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令和元年度 第２回焼津市青少年問題協議会 会議録 
 
１ 開催日時  令和２年２月６日（木）午前１０時から午前１１時４０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）２０名 

鈴木浩己、有馬英之、佐藤美代志、薮内重樹、吉田信雄、丸山千里、

鈴木春子、渡邉徹、伊東陽介、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、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（教育委員会事務局長）見崎孝之（社会教育課長） 

山﨑健史（学校教育課指導主事）、大石哲郎（青少年教育相談センタ

ー相談員）、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）前島勇介（社会教育課青少年担当主査） 

 

       （その他） １名 

井上焼津警察署交通課長 

         

４ 欠 席 者  （委 員）４名、村松幸昌、鶴町憲一、山中敬弘、西谷昭吾 

               

５ 次  第 

(1) 開会 

(2) 委嘱状交付（任期途中交代委員） 

  (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  （社会教育課） 

(2) 教育相談の実績について      （青少年教育相談センター） 

(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） 

小学校の状況、中学校の状況、高等学校の状況（小・中・高代表校長） 

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) 令和２年度青少年健全育成の活動方針について （社会教育課） 

 

６ そ の 他 最近の交通事故などの状況について       （焼津警察署） 
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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】 

柴山明範委員、石田江利子委員を指名 

 

【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

街頭補導の実施状況について報告させていただきます。まず初めに、補導員の活動につ

いて説明させていただきます。焼津市では、自治会や子ども会、ＰＴＡ、小中学校から

それぞれ推薦をいただきました計１４０人を『焼津市青少年教育相談センター補導員』

として委嘱し、活動しております。市内１０地区に分かれ、各地区、月に３回から４回、

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、非行を未然に防止するための思いやりのある温かな声掛けなどの

活動を実施しております。補導員といっても、警察とは違い、法的な権限はありません。

地域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することを心掛けております。巡回や声掛けのほか、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、地域防犯の向上に繋げております。次に今

年度の活動状況について説明いたします。資料１の１ページをご覧ください。昨年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

報告いたします。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

に行った街頭補導の実施回数は２４２回、参加した補導員は延べ１，００３人でした。

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ですが、青少年による喫煙が２

件、自転車の違反が８件でした。いずれのケースも、その場で補導員が注意の声掛けを

行っています。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に対し声

掛けをした件数です。街頭補導パトロール中、公園やコンビニなどで見かけた青少年に

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

を行ったものが７４７件でした。以上７５７件の行為種別の学職別の内訳は、小学生が

６６人。これはほとんどのケースで親が同伴しているものでした。中学生１５８人、高

校生が４８３人、その他の学生は４１人、有職少年は９人でした。なお、これらの声掛

け件数は、平成２９年度同時期は７４５件、昨年度は６８６件、今年度は７５７件で、

昨年度と比較し増加となっております。しかし、これは青少年へのあたたかい見守りの

声掛けも含んでいるため、件数の増加イコール非行が増加しているというわけではあり

ません。むしろ補導員の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し

ているものと認識しております。 

 資料２の２ページをご覧ください。こちらは小学校区別の活動内訳となっております。

１２月までの補導人数７５７人のうち、焼津西小地区で２７１人(全体の３５．７％)、

大井川地区で１８５人（全体の２４．４％)、を占めています。焼津西小地区では大村
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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す。焼津西小地区

のバスケットコートには、市内だけではなく、藤枝市からやってくる青少年も多数いる

との報告を受けています。ただし、集まっている青少年は、補導員の声掛けにも素直に

耳を傾けてくれており、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。２４２回の街頭補導の内、２１５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（じょうせい）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実施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の３ページをご覧ください。令和元年度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２１０回で、

