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平成２９年度 第１回焼津市青少年問題協議会 会議録  
１ 開催日時  平成２９年６月２７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 

 

       （委員）２０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、鈴木和江、山下式子、山竹葉子、松田光弘 

西谷昭吾、冨山洋子 

（幹事）７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、曽根俊則 

 

（事務局）７名 

村松繁美（生涯学習部長）、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）、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）４名 

齋藤寛之、深田百合子、伏見泰典、中島篤 

        

５ 次  第 

(1) 開会 

(2) 委嘱状伝達 

  (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28年度の取り組みについて 

(1)焼津署管内の青少年の状況 

(2)青少年健全育成の取り組み 

(3)街頭補導の状況、教育相談の状況 

(4)小学校の状況、中学校の状況 

(5)高等学校の状況 

   【協議事項】平成29年度の活動について 

     (1)青少年にとって安心・安全な環境づくり 

①補導活動 

②子ども見守り隊の活動 

(2)情報モラルの指導・啓発 

６ 内  容 

【会長あいさつ】 

中野会長あいさつ 

【副会長選出】 

  渡邉徹委員を副会長に選出、全委員同意し、承認 
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【会議録署名人】 

村松晴一委員、北川清美委員を指名 

 

【議事】 

報告事項 

○中野会長 

報告事項「平成28年度の取り組みについて」を議題とします。 

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。 

 

平成28年度の取り組みについて 

(1)焼津署管内の青少年の状況 

○大石義人幹事 

    まず、焼津警察署管内の犯罪の発生状況について説明します。焼津市内では、平

成28年中793件の犯罪が発生しております。この数字は、乗り物盗や侵入盗などの

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、わ

いせつ事犯などの風俗犯、いわゆる「刑法」で規定される犯罪の総数となります。

平成27年が846件、平成26年が1,034件の発生となりますので、年々犯罪自体が減

少している状況となっております。総数の減少の要因としては、乗り物盗などの

窃盗犯や、住居侵入や器物損壊といった、先程説明した刑法犯以外の犯罪が合計

して53件の減少を見せており、これもひとえに、ここにお集まりの方々の防犯施

策推進の成果と、我々警察への御協力の賜物であると考えております。引き続き、

皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 

次に少年非行の状況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、

基本的に警察から検察を経由しまして、家庭裁判所の決定により保護観察処分や

少年院送致等の保護処分を受けることとなりますが、１４歳未満の少年が法令違

反を犯した場合、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、終局的な措置を児童相談

所へ委ねることとなります。昨年中、静岡県内で検挙、また、触法少年として補

導したこれら少年の総数は、1,105人となり、窃盗犯が607件と半数以上を占めて

おります。窃盗犯うち、万引きが330件、自転車盗やオートバイ盗などの乗り物盗

が145件とその大半を占めています。当署管内におきましては、昨年中29人の少年

を検挙・補導しており、県内の状況と同様、窃盗犯が多数を占めている現状とな

りますが、問題は犯罪の低年齢化でございまして、小学生や中学１年生の触法少

年による犯罪が増加傾向にあり、犯罪予備軍の増加、ひいては治安の悪化が懸念

される状況となります。本年に入りましては、現時点で23人の少年を検挙補導し

ており、実の親に対する傷害事件や恋愛感情のもつれを起因とした傷害事件、い

わゆる人身安全対策関連事件により逮捕者も出ている現状です。また、少年が関

与する性犯罪や、逆に、少年の性搾取にかかる児童買春事件、児童ポルノの製造

事件、淫行条例違反事件など、少年の福祉を害する犯罪も発生している状況でご

ざいまして、当署としても協力は惜しみませんので、ここにお集まりの学校関係

者の方々は、非行防止は勿論のこと、被害防止教育にも積極的に力を注いでいた

だけるようお願いします。私共警察もこれら青少年の問題に全力で対応してまい

りますが、警察活動のみの力では自ずと限界があり、皆様方の御協力が必要不可

欠となります。今後ともよろしくお願いいたします。以上で説明を終わります。 
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○中野会長 

続きまして、平成28年度の青少年健全育成の取り組み、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28年度の取り組みについて 

