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平成３０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３１年２月６日（水）午前１０時から午前１１時３５分 

 

２ 開催場所  焼津市役所 本庁６０３号室 

 

３ 出 席 者  （会 長） １名  

中野弘道市長 

       （委 員）２１名 

松本修藏、深田百合子、有馬英之、佐藤美代志、薮内重樹、 

石村正美、勝谷紀美子、鈴木春子、渡邉 徹、増田大輔、 

村松晴一、古木正彦、岡本勝広、飯塚秀実、北川清美、三浦徹、 

山下式子、山竹葉子、石野 豊、石田善秋、西谷昭吾 

（幹 事） ７名 

佐口宜充、筒井昌博、望月直樹、横山雅博、小林敏之、近藤和人 

河守孝典 

（事務局） ６名 

中野俊光（教育委員会事務局長）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） 

穐山恵介（社会教育課青少年担当主査） 

       （その他） ２名 

井上焼津警察署交通課長、大野焼津警察署生活安全課 

         

４ 欠 席 者  （委 員） ３名 

永井靖久、鈴木和江、冨山洋子 

             （事務局）  １名 

前島勇介（社会教育課青少年担当主査） 

 

５ 次  第 

(1) 開会 

(2) 委嘱状交付 

  (3)  会長あいさつ 

  (4)  会議録署名人指名 

  (5)  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 

  焼津警察署管内の青少年の状況 

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31年度青少年健全育成の活動方針について 

 

６ そ の 他 最近の交通事故などの状況について 
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７ 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、古木正彦委員を指名 

 

【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 

○穐山青少年担当主査 

青少年教育相談センター担当の穐山と申します。私からは昨年４月から１２月までの

市内街頭補導状況について報告いたします。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、小中学校からそれぞれご推薦いただきました計１４０

人の皆様に、月に３～４回、地区内の巡回活動を実施しています。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２６６回、参加し

た補導員は延べ１，０４９人でした。今年度は、昨年６月に藤枝市で発生した児童への

傷害事件を受け、焼津警察署からの要請により、下校時刻に合わせて青色回転灯でのパ

トロールを実施しています。この下校時のパトロールの実施回数は、１１回、参加した

補導員は延べ２１人で、先ほど述べた実施回数、参加した補導員の人数に含まれており

ます。 

次に街頭補導時に見かけた青少年の行為とその対応について報告します。高校生の喫

煙が１人。この少年に対しては、補導員からその場で注意を行いました。自転車の違反

が３人。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、外出している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６８２人でし

た。以上６８６人の行為種別の学職別の内訳としましては、小学生が４８人。これはほ

とんどが親子同伴でした。中学生１６５人、高校生が４５９人、その他の学生は６人、

有職少年は５人でした。なお、これらの声掛け件数は、平成２８年度同時期は６９３人、

昨年度は７４５人、今年度は６８６人と推移しております。 

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により、青少年の健全育成を見守る環境を醸成（じょうせい）し

ているものと認識しております。資料２ページをご覧ください。こちらは小学校区別の
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活動内訳となっております。１２月までの補導人数６８６人のうち、焼津西小地区で３

０７人(全体の４４．７％)、大井川地区で１７５人（全体の２５．５％ )、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、清流館高校前のコンビニでの声掛けが多い状況ですが、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。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

です。２６６回の街頭補導の内、２４１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の報告とさせていただきます。 

 

(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３０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４８９回で、平

成２９年度の４９２回とほぼ同数となりました。次に相談方法ですが、電話１１８回、面

接１９８回、メール１７３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２８年度からの相談方法割合の動向をみると、電話・面接相談が若干の減少

傾向にあり、メール面接による相談が増加傾向にあります。しかし、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４０９回（前年度

比６回減）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３９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。回復傾向にあると思われますが、

自立心は無く、不満を抱えながらも父親の指示のまま働いている状態です。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２３歳の

