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令和２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３年２月４日（木）午前１０時から午前１１時３０分 

 

２ 開催場所  焼津市消防防災センター ４階多目的ホール 

 

３ 出 席 者  （会 長） １名  

中野弘道市長 

       （委 員）２３名 

渋谷英彦、田中憲二、羽田明夫、薮内重樹、吉田信雄、丸山千里、

鈴木春子、渡邉徹、黒川直大、村松晴一、小関直樹、小長谷恭彦、

諸星雅一、赤石達彦、小谷野守弘、野村敦子、大畑寿美恵、山下式

子、石田江利子、小梁政義、奥村友枝、西谷昭吾、冨山洋子 

 

（幹 事） ７名 

安藤陽彦、飯塚善久、富田良、石田正昭、小林敏之 

池田純也、大石一宏 

 

（事務局） ７名 

櫛田隆弘（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）、河守敦子（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） 

 

       （その他協力者） ３名 

井上寿晃（焼津警察署交通課長） 

白石雅治（道路課長）、金渕信秋（道路課主任技師） 

         

４ 欠 席 者  （委員）１名 村松幸昌委員 

               

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】 

令和３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 (1)最近の交通事故などの状況について    （焼津警察署） 

       (2)通学路の交通安全対策について      （道路課） 
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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】 

赤石委員、小谷野委員２名指名 

【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 

○河守青少年担当主査 

 青少年教育相談センター担当の河守と申します。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２２３回、

参加した補導員は延べ９１２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、青少年による自転車の違反が17件ありました。こちらのケースは、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５１７件でした。以上５３４件の行為種別

の学職別の内訳は、小学生が２５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１２７人、高校生が３２１人、その他の学生は４１人、有職少年は２０

人でした。なお、これらの声掛け件数は、平成３０年度同時期は６８６件、昨年度は７

５７件、今年度は５３４件で、昨年度と比較し減少となっております。これは、新型コ

ロナウイルス感染拡大の状況を見て、５月の一か月間、街頭補導活動を中止にしたこと、

活動再開後も、店舗等の営業時間の短縮や、催し物の中止が相次ぎ、人との会話や接触

も制限される中、外出する青少年が減少しているためだと思われます。 

 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５３４人のうち、焼津西小地区で１３６人(全体の２５．５％)、

大井川地区で１０４人（全体の１９．５％ )、を占めています。焼津西小地区では大村

公民館横のバスケットコートでの声掛けがが多く、大井川地区では、清流館高校前のコ
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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。２２３回の街頭補導の内、１９７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ページをご覧ください。令和２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。 

１、の相談受理件数は２２２回で、令和元年度と比較すると若干の増加でした。平成３

０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

たことと。メール相談の成人女性の体調の変化によって相談数が減少したことが原因とな

っています。このことによって相談方法も、電話１２３回、５５％）面接１９回（９％）、

メール８０回（３６％）で、電話相談の占める割合が最も多くなっています。このメール

による相談は昨年度、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。 

２、の受理した相談の問題別状況では「性格情緒」が１９９回と全相談回数の７１％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２５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に比べやや減少し、１３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２０歳成人によるもので、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２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、相談者別状況では本年度は、学校や関係機関と連絡を取り合う事例が例年より多く

ありました。次に５、の新規相談者について、昨年度は３回であった「家庭内問題・しつ

け」が１４回と増加しました。これは後で説明する母親の家庭における教育力の低下が主

な理由と思われます。「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ますが先ほどの「母親」の家庭における教育力の低下が挙げ

られます。特に、子供との会話があまりない状態で相談をかけて解決方法を求めてくる事

例が多いこと。次に中高生に対しては、第二次成長期ある子供で、依然は表面的に反抗や

乱暴さがありましたが、最近は内面的な反抗や不満の表れが、「不登校傾向」や「学業・
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進路」の問題となっているように思われる事例が増えています。二つ目は昨年度も紹介し

ました、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。これらのことによって、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、疲れてしまったり、問題の解決をあきらめ子供

