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平成２７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２８年２月４日（木）１０時から１１時１５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）２３名 

石田善秋、鈴木浩己、植田敏正、山梨隆夫、岩田一美 

山内道弘、勝谷紀美子、穐山彌生、平田 厚、鈴木潤 

村松晴一、石野直巳、岡本勝広、曾根俊治、吉田達男 

寺田好秀、生駒淑乃、鈴木和江、山下式子、大石訓永 

石田善則、増田孝枝、冨山洋子 

 

（幹事）６名 

山田一博、藁科善彦、露木充、沼野功、青野覚朗 

渋谷和身 

 

（事務局）８名 

宮崎毅（生涯学習部長）、河野義行（社会教育課長）、日下部 充（青

少年教育相談センター主任主査）、紅林和則（青少年教育相談センタ

ー相談員）、加茂謙二（学校教育課指導主事）、山本桂（社会教育課

青少年担当係長）、植村和広（社会教育課青少年担当主査）、北川美

代利（青少年担当） 

         

４ 欠 席 者    西谷昭吾委員、飯塚善久幹事 ２名 

 

５ 次  第 

    (1) 開会 

    (2) 委嘱状伝達 

    (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（焼津警察署） 

・小中学校の状況（小中学校長） 

・高等学校の状況（高等学校長） 

・雇用、就労等の状況（焼津公共職業安定所） 

(4)安心・安全な環境づくり（学校教育課） 

      【協議事項】  

(1)平成28年度の活動方針について（社会教育課） 

     閉会 

６内容 

【会長あいさつ】 

中野会長あいさつ 
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【会議録署名人】村松晴一委員、岡本勝広委員を指名 

 

【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

告と致します。初めに事務局より説明をお願いします。 

 

○日下部教育相談センター主任主査 

（１）街頭補導の実施状況について 

  青少年教育相談センターから昨年４月より１２月までの街頭補導について報告いた

します。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

季の一斉補導を含んだ補導実施状況です。資料１は、街頭補導実施状況（行為別）と

なります。２ページ目の資料２は各小学校地区別の状況となります。街頭補導ですが、

この期間での街頭補導実施回数は３２４回となります。この内、資料２の最下段にあ

りますが、２２４回については青色回転灯による防犯パトロールを兼ねています。実

際にこの期間で、各地区での街頭補導を計画された回数は４０３回でありますが、平

日の夜間でもあり、皆さんお仕事も持っておられる中で、参加・実施できないことも

あります。雨天とか、補導参加人員が２名以下の場合は安全確保のため原則中止とし

ています。従って、雨天による中止が６４回・人員不足が１５回で合計７９回につい

ては中止としています。補導に参加いただいた補導員さんは延べ１，１０７人となっ

ております。補導につきましては、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。補導は、市民の方々に対して、青少年の