無職女性からの相談も４２％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

に就職が決まりましたが、５月には体調不良で退職してしまい、精神面での不安定な状態

は続いているため、相談を継続しています。 

「不登校」にかかわる相談は昨年度に比べほぼ倍（２１回）に増加したが、平成２６年

度に比べると大幅に減少（１３３回減）しています。しかし、教育委員会学校教育課の調

べによる小・中学生の「不登校」生徒数は、むしろ増加傾向にあります。相談件数の減少

は、小・中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相談体制が充実するとともに、本センターへの本人及び母親からの継

続相談が大幅に減少したためと考えられます。昨年度に比べ、高校生の相談がやや増加し

ていることが気がかりです。 

 また、今年度も「いじめ」にかかわる相談が、１２月までで３回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１７％（昨年度１３％）に減

少しています。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
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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８３％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、３０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 

○佐口幹事 

こんにちは。焼津警察署生活安全課長の佐口と申します。よろしくお願いします。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。説明の前ですが、これから

申し上げる数値は、統計上の数値が確定しておりませんので、暫定値となります。ご了承

ください。平成 30年の静岡県内の刑法犯認知件数は 1万 9,660件となり、一昨年と比べ

1,209件の減少となりました。減少率では5.8％の減少でした。警察では2021年末までに、

刑法認知件数を2万件以下にするという目標数値を設定していましたが、昨年は2万件を割

る減少となりました。当署管内の刑法犯認知件数についてでありますが、昨年は671件と

一昨年に比べますと、82件減少し、5年連続で減少を続けてきております。減少している

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ます。また、こうした防犯環境整備とあわせて、市民の

皆様が「自分たちの街は、自分たちで守る」といった防犯意識が高まっていることも、減

少している要因の1つだと考えております。地域防犯活動のさらなる活性化というところ

では、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、「焼津

警察署管内の少年犯罪の状況」について説明をさせていただきます。昨年、当署管内では

24人の少年を検挙・補導し、検察庁や家庭裁判所への事件送致、児童相談所への通告措置

をとっております。学職別にみると、有職少年が6人、無職少年が4人、高校生が5人、中

学生が4人、小学生が5人となります。罪種別にみると、暴行や傷害事件で7人、窃盗事件

で7人、占有離脱物横領や遺失物横領事件で3人、建造物損壊事件で1人、その他強制わい

せつ事件で1人、詐欺まがいの特定商取引法違反の事件で2人、電車のキセル乗車で3人の

少年を検挙・補導しています。 

最近の少年非行の特徴は、総数自体は、全国・県内ともに減少傾向ではありますが、触

法少年、つまり14歳未満の子どもの割合が増加傾向にあります。当署管内では、平成27年

は4人、平成28年は9人、平成29年は12人、そして昨年は若干減りましたが9人という状況

でした。当署としましても非行の低年齢を実感しているところであります。また、少年補

導については、お手元の資料のとおりとなりますが、昨年は259人の少年を補導いたしま

した。補導内容で最も多かったのは、深夜はいかいの160人で、次いで喫煙の68人、飲酒

の12人となっております。少年を補導するということは、非行に走る少年を正しい方向に
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導いく1つの方法でもあります。声掛けにより、非行に走ろうとした少年にストップを掛