平成３０年度の４８９回と比べると大幅に減少しました。これはこれまで長年にわたり本

センターに毎日のように面談に来ていた農業手伝いの成人男性が、4 月当初より突然来室

が途絶えたことが主な原因となっています。このことによって相談方法も、電話１０８

回、５１％）面接２１回（２１％）、メール８１回（３９％）で、電話相談の占める割合

が最も多くなっています。またメール相談の占める割合もこれまでに比べると大幅に下が

っています。これも毎日のようにメールを送ってきていた２４歳の無職成人女性が５月の

連休明けから体調を崩し、入退院を繰り返すようになり相談回数が大幅に減っています。

このメールによる相談は昨年度より、利用者が一般化している LINE や SNS の相談方法導

入を検討しましたが、LINE 相談の簡略的な内容や SNS の秘匿性に向かないことなどから

現段階では本センターへの導入を見合わせることといたしました。受理した相談の問題別

の相談回数では「性格情緒」が１４９回と全相談回数の７０％を占めています。その内の

約８０％が、先ほど紹介したメール相談を継続している２４歳の無職女性と、２０代後半

から母親の死がきっかけで精神的に不安定になり、引きこもり状態になり「心の医療セン

ター」に通院中の４７歳無職女性からの電話相談で占めています。「不登校」にかかわる

相談は昨年度とほぼ同数の２２回でした。平成２６年度に比べると大幅に減少（１３０回

ほど減）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。次に多い「性・異性」に関する相談は昨年から継続している１９歳少年

と高校生によるもので、男性相談員には無言、女性相談員には喋りはじめるが続かず一方

的に切ってしまったり、無言のまま切ってしまったりする状態が続いています。また、今

年度も「いじめ」にかかわる相談が、１２月までに１回のみと大幅に減少していますが、

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。３、４、５、につい

て、傾向は昨年度と大きな変化はありませんので、お読み取りください。「相談活動のま

とめとして」二つの点を紹介します。一つ目は、それぞれの問題別に区分しているが、そ

れぞれの相談内容の根底に「発達障害」という共通した問題が感じられることが多くなっ

てきていることです。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
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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。二つ目は小中高生に関する相談に関して、ほとんどが母親

の相談であり、それらの母親の教育力の低下を強く感じることです。それは、相談の主な

内容が子供に対し、母親の一方的な要求や問題に対する「対処療法的な内容や処置を求め

ること」がほとんどで、子供と接し、向き合う中で解決方法を模索することが少なくなっ

ているようです。そのため母親一人が不安定となって、疲れてしまっている事案が多いよ

うに思います。子供の気持ちを理解し、子供の持っている「良さ」を認め、励ましあいな

がら、小さい課題から一つずつ解決していこうとするような姿勢が少ないと感じていま

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です。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。あくまで暫定値となりますが、令和元年中の静岡県内の

刑法犯認知件数は1万7,000件代後半の見込みであり、昨年の1万9,660件と比べ、1,500件

以上の減少が期待されるところであります。焼津市内の刑法犯認知件数については、平成

29年が753件、平成30年が671件、令和元年については暫定値となりますが、604件と、

年々減少しています。本日お集まりの皆様方にも、さらなる犯罪抑止に向け、防犯活動に

ついて引き続きご理解とご協力をお願いいたします。それでは、「焼津警察署管内の青少

年の状況」ということで、管内の少年事件の現状について説明をさせていただきます。令

和元年中、焼津警察署管内では26人の少年を検挙・補導しており、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、有職少年を5