非行防止・健全育成に関する意識の高揚を図る効果もあります。資料１ですが、行為

種別の自転車の違反ですが、これはほとんどが高校生の無灯火自転車で１１人に注意

声掛けをしています。数字には表れませんが補導員さんは大人の方にも注意の声掛け

をしています。残念ながらそのまま行ってしまうとの報告をいただくケースもありま

す。また、その他としては、公園・神社・海岸・コンビニの店先などで話し込んでい

たり、ビデオ店やゲームセンター・大型店舗など、巡回中に見かけた子ども達に対し

て、「早く帰宅するように」等の声掛けを行ったもので６２５人となっています。声

掛け措置をした内訳としては、小学生が３３人・中学生１２３人・高校生が４６６人

となっています。なお、その他の学生は６人です。また、有職少年８人にも声掛けし

ています。声掛けを行った人数を昨年度と比較してみますと、全体で２２３人の減と

なっております。街頭補導は、市内児童生徒の下校時及び青少年の非行の防止を図る

ため、非行化の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

ずることを目的としています。声掛けの人数イコール即、青少年の非行化に結びつく

ものではないと思います。補導員さんは、警察とは違い、法的な権限はありませんの

で、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もっ

てあたたかい『声掛け・愛の一声』『がんばってね』や『身体に気をつけてね』とい

った励ましの言葉もかけて街頭補導に当たっています。その活動が声掛け人数という

結果になっているものと思います。巡回のコースには公園・学校施設をはじめ、神社

や大型店舗を含んでいます。公園の公衆トイレなどでの電灯の消し忘れ・集会施設の

窓や出入り口の鍵のかけ忘れなどについても、関係者に適切に連絡してもらっていま

す。補導活動は防犯効果にも繋がっています。なお、資料１街頭補導実施状況（行為

別）と資料２各小学校地区別の状況につきましては、各小・中学校と各自治会に資料
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提供させていただき、市内の青少年を巡る状況をお知らせしています。また、現在の

補導員さんにつきましては平成２７・２８年度で委嘱しているもので任期は平成２９

年５月１５日までとなっています。しかしながら、補導員さんの所属する団体の人事

異動等により、平成２８年度の補導員に変更が生じる場合があるため、変更の有無及

び新補導員の推薦をいただきますよう、市内小中学校・ＰＴＡ・子ども会・高等学

校・自治会と順次お願いしているところですのでご協力をお願いいたします。 

 

○紅林教育相談センター相談員 

（２）教育相談の実績について 

 資料３ページをご覧ください。平成２７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、平成２６

年度５０２回、平成２７年度は５１１回で、前年度比２％の増加となりました。次に相

談方法ですが、電話１２６回、面接１９１回、メール１９４回で、今年度もメールによ

る相談が最も多くなっています。メール相談の増加は、青少年の間でのメールのやり取

りが一般的になっていること、直接話すよりツイッター感覚で気楽に自分の気持ちを訴

える事が出来ることなどが原因としてあげられます。平成２５年度からの相談方法割合

の動向をみると、電話相談が減少傾向にある反面、面接による相談の増加が顕著となっ

ています。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３５８回（前年度比６９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と毎日のようにメールのやり取りをしている２０歳の無職の女性

からのものです。通信制の高校を卒業後、精神的に不安定な状態が続いていましたが、

ようやく職（介護ヘルパー）に就く意欲を持ち始めています。今年度の最も大きな特徴

は、昨年度大幅に増加した（８５回増）「不登校」にかかわる相談が、逆に、今年度は

大幅に減少（１１７回減）したことであります。その大きな要因は、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。しかし、相談者実数においては、

昨年度より２人減少（１８人→１６人）しただけで、実際には「不登校」で悩んでいる

本人及び保護者が大幅に減少したとは言い難いと考えられます。ただし、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。相談センタ

ーに相談にきた母親の話をていねいに受け止め、さらに学校との連携をうまくとること

によって、解決へのプロセスがスムーズにいったケースも少なくありません。 

  また、今年度も「いじめ」にかかわる相談が、１２月までで１件のみ（H25…72、

H26…3）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。次に、問題別相談回数をみると「性格情

緒」が大幅に増加し、相談回数全体の７０％を占めています。その内の約半数が、相談

センターとメールのやりとりをしている「２０歳無職女性」からのものです。また、無

職の成人女性、農業手伝いの成人男性、１９歳の無職少女でほとんどを占めています。

いずれも、職に就けない、あるいは引きこもり等、いわゆる「ニート」の状態であり、

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。その他にも、大学卒業

後就活に失敗し、その後パート等を数回勤めましたが、うまくいかず親からの生活支援

を受けている相談者もいます。また、専門学校卒業後、就職できず自信をなくし、ほと
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んど家に閉じこもっている若者もいます。このような場合、ハローワークや「静岡地域

若者サポートステーション」を紹介していますが、本人の自立に向けては、かなり難し

い状況にあります。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。実際に自閉症の診断を受けている青少年の相談もありますが、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い、友達関係・人間関係がうまく築けな

いなど、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。 

 昨年度、小・中学生の相談が大幅に減少（前年度４０.５％→２０.３％）しましたが、

今年度は、この傾向がさらに進み、小･中学生の相談は、約１５％にまで減少しました。

その一方で、高校生、無職・有職少年、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を占める成人の相

談は、全体の約７０％にまで達しています。おそらく、この傾向は、今後も継続すると

思われ、相談センターといたしましては、そのあり方を検討するとともに、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・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