に任せてしまったりしているように感じられ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 

○安藤幹事 

焼津警察署の安藤と申します。昨年は事件事故だけでなく様々な事案で警察活動に協力

していただきありがとうございました。本日は県内、市内の犯罪発生件数の説明と、少年

のSNS等の利用について説明させてもらいます。まず、昨年の県内の犯罪情勢について簡

単に説明します。数値については12月時点の暫定値となりますので、ご承知おきください。

県内の昨年１年間の刑法犯認知件数については、令和元年と比較して約２，５００件減少

の約１５，３００件となります。県内では、平成１４年から犯罪発生件数は減少傾向にあ

り、昨年も継続して犯罪の発生は抑止傾向となっています。 

次に焼津市内の犯罪発生件数です。焼津市内の刑法犯認知件数については、令和元年と

比較して１６２件減少の４４２件となります。減少の傾向としては、窃盗いわゆる盗難事

件の減少が顕著となっています。しかし、件数は減少したものの窃盗事件の発生件数は全

体の約６７％を占めており、更なる防犯啓発活動の必要性を感じております。次に少年犯

罪の検挙状況を説明させてもらいます。県内の少年犯罪については、平成１３年をピーク

に若干の増減はあるものの、年々減少傾向にあります。検挙件数については、平成１３年

の５，２３７人から、令和元年は８６３人と８０％以上減少しております。焼津市内の少

年事件の検挙状況を説明します。昨年の焼津市内の少年事件の検挙件数は令和元年と比較

して４件減少の２２件となります。令和元年と同様に２２件のうち、窃盗事件が１１件と

半数を占めます。県内全体に占める焼津市内の少年犯罪は決して多くはないですが、最近

では携帯電話の普及に伴い、全国的に少年を取り巻く犯罪の傾向が変化しておりますので、

楽観視はできない状況です。 

次に、警察が注意している少年の携帯電話のSNS利用についての話です。SNS自体は違法な

ものではないのですが、利用方法によっては、SNSが契機となり、少年が被害者となる事

件が発生してしまいます。また、被害者でなくとも事件に巻き込まれてしまう場合が想定

されます。SNSはインターネット上でやりとりされていますので、顔も名前も知らせずに、

メッセージを送受信することができます。また、世の中に自分をアピールするために個人

情報を公開することも、反対にメッセージのやり取りをばれないようにするために、１対
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１でやりとりすることもできます。さらに、SNSのアプリの種類の多さ、操作の複雑性、

少年が使用している携帯電話への保護者の干渉力、監督能力が追いついていない現状があ

いまって、問題がどんどん潜在化しているのが現状です。県内の事例では、SNSで知り合

った県外の成人と会うために、保護者に黙って一緒に県外まで行ってしまった事案があり、

保護者からの通報により、警察は県条例違反の淫行事件や未成年者誘拐事件等で捜査をし

ています。当人同士は単に遊びに行くという単純な行為と考えがちですが、場合によって

は少年の福祉を害する犯罪に発展するおそれもあり、警察としてはこういった事案には厳

しく対応しております。本県を含め全国の警察では少年の福祉を害する犯罪として、強力

に捜査を進めていますが、いっこうに減少する気配はありません。やはり、SNSのアプリ

等も進化し、外出せずに自分の部屋に引きこもり、なんでもできてしまう時代になってき

ており、保護者も子供の行動を把握することが非常に困難となっています。新型コロナウ

イルスにより社会生活全体が日々変化しています。学校によっては携帯電話やタブレット

を使用したオンラインの活動などをしている若しくは検討されているところもあろうかと

思います。少年が必然的に通信端末に触れる時代に入っていると思います。携帯電話等は

使用方法さえ間違わなければ、非常に便利なツールになります。警察ではスクールサポー

タによる講話、パンフレット等の配布を通じて少年自身の意識の向上、そして、保護者の

理解を深めることができるよう、今後も活動していきたいと思いますので、今年も御協力

の程をよろしくお願いします。 

 

○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２年４月から１２月までの市内１３の小学校についての状況をお伝えいたします。 