人、無職少年を2人、高校生を11人、中学生を3人、小学生を5人、罪種別にみると、「窃盗

事件」で18人、「占有離脱物横領事件」で1人、「その他の事件」で7人を検挙・補導してい

ます。その他事件の7人の内訳としては、「強制性交等、建造物侵入事件」で1人、「不正ア

クセスに関する法律違反事件」で1人、「軽犯罪法違反事件」で2人、「銃刀法違反事件」で

1人、「県条例違反事件」で2人を検挙・補導しています。少年事件全体の総数は全国・県

内ともに減少傾向にありますが、14歳未満の触法少年の補導人数は増加傾向にあります。

当署管内では、平成28年は9人、平成29年は12人、平成30年は9人、令和元年は5人の触法

少年を補導しており、これらの数字以外にも取り扱い事案は多く、当署としても犯罪の低

年齢化をまさに実感しているところであります。「喫煙」や「深夜はいかい」などの少年

の不良行為については、昨年の259件に比べ令和元年は361件と、100件以上の増加を見せ

ており、その中でも「喫煙」や、素行不良者等と交友を蜜にする「不良交友」が増加傾向

にあると言えます。本日お集まりの学校関係者の皆様方は、学校内の諸問題のみならず、

これら非行問題等についても頭を悩まされていることかと思いますが、我々警察や保護者

と連携し、少年の将来を見据えたきめ細やかな指導をお願いいたします。また、令和元年
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中は、中高生の非行集団による連続窃盗事件や、高齢者からキャッシュカードを窃取した

特殊詐欺類似窃盗事件等の悪質な事件、家出少年を連れ回した深夜同行事件や児童買春等

少年の性を食い物にする悪質な福祉犯罪も発生しているところであり、これらを検挙し、

少年の将来に暗い影を落とす重大事案を未然に防止するためにも、今後とも警察と関係機

関との連携がますます重要視されると考えております。私共警察もこれら少年非行の問題

に全力で対応してまいりますが、警察活動のみ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。当署においても、小学生から大学生までを対象とした「薬学講

座」や、新中学生を対象とした「すくすくスクラム」など、非行防止教室の開催を行って

おりますが、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 

○諸星委員 

令和元年度４月から１２月までの市内１３の小学校について、「問題行動」「不登校」

「いじめ」の状況をお伝えいたします。最初に資料の訂正をお願いします。小学校の令和

元年度「問題行動件数」が80件となっておりますが、97件に訂正をお願いいたします。申

しわけありません。 

 １ 問題行動 

 まず、問題行動については97件、延べ160人となっております。これは昨年度同時期の

60件、延べ90人に比べ増加しており、29年度の32件から毎年増加傾向にあります。 

中でも「生徒間暴力」は、昨年度11件22人に対して、本年度は19件32人、また「器物破

損」は、昨年度5件5人に対して本年度は14件23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、自分の思いをどの場面でどう表現したらよいのか判断するこ

とができず、乱暴な行動に出てしまい、友達とトラブルを起こしたり、物に当たったりす

る傾向が見られます。また、「生徒間暴力」や「器物破損」をする児童には次のような傾

向が見られます。①授業内容の理解が困難で、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。③自己肯定感、自己有用感が低く、自暴自棄になる。これらの解決

に向け学校では、全教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でいます。一人一人の児童が自

分のよさを自覚し、「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、授業ではユニバー

サルデザインの視点に基づいた学習環境整備に配慮しています。しかし、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。そのような場合には、支援員が児童に寄り添い学習支援を行っています。支

援員の存在はこうした児童にとって大変大きなものです。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、

個々の児童の様子をしっかりと把握し、気になる行動を早期に発見することや、児童が自

分で考えたり判断したりする経験を意図的に設定するなど、立ち止まって考え、判断でき

る力を伸ばすことに努めていきます。また、一人一人がわかる授業、学習意欲が高まり主

体的に学ぶ楽しい授業をめざしたいと考えます。 
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２ 不登校 

欠席30日以上の不登校児童は66人です。昨年度の56人に比べ10人増加しています。平成

29年度の同時期は43人、平成28年度は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。66人の学年別内訳をみますと、1年生4人、2年生4人、3年生10人、

4年生13人、5年生16人、6年生19人と、ほぼ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ものは、家庭生活の環境の急激な変化、親子関係をめぐる

問題等「家庭に係る状況」となっています。これらが理由で欠席が続いている児童は、生

活リズムが崩れ生活が夜型となり、朝起きることが難しく、ますます登校が困難になると

いう悪循環に陥っている傾向が見られます。 

次に多い要因としては、「無気力」「不安」などの傾向があげられます。集団生活での人

間関係を築くことや自分を表現することを苦手としたり、劣等感を抱いていたり、保護者

や周りの期待に添えない悩みを持ったりするなど、ここでもやはり自己肯定感の低さが起

因していると考えられます。学校では、電話連絡や家庭訪問等、家庭との連携や、教室に

なかなか足が向かない児童のための保健室、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や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築けなかったり、家庭訪問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、今一度校内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深める

