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平成３０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３０年６月２６日（火）午前１０時から午前１１時４５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）２３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、中野道太、村松晴一、古木正

彦、岡本勝広、飯塚秀実、北川清美、三浦徹、鈴木和江、山下式子、

山竹葉子、石野豊、石田善秋、西谷昭吾、冨山洋子 

 

（幹事）７名 

大石義人、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）７名 

中野俊光（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）、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）１名 

永井靖久 

        

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】平成29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】平成30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】 

石村正美委員、三浦徹委員を指名 

 

【議事】 

報告事項 

○中野会長 

報告事項「平成29年度青少年健全育成の取組みについて」を議題とします。 

初めに焼津警察署長に就任された有馬英之署長より挨拶いただき、その後、焼津 

警察署管内の状況について大石幹事より説明をお願いします。 

 

○有馬英之署長ご挨拶 

平成29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 

○大石幹事 

  こんにちは。焼津警察署生活安全課長の大石と申します。今年で焼津警察署勤務も 

２年目となりました。本日はよろしくお願いします。それでは、さっそくですが、

「焼津警察署管内の青少年の状況」について説明させていただきます。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。署長の言葉でもありましたように、

平成29年中、焼津市内では753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28年が793件、平成27年が846件の発生となりますので、年々犯罪自体が

減少している状況です。減少の要因としては、窃盗犯が63件、凶悪犯が8件、粗暴犯

が5件、合計して76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、1,017人となり、

窃盗犯が625件と半数以上を占めております。窃盗犯うち、万引きが356件、自転車盗

やオートバイ盗などの乗り物盗が合計で177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52人の少年を検挙・補導しており、県内の状況と同様、窃盗

犯が半数以上を占めている現状となります。昨年も説明させていただきましたが、問

題は犯罪の低年齢化でございます。平成29年中、14歳未満の触法少年による犯罪が、

52人中19人と半数に迫る勢いでありまして、冒頭で犯罪の減少について触れさせてい

ただきましたが、今後の治安悪化が懸念される状況です。本年に入りましては、現時
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点で10人の少年を検挙補導しており、家族へのＤＶで逮捕者も出ている現状です。ま

た、少年の性搾取にかかる児童ポルノに関する事件、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、非行防止は勿論のこと、青少年に対する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、犯罪の検挙、ひいては抑止についても、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。 

 

○中野会長 

続きまして、平成29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29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 

○山本社会教育課青少年担当主幹 

    事務局、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２９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２９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３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２１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１０日から１月２１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、６,３０６名の方が

参加されました。１２月２２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。

次のページをご覧ください。２月１４日、第２回青少年問題協議会を開催し、平成３

０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。 

 

平成29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 

○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２９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１４

０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
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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、補導員に委嘱する者を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回程度活動しました。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、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。２９年度の補導実施回数は３４７回、参加数は１，３７２人、補導

人数・声掛け件数は９０５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９０５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８９６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９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。９０５人の内訳としましては、小学生が１０８人・中学生１９１人・高

校生が５８０人、その他の学生は２０人、有職少年６人でした。昨年度の補導人数９

０５人のうち、焼津西地区で３２４人(全体の３５．８％)、大井川地区で２７９人

（全体の３０．８％)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６

２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。以上です。 

 

○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２９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

２９年度６３３回、平成２８年度は６６８回で、前年度と比べ５％減ですが、実際

は相談者の相談回数を１日１回とカウントしているため、ここ数年は若干の増加傾

向となっています。相談方法については、電話１５１回(２４％)、面接２６９回(４

２％)、メール２１３回(３４％)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。受理した相談の

問題別の状況(図３)は「性格情緒」が５４４回と相談の８５％を占めています。そ
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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「２２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が、介護ヘルパーの資格を取得し、本年度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

休職し、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

半減するなど減少傾向にあります。一方、平成２７年度から高校生の相談がやや増

加傾向にありますが、内容は「学業・進路」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２８年度同様、平成２６年