(2)青少年健全育成の取り組み 

○山本社会教育課青少年担当主幹 

それでは、報告事項。平成２８年度の青少年健全育成の取り組みについて、ご

説明いたします。資料１ページをご覧ください。６月２７日、第１回青少年問題

協議会を開催いたしました。次に、６月２３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。７月

１日から７月３１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１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、７月２２日に市内１０地区で、県内一斉の夏季少年補

導、立ち入り調査を実施いたしました。９月１８日から１１月３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・安全安心なまち

づくり大会」が開催されました。市内全地区で、６,５８４名の方が参加されまし

た。１２月１６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。 

資料２ページをご覧ください。２月９日、第２回青少年問題協議会を開催し、平

成２９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。  
平成28年度の取り組みについて 

(3)街頭補導、教育相談の状況 

○前島青少年担当主査 

資料２をご覧ください。２８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１６４人の皆様に、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。補導員は、大井川地区に２０人、その他の地区に

１６人配置されております。１班４～５人体制で、各地区月４回程度活動しました。

補導の時間帯は平日１９時から２１時までで、活動は声掛けによる補導が中心であ

り、青少年への早期帰宅や無灯火自転車への指導を主に行いました。②一斉補導活

動は、県下一斉少年補導にあわせ、補導員・警察官・警察協助員・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。２８年度の補導実施

回数は３９２回、参加数は１，５１７人、補導人数・声掛け件数は８３９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りますが、２

８年度は前年度より実施回数が３０回少なかったにも関わらず、参加者が９０人増

え、補導員の熱意の高さが伺えます。補導人数が８３９人と聞くと、青少年の非行
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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８２６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」｢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１３人につきましては、高校生の無灯火での自転車運転への注意・指導等

を行ったものでした。以上８３９人の内訳としましては、小学生が４６人・中学生

１５１人・高校生が５６８人、その他の学生は５５人、有職少年１９人でした。昨

年度の補導人数８３９人のうち、大井川地区で２５８人（全体の３０．７％)、焼津

西地区で２４６人(全体の２９．３％)を占めています。大井川地区ではコンビニで

の声掛けが多く、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

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。いずれといたしましても、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６１店舗・玩具店４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５店舗・インターネットカフェ２店

舗・携帯電話販売店１４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。 

 

○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２８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

２８年度６６８回、平成２７年度は６７７回で、前年度と比べ１％減ですが、ここ

数年は若干の減少傾向となっています。相談方法については、電話１７７回 (２

６％)、面接３０５回(４６％)、メール１８４回(２８％)で、面接による相談が最も

多くなっています。ここ数年の相談方法割合(図２)の動向をみると、電話相談が減

少傾向にある反面、面接による相談が増加傾向にあります。また、平成２５年度以

降メール相談の増加傾向が続いていますが、これ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事、直接話すよりツイッターやライン感覚で気軽に気持ち

を訴える事が出来ることなどが原因と考えられます。受理した相談の問題別の状況

(図３)は「性格情緒」が５２９回と平成２８年度と比較し２６回増加し最も多数を

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「２１歳無職女性」からのものです。通信制高校を卒業したものの職には

就けず、精神的に不安定な状態が続いていました。ようやく職に就く意欲を持ち始

め、介護ヘルパーの資格を取得し、本年度当初には、ハローワークを通して、事業

所の面接にも挑戦しています。また、成人女性（無職）と成人男性（農業手伝）か

らの相談が約６３％を占めています。人間関係が上手く築けず、社会的自立が不完

全な状態が続いています。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。本年度に入り、新規相談でも同様の内容があり、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、
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小・中学生の相談が３０回ほど減少した半面、高校生の相談が平成２７年度に比べ

５０回弱増加しました。内容は「学業・進路」に関するものがほとんどでしたが、

非通知設定で男子高校生と思われる「性・異性」に関する相談等がありました。 

  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、昨年度の大きな特徴は平

成２６年度大幅に増加した「不登校」に関わる相談（２０８回）が、平成２７年度

には大幅に減少（１６２回）し、昨年度はさらに減少（９回）したことでした。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３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。実際に自閉症の診断を受けている子供の相談も

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かったり

と、友達関係をうまく築けないことに起因するケースの場合、これらの子供たちや

親への対応の難しさを感じています。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・中学生の相談が大幅に減少する傾向がみられましたが、昨

年度は全相談件数の約１０％にまで減少しました。その一方で、高校生、無職少年、

成人等の相談回数が９０％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が全体の７０％に達しています。この傾向は今年度も