など、組織対応に努めていきます。 

３ いじめ 

いじめと認知した事案は11校73件あり、解消に向けて各学校でていねいに対応していま

す。昨年度同時期のいじめ認知件数は55件、一昨年度は57件です。昨年度、一昨年度に比

べ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、学校でていねい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「冷やかしやからかい、悪口」が最も多く、続いて「軽くぶつかられた

り、叩かれたり蹴られたりする」があげられます。いじめに関わった児童をみると、コミ

ュニケーションをとることが苦手で、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、友だちを独占したいという気持ちが強い、気持ちをコントロールする

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。各校では、いじめはどこでも、誰にでも起こりうるという認識を

持ち、児童の心や行動をきちんと捉え、「未然防止」「早期発見」に努めております。例え

ば、支え合い認め合う温かな学級づくりに努めること、教職員が児童の変化に気づく目を

養うこと、定期的に児童にアンケート調査を行うこと、児童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など、様々な対応を図ってい

ます。一方で、トラブルが起こったとき、小さなことでも教師や保護者など大人が介入し

すぎることで、児童自身のトラブルを解決する力や困難をたくましく乗り越えていく力を

奪っていないかという懸念があります。児童自らが解決できるように見守り、そっと支え

てあげる指導も重要です。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、いじめの「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

告いたしました。今後も、組織的でていねい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。 



 

H31-36 

7 

 

中学校の状況について 

○矢澤委員 

令和元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３

２人から３９人、いじめの認知件数は１３件から５件に減少」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、１１３件の報告がありました。これは、昨年度同時期の１

２２件に比べて減っています。平成２６年度までは４００件以上であったことを考えると、

かなり大きな減少で、市内全体は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３７件・４４人と最も多く、生徒間暴力が２５件・４３人と続いており、粗

暴行為で過半数を占めています。特に、些細なことからイライラして授業を欠席したり、

友人に暴力を振るったりするケースが目立ちます。そのほか、携帯電話に関連した問題が

１７件とやや増加傾向が見られ、注意が必要と考えられます。一方で、万引きや自転車盗、

器物破損、飲酒などは減少しています。特に、窃盗や飲酒、喫煙、不健全娯楽などは０件

となっています。問題行動への対応については、各学校とも生徒に自己肯定感や自尊感情

を育み、未然防止に向けた取組に力を入れています。例えば、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、生徒が自ら考え解決していく問題解決的

な授業を実践したりしています。また、問題行動が発生しにくい環境づくりのために、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計画したり、対話を重

視した学習活動を行ったりして、学校での「絆づくり」や「居場所づくり」にも取り組ん

でいます。これらの取組は着実に成果を上げており、問題行動の減少につながっています。

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の下、

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、小学校とも連携し

て相談体制を整え、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。

しかし、なかなか理解を得られない家庭があったり、家庭環境や親子関係、虐待・ネグレ

クトなどの問題が加わり、深刻な事態に至るケースがあったりします。問題行動は学校の

力だけでは解決できないものが多くなっています。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、長期的な視点をもって改善に努めています。さらに、ＳＮＳなどのインター

ネットに関係した、いじめや生徒間のトラブルが増加している課題に対しては、焼津市教

育委員会と学校が連携したネットパトロールを活用し、各校での個別の対応につなげてい

ます。しかし、根絶は難しく、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の啓発、情報に関する授業の実施などによる情報モラルの高揚に取

り組んでいます。また、ネット依存症に関する調査や分析を外部に依頼し、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１３７人で、昨

年度の９３人に比べて増加しています。ここ数年は横ばいでしたが、本年度の増加は大き

いと言えます。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１５人から３４

人、２年生が中１時の２５人から４４人、３年生が中２時の３８人から５９人と、小学校

での大幅な増加と連動するように各学年とも増加していることがわかります。このような

傾向は志太地区全体で見られます。不登校の主な理由として、本人に関することでは、

「無気力」が最も多く４５％、次いで「不安の傾向」が３１％となっています。学校・家
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庭に関することでは、「家庭の生活環境の問題」が３分の２を占め、「友人関係」と「学