けるきっかけになっていると思います。ただ、昨年は、少年が被害者となる児童虐待や淫

行・児童ポルノ等、少年の性を食い物にする悪質な福祉犯罪事件も発生しているところで

あります。それから、振り込め詐欺に加担する少年も増加しております。そのほとんどが、

受け子といわれる現金を受け取りに来る役を任され、検挙されています。詐欺グループは、

最も捕まりやすい危険な役を少年たちにやらせております少年たちは、友人や先輩から誘

われて、お小遣い欲しさに安易に振り込め詐欺に加担している状況があります。こうした

状況をみますと、犯罪少年も被害少年も、精神的に未熟な子どもが、遊び半分、興味本位

から安易に犯罪に手を染めたり、被害に巻き込まれているケースが少なくありません。そ

して、検挙・補導された後も、残念ながら立ち直る機会が少なく不良交友関係を続けてい

く中で、再び犯罪を繰り返している現状もあります。少年を取り巻く環境はめまぐるしく

変化しております。私たち大人として、何ができるのか、柔軟にそして敏感になっていか

なければならないと感じております。こうした少年問題に取り組んでいくためには、警察

活動だけでは限界があり、警察と関係機関、そして地域との連携が重要であります。当署

においても、中学生・高校生対象の薬学講座や、中学生の新入生を対象とした「すくすく

スクラム」など、非行防止教室の開催を行っております。必要あらば個別に非行防止教室

を開催しますので、少年に対する非行・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 

○飯塚委員 

1 問題行動 

  問題行動の報告が 60 件 90 人あります。昨年度の同時期が 32 件 58 人ですので、大幅

に増加しています。中でも「生徒間暴力」は、昨年度 5 件 8 人に対して本年度は 11 件

22 人、「授業放棄・暴言等」は、昨年度 1 件 2 人に対して本年度は 10 件 20 人と、増加

が著しいです。これらについては、特定の児童が繰り返し行っている傾向が見られます。

発達に課題を抱える児童や人間関係を築くことが苦手な児童が、自分の思いをどのタイ

ミングでどのように表現したらいいのか判断することができず、乱暴な行動に出てしま

い、友達とトラブルになる傾向が見られます。また、授業放棄をしたり、暴言を吐いた

りする児童には、次のような傾向が見られます。①授業内容が理解できなく、授業が面

白くない。②発達に課題を抱え、集中力が持続しない。やるべきことがわからない。③

失敗経験等による自己肯定感の低さから、自暴自棄になる。学校では、全職員で、生徒

指導の機能の一つである「存在感」をもてること、そして、その存在を認め合える人間

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「自分は役に立って

いる」「人から認められている」「みんなから受け入れられている」と実感できることが

心の安定につながります。また、授業では、ユニバ－サルデザインの視点に基づいた学

習環境整備や指導を行っています。ただ、学級の中には、様々な児童がいることから、

すべての児童の学び方に対応した個別の支援を行うには限界があります。そのような場

合は、支援員が横につき学習支援を行っています。支援員がいることで児童は安心して

学ぶことができます。今後も、問題行動への対策として、家庭と連携を図りながら、子

どもたちの様子をしっかりと把握し、問題だと思われる行動を早期に発見することや、

規範意識を高めるために、共通指導内容の徹底や、同一歩調で指導することを大切にし
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ていきます。また、子どもたちがわかる授業、学習意欲をもち主体的に学ぶ楽しい授業

