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令和元年度 第１回焼津市青少年問題協議会 会議録 
 

 

１ 開催日時  令和元年年６月２５日（火）午前１０時から午前１１時３０分 

 

２ 開催場所  焼津市役所 本館６０３号室 

 

３ 出 席 者  （会長）中野弘道市長 １名 

 

       （委員）２１名 

鈴木浩己、村松幸昌、佐藤美代志、薮内重樹、吉田信雄、勝谷紀美

子、渡邉徹、増田大輔、村松晴一、小関直樹、矢澤和宏、諸星雅一、

赤石達彦、柴山明範、高橋真子、佐々木麻友己、山下式子、石田江

利子、鶴町憲一、山中敬弘、冨山洋子 

 

（幹事）７名 

佐口宜充、岡本勝広、白井宏卓、石田正昭、小林敏之 

近藤和人、河守孝典 

 

（事務局）７名 

岡村敏典（事務局長）、見崎孝之（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）、前島勇介（社会教育課青少年

担当主査）、穐山恵介（社会教育課青少年担当主査） 

 

       （その他）１名 

        井上交通課長（焼津警察署） 

 

４ 欠 席 者 （委員） ３名 有馬英之、鈴木春子、西谷昭吾 

        

５ 次  第 

(1) 開会 

(2) 委嘱状交付 

(3) 会長あいさつ 

(4) 副会長選出 

  (5)  会議録署名人指名 

  (6)  議事 

【報告事項】平成30年度青少年健全育成の取組みについて 

(1)焼津署管内の青少年の状況（焼津警察署） 

(2)青少年健全育成の取り組み（社会教育課青少年担当） 

(3)街頭補導の状況、教育相談の状況（社会教育課青少年相談センター） 

(4)小学校の状況、中学校の状況（小学校長、中学校長） 

(5)高等学校の状況（高等学校長） 

   【協議事項】令和元年度青少年健全育成の活動について 

     (1)青少年にとって安心・安全な環境づくり 

①補導活動（社会教育課青少年相談センター） 

②子ども見守り隊の活動（学校教育課） 

(2)情報モラルの指導・啓発（学校教育課） 

 

６ そ の 他 

     最近の交通事項などの状況について（焼津警察署） 
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７ 閉  会 

８ 内  容 

【会長あいさつ】 

中野会長あいさつ 

【会議録署名人】 

村松晴一委員、赤石達彦委員を指名 

 

【議事】 

報告事項 

 

○中野会長 

報告事項「平成30年度青少年健全育成の取組みについて」を議題とします。 

焼津警察署管内の状況について佐口幹事より説明をお願いします。 

 

  平成30年度青少年健全育成の取組みについて 

(1)焼津署管内の青少年の状況 

〇佐口幹事 

みなさん、こんにちは。焼津警察署生活安全課長の佐口と申します。本日は、署

長が所要により、欠席させていただいておりますが、よろしくお願いいたします。私

の方からは、犯罪情勢及び少年警察の現状について説明いたします。はじめに、静岡

県内の犯罪の発生状況について説明します。平成30年中の静岡県内における犯罪の認

知件数は、19,659件で前年に比べ1,210件減少しました。この数字は、万引きや乗り

物盗、侵入盗などの「窃盗犯」や、傷害・暴行などの「粗暴犯」、横領などの「知能

犯」、強盗などの「凶悪犯」、強制わいせつなど、いわゆる刑法で規定される犯罪の総

数となります。平成14年に刑法犯認知件数が、63,008件を記録したのをピークに、官

民が一体となった防犯活動の活性化を始めとした諸対策を推進した結果、刑法犯認知

件数は16年連続で減少し、統計を取り始めた昭和52年以降最小を更新しました。焼津

市内におきましても、平成30年中は671件で、平成14年のピーク時には2,011件あった

のが、約3分の1まで認知件数は減少しており、これもひとえに、皆様方、関係機関、

団体等と協働した犯罪抑止に向けた取組みを推進した結果と考えております。焼津市

内の犯罪を根絶するためにも、引き続き皆様方の御理解と御協力をお願いいたします。

次に、少年非行について説明させていただきます。ここで言う「少年非行」とは、14

歳以上20歳未満の未成年が犯した刑法犯及び、それ以外の特別法犯と呼ばれる法令違

反のことを指します。非行を犯した少年につきましては、基本的には警察から検察庁

を経由して、保護観察処分や少年院送致など、家庭裁判所の決定により保護処分を受

けることとなります。14歳未満の少年が法令違反を犯した場合は、刑罰を問えない

「触法少年」として取扱うこととなり、基本的には、児童福祉司の指導や児童自立支

援施設送致など、措置を児童相談所へ委ねることとなります。平成30年中、静岡県内

で検挙・補導した少年の総数は788人となり、10年前の平成20年が2,400人程度であっ

たことに比べ、少子化等の要因もありますが、3分の1以下に減少している状況となっ

ております。 

当署管内におきましては、平成30年中は24人の少年を検挙・補導しました。平成

29年の52人に比べて半数以下の数字となり、特に窃盗犯の人数が29人から7人と4分の

1以下に減少しました。本年においては、現時点、当署管内で13人の少年を検挙・補

導しております。特に今年は、素行不良少年等による連続窃盗事件など、集団による

悪質な犯罪も発生しているところであります。また、ツイッターやＬＩＮＥなど、Ｓ
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ＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）に起因する、少年の性搾取にかか