になっていると考えます。以上で、２７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」焼津警察署管内の状況を焼津警

察署生活安全課長の山田幹事より、説明をお願いします。 

 

○山田幹事 

 （３）焼津警察署管内の青少年の状況 

   焼津警察署管内の青少年の状況について説明します。まず、平成27年中の少年補

導の件数について報告します。焼津警察署での補導件数は444件であり、平成26年と

比べて82件減少しました。補導の種別としては、深夜徘徊、喫煙が大多数を占めて

おります。深夜に出歩くことが頻繁になってくれば、より危険性の高い非行や犯罪

を敢行するようになったり、また、少年自身が犯罪の被害にあうおそれがあります。

喫煙から、飲酒、さらには中毒性が高い薬物へと進行するおそれもあります。少年

を犯罪に走らせない、被害にあわせないための未然防止活動である補導は、大変に

重要であり、引き続き実施していきます。次に、少年の事件検挙の状況について説

明致します。先に説明しますが、少年の検挙・補導とありますが、この補導は14歳

未満の少年を検挙した場合、14歳未満は刑事責任を問えない触法少年となり、検挙

ではなく補導という措置になります。したがって、先ほど説明した、警察や補導員

等に注意される「補導」とは別のものであるとご理解願います。平成27年の少年の

検挙等は、50件であり、前年と比べて微減となっております。少年の検挙の種別と

しては窃盗事件がちょうど全体の半分である25件でした。その内訳で多いものは、

万引き13件、自転車盗3件であり、その2種類で窃盗犯の半分以上を占めています。

万引きや自転車盗は「ゲートウェイ犯罪」ともいわれています。「ゲートウェイ犯

罪」とは、まさしく犯罪への入り口という意味であり、「お金を払うのが面倒」「ゲ

ーム感覚」などの軽い気持ちで犯行に及ぶもののことです。しかしながら、れっき

とした犯罪であり、そこから強盗などの重大な犯罪へと発展するおそれがあります。

昨年の焼津警察署管内における少年事件のうち、逮捕事件は３件ありました。内容

としては酒に酔って、近くにいた人に暴力をふるった傷害事件、自動車を盗み、追

跡中の警察車両にぶつけた窃盗及び公務執行妨害事件、車に放火した事件であり、

いずれも被害が拡大するおそれが高いもの、粗暴性の高いものでありました。 
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   これらの事件を起こした少年については、過去に補導歴があったり、ゲートウェイ

犯罪を起こしていました。ですから、少年犯罪の凶悪化、増加を抑えるためには、非

行に走る前の抑止、つまり補導活動と、非行を起こしてしまった者には、2度と非行

を起こさせないための支援活動が重要なのであります。以上、焼津市の少年問題につ

いて説明しましたが、少年が非行に走った場合や、性犯罪被害、その他諸々の事象に

ぶつかった場合、大人の手助けが必ず必要であります。次代を担う少年を守るために

は、警察、行政、民間、自治会、住民が一体となって取り組んで行かなければ、解決

はできません。 以上で管内の少年の状況についての説明を終わります。 

 

  ○中野会長 

   引き続き、「小・中・高等学校の現状について」の説明をお願いします。 

 

○曾根委員 

 小学校の状況 

市内13の小学校は、本年度の重点目標達成に向け、教育活動を進めています。

その中でも私たち教職員は、児童理解と授業力につながる「聞く力・話す力」を

身に付けるために日々精進しているところです。では、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」「交通事故」の４点で報告いたしま

す。 

１ 不登校児童 

    不登校による欠席30日以上の児童は、18人です。４月から10月までは昨年同時期

より少ない人数でしたが、11月以降に７人も増加し、現在は昨年同時期より１人

上回っています。不登校の主な理由に、子供の「不安など情緒的な混乱」 23%、

「無気力」17%があります。また、保護者の不適切な養育など「家庭環境」の問題

14%が増えてきていることが心配になります。子供たちは、人間関係づくりに不安

を持ち、集団生活に順応することが難しいことからも、各校では、県教委の『人

間関係づくりプログラム』など、構成的グループエンカウンターの手法による演

習を実施し、関わりづくりを学び合い、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、小１サポーターは、教育相談的態度で児童の思いを受