を目指したいと考えます。 

２ 不登校 

不登校による欠席 30 日以上の児童は、56 人です。昨年度の 43 人に比べて増加してい

ます。28 年度の同時期は、33 人ですので、不登校児童数は、ここ数年増え続けているこ

とがわかります。56 人の学年別内訳をみると、１年生 1 人、2 年生 6 人、３年生 7 人、４

年生 13 人、５年生 14 人、６年生１5 人と、学年が上がるごとに多くなっています。不登

校の主な要因としては、「無気力」「不安などの傾向」です。集団生活での人間関係を築く

ことや自分を表現する事ことを苦手としたり、学習や様々な活動において劣等感を抱いた

り、保護者や周りの期待に添えない苦しみをもったりするなど、ここでもやはり自己肯定

感の低さの表れがあります。また、いじめがきっかけで休みはじめ、そのまま欠席が続い

ているというケースもあります。さらに、本人に係る理由だけでなく、家庭教育や家庭環

境等に係る要因も増えていることも心配されます。欠席が続いている児童は、生活のリズ

ムが崩れ、朝起きることができないことから、ますます学校に来ることができないという

悪循環に陥っているという傾向も見られます。学校では、電話連絡や家庭訪問をする等の

家庭との連携や、教室になかなか足が向かないこどものための保健室や相談室の活用、心

の教室相談員やスク－ルカウンセラ－、スクールソ－シャルワ－カ－や市の相談員、医療

機関との連携など様々な方法で改善に努めています。その結果、教室に入れなくても相談

室には登校できるようになった児童もいます。このように改善の兆しがみられる児童もい

ますが、保護者の同意が得られないことから関係機関とのつながりがつくれなかったり、

家庭訪問をしても本人や保護者と会うことができなかったりするケースもあり、改善の兆

しがなかなか見られない児童もいます。新年度に向けて希望をもって進級・進学ができる

よう、今一度ケ－ス会議等で指導の方向性を定めるとともに、関係機関や中学校との連携

を図るなど、組織対応に努めていきます。また、子どもを認め、価値づけ、自己有用感・

自己肯定感を高めること、そして、一人一人が集団の中で存在する実感が持てる環境づく

りを大切にしていきたいと考えます。 

3 いじめ 

いじめと認知した事案は 13 校 55 件あり、これまでに 48 件は解消または一定の解消が

されています。昨年度同時期のいじめの認知件数は 57 件、28 年度は 32 件です。28 年度

に比べいじめの認知件数は増加していますが、これは、各校が積極的にいじめを認知して

いることも関係しています。積極的な認知の報告は、学校で丁寧な事実確認や対応がされ

ていることを意味しています。いじめの内容は、複数回答になりますが、「冷やかし・か

らかい・悪口・いやなことをされた」が一番多く、続いて「ひどく叩かれたり、蹴られ

る」「仲間はずれ、無視」「軽く叩かれたり、蹴られる」などがあげられます。いじめに関

わった児童をみると、コミュニケ－ションをとるのが苦手で、自分の思いをしっかりと伝

えることができず相手に誤解されてしまう、自己有用感や自己肯定感が低く自分に自信が

もてない、友達を独占したいという気持ちが強い、気持ちをコントロ－ルすることが苦手

など様々です。学校生活に適応しているように見られる児童でも被害者にも加害者にもな

り得ます。いじめについてはどこでも、だれにも起こりうるという認識をもって、児童の

心や行動をきちんと捉え、学校体制で丁寧な対応を続けていくことが大切です。各校では、

「いじめ防止基本方針」や「いじめ防止年間計画」に基づき、いじめの「未然防止」「早

期発見」に向けての取組を進めています。例えば、支え合い、認め合う雰囲気がある温か

な学級づくりや居場所づくりに努めること、教職員の児童理解を高め、変化に気づく目を

養うこと、子どもの現状を把握するために定期的にアンケ－ト調査を行うこと、子どもや

保護者が相談しやすい環境をつくり、保護者との連携を密にした協力体制を整えること、
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一定の解消が見られた事案に対しても引き続き注意を払うことなど、様々な事柄があげら

れます。ただ、懸念されることは、トラブルが起こったときに、小さなことでも教師や保

護者など、大人が介入しないと解決できず、大人が介入しすぎることで逆に解決に時間が

かかってしまうケ－スが見られることです。児童の悩みや不安やトラブルを一緒に考え解

決に向かうことも大切ですが、児童自らが解決できるように手だてに向けた指導も重要で

す。いずれにしましても、児童が「学校が楽しい」と思い、生き生きと学校生活を送るこ

とができるように、いじめに関しては、「未然防止」「早期発見」「早期対応」「継続支援」

に努めていきます。以上、「問題行動」「不登校」「いじめ」の３点について報告しました。

今後も家庭との連携を図り、子ども理解を深めながら、組織的で丁寧な生徒指導を推進し

ていきたいと思います。以上で小学校の報告を終わります。ありがとうございました。 

 

中学校の状況について 

○岡本委員 

 平成３０年度の市内中学校について、「問題行動」「不登校」「いじめ」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２

９年度の同時期に比べて、問題行動はやや増加、不登校はやや減少、いじめの認知件数は

同数」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、１２２件、延べ１８４人の報告がありました。これは、昨

年度同時期の１１９件、延べ１５０人に比べ、件数ではほぼ同数、人数では２２％の増と

なります。ここ数年を見ると、２５年度、２６年度には４００件以上であったことから、

減少傾向は続いており、市内全体が落ち着いた状況にあると言えます。内容としては、授

業放棄・暴言が、件数・人数とも大きく増加しているものの、万引きや自転車盗、器物破

損、深夜徘徊、飲酒は減少しています。特に、自転車盗、深夜徘徊、飲酒は０件となって

います。また、特定の生徒やグループが生徒間暴力や授業放棄を繰り返す傾向が出ていま

す。問題行動への対応については、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。また、問題行動の改善には、生徒本人への指導だけでなく、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のが現状です。さらに、家