 １ 問題行動 

 問題行動については 52 件となっております。これは昨年度同時期の 97 件と比べ大幅に

減少しており、29 年度からの増加傾向に歯止めがかかっています。内訳をみると、最も

多い「生徒間暴力」は、昨年度 19 件に対して、本年度は 13 件に減少しています。次に多

い「携帯電話に起因するもの」についても、昨年度 19 件に対して本年度は８件と大きく

減少しています。学校では、一人一人に「存在感」をもたせ、互いに認め合える人間関係

づくりに力を注でいます。今年度はコロナウイルス感染防止のため、学校の新しい生活様

式に則り、密を避ける生活を行っておりますが、その中でも、できる限り個々の児童が自

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」と実感できるよう

に努めています。また、教員だけでなく、支援員が児童に寄り添いていねいな学習支援を

行っています。支援員の存在により、児童は安心して学ぶことができます。今後も、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、考え、判断できる力を伸ばすこと

に努めていきます。また、わかる授業、主体的に学ぶ楽しい授業をめざしたいと考えます。 

２ 不登校 

欠席 30 日以上の不登校児童は 63 人です。昨年度は 66 人でしたので、わずかではあり

ますが減少しています。ここ数年増え続けてきていた不登校児童数が、わずかでも減少し

たことはうれしい状況です。しかし、100 人あたりの不登校児童数を国や県と比較した場

合、令和元年度のデータでは、国が 0.83 人、県が 1.05 人で、焼津市は 1.27 人となって

います。また、静岡県の 1.05 人は全国で４番目に多い数値となっています。ですから、

焼津市の 1.27 人はきわめて多い数と言えます。増加に一旦歯止めがかかったとは言え、

小学校での不登校問題は喫緊の課題と言えます。年度当初の休校期間中にゲームに夢中に
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なり、昼夜逆転し、ますます登校が困難になるという悪循環に陥っている児童や、携帯・

スマホ等を含めた誹謗中傷が原因で、登校しにくくなっている児童もおります。また、

「無気力」「不安」など、自己肯定感の低さが起因しているケースも多くあります。学校

では、子供たちの笑顔のために、児童が出しているサインにいち早く気づき、組織でてい

ねいな初期対応を行っています。家庭との連携、保健室、相談室の活用、スクールカウン

セラーやスクールソーシャルワーカーとの連携など様々な方法で改善に努めています。ま

た、市教育委員会の「家庭・子ども支援室『あゆみ』」の関わりにより、よい方向に進ん

でいるケースが多数あります。新年度に向けて希望をもって進級・進学ができるよう、よ

り一層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 34 件です。昨年度同時期のいじめ認知件数 73 件から大きく減

少しています。各校でのきめ細やかな指導が数値として表れてきていると考えます。いじ

めの内容は「冷やかしやからかい、悪口」が最も多くなっています。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、気持ちをコントロールすることが苦手などの傾向が

見られます。教職員が児童の変化に気づく目をもつこと、定期的なアンケート調査、児童

や保護者が相談しやすい環境をつくることなど、対応を図っています。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、今後もいじめの「未然防

止」「早期発見」「早期対応」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。学校では、このような生徒指導上の問題やトラブルが

起こったとき、児童自身が自ら解決したり困難をたくましく乗り越えたりする力を養って

いきたいと考えています。つまずきや失敗は、児童にとって大切な経験です。たとえ失敗

しても自ら困難に立ち向かい、解決できるように見守り、そっと支えてあげる指導が重要

であると考えます。今後も、組織的でていねいな生徒指導を推進してまいります。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。 

 

中学校の状況について 

○小長谷委員 

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、学校再開後の様子で留意すべき事項として、「休校中の家庭

内のトラブルが原因での家出、無断外泊があった」ことをお伝えしました。その後、８か

月が経過し、現在の状況について、１２月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、１２４件の報告がありました。これは、昨年度同時期の１

１３件に比べて増加しています。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４３件・５６人と最も多く、生徒間暴力が２７件・３５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

３０件と前年と比べて１３件増加しており、注意が必要と考えられます。また、家出・無

断外泊は１２件あり、スマートフォン等によるつながりが背景にあり、こちらも注意が必

要です。問題行動への対応については、各学校で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、生徒が互いに助け合い支え合うピアサ

ポート活動や、上級生と下級生が一緒に活動する縦割り活動を計画したり、感染症予防を

徹底する中で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
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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、