る児童買春や児童ポルノ事件、淫行事件など、少年を取り巻く有害環境の浄化対策が、

今後の重要な課題となっております。本日、御出席の皆様方も、被害少年などから相

談を受けることもあろうかと思いますので、その際は、警察への情報提供をお願いし

ます。現在警察では、少年犯罪の検挙のみならず、非行少年や被害少年の継続的な立

ち直り支援を推進しております。これは問題を抱えた少年に対し積極的に手を差し伸

べ、地域社会とのきづなの強化を図る中で、その立ち直りを支援し、再び非行に走る

ことを防止するものであります。こうした活動を推進するためには、警察のみの活動

では限界がありますので、今後とも御協力をよろしくお願いいたします。以上で説明

を終わります。 

 

○中野会長 

続きまして、平成30年度青少年健全育成の取組み、街頭補導の実施状況、教育相

談の実績について事務局より説明をお願いします。 

  

    平成30年度青少年健全育成の取組みについて 

(2)青少年健全育成の取組み 

〇山本社会教育課青少年担当主幹 

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。 

報告事項。平成３０年度青少年健全育成の取組みについて、ご説明いたします。資

料１の１ページをご覧ください。６月２２日、青少年健全育成市民会議を開催し、

事業計画等につきまして、承認をいただき事業を実施いたしました。６月２６日、

第１回青少年問題協議会を開催いたしました。７月９日、子ども・若者支援地域協

議会の各団体の代表者による会議を開催いたしました。次に、７月１日から７月３

１日の１か月間、「夏に青少年をまもり育てる運動」を実施いたしました。期間内、

大井川庁舎に懸垂幕を掲揚したほか、７月４日にイオン焼津店、ピアゴ大覚寺店、

大井川地区のザ・コンボの３か所において「青少年非行防止街頭キャンペーン」を

行いました、７月２０日に市内１０地区で、県内一斉の夏季少年補導、市内立ち入

り調査を実施いたしました。９月１６日から１１月１１日にかけ、明るい街づくり

推進事業として、市内１３地区で、「明るい街づくり市民大会」が開催されました。

市内全地区で、５,４６７名の方が参加されました。次のページをご覧ください。１

２月１９日、県内一斉冬季少年補導を市内１０地区で実施いたしました。また、環

境浄化活動につきまして、有害情報の氾濫や深夜営業の店など、青少年を取り巻く

環境が大きく変化するため、社会環境実態調査を実施いたしました。２月６日、第

２回青少年問題協議会を開催し、平成31年度（令和元年度）の活動方針について、

ご協議をいただきました。最後になりますが、通年活動として、街頭補導、青少年

教育相談を実施しております。次は、街頭補導、教育相談についての状況報告にな

ります。 
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平成30年度青少年健全育成の取組みについて 

(3)街頭補導、教育相談の状況 

〇穐山社会教育課青少年担当主査 

資料２（３ページ）をご覧ください。私からは、平成３０年度の街頭補導活動の

実施状況について報告いたします。まず、街頭補導活動につきましては、①地区補導

活動と②一斉補導活動の主に２つの活動を実施しております。①地区補導活動につき

まして、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１

４０人の補導員の皆様に、市内１０地区に分かれていただき、地区内の小中学校周辺

や公園、コンビニ、ビデオ店、大型店舗等の巡回を実施しました。なお、平成２９年

度から、補導員に委嘱される教員の負担軽減や刑法犯少年が減少し続けている状況を

鑑み、委嘱する補導員を１６４人から１４０人に変更しております。補導員は、大井

川地区に２０人、その他の地区に１３人又は１４人配置されており、１班３～５人体

制で、各地区月４回程度活動しております。補導の時間帯は平日１９時から２１時ま

でで、活動の内容は声掛けによる補導が中心であり、主に青少年への早期帰宅や無灯

火自転車への指導を行いました。②一斉補導活動は、県下一斉少年補導にあわせ、補

導員・焼津警察署警察官・焼津警察署少年ボランティア連絡会・市職員が合同で、

夏と冬に計２回実施しました。補導実績の表をご覧ください。３０年度の補導実施回

数は３５７回、参加数は１，３５９人、補導人数・声掛け件数は８８２人でした。雨

天時は補導活動を中止としているため、年度ごとに活動回数が異なっております。補

導人数が８８２人と聞くと、青少年の非行がとても多いのではないかと感じるかもし

れませんが、このうち８７７人は、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、「早く帰宅するように」や｢気を付けてね｣といった温

かい声掛けを行ったものです。また、それ以外の４人は、高校生の無灯火での自転車

運転への注意・指導、１人は、喫煙していたため注意を行ったものでした。８８２人

の内訳としましては、小学生が６０人・中学生２５２人・高校生が５６５人、その他

の学生は７人、有職少年８人でした。昨年度の補導人数８８２人のうち、焼津西地区

で４１０人(全体の４６．４％)、大井川地区で２１８人（全体の２４．７％)を占め

ています。焼津西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多く、大井

川地区ではコンビニエンスストア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。いずれにしても、

補導実績、青少年の状況につきましては、特に大きな問題もなく、大変良い傾向にあ

ると考えられます。環境浄化活動につきましては、有害情報の氾濫や深夜営業の店な

ど、青少年を取り巻く環境が大きく変化するなかで、７月に店舗立入調査を、12月に

青少年を取り巻く社会環境の実態調査をしました。昨年１２月の実態調査によります

と、書店１３店舗・コンビニエンスストア５４店舗・玩具店５店舗・カラオケボック

ス２店舗・ゲームセンター６店舗・レンタルビデオ・ＤＶＤ取扱店４店舗・インター

ネットカフェ２店舗・携帯電話販売店１３店舗でした。これら店舗につきましては、

街頭補導時に立ち寄り、見回りをするとともに、立入調査や環境実態調査の際に、店

舗に対し、青少年健全育成に向けた適正な陳列や販売についてお願いをし、青少年を

取り巻く社会環境の醸成に努めているところです。以上です。 
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 平成30年度青少年健全育成の取組みについて 