庭環境や親子関係の問題、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。問題行動は、学校の力だけでは解決できないものが多いのが実情で

す。そこで、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、ネットトラブルへの対応も課題となっています。スマホやゲーム

機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、各校で個別の対応につなげていますが、根絶するこ

とは難しく、対応に苦慮している現状があります。学校では、生徒だけでなく保護者に向

けても啓発を行ったり、情報に関する授業を実施したりして、情報モラルの高揚に取り組
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んでいます。また、ネット依存症に関する調査や分析を外部に依頼して、外部機関と連携

してネット依存症問題に取り組んでいる学校もあります。 

２ 不登校 

 次に、不登校の状況についてです。年間３０日以上欠席の不登校生徒は９３人で、昨年

度の９９人に比べてやや減少しています。不登校生徒の学年別経年変化をみると、１年生

が小６時の１１人から２５人、２年生が中１時の２３人から３８人、３年生が中２時の２

８人から３０人と、中１、中２で大きく増加していることがわかります。これは志太地区

でも同様の傾向が見られます。不登校の主な原因として、本人に関することでは、「無気

力」が最も多く４１％、次いで「不安など情緒的な混乱」が３１％です。学校に関するこ

とでは、「学業不振」が多くなっていますが、これらに家庭での問題が重なっている傾向

も見られ、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

との連携を第一に、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相談センター、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。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、５５件の認知報告がありました。昨年度の３６件と比べると大きな

増加ですが、一昨年度は６４件でした。学校ではいじめの積極的な認知に取り組んでおり、

早期発見と解消率の向上を目指しています。この５５件のうち、８５％にあたる４７件に

ついては一定以上の解消をみており、残りの８件についても解消に向けて取り組んでいる

ところです。いじめのタイプで多いのは、「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、いや

なことを言われる」で、４８％を占めています。次に多いのが「ぶつかられたり、叩かれ

たり、蹴られたりする」で２２％を占めます。各校では、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。また、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大切です。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。一例として焼津水産高校では、焼津未

来創出プロジェクトの一環として実施する「やいづビジネスミーティング」に本校の『模

擬会社「魚国」と「夏のあかり展」で実践した地域活性化と特色ある商品づくり』という

テーマでプレゼンテーションを行ないます。また、職業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。文部科学省は今年度より告示された、高等学校の学習指導

要領の改定もあり、高校教育は現 1 年生からは「大学入学共通テスト」や「高校生のため
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の学びの基礎診断」の実施に向けての対応や新しい時代に必要となる資質・能力として①

学びに向かう力・人間性の涵養、②生きて働く知識・技能の習得、③未知の状況にも対応

できる思考力・判断力・表現力の育成となっています。具体的には、主体的・対話的で深

い学びを行なうために、アクティブラーニング等の新しい授業展開などを通して人材育成

に取組む時代となりました。 

２  問題行動について 

 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、挨拶も気持ち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  交通安全について 

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 7 月からの各高校の合計で 36 件もの交通事故に至っています。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・グッドマナ

ー講習会や街頭指導・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。個人情報の管理に対する意識を啓発しなければなりません。各高校

でそれぞれの規定を定め指導しています。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、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29年11月から30年11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１倍台を

回復しておりまして、30年1１月は1.41倍で前年同月より0.14ポイント上回っており高い

水準を維持しております。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

人倍率より低めに出てしまうのが特徴でして、1.41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、30年11月5,336人で

前年同月より0.1％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、

3,772人で前年同月より9.9％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
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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。同時に人手不足感が強まります。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11月の新規求人数は、1,811人で、前年同月より