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行い、丁寧に対

応しています。 題行動は学校の力だけでは解決できないものがあります。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などに関係した、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、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、講演会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、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。３０日以上欠席の不登校生徒は１３９人で、昨年度

とほぼ同じ数です。不登校生徒の学年別経年変化をみると、１年生が小６から２１人増の

４０人、２年生が中１から１６人増の５０人、３年生が中２から５人増の４９人と、小学

校での増加と連動するように各学年とも増加しています。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、「不安の傾向」が最も

多く４１％、次いで「無気力」が３６％となっています。学校・家庭に関することでは、

「家庭の生活環境の問題」が５７％、「学業不振」が２８％、「友人関係」が１２％とな

っています。今年度は「学業不振」「進路に係る不安」を理由とする割合が増えています。

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

況に合わせた対応を工夫し改善に努めています。一方で、関係機関となかなかつながりを

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、子ども支援室「あゆみ」と連携

してケース会議を開き、方針等を確認して、家庭への丁寧な働きかけを行ったり、関係機

関とも連携して直接支援を行ったりして、総合的な支援を積極的に行っています。１２月

末までに「あゆみ」が関わった人数は２２人おり、学校では大変心強く思っています。 

３ いじめ 

 いじめについては、３２件の認知報告がありました。令和元年度の同時期と比較すると

２３件減っています。学校ではいじめの積極的な認知に取り組んでおりますが、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。そして認知した場合、早期対応と解消率

向上を目指しています。その結果、３２件のうち、約８０％の２５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、いやなことを言われる」で、５６％を

占めています。次に、「ぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする」「いやなことを

されたり、させられたりする」でそれぞれ１９％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

とも連携し、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
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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 

 新型コロナウイルス感染防止に最大の関心と対策を払いつつも、年度後半も市内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。地域等の活動へも可能な限り参加していると考えているが、行事の見直しや中止措

置も多く、例年とは参加率、件数ともに落ち込んでしまったのは残念であるがやむを得な

いと感じている。本来であれば、本校生徒での一例から言えば、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月には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いていた。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、コミュニケーションの機

会であり、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きた。民法改正による選挙権年齢の引き下げ、成人年齢の

変更などを受けるだけでなく、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

動の教育的重要性を認識し、感染防止を踏まえた新たな参加方法等を地域の方々と模索し

ていきたい。オリンピック・パラリンピックの開催準備が再度本格化すると思われる中、

積極的な参加を促していきたい。 

２ 指導関係 

 やはり新型コロナウイルス感染拡大防止措置の中で「学校休業措置」や「活動制限」が

とられたことで年間の各指導計画が大幅に変更を余儀なくされた影響は甚大であった。 

特に授業時間確保と学力保証の観点から長期休業の日数カットや放課後延長による授業時

間確保、各種学校行事の中止等、生徒の心身への極めて大きな影響があったことは否めな

い事実であった。さらには、高大接続改革に係る大学入試の変更に関して、昨年度来の英

語４技能民間検定等の活用、国語数学の記述式問題の出題、活動報告（e-ポートフォリ

オ）の提出など、大変苦労をしてこの数年準備してきたことが急遽見送られるなど、振り

回された感が強い中でのコロナ禍であり、特に３年生の生徒、保護者への連絡や説明に急

を要するなど少なからず動揺があった。現在、「共通テスト」が新規実施され新しい大学

入学者選抜制度下での初めてのハードルに地区の多くの高校生が向かっている。就職につ

いてもその選抜方法や求人数の減少などが大変危惧された。こうした高校生の進路全体へ

のコロナ禍での性急な制度変更等は高校生の将来不安を助長し、生徒だけでなく職員、保

護者の方の心身不安に根底的影響を与えられていると感じる。実数は把握しにくいが、不

登校や転学等の見える部分とともにそれ以外の登校しぶりや不適応なども増えたのではと

の声もある。個別面談の回数を増やす、ＳＣとの連絡、専門機関との連携強化などを図っ

ている。12 月９日（水）には志太・榛原地区「生徒指導等推進事業」～心を育む地域連

携研修会が開催された。中高生徒指導主事及び教育相談担当者を中心に 70 人が「新しい

生活様式による生徒の心身への影響と対応」をテーマに臨床心理士の講演を受け、研修を

実施した。また、昨今の対応課題としては、「校則や生徒指導における課題見直し」が進

められている。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の研究と改善

が進められている。「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。ＬＧＢＴ配慮に基づく制

服改定の動きなどは広く報道されたこともあって具体的対応として注目されている。いわ

ゆる「問題行動」はここ数年を通じて減少してきてはいるが、地区生徒指導主事間で積極
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的に情報交換されており、発生した生徒指導事例等について紹介され各高校の指導の参考