業不振」がそれぞれ１割強となっています。この傾向はここ数年変わっていません。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、相談室や保健室の活用、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

合わせた方法を工夫し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という課題もあり、家庭への丁寧な働きかけを行い、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、昨年度と同数の５５件の認知報告がありました。学校ではいじめの

積極的な認知に取り組んでおり、早期発見と解消率向上を目指しています。５５件のうち、

４分の３の４０件については一定以上の解消がなされ、残りについても解消に向けて継続

して取り組んでおり、学年が上がるにしたがい認知件数も少なくなっています。 いじめ

のタイプで最も多いのは、「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、７１％を占めています。次に、「パソコンや携帯での誹謗中傷」と「ぶつかられ

たり、叩かれたり、蹴られたりする」でそれぞれ約１５％となっています。各校では、道

徳や学級活動を始め、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、組織的でていねいな再発防止の取組に力を入れたりしています。いじめの発見が

遅れることは深刻な問題につながりますので、きめ細かい努力によって見えにくいいじめ

をなるべく早く発見し、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

談員などと連携し、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、ネットに関

するトラブルも含めて、小さないじめも見逃さず認知し、解消率を高められるよう取り組

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 

○小関委員 

１ 概況 

 年度後半についても市内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。

本校生徒での一例をあげれば豊田地区の「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。

３月に開催予定の地域の方々が企画実行するイベントに複数校の吹奏楽部やボランティア

が参加させていただく、こうした事業への参加は、単に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 

 高大接続改革に係る大学入試の変更に関して、英語4技能民間検定等の活用が11月に、

英語数学の記述式問題の出題が12月に見送られることが発表され大きな話題となった。生

徒、保護者への連絡や説明に急を要し、少なからず動揺があり各高校が今後の指導プラン
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を再検討している。12月3日（火）の第3回志太・榛原地区の生徒指導研究協議会において

は「各高校の校則や生徒指導における問題点」をテーマに協議がなされた。「校則の開示

請求」を背景に、時代と社会通念に照らした改善等が進められている。一方では、県事業

「スクールロイヤー活用制度」についても相談案件も全県下ではそれなりに出ているとい

うことで「生徒指導の基準や在り方」についての協議や改善、説明、さらには理解と協力

を促していく必要性がさらに増している実態がある。 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が、情報交換においては、発生した生徒指導事例が紹介され各

高校の指導の参考とされた。「無断アルバイト」「深夜徘徊」「答案改ざん」等の指導事例

が報告された。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。事故原因

は相変わらず、「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。「学校評価制度」に基づいた本校における評価アンケートのうち、生

徒・保護者の評価を資料として提示するので参照していただきたい。 

 

○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 

○柴山委員 

焼津公共職業安定所（愛称：ハローワーク焼津）の柴山と申します。日頃よりハローワ 

ークの業務に関し、御理解、御協力を賜り、感謝申し上げます。さて、ハローワーク焼津

管内の最近の雇用情勢についてご説明します。資料６、９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、

有効求人倍率でございますが、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。この表は平成29年度、平成30年度の平均と平成30年11月から令和元年11月

までの各月分を掲載しております。平成29年度平均は1.18倍、30年度1.36倍となっており

ます。平成28年12月以降は１倍台を回復しておりまして、令和元年１１月は1.32倍で前年

同月より0.09ポイント低下しておりますが、依然として１倍台を維持しており、高い水準

となっております。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ている有効求人数は、令和元年11月

現在5,031人で前年同月より5.7％減少しました。一方、仕事を探すために登録している有

効求職者数が、3,818人で前年同月より1.2％増加しました。有効求人が減少し、有効求職

が増加しており、有効求人倍率としては低下傾向を示しております。この傾向は、静岡県

や全国も同様ですが、一方で引き続き人手不足感は継続しております。 

１０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令和元年11月の新規求人数は、1,549人で、前年同月より