9.9％増加しました。そのうち約3割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、求人の多い

ベスト３の産業は、製造業、医療・福祉業、サービス業（主に派遣業）であり、求人数全

体の約6割を占めています。 

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。30年11月の新規求職者数は683人で前年同月より11.8%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。30年11月内容になりますが、Ｆ保安の職業で12.33

倍、Ｊ土木・建設は6.83倍、Ｉ輸送・機械（運転手）は2.99倍、Ｅサービス（福祉関係）

3.03倍といわゆる、人手不足分野の今や代表的な業種となっており、ハローワークでは、

「人材確保支援コーナー」を設置して求人者からの相談に乗っています。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30年3月

卒をみてみますと求職者数８人で全員が就職しております。また、高校について同じく30

年3月卒をみますと求職者数476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31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94．3％と前年同月より0.2ポイン

ト増加しています。求人倍率は2.49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。「働き方改

革」につきましては、長時間労働の縮減、女性の活躍、有休の取得促進などいろんなとこ

ろで色々な取組がされるようになってきました。法律の関係では昨年7月6日に働き方改革

関連法が公布されました。主な内容のみリーフレットでご紹介いたします。ポイントの１

ですが、時間外労働（残業）について原則、月45時間、年360時間が上限規制されます。

ポイントの２は10日以上の年次有給休暇が付与されているすべての労働者について使用者

は毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要がある事。これは来年4月からすべての

事業所で適用施行されます。ポイントの3は正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不

合理な待遇差が禁止されるという所謂、同一労働同一賃金のことです。これらについては、

法の施行を待たずして今正規雇用労働者と非正規雇用労働者との手当や待遇について裁判

がされているのが現状です。また、これらの相談窓口は14ページのとおりです。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。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。また、昨年5月10日に焼津市と静岡労働局（ハ

ローワーク）が雇用対策協定を締結いたしました。その中には若者の就労支援についての

事業があり。若者の雇用状況など相互の情報交換、合同企業ガイダンスへの参加、学生へ

の就職支援の情報・制度の情報発信、就労に悩む若者に対し関係機関との情報共有を連携

して取組んでいます。 
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○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。 

 

(4)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15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28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。12 月 31 日までの発生件数は、平成 28 年は 26 件、平成 29 年度は 27 件、本年

度は 32 件の報告があり、増加傾向にあります。月別に見ると、９月、10 月、11 月に発生

件数が増加しました。また、発生時間帯につきましては、帰宅後の報告件数が増加しまし

た。 

（２）被害の状況の小中別発生件数ですが、中学生が被害に遭う事案が増加しています。  

本年度は、昨年度より不審者情報が増加したため、学校に見守り隊との連携と、児童生

徒に１人で帰らないという指導をすることを繰り返し依頼しました。今後も、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、「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、1222 件の報告がありました。これは、昨年度と比較し、

約 300 件減少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、実名を投稿した内容も見られますます。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。 
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【質疑】 

○質問者 深田委員 

 ①資料４ページ「相談活動のまとめとして」子ども若者の引きこもった青少年の相談活

動が増えている中、今後、年齢拡大を見据えて、相談センターとしてのあり方を検討して

いく必要があると思います。子ども若者支援協議会、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一層重要となるとして結ばれているので具体的にどのよう

な検討がされているのか聞きたい。 

 

 ②資料６ページ「小・中学校の状況報告」の中、中学校の報告でネットトラブルと対応

で苦慮していると聞いたが、子どものネット依存症が怖いと思う、ネットパトロールでネ

ット依存症の調査を外部委託しているとも聞いたが、どのような結果であったか聞きたい。 

  

 【回答】 

○大石教育相談センター相談員 

 ①焼津市は「子ども若者支援地域協議会」を設置しています。当然、志太地区では連携

していますが、静岡、清水などの支援地域協議会の研修会などにも参加し情報交換を行っ

ています。具体的な施設等の取組みまではできていないのが現状です。その他検討事項と

しては、子どもの相談にメールはほとんど使われていません。最近はラインに移行となっ

ています。だだし、個々のラインでの相談が本当に有効なのかは疑問ではあります。相談

としてメール、ラインの捉え方は、今後、検討していく予定でいます。 

 

