化、多様化してきており、問題解決が難しくなってきております。

そして、学校外におきましても、メール・LINEなど、SNS等の被害だけでなく、下校する

ときや帰宅後等に不審者による直接的な被害についても増えている状況です。このような

問題は、一つの部署や機関だけで解決することは難しくなってきております。これからは、

さまざまな部署や関係機関、そして、地域の方々と連携や協力をしながら、多くの目と多

くの手で青少年を守り、育てていく必要が生じております。これまでも委員の皆様や委員

が所属されます団体などにおかれましても青少年の健全育成に取り組んでいただいており

ますが、ますます多様化、深刻化する青少年に関する問題に対応していくため、当協議会

では、委員と委員が所属する団体などで、これからもお互いに協力しながら、さらに連絡

を深め、情報交換を密にし、青少年の健全育成を推進していくことが大切だと考え、平成

30年度の青少年健全育成推進方針（案）とさせていただきました。ご審議のほど、よろし

くお願いいたします。 

 

○中野会長 

事務局からの説明が終わりました。ご意見、ご質問等がありましたらお願いします。 

拍手にて確認したいと思います。 

【質疑】 

 

（意見等なし） 

 

○中野会長 

協議事項、平成30年度青少年健全育成の活動方針については、原案のとおりお認めいただ

くことでよろしいでしょうか。拍手にて確認したいと思います。 

 

（各委員全員拍手・異議なしの声） 

 

○中野会長 

平成30年度は、このような内容で事業を行ってまいりたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。以上で議事全てが終了いたしました。 

 

【閉会】 

 

 