続いており、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いると考えています。以上で、平成２８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28年度の取り組みについて 

(4)小学校の状況 

○曾根委員 

    市内13の小学校は、前年度までの実績を基に本年度の重点目標に向け前進をして

います。子供たちの「付けるべき力」を確実に身に付け、「生きる力」を育むため、

毎時間の授業を大切にしています。授業づくりに拘りを持って精進する中、問題

となる「不登校」「問題行動」「いじめ」「情報モラル」の状況を報告いたします。 

１ 不登校 

     不登校による欠席が30日以上の児童は、平成20年度63人を最高に年々減少して平
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成27年度は28人でしたが、昨年度は42人と増加しました。その要因として、「不

安などの情緒的混乱」が全体の40％、「無気力」が28％を占めています。これま

では、集団生活の人間関係の難しさ、学習や活動における順応挫折など学校に係

る状況がありましたが、保護者や周りの大人の大きな期待に添えない苦しみなど、

家庭教育や家庭環境に係る状況が多く含まれてきています。本年度に入り５月31

日までの不登校児童４人、不登校傾向児童16人です。なお、「病欠」などの理由を

含む長期欠席者は、前年度同時期と比較し27人と多いため注意しています。全て

の児童の自己実現が図れるよう、学級担任及び全教職員が児童の思いを丁寧に受

容すること、まずは無条件に受け止めることを第一に関わっています。また、不

登校予備軍となる児童一人一人への積極的かつ専門的な関わりが急務となってい

ます。ケース検討会議を通して関係諸機関とのつながりを持ったり、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、

県のスクールカウンセラーとの支援会議を定例化したりするなど、学校体制で対

応しています。 

２ 問題行動 

     昨年度の問題行動の件数は、平成27年度と比較し15件多い56件です。問題行動の

内容は、発達の課題を抱える児童の「粗暴行為」「授業放棄」で全体の61％を占め

ています。自分の思いをコントローすることや的確に表現することができずに、

乱暴な言葉、態度、暴力が出てしまうのです。繰り返えされることから、保護者

との教育相談や就学指導を進めていますが、受け止めや理解されるまでには時間

を必要としています。 また、依然として窃盗「万引き」が全体の18％を占めて

います。単独または複数人で繰り返すなど、やり方が巧妙に、大胆になってしま

っていたり、低年齢化の傾向も見られたりしています。万引きが発覚した時には、

親の財布など家からの持ち出し、友だちや上級生との物でつながる人間関係、物

欲への執着、常習化などの問題があります。そして、発生しても、保護者や店舗

からの連絡が学校に入ることはほとんどないため、これ以上の件数があることを

踏まえなければなりません。いずれにしても道徳など心の育成と共に、常に児童

に接して異常の早期発見、共通指導内容の徹底、そして保護者との密なる連携を

大切にしています。本年度はこれまでに「窃盗」など４件の報告がありました。

家庭環境に問題もあるため、他機関と連携した取り組みを進めています。 

３ いじめ 

     いじめの認知件数は、前年度30件から42件の報告がありました。これは、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。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」31件、「軽く叩かれる・蹴られる」18件、「仲間はずれ・無視」５

件などがあります。いじめの背景には、人間関係づくりの希薄さ、自分の思いの

伝え方や受け取り方の未熟さが指摘されています。学校生活に適応しているよう

に見られる児童でも、加害にも被害にも起こり得るということを前提に対応をし

ています。学校は集団生活の場であり、温かな人間関係づくりを第一とする取組

を日々行っています。いじめの絶無に向け、「いじめ防止基本方針」と「年間計

画」を作成し、児童の状況を把握すること、児童の悩みや不安やトラブルを一緒

に考えること、児童自ら解決するための手立てを指導することなど、共通指導体

制で対応しています。しかし、児童の発達上の課題や家庭環境、保護者の養育態

度などの問題が絡み合い、解消が難しい事例を増加しています。前年度の解消率

は93％でしたが、全ての解消に向けた取組を引き続き進めています。本年度は、
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これまでに６件を認知し対応をしています。 