(3)街頭補導、教育相談の状況 

〇大石青少年相談センター相談員 

資料３の４ページをご覧ください。平成３０年度４月から３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、相談受理件数は平成３０

年度６３２回、平成２９年度は６３３回で、前年度とほぼ同数となっています。相談方

法については、電話１５４回(２４％)、面接２４７回(３９％)、メール２３１回(３

４％)で、面接による相談が最も多くなっています。平成２５年度以降メール相談のや

や減少の傾向が続いています。これは、近年は青少年の間ではメールのやり取りより、

LINEやSNSが一般的になっていて、中・高生ではメールを利用しないという実態から、

「LINEによる相談について」、検討する必要があると感じています。一方でLINE相談は

グループ関係を結んでしまえば「自殺」などの衝動的・緊急性には対応できるが、文字

数や内容面で相談と難いなど、ハード・ソフト面での環境整備に課題があります。受理

した相談の問題別の状況(図３)は「性格情緒」が５２８回と相談の８４％を占めていま

す。その内の約半数が相談センターと毎日のようにメールのやり取りをしている「２３

歳無職女性」からのものです。介護ヘルパーの資格を取得し、昨年度４月から新設の特

別養護老人施設に就職し、働き始めましたが椎間板ヘルニア等体調不良で退職し、再び

精神的にも不安定な状態に戻っています。また、成人女性（無職）と成人男性（農業手

伝）からの相談が約６０％を占めています。いずれも、人間関係が上手く築けず社会的

自立が困難な状況にあります。この様な引きこもりや、いわゆる「ニート」の成人に関

する相談が、増加傾向にあるように思われます。このような場合、ハローワークや「地

域若者サポートステーション」を紹介していますが、自立に向けてはかなり難しい状況

と思われます。その他にも、小・中学生の相談が減少傾向（H29…37回、H30…43回）に

あります。一方、平成２７年度から高校生の相談がやや増加傾向（H29…44回、H30…52

回）にありますが、内容は「学業・進路」「不登校」に関するものから、非通知設定で

男子高校生と思われる「性・異性」に関する相談等が継続しています。相談者実数のグ

ラフや相談活動のまとめにもあるように、昨年度は、平成２６年度大幅に増加した「不

登校」に関わる相談が、大幅に減少し２７回でした。その大きな要因は特定の本人及び

母親からの継続相談が大幅に減少したためでした。しかし、学校教育課集計の「不登

校」及び「その傾向にある」小・中学校生徒数は増加傾向にあり、相談件数の減少が

「不登校生徒」の減少に結びついているとは、言い難い状況にあると考えています。こ

のことは、各学校の「心の教室相談員・各種支援員」「スクールカウンセラー・スクー

ルソーシャルワーカー」の配置や学校における「ケース会議」等の外部機関を交えた相

談体制の充実によって、教育委員会学校教育課の支援を含め、保護者等との情報の共有

化が図られつつあるからと考えられます。また、「いじめ」にかかわる相談も大幅に減

少して１回でした。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、各学校の認識が深まり、未然防止や早期対応への取り組みが着実に進

められている成果と考えられます。相談対象の子供たち（高校生を含む）の中には、発

達障害や統合失調症などの精神的障害が疑われるケースも多くなっています。このこと

が、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と、家族や友

達との関係をうまく築けない、生活ペースが周囲と合わないことに起因し、「学業進路」

「しつけ」「不登校」と結びつく場合も少なくないなど、これらの子供たちや親への対

応の難しさを感じるケースが増えています。先に述べたとおり、本相談センターでは、

平成２６年度頃より、小・中・高生の相談が大幅に減少する傾向がみられましたが、昨
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年度は全相談件数の１５％でした。その一方で、無職少年、成人等の相談回数が８４％

以上となっています。相談センターとしては、相談体制充実のために、小・中学校だけ

でなく高等学校との情報交換や子ども若者支援地域協議会・地域若者サポートステーシ

ョン、引きこもり支援センター「みなと」など、その他関係機関との連携やネットワー

クの形成が重要となってきていると考えています。以上で、平成３０年度の「相談状況

の報告」とさせて頂きます。 

 

○中野会長 

以上、事務局の説明が終わりました。引き続き小中学校、高等学校の現状について、

ご説明をお願いします。 

 

平成30年度青少年健全育成の取組みについて 

(4)小学校の状況 

〇諸星委員 

平成３０年度市内１３の小学校について、生徒指導上の状況を「問題行動」「不登校」

「いじめ」の３点についてお伝えします。 

１ 問題行動 

  昨年度の問題行動の件数は８０件で、２９年度の４２件と比べると、３８件も増えて

います。問題行動の内容は、「生徒間暴力」が16.3％で最も高くなっています。発達に

特性を持ち、自己コントロールに課題のある児童が、自分の思いを上手に表現すること

ができないため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。次

に多かったものが「万引き」と「器物破損」、「授業放棄・妨害」です。それぞれ7件で、

8.8％となっています。万引きにつきましては、最近は保護者や店舗からの連絡がほと

んどないため、これ以上の件数があることが予想されます。また、友達や上級生と物で

つながっている人間関係、物への執着、常習化等の問題もあり、特に家庭で子どもの様

子や子どもの持ち物に注意して見ていくことも大切です。「器物破損」と「授業放棄・

妨害」は２９年度は０件でしたが、ともに７件へと増加しています。この２項目につき

ましては、「生徒間暴力」同様に、発達に課題を抱える児童が思いを上手に表現できず、

物に当たったり、教室から出て行ったりしてしまうということを繰り返し行っているケ

ースが目立ちます。学校は授業を核として子どもの育成を図っています。子どもたちが

わかる授業、学習意欲を持ち主体的に学ぶ楽しい授業を目指しています。学習に集中で

きない児童には、教員が個別に声を掛けたり、支援員が横について学習支援を行ったり

しています。また、できるだけ多くの目で児童の様子を把握し、個々の支援の方向性を

共通理解するために、支援員を含めた支援会議を毎週実施し、気になる児童に関しての

情報交換を行い、一人一人の心の安定が図れるよう早期に対応できる体制をとっていま

す。支援員は個に関わるため、支援員からの情報は児童理解や指導に大変有効です。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的確に把