度大幅に増加した「不登校」に関わる相談（２０８回）が、大幅に減少し、は１３

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５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。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」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６％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％以上となっています。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

てきていると考えています。以上で、平成２９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。 
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平成29年度青少年健全育成の取組みについて 

(4)小学校の状況 

○飯塚委員 

  平成２９年度市内１３校の小学校について、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、４２件で、２８年度の５６件と比べると、１４件減っ

ています。問題行動の内容は、「生徒間暴力」が 21.4％で一番高く、次に「万引き」

が 16.6％となっています。発達に課題を抱える児童が、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。万引きは、件数にすると、７件でしたが、今は「万引き」をしても、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が

予想されます。また、「万引き」に関しては、友達や上級生と物でつながってる人間関

係、物欲の執着、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

物に気を付けてみることも大事になってくると思われます。少し気になることが、「家

出」の件数が、平成２７、２８年度が１件だったのに対して、２９年度は、４件と過

去５年間で一番高い数値を示していることです。家出の理由は、家庭環境に係るもの

や SNS がらみ（ラインを通じて知り合った友達に会いに行く）等が挙げられます。中

学生や高校生になるにつれ、行動範囲や交友関係は広がってきます。先のことを考え

ると、小学校の段階で数値が上がってきていることが心配です。２８年度は１７件と

多かった「授業放棄・妨害」は、昨年度は０件でした。学校は、授業を核として子ど

もを育てています。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

業を目指しています。学習に集中できない子どもには、教員が個別に声をかけたり、

支援員が横について学習支援を行ったりしています。２８年度には落ち着かなかった

子どもも、２９年度には、前向きに学習に向かう姿勢が見られるようになったことは

うれしいことです。学校では、多くの目と心で子どもの様子を把握するために、支援

員を含めた支援会議を毎週設け、気になる子どもに関しての情報交換を行い、早期に

対応できるような体制をとっています。支援員は個に関わることが多く、支援員から

の情報は子ども理解・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６０人で、２８年度の４５人に

比べて増加しています。２７年度は、２８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。６０人の学年別内訳をみると、１年生４人、2 年生５人、

３年生８人、４年生１１人、５年生１６人、６年生同じく１６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」「家庭

に係る状況」です。特に、「無気力」の理由による欠席は、２８年度は７人でしたが、

２９年度は２０人と増加しています。また、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。不登校の子どもたちは、自己肯

定感が低く、自分に自信をもてない子どもが多いです。継続的に欠席する子には、昼夜

逆転をしている場合が多くみられます。ゲ－ムや SNS を夜中までやり、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状況があります。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
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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－、SSW や市の相談

員、医療機関との連携等、様々な方法で改善に努めています。今後も、子どもたちが、

「学校は楽しい」という思いをもち、登校できるよう、学級担任及び全教職員が子ども

理解に努め、子どもを認め、価値づけ、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 

昨年度のいじめの認知件数は、６６件です。平成２７年度が３０件、２８年度が４３

件ですので、ここ数年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。これからも、小さないじめ、または、いじめに

つながりそうな事実を積極的に認知していくことが大切だと考えます。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」が一番多く、続いて「軽く叩かれ

たり、蹴られる」「ひどく叩かれたり、蹴られる」「嫌なこと、危険なことをされたりや

らされる」「仲間はずれ、無視」等があげられます。「金品の強要」や「パソコンや携帯

での誹謗中傷」は０件です。いじめに関わった子どもたちをみると、人間関係を上手に

築くことができない子、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－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子どもでも被害者にも加

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、子どもの心、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、教職員

の子ども理解を高め、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、丁寧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点について報告しましたが、いずれにしましても、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。 

 

平成29年度青少年健全育成の取組みについて 

(4)中学校の状況 

○岡本委員 

  平成２９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，２９年度の報告件数は１３９件で，２８年度の１７１件と