４ 情報モラル 

     スマホなど情報機器の急速な普及に伴い、大人が、そして子供の世界が変化して

いる「情報モラル」の問題です。「ネットいじめ」は、以前は、悪意を持って「学

校裏サイト」なる場で、匿名で誹謗中傷を繰り返しました。今は、悪意ではなく、

誤解がきっかけに発生しています。例えば、Ａ子は、Ｂ子からもらったぬいぐる

みの写真を学級のグループに「かわいくない」と書き込んだことをきっかけに無

視され、不登校になってしまいます。「かわいいでしょう？」というつもりでした

が、「？」を付けなかったため、否定的に書いたと勘違いされてしまったのです。

「ネット情報」は、写真を見たり掲載したりすることから、今は、簡単に動画の

やり取りができます。飲酒、喫煙、窃盗、キスシーン、わいせつ行為、いじめの

動画など、面白おかしく何でも有ります。その場が楽しければ、見てもらえるな

らなど、温かな人間関係づくりを無視するモラルの低下が大きな課題だと考えら

れます。「ネット依存」は、無料通話アプリだけでなく、ゲームや動画再生など、

児童にとって魅力あるものが無限に存在しています。時間を忘れて夢中になって

いる子、親が寝るのを待ってから朝まで視聴したり、ゲームを続けたりしている

子がいます。当然、自己中心の言動になってしまったり、45分間の授業に集中で

きなかったり、中には体調が悪くなり保健室で半日寝ていたりするなどもありま

す。家庭や社会環境が、学校の生活に強く影響を及ぼしてきていることが心配に

なります。以上になります。私たちは、授業や活動を通して子供一人一人に確実

な力を身に付ける努力をしていきますので、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。 

 

平成28年度の取り組みについて 

(4)中学校の状況 

○矢澤委員 

     平成２８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。

２８年度の不登校（不登校による欠席が年間３０日以上）の生徒は９５人で，２

７年度の１０３人と比べて１０％程度減少しましたが，２６年度の９０人，２５

年度の９３人と同程度の人数となっています。学年別に見ると，１年生が１７人，

２年生が４４人，３年生が３４人と，２年生の不登校が目立っています。タイプ

別では，「不安などの情緒的な混乱」が最も多く，全体の約半分を占め，「無気

力」がそれに続きますが，ここ数年はこの傾向が続いています。不登校生徒に対

しては，各学校で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，

外部の適応指導教室やこども相談センター，医療機関等との連携など，外部機関

とも連携してケース会議等を継続的に行いながら，様々な方法で改善に努めてお

り，その結果登校できるようになった生徒もいます。一方，関係機関とのつなが

りがなかなか作れず，改善の兆しが見られない生徒がいることも事実です。これ

らの中には，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関係を築

きながら，関係機関とのつながりを作ることに努力しています。 

    問題行動については，２８年度の報告件数は１７１件で，２７年度の１４１件

と比べてやや増加しましたが，２６年度の２８４件，２５年度の４１９件，２４
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年度の４２８件と比べると大幅に減少し，長期的な視点で見ると減少傾向にある

と言えます。項目ごとに２７年度と比べると，増加が見られるのは対教師暴力

（５件→１０件），生徒間暴力（２８件→５３件），器物破損（９件→１４

件），教師への暴言・威嚇（４件→１０件），深夜徘徊（０件→９件），火遊び

（０件→５件），携帯電話での誹謗等ネットトラブル（４件→８件）等です。倍

増している項目もありますが，実際には特定の生徒が繰り返している傾向があ

り，市内全体としてはたいへん落ち着いた状況にあります。その状況がよく現れ

ているのが，授業放棄（３６件→１０件）や喫煙（１３件→１件）の大幅な減少

であり，また万引き（２件→１件）もかなり少なくなっています。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，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大切です。学校はこのような姿勢を基

本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。問題行動に

ついては，各学校とも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の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。このほか，学校の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ています。次にいじめについて

です。単に早期発見というだけでなく，いじめの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，２８年度のいじめ認知件数は６９件で，２

７年度の３６件，２６年度の３６件，２５年度の４８件に比べて多くの件数があ

りました。これについては，見えにくいいじめをなるべく早く発見しようときめ

細かい努力をしている成果だと捉えています。いじめの発見が遅れることは深刻

な問題につながりますので，早期の発見に努め，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，発見後の組織的でていねいな指導による再発防止の取