握し、早期発見・早期対応に努めていきます。また、規範意識を高めるために共通指導

内容の徹底や目指す方向性を揃えた指導を大切にしていきたいと考えます。 

２ 不登校 

  昨年度、不登校による欠席が年間３０日以上の児童は７２人で、２９年度の６０人に

比べ増加しています。２８年度は４５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。７２人の学年別内訳をみると、１年生２人、２年生６人、３年

生１２人、４年生１５人、５年生１８人、６年生１９人と、学年が上がるごとに多くな

っています。不登校の要因として最も多いのが「家庭に係る状況」で、68.1％を占めて
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います。「無気力」や「不安」といった本人に係る理由よりも、家庭教育や家庭環境等

に係る要因が多く、保護者を含めた指導、支援が必要となっています。不登校児童は、

自己肯定感が低く、自分に自信をもてない児童が多いです。また、家庭での生活が昼夜

逆転をしている場合が多くみられます。ゲームや SNS を夜遅くまでやり、昼過ぎに起き

るという生活からなかなか抜け出すことができないという児童もいます。学校では、電

話連絡や家庭訪問をする等、家庭との連携や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、SSW や医療機関との連携等、様々な方法で改善に努めています。

保護者の協力が得られるよう働きかけを行うこと、そして児童が「学校は楽しい」とい

う思いを持って登校できるよう、今後も組織的な対応を図っていきたいと考えます。 

３ いじめ 

  昨年度のいじめ認知件数は６７件です。２８年度が４３件、２９年度が６６件ですの

で、認知件数は増加しています。これは各校が積極的にいじめを認知し、ていねいな事

実確認や対応がされていることも要因として上げられます。いじめの内容は、「冷やか

し・からかい・悪口」が最も多く、68.7％になります。これは、早い段階で小さないじ

めを積極的に認知し、解決に向けた対応をしている結果であると考えます。次に多いの

が、「仲間はずれ・無視」「軽く叩かれたり、蹴られる」「ひどく叩かれたり、蹴られ

る」で、いずれも１２件、17.9％になります。「金品の強要」や「パソコン、携帯で誹

謗中傷」は、それぞれ2件と1件です。いじめに関わった児童をみると、人間関係をうま

く築けない子、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

子、相手の思いを素直に受け取れない子、気持ちをコントロールすることが苦手な子等、

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、誰にでも起こりうるという認識をもち、児童の

心や様子をきちんと捉え、学校体制でていねいな対応を続けていくことが大切であると

考えます。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、現

状把握のためのアンケート調査を定期的に実施すること、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、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等、ていねいな取組を進めているところ

です。以上、「問題行動」「不登校」「いじめ」の３点について報告いたしましたが、い

ずれにしましても、家庭との連携を図り、児童理解を深めながら、組織的な生徒指導を

推進していきたいと考えます。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。 

 

平成30年度青少年健全育成の取組みについて 

(4)中学校の状況 

〇矢澤委員 

  平成３０年度市内９校の中学校について，生徒指導上の状況をお伝えします。 

  まず，問題行動について，３０年度の報告件数は１４１件で，２９年度の１３９件と

ほぼ同じ数ですが，２５年度の４１９件をピークに大幅に減っており，長期的に見ると

減少傾向にあると言えます。項目ごと，２９年度と比べてやや増加が見られるのは，

「授業放棄・妨害（１０件→１９件）」や「携帯・ネットトラブル（３件→６件）」

で，反対に「器物破損（１４件→７件）」や「万引き（５件→２件）」，「深夜徘徊

（３件→１件）」，「飲酒（２件→０件）」など，減少している項目や０件の項目も多

くあり，市内全体としては落ち着いた状況にあると言えます。問題行動の改善は，生徒

本人への指導はもちろん，保護者と連携し共通理解を得ながら，同一歩調で指導にあた

ってきた成果があらわれてきたものと考えます。学校はこうした姿勢を基本に努力して
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いますが，理解を十分に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。これらは，学校の努力だけでは解決することが難しい事案です。各校