容し、一人一人が集団での存在が実感できる環境を整えているのです。なお、欠

席が29日未満の準不登校児童や保健室や別室登校している児童は、11人です。こ

のような児童が中学校で不登校にならないためにも、関係機関や中学校と連携を

図るなどして組織的対応を進めています。 

   不登校児童ゼロに向け、これからの２ヶ月は進級進学に希望が持てる指導を大切に

しています。 

２ 問題行動 

    問題行動報告が、これまでに30件43人あります。昨年度の同時期の報告が36件74

人ですから、大きく減少しています。問題行動は、粗暴行為の「授業放棄」「暴

言」「暴力」「器物破損」や「不健全娯楽遊び」「家出」が報告される中、「窃盗

（万引き）」が16件24人と全体の半数を占めています。一例ですが、集団万引きを

した低学年を指導する中で子供たちは、「万引きは悪いことだけど欲しかったか

ら」「『万引きしよう』と誘われたから」「盗れそうだったから」などを理由にし

ていました。菓子やおもちゃなどをポケットやバックに入れたり、着ているトレ

ーナーの下に隠したりなど、色々な方法を使って店から持ち出しました。その持
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ち出した品物を秘密の場所へ隠し、菓子の箱は捨てて家に持ち帰らないため、保

護者は分からないでいました。しかし、窃盗を何回も繰り返すまでには、家から

の金銭の持ち出しがあったり、おかしな言動があったりしていたことを見逃して

しまっていたのです。窃盗が児童だけの問題ではなく、保護者の養育態度、姿勢

が大きく影響しているため、その対応が難しく悩んでいます。集団生活の学校で

は、約束を守ること、自分の物と人の物、みんなで使う物を区別する指導を繰り

返し行っています。更に教職員は、常に児童に接し、その言動や持ち物などから

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。 

３ いじめ 

    これまでにいじめと認知した事案が９校で28件あり、その内25件の解消が報告さ

れています。主な内容に、「冷やかし、からかい、悪口」「仲間外れ、無視」があ

りますが、年々減少しています。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が、

ゼロではありません。いじめへの対応は、情報共有と事実確認が重要です。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、児童自らが解決するた

めの手立てに向けて支援することなど、その内容に合わせた取組が大切になりま

す。そのためには、教職員の児童理解力を高めること、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など、丁寧な取組を進めています。このことは、「いじめ防止

対策推進法」から「いじめ防止基本方針」と「いじめ防止対策年間計画」として

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

て、「未然防止」「早期発見」「早期対応」「継続支援」の在り方や計画を具体的に

示しています。なお、いじめの対応に限らず児童理解力は学校教育の基本である

ことから、作成した「いじめ防止基本方針」「いじめ防止対策年間計画」を、この

ような形（例）で教職員が常に手にすることを校長会で定め、実行しているとこ

ろです。 

４ 交通事故 

    学校は、安心で安全な場所でなければなりません。そのために教職員は、安心で

安全な教育環境づくりを保護者や地域のみなさんと一緒につくっています。そし

て、子供たちも安全に対する確かな力を身に付けることへの指導を繰り返してい

るところです。その中で交通事故の発生は、一昨年46件から昨年33件、本年23件

と減少しています。この23件の事故内容を振り返ると、自転車乗車中14件、自宅

に帰ってから14件、原因は飛び出し13件、確認不足2件が主な状況となっています。

幸い命を失うことはありませんでしたが、一歩間違えればどうなっていたかとい

う事故も発生しています。このことから、自転車の左側通行、ヘルメットを必ず

被ってあご紐を締めるなど、自転車乗車中の交通ルールやマナーを確認する安全

教室や自転車免許制を実施しています。また、５年生「こども自転車大会」出場

者が中心となり、自転車の正しい乗り方を呼び掛けるなど、「安全に止まって、安

全確認」の徹底を図っています。なお、警察署員、交通安全指導員、地域の見守

り隊、子供会など、地域での児童への直接指導は、何より子供たちの力になりま

す。ありがとうございます。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もうとします。この素直さを大いに認めると