とされておいる。「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。件数は少ないが内容的な幅が広がっていると感じられる。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。今後とも御協力と御指導をお願いした。 

 

○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 

○小谷野委員 

ハローワーク焼津の小谷野と申します。日頃よりハローワークの業務に関し、ご理解、

ご協力を賜り感謝申し上げます。私からは、ハローワーク焼津管内の最近の雇用情勢につ

いて説明します。ハローワーク焼津の管内は焼津市と藤枝市2市であり、資料は両市合計

の数字となります。資料6，７ページをご覧ください。まず、有効求人倍率でございます

が、令和2年11月の有効求人倍率は0.73倍で、前年同月比では0.59ポイント下回りました。

求人倍率は令和2年1月から急激に低下し、一時は0.65倍まで低下しましたが、その後少し

上昇してきている状況です。ごらんのように、全国平均、静岡県平均と比較してかなり低

い水準で推移しています。下のグラフを見ていただきますと11月の月間有効求人は3,523

人、月間有効求職者は4,822人となっており、求人が減少し、求職者が増加している状況

がお判りいただけると思います。次のページは新規求人の状況です。上のグラフですが、

求人のうちパート求人の割合が36.7％となっています。下のグラフは主要産業別求人の動

向となります。11月はすべての産業で前年同月比マイナスとなっています。減少率が大き

い方からみると、宿泊業が45.9％減、運輸業が36.9％減となります。減少人数でみると製

造業が80人減、サービス業が78人減となっています。 

次のページは新規求職者の動向です。上のグラフをご覧ください。新規求職者のうち

35.4％がパート勤務を希望しており、比率は新規パート求人とほぼ同じです。また、下の

グラフを見ていただきますと、前年同期に比べ自己都合退職者は減少し、事業主都合退職

者は増加しています。11月単月では新規求職者は減少していますが、求職者数全体では増

加しており、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が、特に非正規雇用に出ていると思わ

れます。 

次のページは「求人・求職バランスシート」です。一番上の常用をご覧ください。有効

求人倍率が高い職種は、Ｆ保安の職業で8.65倍、Ｊ建設・採掘は6.51倍となっており、逆

にC事務的職業、H生産工程の職業では1倍を下回っています。一番下の年齢別では、高齢

者ほど求人倍率が低くなっています。 

次のページをご覧ください。中学校と高等学校の求人・求職・就職の状況となります。

上のグラフが中学校の状況で、過去5年間では毎年5～10人のハローワーク紹介での就職希

望生徒があり、平成29年3月卒の1名を除いて就職が決まっています。今年度は今のところ

４名の就職希望者があり、うち1名の就職が決定しています。中学校では、10月に開催さ

れた担当教諭会議で、外国人の生徒はハローワークの紹介を希望しない場合があると伺い

ました。外国人の世帯では派遣会社を通じた非正規就労が多く、派遣会社を退職し、また

別の派遣会社に就職することも多いですが、雇用環境の変化の影響を受けやすくなってい

ます。こどもも限られた見聞きのなかで親と同じように考えてしまうことも多いかと思い

ますが、子供達には正規雇用の道も含めてもっと幅広い選択肢も可能と思いますので、視

野を広げてハローワークなどの社会資源を活用するよう勧めていただければと思います。
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また、高校については次のページをご覧ください。今年度は採用活動の後ろ倒しがあり、