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密接に連携しながら，長期的な視点をもって改善に努めて

います。また，未然防止に向けての取組にも力を入れています。例えば，問題行動が起

こりにくい環境づくりのため，生徒会活動や学級活動，学校行事等において生徒主体の

活動を意図的に設定したり，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

割りの活動を取り入れたりするなど，学校における子どもたちの「絆づくり」や「居場

所づくり」に積極的に取り組んでいます。 

  次に不登校について報告します。３０年度，不登校による欠席が年間３０日以上の不

登校生徒は１１９人で，２９年度の１０４人，２８年度の９５人と比べて増加傾向が見

られます。ただし，２７年度は１０３人で，長期的には横ばいの状況とも言えます。学

年別に見ると，１年生が３８人，２年生が４８人，３年生が３３人と，２年生に多い傾

向が見られます。この数を同集団の経年変化で見てみると，１年生は１７人→２８人→

３８人と増加，２年生は４４人→２４人→４８人と増加，３年生は３４人→４９人→３

３人と減少していることがわかります。このように，３年生の不登校が目立っていた今

までの状況と違って，１，２年生が増加する傾向が見られます。タイプ別では，「無気

力」が最も多く，「不安」がそれに続き，「学業不振」や「家庭内の問題」なども原因

として大きな割合を占めています。不登校生徒に対して，各校では未然防止と早期対応

に積極的に取り組んでいます。具体的には，家庭との綿密な連絡や連携を図るととも

に，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，

保健室や相談室の活用，さらには，外部機関である適応指導教室やこども相談センタ

ー，医療機関などとも広く連携し，ケース会議等を継続的に行いながら改善に努めてお

り，その結果登校できるようになった生徒もいますが，総数として減少につながってい

ないのが現状です。たとえば，関係機関とのつながりを作ることができず，改善の兆し

が見られない生徒もいます。中には，保護者と連絡がとれなかったり，家庭訪問をして

も本人と会えなかったりするケースも見られますが，粘り強く保護者や本人に働きかけ

て信頼関係を築きながら，関係機関とつながることができるよう努めています。 

 次にいじめについてです。各校では，早期発見だけでなく，未然防止や早期対応にも力

を入れてきました。このような状況の下，３０年度のいじめ認知件数は６１件で，２９

年度の４５件から増加しましたが，２８年度には６９件あり，傾向の大きな変化は見ら

れません。学校では，いじめをなるべく早く発見しようと努力しています。いじめの発

見が遅れることは深刻な問題につながることも多いため，早期発見に努め，解消につな

げることが何より重要です。特に，道徳や学級活動の時間はもちろん，学校のすべての

教育活動を通して，人権の大切さを訴えるなどの未然防止の取組，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が成果をあげていると捉えています。いじめの具体

的内容としては，「冷やかし・からかい・悪口」が７割を占めています。この他，「叩

かれる，蹴られる」「仲間はずれ・無視」「いやなこと，危険なことをされたり，やら

される」などが主な内容ですが，特に留意すべきいじめの内容として，「スマートフォ

ン等の普及やＳＮＳの利用増加」とも関係する「パソコンや携帯による誹謗・中傷」が

あります。問題が起きた際に各校では，該当生徒に対する指導やケアを行っていますが，

多数の生徒に情報が流れ，対応に苦慮しています。未然防止に向け，ネットパトロール

の活用や情報モラル教育の実施，啓発講座の開催などにより対応を強化しているところ

ですが，学校だけでなく社会全体の取組も重要になってきています。最後に，平成３１
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年度スタートの状況について報告いたします。５月末までの報告では，３０年度の同時

期に比べ，問題行動は３４件から１５件と大幅に減少，不登校はやや増加し３２人から

３９人，いじめの認知件数は１３件から５件に減少となっています。各学校ではこれか

らも，外部機関と積極的に連携を図りながら，ＰＤＣＡサイクルを意識して組織的でて

いねいな生徒指導を推進していきたいと考えています。以上で，中学生の状況について

の報告を終わります。  
 

平成30年度青少年健全育成の取組みについて 

(5)高等学校の状況 

〇小関委員 

１ 概況 

  市内４高等学校（焼津・焼津水産・焼津中央・清流館）ともに学習と特別活動等に熱

心に取り組んでいる。地域活動へも積極的に参加していると考えている。地区の「まち

づくり協議会」へ委員として参加し、高校生の視点から地域問題や活性化への発言等も

して大変貴重な経験をさせていただいている。一例としては、３月に開催された西焼津

駅の開駅周年を記念して地域の方々が企画実行したイベントに複数校の吹奏楽部などが

参加させていただいた。高校生間だけでなく、地域の様々な方々との貴重なふれあいの

機会となり、感謝のお言葉等を受け、生徒たちの自尊感情や自己有用感の育成にも効果

は大きく、大変ありがたいと感じている。民法改正による選挙権年齢の引き下げだけで

なく、高大接続改革に係る大学入試の変更においても推薦入試、ＡО入試の枠が拡大さ

れ、３年間の「活動報告書」の提出も求められている。改めて、義務教育から連結する

ボランティア活動や地域活動の重要性を認識させていきたい。オリンピック・パラリン

ピックの開催準備が本格化するなど、いずれの観点からも積極的に参加を促していきた

い。 

２ 指導関係 

  自転車乗車時の交通事故件数が中々減少せず頭を悩ませている。１年生の１学期の発

生件数が毎年多い。様々な指導を試みているが今後とも重点指導の一つとして努力をし

たい。地域の方々による朝の街頭指導が他地域と比較して大変充実されていて頭が下が

る思いがしている。警察署も協力的で感謝している。 

 事故原因は「一時停止」を守れなかったことによるものが多い。わずかなことで命にか

かわる大事故となったと考えられる事案もあり、大変心配をしている。今後とも御協力

をいただきたい。いわゆる「問題行動」はここ数年を通じて減少してきている。しかし

ながらSNSに絡んだトラブル対応については各高校ともに神経をとがらせている。専門

家を招聘した講演会、講習会等を含め、各高校が様々な対応を講じているが、問題が表

面化する前の指導は大変難しい。平成30年度の県内自殺案件は３件と報告を受けている。

県は県教育委員会と県健康福祉部と連携した「ⅬＩＮＥ相談」を開設するなど施策強化

を図っている。「命を守る教育」の充実に努めていく。 

 

○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】 

  ○（意見等なし） 
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○中野会長 

それでは、報告事項「平成30年度青少年健全育成の取組みについて」は、ご承認いた

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。 

 