共に、自ら問題を見つけ、正しい判断（自分にとっても周りに人にとっても幸
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せ）による姿・行動で表す力を育成しています。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。 

 

○岡本委員 

中学校の状況 

平成２７年度市内中学生について，生徒指導上の状況を「不登校」「問題行動」

「いじめ」「ネットトラブル」の４点でお伝えします。中学校の状況ですが、６月の

１回目の協議会で、本年度が始まって２ヶ月の様子を次のようにお伝えしました。 

「平成２６年度の同時期に比べて、不登校は微増、問題行動は半減、いじめの認知件

数は大幅に減少しています。これらのことから、２７年度は、２６年度に比べて落ち

着いたスタートが切れたと言えます。」８ケ月が経過し、現時点の状況について、昨

年末までの集計をもとにお伝えします。 

１ 不登校 

   まず不登校についてですが、年間３０日以上欠席の不登校生徒は、９０人で、昨年

度の８１人に比べて増加しています。９０人の学年別の内訳をみると、１年生が２２

人、２年生が２９人、３年生は３９人で、学年が上がるごとに多くなっていることが

わかります。不登校の主な原因としては、「不安など情緒的な混乱」が４２％で最も

多く、「無気力」が２５％とこの二つの理由で３分の２を占めています。昨年度と比

べて「不安など情緒的な混乱」が大きく増えていることが特徴となっています。また、

外国籍の生徒の不登校が増えていることも特徴です。このような状況に対し、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

との連携、さらに適応指導教室や家庭児童相談室、医療機関等の外部機関との連携な

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。もちろん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すれば大きな進歩です。今後は学校復帰に向けて、

少しずつ働きかけていきたいと考えています。 

２ 問題行動 

   問題行動については、１１２件、１４３人の報告がありました。これは、昨年度の

同時期の１８５件、３０９人に比べて、件数で３９％の減、人数では５４％の減と、

どちらも大幅に減少しています。問題行動の類型としては、「授業放棄・暴言」や

「生徒間暴力」、「器物破損」、「対教師暴力」などの「粗暴行為」が件数で６０％を占

めます。これに「飲酒・喫煙」、「無断外泊」、「家出」が続きます。特定の生徒やグル

ープが繰り返すというここ数年の傾向がさらに強まっています。 

  本年度、問題行動の件数や人数が大幅に減少した最大の要因は、各学校の生徒が落ち

着いており、安定して学校運営がなされていることにあると考えます。これは、各学

校が行事や生徒会活動などで生徒の主体的な活動を大切にし、生徒達の「居場所づく

り」や「絆づくり」を進めてきた成果の現れであると考えています。 

   また、各校による問題行動への早期対応や学校間の連携、関係機関との連携による

効果も要因として挙げられます。たとえば、問題行動に対して関係機関を含めるなど

して早期にケース会議を開き、適切に役割分担がなされることで、抑止効果や事態の

改善につながったというケースも報告されています。 

３ いじめ 

   いじめについては、２７件の認知件数の報告がありました。昨年度の同時期は３１

件でした。また、いじめの解消率は８９％、昨年度の８４％と比べると、こちらも若
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干の改善が見られます。これまでもいじめに対して早期発見・早期対応という丁寧な

取り組みをしてきましたが、昨年度来、各学校の「いじめ防止のための学校基本方

針」をもとに、今まで以上に組織的な取組を強化してきました。また、学級担任だけ

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、複数の職員が手厚く生

徒に関わるケースも増えています。こうした取組の成果が、数字の上にも少しずつ現

れてきていると考えます。 

４ ネットトラブル 

   最後に、ネットトラブルについてです。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。特に、ＬＩＮＥなど

のＳＮＳに端を発する問題は、短時間に多数の生徒に情報が流れるため、ひとたび起

こると、情報の確認や加害生徒への指導、被害生徒へのケアなど、その解決には大変

な労力が必要となります。また、生徒の個人情報とも言える画像データが、スマート

フォンなどを介して簡単にネット上に流れてしまうことにも憂慮しています。焼津市

では、教育委員会と学校が連携し、ネットパトロールの導入と活用、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