比べて２割ほど減少しました。２６年度の２８４件，２５年度の４１９件と比べると大

幅に減少し，長期的には減少傾向にあると言えます。項目ごとに２８年度と比べ大きな

増加が見られるのは，「教師への暴言・威嚇」（１０件→１７件）で，これは２７年度

の４件から連続の増加となっています。一方，減少している項目や０件の項目も多く，

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て，同一歩調で本人の指導にあたってき

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。これらは，学校の力だけで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
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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，

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，学校での子どもたちの「絆づくり」や「居場所づくり」に取り組ん

でいます。  
 次に不登校について報告します。２９年度、不登校による欠席が年間３０日以上であ

る不登校生徒は１０４人で，２８年度の９５人と比べて１０％程度増加しましたが，２７

年度は１０３人で，ここ５年間はほぼ横ばいの状況です。学年別に見ると，１年生が３０

人，２年生が２４人，３年生が５０人と，３年生の不登校が目立っています。この数を，

同集団の経年変化で見てみると，１年生は６人，１３人，３０人と増加，２年生は１６

人，１７人，２４人と増加，３年生は２７人，４４人，５０人と増加していることがわか

ります。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

「いじめを除く友人関係」「家庭内の問題」なども原因として大きな割合を占めます。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，

総数としてはなかなか減らないのが現状です。たとえば，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，２９年度のいじめ認知件数は４５件で，２８年

度の６９件から大幅に減少しました。学校では，いじめをなるべく早く発見しようと努力

をしています。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く，早期発見

に努め，さらに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が成果を挙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７１％と大半を占めてい

ます。この他には，「仲間はずれ・無視」「軽く叩かれる，蹴られる」「金品を隠された

り，盗まれる」「いやなこと，危険なことをされたり，やらされる」などが主な内容とな

っています。また，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Ｓ

ＮＳ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，情報モラル教育について授業に組み込んだり、啓発講座を開催したりして学校

の対応を強化しているところですが、それだけでなく，社会全体の取組も重要になってい

ます。最後に，平成３０年度の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，２９年度の同時期に比べ，問題行動は２１件から２４件とやや増加，不登校はや

や減少し３９人から３２人，いじめの認知件数は１３件から１３件の同数となっていま

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
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生の状況についての報告を終わります。  
 

平成29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 

○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。文部科学省からはこの３月に新学習指導要領の告示

もあり、高校教育は現 1 年生からは大学入学共通テストの実施に向けての対応やアクテ

ィブラーニング等の新しい授業展開の工夫などを通して、未知なる状況に対応できる主

体的かつ協働的に取組むことのできる人材の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４月からでは、各高校 10 枚程度になっています。「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。交通事故は４校合

わせて 14 件にのぼっています。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高めなければなりません。

各高校でそれぞれの規定を定めていると思います。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。 

 

○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】 

  ○深田委員 

子ども達にSNS問題が蔓延している。市や各関係機関などで連携して対処する必要が

ある。各関係機関は連携しているのか。 

 

  ○大石相談員 

  SNS問題等、相談者の相談内容により各関係機関の紹介をしている。デリケートな部
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分もあるので内容により各関係機関個々の対応としている。 

 

  ○中野会長 

今後、SNS問題については、市、各関係機関などで検討していきましょう。 

他ご意見等ございますか。 

 

（意見等なし） 

 

○中野会長 

それでは、報告事項「平成29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「平成30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 

平成30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（補導活動） 

○穐山社会教育課青少年担当主査 

昨年度２月に開催しました、平成２９年度第２回焼津市青少年問題協議会におきま

して、平成３０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むため、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３０年度の活動につ

きましては、お手元の資料４・資料５（Ｐ７・８）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２０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などより聴取

する予定です。また、１２月１９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
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ます。実施日は、７月４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コンボ・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（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。 

 

平成30年度青少年健全育成の活動について 

 (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 

  平成30年度焼津市「子ども見守り隊」の取組 

教育委員会学校教育課指導主事の山﨑健史です。私から、子ども見守り隊の活動につい

て説明させていただきます。資料の 11 ページに小学校区の、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 27 年度は 22 件、平成 28 年度は 29 件、平成 29 年度は 33 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９を御覧ください。これは、５月２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
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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 30 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。更に、昨年度