14.5％減少しました。1,549人のうち約７割がフルタイム、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、求人の多い上位ベスト３の産業は、製造業、医療・福祉業、サービス

業となっており、求人数全体の約6割を占めています。 

１１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。

令和元年11月の新規求職者数は691人で前年同月より1.2%増加となりました。また、下

の「②離職理由別新規求職状況」を見ていただきますと、特徴的なことは在職者が約３

割いるということです。 
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１２ページにあります「求人・求職バランスシート」ですが、上段の常用をご覧くださ

い。職種によって有効求人倍率にかなり差があります。令和元年11月内容になりますが、

Ｆ保安の職業で15.00倍、Ｊ建設・採掘は7.95倍、Ｉ輸送・機械は3.20倍、Ｅサービス

（福祉関係）2.21倍といわゆる、人手不足分野と言われている職種となっており、ハロー

ワーク焼津では、「人材確保支援コーナー」を設置して求人者からの相談に対応しており

ます。 

１３ページをご覧ください。「中学校・高等学校 求人・求職・就職の状況」として

「過去５年度分の関係資料」となります。中学の平成31年3月卒を見てみますと求職者数

６人で全員が就職しております。また、高校について同じく平成31年3月卒を見ますと求

職者数528人で全員が就職することができました。平成29年3月卒以降就職希望者は全員が

就職しております。 

１４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。令和元年度

（令和２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91.2％と前年同月よ

り3.1ポイント減少しております。求人倍率は2.75倍となり、前年同月と比べ0.26ポイン

ト増加しており、過去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月から応募書類の受付及び採用選考が開始されたところです。 

１５ページをご覧ください。若者への支援を含むすべての「求職者」及び「求人者」に

対し、２０２０年１月６日から、ハローワークのサービスを充実させていただきました。

具体的には、「変更その１」にあります、厚生労働省で開催しておりますサイトで「ハロ

ーワークインターネットサービス」というハローワークの求人情報を検索・閲覧でききる

ウエブサイトをリニューアルし、「スマートフォン」や「タブレット」の端末画面に最適

化されるため、いつでも、どこでも、快適にご覧いただけるようになります。「変更その

２」ハローワークインターネット上に「マイページ」を開設できるようになり、「求職者

マイページ」では、お気に入りの求人や求人検索条件の保存が可能になります。また、

「求人者マイページ」では、オンラインにて、求人申し込みやハローワークへの採用不採

用の連絡などのサービスがご利用できるようになります。「変更その３」求人票を一新し、

求人票の情報量を増やすことで、仕事を探されている方が、希望される企業等の求人情報

をより多く知ることができるようになり、豊富な情報を元に、職業相談や職業紹介を行い

ます。また、平成30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。その事業計画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の開催、学生への就職支援に関するイ

ベント、制度等の情報発信、就労に悩む若者に対し関係機関との情報共有を行っておりま

す。 

 

○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１６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 29 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 29 年は 27 件、平成 30 年度は 32 件、本年
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度は 20 件の報告があり、本年度は大きく減少しています。月別に見ると、10 月、11 月の

発生件数が昨年度と比べて大きく減少しました。また、発生時間帯につきましては、帰宅

後の報告件数が減少しました。 

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

本年度も、学校に対して「見守り隊との連携をすることと、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。また、本年度９月に「子供の安全確保

のための警察・学校連絡協議会」を開催し、小学校と警察で下校時刻や行事の日程を共有

し、警察官が子どもの下校時刻に合わせた巡回をしてくださることになりました。警察官

による巡回の効果として、本年度 10 月以降の不審者情報の減少があると考えられます。

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」に努めていきます。続いて、「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 11 月ま

でに、小中学校を合わせ、1209 件の報告がありました。これは、昨年度とほぼ同じ件数

です。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、インスタグラムを利用する子供が増加しています。

ネット利用を一因としたトラブルとしては、深夜までネットゲームの利用することで昼夜

逆転をして不登校が深刻となるケース、SNS 上のトラブルがいじめに発展するケース、ネ

ットで出会った人に会いに行くなどにより家出をするケースなど、様々な表れがあります。

各校ではネットを一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 月までに市内全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