○岡本委員 

 ②ネット依存症の外部委託をしているのは本校の「東益津中学校」だけです。ICT教育

に関するNPO法人に委託しスクリーニングテストを行います。その結果を業者が分析し学

校に届けてくれます。昨年度から実施しています。他校はアンケートでの依存症判断での

対応を実施しています。この依存症診断により依存症とされるものは各クラスに２名程い

ます。対応としては面談（子ども、保護者）により指導しているところです。今後、どの

ような取り組みをしていくのかなど、子どもに宣言書を書くように指導し、PDCAサイクル

を作るようにネットトラブルに対応しています。他校にも進めていく予定でいます。 

 

○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31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。 

 

【議事】 

協議事項 

(1) 平成31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31年度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１６ページをご覧ください。平成31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については、児童本人だけの問題ではなく、
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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等からの被害だけでなく、

下校するときや帰宅後に不審者による直接的な被害についても増えているのが現状です。

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

に対応するため、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31年度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31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31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。 

 

○中野会長 

それでは、次に、その他としまして、焼津警察署から「最近の交通事故などの状況につ

いて」報告してもらいます。よろしくお願いいたします。 

 

○井上焼津警察署交通課長 

焼津警察署交通課長の井上でございます。よろしくおねがいします。私の方からは、

焼津市内における最近の交通事故などの状況についてお話しさせていただきます。まず、

年が変わりまだ経過しない時期ですので、昨年中における県下及び当署管内における人

身交通事故発生状況について、簡単にお話しさせていただきます。まず県下ですが、事

故件数は２８，４０２件、亡くなられた方については１０４人、怪我をされた方につい

ては３６，７７０人になります。死者数１０４人は昭和２８年以降３年連続で過去最少

を更新したほか、件数は昭和６３年以来３０年振りに３万件を下回りました。続いて当

署管内ですが、事故件数は１，０５８件、亡くなられた方は７人、怪我をされた方は１，

３５０人となります。件数、負傷者数は僅かに減少しましたが、残念ながら亡くなられ

た方は平成２９年と比べて１人増加しました。交通死亡事故については、４月中旬から

６月中旬にかけての約２か月の短い間に６件、また秋口の１０月下旬に１件発生しまし

た。当署の７件・７人は、県下的にも非常に高い数字で、８人が三島、７人は沼津、富

士、静岡市駿河区を管轄する静岡南、当署、浜松市中区・西区を管轄する浜松中央の５
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署、そして、県下の高速道路上を管轄する高速隊が同じく７人になりますので、このよ