 （各委員拍手・異議なしの声） 

 

○中野会長 

次に協議事項「令和元年度青少年健全育成の活動について」を議題としたします。

青少年にとって安心・安全な環境づくり、情報モラルの指導・啓発について事務局

から説明をお願いします。 

 

【議事】 

協議事項 

令和元年度青少年健全育成の活動について 

(1)青少年にとって安心・安全な環境づくり 

〇穐山社会教育課青少年担当主査 

① 補導活動 

昨年度２月に開催しました、平成３０年度第２回焼津市青少年問題協議会におきま

して、平成３１年度（令和元年度）の青少年健全育成活動方針をご承認いただきまし

た。ご承認いただきました方針は、｢家庭・地域・学校・関係行政機関等が相互に連

携・協力しながら次代を担う青少年を心身とも健全に育めるよう、委員と委員が所

属する団体及び事務局などにおいて、青少年を取り巻く状況を把握し、指導、育成、

保護及び矯正に関して互いに連絡調整し、情報交換をしながら青少年の健全育成を

推進していく｣というものであります。今回、協議事項となっております、平成令和

元年度の活動につきましては、お手元の資料５・６（Ｐ７～９）をご覧ください。事

務局が行う活動のほか、青少年問題協議会の開催、当協議会の委員や幹事の皆様と諸

団体と連携して行う「夏に青少年をまもり育てる運動」街頭キャンペーンなどの活動

を計画しております。以降、資料をもとに順を追って説明させていただきます。まず、

通年の活動として、街頭補導活動を引き続き実施してまいります。街頭補導は、青少

年の非行の芽を摘むものとして、声掛けを中心に各地区で行います。また、県下一斉

夏季少年補導を７月１９日 金曜日の１９時から２１時までを予定しています。これに

は、各地区全補導員・焼津署警察官・焼津警察署少年ボランティア連絡会・市職

員が参加します。併せて、県条例に基づき、コンビニエンスストア・カラオケボッ

クス・書店などへの立入調査を実施します。この際、状況などを経営者や店員から聞

き取りをする予定です。また、１２月１８日 水曜日に県内一斉冬季少年補導を実施す

る予定です。「夏に青少年をまもり育てる運動」街頭キャンペーンについては、既に皆

様にはお願いさせていただきましたが、青少年の非行・被害防止を図るため、国・県

では、毎年７月を「青少年の非行・被害防止強調月間」と定めており、焼津市におい

ても、「夏に青少年をまもり育てる運動」としています。そこで関係機関・団体の参加

協力を得ながら、集中的に実施する活動として、街頭キャンペーンを実施いたします。

実施日は、７月３日水曜日の午後５時３０分から午後６時３０分までの約１時間で、

会場はイオン焼津店・ピアゴ大覚寺店及びグランリバーで、各店舗の出入り口周辺で

行います。内容は、強調月間のチラシ及びキャンペーングッズを配布し、広く市民に

広報するものです。主催は焼津市青少年問題協議会、焼津市及び焼津市教育委員会で

す。資料７（Ｐ１０）にも参加者名簿を掲載いたしましたのでご確認をお願いします。

なお、駐車場は各施設へお願いすることとなりますが、なるべく出入り口付近を避け
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ていただきますようお願いいたします。各会場とも午後５時２５分、までにお集まり

いただけますようお願いいたします。各店舗とも出入り口が複数ございますので、イ

オンにつきましては正面玄関付近・ピアゴにつきましては甲賀病院寄りの入り口・コ

ンボ・グランリバー大井川店は、ケーヨーデーツー側の出入り口付近にお集まりくだ

さい。いずれの会場も、集合場所で職員がのぼり旗を持っておりますので、そちらに

お集まりください。よろしくお願い致します。 

 