しているのが現状です。今後は、生徒や学校だけでなく、保護者や社会を巻き込んだ

取組により、ネットトラブルの未然防止に向けた情報モラルの一層の高揚が必要と考

えます。以上を総括しますと、年度始め２ヶ月だけでなく、８ケ月が経過した時点で

も、年間を通して落ち着いた生活の様子であったと言うことができます。これで中学

校の状況の報告を終わります。ありがとうございました。 

 

○石野委員 

 高等学校の状況 

市内各校において大きな問題はなく、生徒は落ち着いて学校生活を送っている。 

高校におけるこの時期の大きな課題は進路が決定した生徒にいかに緊張感をもたせる

かということ。受験を控えている生徒はいいが、気持ちが緩んだ生徒がいると緊張感

が薄まってしまう。自宅学習期間の交通事故が起きないように注意している。許可を

得て自動車免許を取得した場合は卒業時まで学校で預かる指導をしている。地域社会

に貢献することができる生徒を育てることを目標に活動しているが、ある高校では今

年度は地域住民から５件のお礼の電話があった。（「財布を拾得し、警察に届けた」

「側溝に落ちた女性を助けた」「道に迷った高齢者を目的地まで案内した」「体の不自

由な方が困っていたので家庭に連絡した」「雨の中、側溝に落ちた車のタイヤを取り

だすのを手伝った」）などであります。 

◇問題行動については、生徒指導の事例は減少傾向にある。交通事故は大きなものは

ないが無くならず、各校で苦労している。注意喚起を促しているが当事者意識の低さ

や状況判断の甘さから事故につながっている。街頭指導、交通安全教室の実施、警察

や自動車学校の協力による講話、危険箇所マップの掲示、自転車点検、学年別の時差

登校、毎日のショートホームルームでの注意喚起等の指導の結果、イエローカードに

ついては減少傾向にある。 

◇共通の重点指導事項であるスマートフォン、携帯電話についてはＳＮＳの利用につ

いてのメディアリテラシーの教育が大切である。各校で新入生または全学年を対象に

した講演を行っている。公立校においては県の教育委員会でスクールネットパトロー

ルを実施しており、いじめ問題等の早期発見、早期対応、早期解決等を図るため、学

校非公式サイト、個人プロフィールサイト、ＳＮＳ等における生徒の書き込みについ

て監視調査がされている。市内においてはＳＮＳが原因となる大きな問題は起きてい
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ないが、他地域も含めてＬＩＮEやTwitterでのトラブルは起きている。被害者にも加

害者にもならない指導を継続的に行うことが必要である。 

◇不登校生徒や悩みを持つ高校生や保護者の相談等に対処するためのスクールカウン 

セラー派遣事業が県教育委員会で実施されている。以上高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」焼津公共職業安定所の寺田委員よ

  り説明をお願いします。 

    

○寺田委員 

 雇用、就労等の状況 

  管内の概況を簡潔にご説明します。資料1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。ハローワーク焼津の管轄は、焼津市、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。ハローワークで取り扱っている指標に有効求人倍率がございます。

一人の求職者に対して何人の求人数があるのかを示すのが有効求人倍率です。こ

の表は25年度、26年度の平均と26年11月から27年11月までの各月分を掲載してお

ります。25年度平均は0.69倍、26年度0.88倍と推移しております。27年2月には実

に7年と３ヵ月ぶりに１倍台の1.01倍となりましたが、その後6月～8月には0.7倍

台の数値となりました。 9月以後は 3ヵ月連続で前月より上回り最新の 11月では

0.99倍まで回復してきています。この0.99倍は、前年同月より0.04ポイント上回

り、今年度の最高値となりました。静岡県、全国の11月の倍率をみていただきま

すと、それぞれ1.25倍と同率となっています。しかし、ハローワーク焼津の有効

求人倍率は、上昇してきていると言いましても、ご案内したとおり１倍以下で推

移しています。求職者100人に例えますと99人分の求人数となっていますが、まだ

まだ不十分の数値であると認識しているところでございます。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、2７年11月4,111人で前年同月より2.5％