11月末が最初の内定率の公表となります。昨年度まで右肩上がりだった求人数は今年度は

23％減少しました。就職希望者も 9％減少しており、求人倍率は2.33％、就職内定率は

81.8％となっており、前年同月比では約10ポイントの減少となっています。ハローワーク

及び静岡労働局では12月に高校生就職ガイダンスを開催しました。引き続き就職支援ナビ

ゲーターによる就職支援を実施していく予定です。最後に次ページをご覧ください。県内

の大学等卒業予定者の就職内定率はやや低下しており、今後の状況によっては内定取り消

しなどの事例も懸念されるところです。学生の相談場所として、静岡と浜松に新卒応援ハ

ローワークが設置されておりますので、ぜひご活用いただければと思います。ユーチュー

ブに利用方法の動画がアップされていますので、そちらもぜひ周知していただければと思

います。説明は以上となります。 

 

○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、14 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 30 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 30 年度は 32 件、令和元年度は 20 件、本

年度は 10 件の報告があり、大きく減少しています。発生時間帯について見ると、下校中

の件数が大きく減少しました。 

（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約半数に減少し

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、昨年度に引き続き、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

をしてくださっています。警察官による巡回が抑止力になっているとの声が各学校から寄

せられています。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

12 月までに、小中学校を合わせ、1871 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

情報モラル講座も実施していますが、本年度は新型コロナの影響があり実施ができなかっ

た学校もあります。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
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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。本年度は、市教育委員会が主催する研修で、

各学校の生徒指導担当教諭に対し情報モラル研修を実施しました。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（村松委員）焼津地区保護司会会長 

資料12ページ、令和2年11月末で高卒者等（中学卒含む）の就職内定率81.8%である。こ

の先12月から3月までの就職内定率を上げるのに学校側等の対応はどうしているのか。 

〇小関委員 

高校側としては、学校内での協議、ハローワーク等関係機関との協議を重ねています。 

就職後、すぐに仕事先を止めることのないように丁寧な指導をしています。 

〇小谷野委員 

ハローワークとしても、就職支援を学校側と協力的に進めていきたいと思っております。 

 

（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３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。 

【議事】 

協議事項 

(1) 令和３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。着座に

て失礼します。それでは、令和３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、 15 ページをご覧ください。令和３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」「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。 
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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、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３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。 

【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３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３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。 

○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。よろしくお願いいたします。 

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。はじめに焼津市内の状況についてであります。昨年中の人身事故件数

は７６９件と、前年比１４７件マイナス、死者が１人と前年比２人マイナス、負傷者も前

年比で１６％余り減少し、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、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。

一方、県下の人身交通事故については、件数は２万件余りで大幅に減少し、３年連続で３

万件を下回りましたが、死者数については１０８人、前年比＋７人で、これまで４年連続

減少していましたが増加に転じました。うち高齢者の死者は６４人、前年比＋１４人で、

全死者数の約６割を占めています。特に、横断歩行中の死者の全てが高齢者であり、夕暮

れから夜間にかけての高齢歩行者の事故が増加している傾向にあります。県下で交通死亡

事故が多発した一方、市内においては、昨年の６月以降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、交通情勢は依然厳しいものとなっております。こうした状

況を踏まえ、県警では、なかでも重篤な傷害に繋がりやすい横断歩行中の交通事故から県

民を守ることを主眼に、高齢者から子供まで全ての年齢層の歩行者について、道路を横断

する際、「手を挙げる・差し出す」などし、横断する意思をドライバーに伝え、自らを守

る安全運動を促すための「しずおか・安全横断３つの柱」を周知し、これを定着させる活

動を、１月から４月までの間、集中的に推進しています。具体的には、歩行者が、道路を

横断するに当たって、手を上げる・差し出す、運転者に顔を向けるなどして運転者に対し

て横断する意思を明確に伝えること、安全を確認してから横断を始めること、横断中も周

りに気を付けることを広く県民に定着させるため、街頭における交通指導を強化するとと

もに、とかく被害に遭いやすい高齢者に対する交通安全指導や、高齢者施設を始め、幼稚
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園から学校等における交通安全教室など、新しい生活様式に配意しつつ、あらゆる機会を