令和元年度青少年健全育成の活動について 

（1） 子ども見守り隊の活動 

（2） 情報モラルの指導・啓発 

 〇山﨑学校教育課指導主事 

学校教育課指導主事の山﨑健史です。私から、子ども見守り隊の活動について説明さ

せていただきます。資料８の１１ページに小学校区の、資料９の１２ページに中学校区

の本年度の見守り隊の活動状況がありますので御覧ください。各校区の見守り隊は、各

校区の環境や地域の団体組織など、その地域の実態に応じて活動を行っていますが、い

ずれもボランティアということでお力をお借りしております。活動内容につきましては、

各校ごとに、学校と見守り隊の方々との情報交換会を定期的に実施し、より現状に適し

た活動に改善されております。具体的には、交通事情等の変化に伴う危険箇所への対応

や学校やＰＴＡ、地域の方々の連携体制の見直しが図られました。不審者への対応につ

きましても子ども見守り隊、教職員、警察、地域安全推進委員会の方々の下校時の巡回

等が抑止力となっているところであります。多くの大人が子どもたちのためにご尽力い

ただいていることに感謝いたします。しかしながら、学校から教育委員会に報告のあっ

た不審者情報は、平成28年度は29件、平成29年度は33件、平成30年度は36件であります。

発生状況の特徴から「子どもが道路に1人でいるとき」に不審者に会う確率が高いこと

や、見守り隊がいない帰宅後に被害に遭うことから、子どもたち自身が、自分の身は自

分で守る意識を持ち、実行する力を育てていくことが、何よりも大切であると考えます。

そこで、市内各校では、子どもたちにも帰宅時刻を意識させることや、危険予知や自己

防衛の方法についての指導をすすめています。今後も、このような指導を継続してまい

ります。 

次の１３ページ資料１０を御覧ください。これは、５月９日に学校教育課が開催した

研修会の概要です。各小中学校の教頭先生や、安全指導の責任者と各校区の見守り隊の

代表者の皆さんで、子ども見守り隊の活動、交通安全対策、通学路の不審者対策、校区

の危険箇所の確認の４つの視点から、現状と課題についての情報交換をしました。本年

度は、焼津西小学校の「危機管理委員会」の取組について紹介していただき、各学校の

取組を振り返る機会としました。互いに取組を紹介し合う中で、これからも学校と地域

が連携した取組をしていくことについて共通理解できた研修会となりました。 

 今後も、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

罪や事故の抑止につながる」という考え方に基づいて、引き続き、子ども見守り隊をは

じめ、地域ぐるみの学校安全体制を整備に努めてまいります。 

 引き続き小・中学校における情報モラルの指導・啓発ついて説明します。本年度も、市

内情報担当の教員で作成した「情報モラル指導カリキュラム焼津市版」を活用し、市内

のすべての小・中学校で「情報モラルに関する指導」を行っています。また、平成27年

度から、焼津市いじめ防止等対策事業として、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。ネットパトロールにより、早期対応を図るとともに、情

報モラル講座で正しい知識を身につけることで未然防止を図っていきたいと考えていま
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す。昨年度の実績としましては、ネットパトロールで約1800件の報告を受け、各校で指

導に活用しました。本年度につきましても、４月からパトロールを実施しております。

また、情報モラル啓発講座においては、昨年度市内全校で実施し、多くの教員や児童生

徒・保護者が受講いたしました。なお、本年度の実施予定につきましては、１４ページ

の資料１１のとおりです。また、保護者に協力を求めることも非常に大切ですので、小

学校でも中学校でもＰＴＡ組織と連携しながら、各種の便りや懇談会、面談、ＰＴＡ研

修会等の機会を通じて保護者への啓発を行っています。焼津市教育委員会でも、この

「情報モラルに関する指導」については、生徒指導の重点的な取組の一つの柱と考え、

積極的に取り組んでまいります。 

 

○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。 

 

【質疑】 

○高橋委員 

   参考意見として聞いてください。先ほどの説明で、子ども達については自分で自分

の身を守るということが重要と言われました、以前、静岡県でアブトレ研修があり、

講師から性犯罪をなくすには性欲と食欲はつながっているので、子どもは５歳頃から

食事スタートトレーニング（食事を我慢させてから家族一緒に食事スタートするこ

と）が必要であると言っていました。 

 

その他、偶々、夜飲み屋に行き、夜12時過ぎているのに、幼児を連れ親子で飲み屋

に来ている方がいました、親の指導が必要と考えます。市保健センターなどの親子研

修会のときに指導してほしいです。 

 

〇中野会長 

ありがとうございます。子どもだけでなく、親の教育・指導が必要という事ですね。

保健センターなどに伝えます。参考とさせていただきます。 

  

○中野会長 

協議事項、令和元年度青少年健全育成の活動については、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。 

 

（各委員拍手・異議なしの声） 

 

○中野会長 

今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。 

 

【その他】 

 ○中野会長 

  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。 

 

 最近の交通事故などの状況について（焼津警察署）  
 ○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。よろしくおねがいいたします。皆様には、

日頃から交通安全活動にご尽力いただいていますことについて、厚くお礼申し上げます。

本日は、貴重なお時間を頂きましたので、交通事故防止を交えて、焼津市内の交通事故
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などの状況についてお話しをさせていただきます。まず、県下の昨日までの人身交通事