組の成果は前年度と比べていじめの解消率がさらに向上した点（９４％→９

８％）にも表れていると思われます。いじめの態様については，６５％が「冷や

かし・からかい・悪口」，次いで２３％が「軽く叩かれる，蹴られる」，「仲間

はずれ・無視」が１７％となっています。また，増加傾向にあり，特に留意すべ

きいじめの態様として，「スマートフォン等の普及やＳＮＳの利用増加」も拍車

をかけている「パソコンや携帯による誹謗・中傷」があります。各学校では問題

が起きた際に，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

報が流れるだけに対応に苦慮しています。未然防止に向けて，ネットパトロール

を活用したり，情報モラル教育の啓発講座を開催したりして学校の対応を強化す

るだけでなく，社会全体の取組も重要になっています。最後に，平成２９年度の

スタートについて報告いたします。５月末までの報告では，２８年度の同時期に

比べ，不登校は３年生のみやや増加し，３４人から３９人，問題行動は２０件か

ら２１件とほぼ同じ，いじめの認知件数は１３件から８件と減少しています。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
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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28年度の取り組みについて 

(5)高等学校の状況 

○古木委員 

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。また、部活動でも焼

津市内の定期戦として野球やサッカーで対抗戦があり、地域の人々も楽しみにし

ている大会なのではないでしょうか。市長さんも野球定期戦では始球式をおこな

っていただいています。高校生たちにとって部活動は大切な活動だと思います。 

現在の高校生は、18歳選挙権制度になり、昨年度は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。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。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。高校生のアルバイトは許可制にして

います。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

る生徒も少しいます。一旦停止無視や並進走行があるようです。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、

交通安全教室の実施や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。また、最近主流のSNS利用の注意には神経を注ぎます。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。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。焼津水産高校は、「漁業・水産業及び水産

物流通の高度化・グローバル化に対応した、我が国の水産業界をリードする専門

的職業人の育成」を目標に、やがては焼津市が第６次総合計画の将来都市像案で

掲げている「世界へ拡げる水産文化都市YAIZU」に貢献できる人材育成のため、創

造的な水産海洋教育を推進しています。 

 

○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） 

 

○中野会長 

それでは、報告事項「平成28年度の取り組みについて」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「平成29年度の活動について」を議題としたします。青少年にとって
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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 

平成29年度の活動について 

(1)青少年にとって安心・安全な環境づくり（補導活動） 

○前島青少年担当主査 

昨年度２月に開催しました、平成２８年度第２回焼津市青少年問題協議会におき

まして、平成２９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２９年度の活

動につきましては、お手元の資料４・資料５をご覧ください。事務局が行う活動ほか、

青少年問題協議会の開催、当協議会の委員や幹事の皆さま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２１日 金曜日の１９時から２１時を予定して

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・焼津警察署地域安全協議会・市職員が参加します。併せて、県条例に

基づき、コンビニ・カラオケボックス・書店など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などより聴取する予定です。また、１２月２２日 金曜日に

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、既に皆様には通知で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日月曜日の午後５時３

０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

びグランリバー大井川店で、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６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・グランリバーはメガネのパリーミキ側の出

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。 
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平成29年度の活動について 

 (2) 青少年にとって安心・安全な環境づくり（子ども見守り隊の活動） 

                    （情報モラルの指導及び啓発） 

○山﨑学校教育課指導主事 

   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７、１１ペ

ージに小学校区、資料８、１２ページに中学校区、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26年度は32件、平成27年度は22件、平成28年度は29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。 

次の資料９、１３ページを御覧ください。これは、５月１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。本年度も、特に交通安全について時間を費やすグループが多く、焼津市通学路交

通安全プログラムに基づく通学路合同点検の結果や本年度の該当箇所について協議さ

れました。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。 

平成29年度 情報モラル教育について 

   引き続き小・中学校における情報モラルの指導・啓発ついて説明させていただきま

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。加えて、本年度より焼津市情報教育推進委員会主催の情報モラル研修を実施し、

情報モラル教育に対する教員の指導力向上を図ってまいります。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

す。昨年度の実績としましては、ネットパトロールで約1600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
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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、資

料10の14ページのとおりです。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】 

 （意見等なし） 

 

○中野会長 

協議事項、平成29年度の活動については、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。 

以上で議事全てが終了いたしました。 

 

【閉会】 

 