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 2000 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 10 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30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、最近、交通事故などいたましい事件が発生しています。 

  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） 

 ○井上交通課長 

皆さんこんにちは。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。 



 

H30-04 

 

13 

 

   皆様には、平素から交通安全に関する各種活動にわたり、御理解、御協力を賜り、厚

くお礼申し上げます。私の方からは、県内や焼津市内の交通事故の状況や、交通事故防

止に関してお話し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

についてお話しさせていただきます。事故件数は13373件、負傷者17362人でした。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お話しさせていただきます。

事故件数は476件、負傷者616人でした。これは、昨年同期と比べ事故件数、傷者数とも

に約10％減少しておりまして、県下の減少率5.8％からするとより高い減少率でありま

す。しかしながら、死者については、４月中旬から６月にかけての約２か月の短い間に、

６件６人の交通死亡事故が連続発生し、最近においては６月11日未明に歩行者が乗用車

にはねられる交通死亡事故、６月12日未明には自転車が水路に転落する交通死亡事故が

発生しております。これにより、今回３回目となる交通死亡事故多発警報が、今月18日

の月曜日から27日の水曜日まで発令されている状況にあります。４月から６月までの約

２ヶ月間という短い期間に交通事故多発警報が３回も発令されるのは、県下的にも非常

に異例なことであります。また、県下の交通事故の類型をみてみますと、１位は追突事

故、２位は出会い頭事故の順での事故類型になります。しかし、焼津市内は交差点事故

が１位、追突事故が２位という順番で、県下と異なる状況にあります。焼津市内の特徴

として、他の地区と比べて、山あいが少なく平坦な道が多い、まんべんなく道路が繋が

っているということで、おのずと交差点が多くなり、事故も多くなるものと推測されま

す。国道などの広い道もありますが、狭く見とおしが悪い道路での交通事故も多く見受

けられることから、どうか関係の皆様にあっては、広く見とおしの良い道路をお使いい

ただくことをお勧めするものであります。いずれにしても、現時点、計上されているも

ので本日までの死者６人は、前年対比プラス３人ということになり、市内はまさに危機

的な状況であることは間違いないもので、関係者の皆様には、交通安全に対して一層注

意喚起をして頂きたいと思います。また、これら死亡事故のうち自転車の関連するもの

が４件になります。一時停止場所、交差点付近、道路横断時、道路走行中など、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、自転車の当事者が起因する人身事故も散見されます。当署管内ではあり

ませんが、自転車が歩行者を撥ねるひき逃げ事件、また死亡事故を起こしている事例も

あります。ですから、自動車を運転する方々はもちろん、自転車を使う学生さんにあっ

ても、交通事故に遭わないように、特に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、自転車にしても、車両を運転する際の基本中

の基本である、前方はもとより、左右をよく確認して運転していただきたいのでありま

す。また、学校においてはもちろん、家庭においても、市内の交通事故多発の危機的な

状況について話題をあげていただき、お年寄りから子供さんまで、交通安全に対する意

識付けをしていただきたいのであります。焼津警察署といたしましては、今後予定され

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、よろしくご協力をお願いしたいと存じます。 

交通事故というものは、運転中のスマホ、信号無視、自転車においては傘さし運転な

ど、交通違反を伴うもののほか、ちょっとした過失でも起こるものです。それまで安全

に運転していたものが、わき見をしたり、安全確認を怠ったりなど、ほんの２秒、３秒

の油断によって事故が起きるものですので、車両の大小を問わず、運転するときは常に

緊張感を持って、前を良く見る、左右の安全確認をしていただくのはもちろん、歩行者

の方も周囲の安全を確認するなどの基本に徹した運転、あるいは歩行をしていただきた
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いと存じます。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、引き続き、交通事

故のない安全安心な街づくりを推進していきますので、皆様のご協力を賜りますことを

祈念して、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、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） 

 

  ○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】 

 

 

 