故発生状況についてであります。 

事故件数は１２００２件、事故死者が４７人、怪我をされた方が１５５１３人となっ

ております。前年と比べ、件数・負傷者はマイナス１０％弱、死者についてはマイナス

約４％あまりと、全てにおいて僅かではありますが減少を示しています。事故の類型に

ついては、人対車両や、追突、出会い頭など、車両相互も色々な事故の形態があり、殆

どの形態で前年比減少を示しておりますが、唯一増加しているのが「正面衝突事故」と

なります。前方を良く確認していないで事故になるケースが増えている、ということに

なります。続いて当署管内の昨日までの人身交通事故発生状況についてであります。事

故件数は４３４件、事故死者が３人、怪我をされた方が５５５人となっており、こちら

も前年比で全て、僅かではありますがマイナスで推移しています。 

管内の死者については、１月に２人、３月に１人と計３人で、昨年同時期に比べマイ

ナス３人、という統計となっております。未成年者の関係で申し上げますと、第１当事

者となる年齢別の件数で、１５歳以下の事故は８件と、前年比５件増の６３％増加、１

６歳から１９歳の事故も２１件と、前年比４件増の１９％増加となっています。いっぽ

う、関係当事者のなかで幼児から高校生までが関係する事故をみますと、僅かではあり

ますが前年比減少となっています。ところで、昨年の同じ時期をみてみますと、半年足

らずで６件６人もの交通死亡事故が発生し、異例ともいえる３回目の交通死亡事故多発

警報が発令中でありましたが、各種対策や市民の皆様方、各企業・各学校の皆様、市や

各種団体のご協力もあり、ハイペースであった交通死亡事故が止まり、その後は１０月

に発生した交通死亡事故１件に抑えられました。年が変わりまして、本年こそはゼロで、

とした矢先で、１月に連続して２件の交通死亡事故が発生し、年頭にもかかわらず本年

初の交通死亡事故多発警報が発令される事態となりました。その後３月に１件の交通死

亡事故が発生し、以降の発生はありませんが、現在３件の交通死亡事故の計上があるわ

けです。本年の事故の内容をみてみますと今年１件目の事故は、自転車利用の高齢者が

センターラインのある道路を横断中に乗用車に衝突などする交通死亡事故、２件目の事

故は、夜間、歩行中の高齢者が横断歩道のない信号交差点付近を横断中に乗用車に撥ね

られる交通死亡事故、３件目の事故は、自転車利用の高齢者が一時停止のなされた十字

路交差点を横断する際、交差側から進行中の乗用車と交差点内で衝突する交通死亡事故、

となります。その他、死亡事故の計上に至っていないものの、発生後３０日以内にお亡

くなりになった交通死亡事故が２件ございました。１件目は、４月１日に、片方に一時

停止規制のある十字路交差点において、軽自動車同士の出会い頭の衝突事故が発生し、

衝突後はじかれた片方の車両が、たまたま交差点の直近にいた高齢の歩行者に衝突した

もので、歩行者の９０歳の男性が事故から２８日後（４月２９日）にお亡くなりになり

ました。 

２件目は、５月２８日に、信号機のある十字路交差点を青信号で右折中の中型貨物車

が、同じく青信号で横断歩道を渡っていた高齢の歩行者に衝突、転倒して、歩行者の９

３歳の男性が事故から８日後（６月５日）にお亡くなりになったものです。２件目の事

故にあっては、中型貨物車の運転手を過失運転致傷の疑いでその場で現行犯逮捕してい

る事案になります。今お話ししたように、５件の交通死亡事故をみると、自転車の関連

するものが２件で、自転車が信号や横断歩道のない、センターラインのある直線道路を

横断時、また十字路の一時停止場所を通行時など、自動車のみならず自転車の方も進路

の安全確認を十分していれば、このような事故は発生しなかったものと思われます。ま

た、その他の交通死亡事故の犠牲になった方にあっても、片側２車線の国道１５０号の

横断歩道のない場所を横断時、交差点直近の路側帯にいるとき、また横断歩道を横断時



 

                                         H31-6 

14 

 

など、勿論、歩行者に非がない事故もありますが、「道路上は危険なものである」と、

更なる自己防衛意識を高めていただければ、もしかしたら回避できたのかもしれない、

という交通事故もあったと思われます。自転車や歩行者が起因する人身事故も散見され

ます。自転車同士の事故、自転車・バイクと歩行者の事故などです。当署管内ではあり

ませんが、歩行者とバイクとの衝突でバイクのドライバーが死亡し、歩行者が書類送検

されたものや、自転車が歩行者を撥ね、歩行者が怪我をされて書類送検される事例もあ

り、注意が必要です。一方、発生する交通事故の類型別に目を向けてみますと、県下に

おける１位は追突事故、２位は出会い頭事故の順になります。これは焼津市も同じ状況

であります。全事故における出会い頭事故の占める割合が、県下は２８％に満たない状

況ですが、焼津市をみますと３４％近くになっており、６ポイントほど高くなっていま

す。いかに出会い頭事故が多い町であるかがわかると思います。今お話しした現状をみ

ますと、自転車を利用されたり、歩行される児童・生徒さんはもちろん、普段自動車を

運転する職員や市民の方々にあっても、道路横断時の注意や、交差点での出会い頭事故

への注意喚起、交通安全指導をしていただき、自動車にしても、自転車、歩行中にして

も、基本中の基本である、前方はもとより、左右をよく確認していただくなど、交通ル

ールの基本を遵守し、交通事故に遭わないよう、行動してもらいたいのであります。ま

た、最近では登下校中、また集団で移動中の園児・児童・生徒さんが被害に遭う交通事

故や、高齢運転者の方が運転操作を誤り、重大な結果となる交通事故が全国的に多発し

ております。現在、焼津警察署では、焼津市とともに市内の幼稚園・保育施設において

は、散歩コースで園から要望のあった箇所について順次点検を行い、対応を検討するこ

ととしています。このような全国的な、また焼津市内の交通事故の現状などについて、

学校においてはもちろん、家庭においても話題にしていただき、家族にお年寄りや小さ

な子供さんがいらっしゃれば、特に高齢の方で運転に不安がある方は運転しないという

選択肢を考えていただくのをはじめ、子どもさんを含めて家族全員で話題に挙げていた

だき、いかに事故に遭わないようにするかなど、交通安全に対する意識付けをしていた

だきたいと思います。 

何をすればよいのかというと、特別難しいことはなく、車両を運転する方については、

運転の基本である、前を良く見る、左右の安全確認を行う、安全な速度を遵守すること

で、車両としての扱いとなる、自転車を運転される方をはじめ、歩行者の方も基本的な

交通ルールの遵守など、同じようなことが言えます。皆様ひとりひとりが、交通安全意

識を持ち、行動していただければ、焼津市で起きている交通事故の大半を防げることが

できると思います。常に緊張感を持って、前を良く見る、左右の安全確認をするなどの

基本に徹した運転や安全歩行をしてください。 

以上、甚だ急ぎ足ではございますが、交通事故状況、交通事故防止についてお話しを

させていただきました。 焼津警察署といたしましては、７月１１日から１０日間予定

されている「夏の交通安全県民運動」をはじめ、学校等で行われる交通安全教室などの

各種交通安全活動を通じて、広報啓発、交通安全指導等を行い、悲惨な交通事故を１件

でも多く減らすことができますように、みなさんと協働した各種活動を推進してまいり

たいと思いますので、今後のご協力をお願いいたしまして、私のお話しといたしたいと

存じます。ありがとうございました。 

 

 ○中野会長 

  以上、報告が終わりました。質問等がありましたらお願いします。 

 

【質疑】 

 （意見等なし） 
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  ○中野会長 

それでは、以上で議事全てが終了いたしました。長時間のご協議、ありがとうござい

ました。 

 

【閉会】 

 