アップしました。一方、仕事を探すために登録している有効求職者数が、4,147人

で前年同月より2.0％減少しました。 

資料２ページ「２新規求人数の動向の①雇用形態別求人状況」をご覧ください。

月によって求人数の増減がありますが11月の新規求人数は、パートを含めて1,189

人で、前年同月より8.8％減少しました。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、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、

26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２７４、医療・

福祉業２７９、サービス業２５４となり、全体の構成比でみるとほぼ同数で、そ

れぞれ全体の約２０％を占めています。 

資料３ページにあります「求人・求職バランスシート」働く仕事内容の職種別

の表では、職種によっても有効求人倍率はかなり差があります。11月内容の資料

になりますが、一般事務職ですと0.21倍、販売0.70倍、運搬・清掃・包装等の職

業0.41倍となっております。反面、看護師等は 3.19倍、また、求職者も少ないこ

とから保安の職業では１４倍以上の求人があります。 

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、35歳未満の若年者が高くなっています。 

資料４ページ「より良い人材を確保のために 正社員の雇用を考えてみません

か」をご覧くださいこの資料は 資料３ページにあります「求人・求職バランス



H27-028 

10 

 

シート」の職種別の表をセットにして求人開拓に持参する資料の一部です。実は

正社員の求人倍率は、更に低く0.5４倍とより厳しい状態となっております。焼津

所分の厳しい状況資料として事業主に説明しています、このようなことから、当

所では現在、管内の事業所を訪問し求人開拓を実施していますが、以上のことか

ら特に正社員求人の確保に向けてお願いしております。昨年 11月 26～ 30日には

「正社員求人拡大及び正社員転換に係る要請」を焼津商工会議所、大井川商工会

等へ訪問し傘下事業所（約6,000事業所）対して周知要請をお願いしました。その

記載した要請書を焼津商工会議所代表者に手交付状況につきましては、静岡新聞

等にも写真入りで記載されました。また、その後も引き続き事業所への訪問を強

化し求人開拓等に努力しております。 

資料５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27年3月卒をみてみますと求職者7人で7人が全員就職しております。

ここ５年間は１００％就職しております。また、高卒をみてみますと、ここ数年

就職希望者は全員が就職しております。 

資料６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28年3月卒業者の11月末現在の状況ですが就職内定率が９2．4％と前年同月よ

り1．3ポイント増加しています。中学生はこの表にはありませんが、今年1月から

面接を開始したところです。１００％の就職を目指しています。在学中の学生に

対してですが、ハローワークには学生を支援する専門のジョブサポーターがいて、

個別に求人をお願いに行ったり、生徒と個別面談をしたりして「就職をあきらめ

させない」姿勢で支援しています。ハローワーク焼津では昨年、中学生も高校生

も就職率100%でしたので、今年の卒業生も100％の就職を目指して最後まで支援し

ていきます。 

資料７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24年3月卒の内容を見ますと一番上の中学24年3月卒をみてみますと

 1年目44.3％、2年目14.0％、3年目7.0％3年以内合計65.3％が離職しています。

高校卒では3年以内合計で40.0％、短大等卒では1.5％、大学卒では32.3％となっ

ています。3年間辛抱すると定着率が高くなっています。次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。ハローワーク焼津には、日本全国の求人が

閲覧できる求人検索システムが、設置してありますので、自由に求人を見ていた

だき、日本全国の事業所へ紹介することができます。また、窓口でじっくり相談

しながら決める方法もあります。職業相談だけでなく、履歴書、職務経歴書、エ

ントリーシートの書き方を個別指導したり、職員が面接官になっての模擬面接に

よる指導も行っています。新卒者は、専門の窓口で、きめ細かな職業相談を行っ

ております。その他、刑務所等の出所者、外国人及び障害者については、職員の

担当者を決め、同様に個別の職業相談を行っています。また、それ以外にも若者

だけを対象にしている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、事業

主に対してはキャリアアップ助成金等を含めて雇用の理解を勧めております。企

業から求人を出したいという情報がありましたらハローワークへご一報願います。

結びにこの先も、ハローワークの業務につきましては、引き続きご理解・ご協力

をお願いいたします。 
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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」事務局より説明をお願いし