うに見てみると大規模都市に匹敵する数の尊い命が亡くなっているわけです。交通事故

の類型をみてみますと、焼津市内をみますと１位は追突事故で、全事故に占める割合は

３６．４％、２位は出会い頭事故で３４．４％となり、出会い頭事故の占める割合が県

下と比較して７．３ポイント高い数値になっています。また、管内の死亡事故７件のう

ち自転車の関連するものが５件にも上ります。一時停止場所、交差点、道路横断時、道

路走行中など、自動車の方だけでなく自転車の方も進路の安全確認を十分にしていれば、

このような痛ましい事故は避けられたものと思われます。さらに、当署管内の細かな事

故統計をみてみましょう。時間帯別にみてみますと、交通の輻輳する午前６時から午後

０時まで、午後４時から午後８時までが比較的多発の時間帯であり、これだけで全事故

の約７０％を占めています。また曜日別にみてみますと、日曜日を除く各曜日ともに平

均しており、全事故の約１３％から１６％ずつに分散しています。 

当署管内の青少年に関連した部分に関して目を向けますと、人身事故による全負傷者

数１３５０人のうち１５歳以下が１０２人（７．６％）、１６歳から１９歳が７０人

（５．２％）となっております。一方、今年に入ってからの人身交通事故の状況をみて

みますと、昨日までの統計で、事故件数が９８件、亡くなられた方は２人、怪我をされ

た方は１２３人となります。 

人身事故件数が前年同期と比べて５件増加しているほか、交通死亡事故が１月１８日、

２５日と連続発生し、亡くなられた方が２人と、前年同期の０人と比べて既に２人増加

となっており、今年初の焼津市の交通死亡事故多発警報が本日までの１０日間発令され

ているものであります。２件の死亡事故の状況ですが、いずれも６５歳以上の高齢の方

が犠牲になるものです。１件目は乗用車が道路を横断中の高齢自転車利用者と衝突する

事故、２件目は乗用車が国道を横断中の高齢歩行者と衝突する事故で、乗用車の運転手

だけでなく、高齢自転車利用者や高齢歩行者の方が、横断歩道等の施設を利用や、敢え

て道路を横断するのであるならば、十分な安全確認を行っていれば、このような悲惨な

事故は発生しなかったものと推測します。このような市内の交通事故の実態を踏まえ、

児童、生徒さんは、平日、朝夕の通学時間帯、自転車利用、また歩行中において、道路

を利用する際は、要所要所で前方左右の安全確認のうえ通行するなど、交通事故に遭わ

ないように特段の注意していただきたいのであります。保護者や交通安全教育を行う方

には、是非、特に低学年の児童に対して登下校時、帰宅後の外出時に、歩行者は道路に

飛び出さない、左右の自動車が止まったことなどをよく確認してから横断すること、自

転車の利用者も、車と同じように交通ルールの基本を十分に守るよう、止まる、見る、

待つ、という癖を付けてもらうように是非ご指導をお願いします。また、保護者の方や

教育関係者等のドライバーの方には、児童、生徒の方が事故に遭われぬよう、学校等が

近くにある旨を示す警戒標識や、学童の姿を用いた横断歩道の規制標識を見た場合には、

その周辺には児童等が通行する可能性があることを念頭に置いて、また、前方に横断歩

道があることを示す道路標示、いわゆるダイヤマークを見た場合には、その前方で歩行

者が横断する可能性があることなどを認識していただきたいと思います。児童、生徒の

交通安全教育に加えて、保護者の方、同居の祖父母の方や周囲の大人が、率先して子供

のお手本となって交通ルールを守り、社会全体の規範意識を向上させることが最も重要

なことだと考えています。交通安全教育は、すぐに効果が出るものではありませんが、

子供たちはやがて社会人として自立し、ドライバーになる人も多くいます。その子供た

ちが、ドライバーとなって安全運転を励行することのほか、他の人々や社会の安全に貢

献できる人としての資質を培うことも交通安全教育の究極の目的と考えています。 

次に、皆さんにも関心のあると思われる、暴走族関係についてお話しします。平成３０
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年末現在、県内における暴走族は１グループ、人数については８０人を数えており、集団

を嫌う者が多く、単発等で暴走を繰り返す現状であります。また暴走族に関する１１０番

は昨年１年間で３９８件、一昨年と比較してマイナス６０件となりますが、増減を繰り返

しています。警察においては、中学生などに対する暴走族加入、暴走行為防止指導の積極

的な推進を行っております。暴走行為などに興味を示す年代である中学生などに対しては、

暴走族と暴力団組織のつながり、一度踏み入れたら抜けられない実態や将来の運転免許取

得に大きな影響を及ぼすことをわかりやすく指導する「暴走族加入、暴走行為防止指導」

を積極的に行っています。指導を行うに当たっては、当署にもございますが、暴走族加入

防止リーフレット・暴走族加入防止啓発ビデオを効果的に活用していただけたらと存じま

す。以上、簡単ではございますが、最近の交通事故の状況などについてお話しをさせてい

ただきました。 焼津警察署といたしましては、交通事故の防止に向け、引き続き学校関

係者、保護者等や関係機関・団体と緊密に連携し、地域が一体となった取組みを推進し、

安全で快適な社会を実現するための交通安全教育を推進いたしますので、皆様のご協力を

賜りますことを祈念いたしまして、私のお話しとさせていただきます。ありがとうござい

ました。 

 

○中野会長 

以上で議事全てが終了いたしました。 

 

【閉会】 