協力して対応していくように、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。 

 

【質疑】 

○質問者 なし 

  

（その他意見等なし） 

（各委員全員拍手・異議なしの声） 

 

○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「令和２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。 
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【議事】 

協議事項 

(1) 令和２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、令和２年度の活動方針（案）について、ご説明させていただきます。資料８の１７

ページをご覧ください。令和２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などを方針（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

「問題行動」「不登校」「いじめ」なども表面化していないものも含めると、全体的には

増加傾向にあると予想されます。また、学校においても児童・生徒の暴力行為、非行行

為や不登校などについては、児童本人だけの問題ではなく、家庭環境などの背景が複雑

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、LINE など、SNS 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

よる直接的な被害もあります。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」、さらに子ども達への

「多くの声掛け」により、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、連絡を深め、さらに情報交換を密にし、青少年の健全育成を推進してい

くことが大切であると考え、令和２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 

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】 

〇質問者 なし 

 

（その他意見等なし） 

 

○中野会長 

協議事項、令和２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 

令和２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。 
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○井上焼津警察署交通課長 

焼津警察署交通課長の井上と申します。よろしくお願いします。皆様には、平素から交

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。私の方から

は、県下及び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、昨年中の県下の交通事故につきましては、人身事故発生件数、死者数、負傷

者数ともに前年と比べ減少し、事故件数は２万５千件余りと２年連続で３万件を下回った

ほか、死者数においても１０１人と、昭和２８年以降４年連続で過去最少を記録したとこ

ろであります。今問題となっている高齢者の死者も５０人と、前年比マイナス５人で、平

成２年以降で過去最少となっております。また、焼津市内をみてみますと、人身事故件数

は９１６件と、昨年と比べ１４２件マイナス、死者が３人と昨年と比べ４人マイナス、負

傷者も前年比で１４％弱減少し、いわゆるトリプル減を達成しまして、安全・安心な交通

社会の実現に向け、大きく前進することができました。これも、ひとえに関係各位のご尽

力の賜物であると改めて感謝する次第であります。いっぽう、本年をみてみますと、県下

及び市内の人身交通事故は、件数・負傷者とも昨年と比べて、わずかですが減少していま

す。交通死亡事故については、焼津市においては、昨年の３月以降、また令和に変わって

からその発生はありませんが、走行環境が刻一刻と変化する道路上においては、一瞬の不

注意や交通違反が悲惨な交通死亡事故の原因となっていることから、私たちの日常生活は

誰もが「交通事故の危険と背中合わせ」であるといっても過言ではなく、また、あおり運

転等の悪質・危険な行為も後を絶たず、高齢ドライバーによる交通事故や子供が犠牲にな

る重大事故が社会問題となるなど、交通情勢は依然厳しいものとなっております。 

ここで、昨年１年間の細かな事故統計をみてみましょう。まず、事故類型別でみてみま

すと、県下においては類型別の１位が追突事故で全事故の３７．６％、次いで出会い頭事

故の２７．８％と続き、また焼津市においては、同じく１位が追突事故の３６％、次いで

出会い頭事故の３２％と続いています。この数字でお分かりになりますように、焼津市に

おいては、県下と比較して出会い頭事故の占める割合が高いことで、出会い頭事故が多い