ます。 

    

○加茂学校教育課指導主事 

（４）安心・安全な環境づくり 

   教育委員会学校教育課指導主事の加茂謙二と申します。私から「子どもにとって

の安心安全な環境づくり」について報告申し上げます。資料４の ６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 25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25年は31件、前年度は25

件、本年度は15件の報告があり、前年度以降減少傾向にあります。本年度、大き

く減少した要因は、例年発生件数が多くなる７月から10月の被害を少なくするこ

とができたことによります。 

また、発生時間帯につきましては、本年度、17:00前の被害が半数以下に減少し

ました。また、17:00以降の報告件数につきましては、昨年度と同様にありません

でした。 

次に、２被害の状況についてですが、本年度は、小学生が被害者となる事案が

減少しました。これは、発生時間帯と関係しており、小学生の下校時間にあたる

17:00前の被害が減ったことによります。一方、中学生の被害は全て帰宅後に発生

しております。 

また、被害状況を直接的な被害と間接的な被害に分類すると、本年度は、間接

的な被害数が大きく減少しております。なお、直接的な被害につきましても、す

れ違いざまに体を触られた事案がありましたが、怪我等に至るものは報告されま

せんでした。これらのことから、前年度に引き続き、報告件数や被害状況共に改

善されたと言えます。これは、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成果であると考えられます。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を整備に努めいきたいと考えている

ところです。また、各学校では、下校時に日没時刻を意識することやできるだけ

複数で帰宅すること等の指導を進めると共に、子どもたち自身が自分の安全を守

ることができるよう、危険予知や自己防衛の方法についての指導を引き続きすす

めてまいります。 

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、「情報モラルに関する指導」について、教員の

代表者による委員会を組織して、「９年間を見通した情報モラル教育カリキュラム

（焼津市版）」を作成し、平成25年度から各学校において活用しております。また、

本年度から、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。

５月から12月までに、小中学校を合わせ、942件の報告をいただきました。パトロ

ールの結果から見える市内の状況としましては、ツイッターの使用頻度が高く、
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投稿内容としては画像や実名等の書き込みが多くを占めております。誹謗中傷等

は１％未満となっておりますが、交友関係等が心配される書き込みや写真も報告

されております。各校においては、必要に応じて保護者や関係機関と連携しなが

ら、早期対応に努めております。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18校の小中学校が実施しており、約4300人の児童生徒、

保護者、教職員が受講しております。２月末までには、市内全ての小中学校で実

施される予定となっております。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を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いただいており、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まして、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（保護司会会長） 

焼津警察署からの状況報告についてお聞きしたい。平成27年度中に住居侵入が1

0件程あるがどのようなものか。平成26・27年度も同一人物による犯行なのか。参

考に教えてほしい。 

     

○山田幹事 

   平成26・27年度の犯行については、同一人物ではありません。住居侵入とは盗

み、遊び目的で住居や廃屋などの建造物に不法に侵入するものをいいます。 

  

   ○村松委員（保護司会会長） 

  了解。 

 

○中野会長 

    今後も、各機関・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28年度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。 

         

○山本青少年担当係長 

（１）平成28年度の活動方針について 

    社会教育課青少年担当係長の山本です。よろしくお願いいたします。それでは、平

成28年度の活動方針について説明させていただきます。資料５の７ページをご覧くだ

さい。平成28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
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談センターの相談では「いじめ」や「不登校」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のではと考えます。また、学校においても児童・生徒の

暴力行為、不良・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28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 

   以上で事務局の説明が終わりました。ご意見、ご質問等がございましたらお願いし

ます。 

 

【質疑】なし 

             

 ○中野会長 

   それでは、協議事項「平成28年度の活動方針について」は、原案どおり、お認めい

ただくことでよろしいでしょうか。 

 

（各委員異議なしの声・全員一致、拍手にて承認。） 

 

○中野会長 

それでは、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。 

以上で議事すべてが終了いたしました。 

 

【閉会】 