町であることがわかります。また、日の出日の入りの時間を基準とした昼夜別をみてみま

すと、県内及び焼津市ともに昼間の事故はおよそ７５％、夜間の事故はおよそ２５％を占

めている状況です。次に、道路形状別をみてみますと、県下においては全事故に対する交

差点における事故の比率が５１．７％、単路上が４２．０％と占めているのに対し、焼津

市は同じく交差点が６２．２％、単路上が３３．４％という比率で、この状況からも、焼

津市は交差点での事故比率が県下より高いということがお分かりになると思います。また、

年齢層別の第一当事者の件数をみてみますと、県下２万５千件余りの中で１５歳以下の件

数が２０７件で０．８％を占め、１６歳から１９歳までの件数が１０１０件で４．０％を

占めているのに対し、焼津市内９１６件の中で１５歳以下の件数が１８件と２．０％を占

め、１６歳から１９歳までの件数が４３件と４．７％を占めている状況で、いずれの年代

も県下より焼津市内の比率が高いことがわかります。全国的にみてみますと、１５歳以下

の子供の交通事故死者及び死傷者をみて、近年減少傾向にありますが、未だ子供が犠牲と

なる交通事故は後を絶たない状況です。警察においては、これまで保護者や学校関係者、

関係機関・団体等と連携して様々な子供の交通事故防止に取り組んできたところですが、

悲惨な交通事故から守るために各種取組みを一層推進する必要があります。例えば、小学

生が歩行中の交通事故防止対策の要点として、まず大人が普段から交通ルール遵守の手本

を示すこと、また子供が道路を横断しようとしているときは、車両の運転手やそばにいる

人は、安全に横断できるようにすること、また、運転者も歩行者も、特に子供に対する思

いやりの気持ちを持つことです。また、子供へ横断の仕方の教育として、特に１、２年生

に対し、横断歩道や信号機のある交差点が近くにあるときは、そこまで行って横断するこ
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と。横断する前に、青信号や横断歩道でも「立ち止まる」「左右をよく見る」「車が止ま

っているのを確認する」こと。横断中は左右を良く見ること。以上を指導することがポイ

ントです。また、教育する上での注意点として、これから新１年生になるお子さんには４

月以降も繰り返し教えること、子供の目線で危険な交差点等を確認して教えること、車両、

特に死角の多いトラックなどから子供は見えにくくなることを教えること。通学路、スク

ールゾーンなどのいわゆる生活道路などにおいて安全点検を行うことなどが重要です。子

供の交通安全教育については、交通安全教育指針に基づき、子供の心身の成長や交通環境

の変化に応じた交通安全教育を中心に様々な取組みが行われていますが、教育する側も、

子供の特性を考慮して、子供が十分に理解し、興味を引く内容となるよう工夫するととも

に、いかに危険を予測して回避するか、不注意や安易な交通ルールの違反がどのような事

態を引き起こすかなどを理解させることが重要であると考えています。ただし、子供の安

全教育を行う前提として、保護者や周囲の大人が、交通ルールを遵守し、子供の手本とな

って正しく安全な交通行動を実践することが最も重要です。警察においては、引き続き、

関係機関・団体や学校関係者、保護者等と緊密に連携し、地域が一体となった取組みを推

進し、安全で快適な交通社会を実現するための交通安全対策を推進していくこととしてい

ます。お仕舞に、暴走族問題についてお話しします。令和元年末現在、県内における暴走

族は１グループ、把握人数については７５人を数えており、依然として集団を嫌う者が多

く、単発等で暴走を繰り返す現状であります。因みに、市内での暴走族の把握はありませ

ん。また、暴走族に関する１１０番は令和元年末現在で３７４件、昨年同期と比べプラス

２４件となっておりますが、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。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思います。以上、簡単ではございますが、最近の交

通情勢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、引き続き警察と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、一層のご協力を賜りますこと

をお願いいたしまして、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。 

 

○【質疑】 

〇質問者 高橋委員（焼津市PTA連絡協議会） 

 親が子どもに教えた交通ルールは間違っているような気がする。小中学校では警察署主

催の交通教室を行い自転車の乗り方などのマナーを教えていただく、それより先に幼稚園

や保育園のときにこのようなマナーを勉強したい。幼稚園や保育園で交通安全マナー講習

会を焼津警察署で主催してほしい。 

 

【回答】 

○井上焼津警察署交通課長 

焼津警察署には交通安全指導員がいます。要望があれば、是非開催したいと思います。 

 

○中野会長 

以上で議事全てが終了いたしました。 

 

 

【閉会】 

  

 

 