通じて広報紙、映像の活用や実演等による効果的な指導・啓発を推進しています。なお、

被害に遭いやすい高齢者の方に対する普及促進には、子供や孫世代からのアプローチが効

果的であることから、子供さんに対する交通安全教室の際には、親御さんや祖父母さんに

対する実践を促すための呼び掛けについて併せて交通安全指導を行っています。また、子

供さんの事故防止対策についてであります。県下において子供が関係する交通事故件数は

減少傾向にあるものの、子供さんを交通事故から守る諸活動についても、大きな任務であ

ります。 

これから新入学時期を迎えるに当たり、道路における安全な歩行や横断方法、通学路に

おける危険箇所について、丁寧な交通指導を行い、新入学児童の十分な安全確保が図られ

るよう、学校関係者・保護者等、関係機関・団体と緊密な連携の上、地域が一体となった

効果的な交通安全対策を推進していくこととしています。最後に、暴走族問題についてお

話しします。令和２年末現在、県内における暴走族は１グループ、把握数については７２

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

２年末現在で４４０件、昨年同期と比べプラス６６件となっており、これも増減を繰り返

しています。 

警察においては、関心を持つようになる中学生以上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、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。 

 

〇中野市長 

次に、市道路課より「通学路の交通安全対策について」報告してもらいます。 

〇白石道路課長 

建設部道路課長の白石です。よろしくお願いいたします。警察、学校関係者をはじめ、

ご出席の皆様には、通学路対策や社会実験などの、交通施策にご理解とご協力を賜り、

誠にありがとうございます。では、昨年の 12 月に実施いたしました「高齢者等自転車

利用の交通事故対策社会実験」につきまして、前の画面でご説明させていただきます。

最初に、社会実験に至った「背景」と「課題」についてであります。「背景」として、

平成 27 年６月に道路交通法が改正され、自転車利用の交通ルールが厳しくなり、自転

車走行位置などが義務化されました。しかし、画面右上の折れ線グラフが示すとおり、

全国的に自転車による交通事故件数は減少傾向にあるものの、高齢者が乗用中の交通事

故件数は横ばいで、自転車事故の約４割が高齢者であると報告されております。画面右

下の円グラフは、対策の検討を始めた「平成 30 年焼津市内の自転車事故類型別 構成

率で、出会い頭事故の占める割合が高いことが判ります。以上の点を踏まえた「課題」

でありますが、市では交通事故抑止に向け、啓発活動や街頭指導などにより、自転車利

用の交通ルール周知など、ソフト対策を重点的に実施してきました。しかし、平成 30

年に発生した交通死亡事故 10 件中、高齢者による自転車事故が５件発生するなど、補

完するハード対策が必要であります。次に、市の道路特性として、道路に起伏が無く平

坦な地形で、中心市街地では道路の幅員が狭小であることから、認識をしづらい  交

差点における交通事故対策が必要であります。以上が、課題であります。 
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次に、社会実験の「目的」についてであります。今回の社会実験の実施にあたっては、

令和２年度の国土交通省の社会実験の採択を受け、実験費用は、９５０万円で、国が全

額負担であります。高齢者の方は、全体的に身体能力が低下し、視覚能力の衰えによる

道路空間の認知ミスや、バランス感覚、運動神経の低下により、的確な自転車操作がで

きていないことが、事故に遭う  要因のひとつであると考えられます。令和元年度に

市有地で実施した場内実験で、効果が確認された交通安全施設の「凸部（いわゆるハン

プ）」を設置し、高齢者などの自転車利用者に、交差点の認知を補完し、走行速度の抑

制、一時停止、降車を促し、自転車乗用中の交差点事故を抑止することができるか、有

効性や安全性を検証することを目的に実施をいたしました。実験場所の焼津五丁目地内

の市道交差点は、保育・幼稚園、小学校、高校が集積している文教地区で、焼津南小学

校からは、当該交差点の通学路安全対策箇所として報告を受けていること。また、市街

地における特徴的な交差点であることから、社会実験箇所として選定いたしました。 

次は、社会実験の「実施概要」についてであります。交差する市道に、勾配の違う

「ハンプ」を設置し、昨年の 11 月 30 日から 12 月 21 日までの 22 日間、社会実験を実

施しました。実験の実施にあたっては、名古屋大学大学院や東京理科大学の交通工学を

専門とする学識経験者と調整を図りながら進めております。今回設置した「ハンプ」は、

国土交通省の「自動車」を対象とした基準である最大勾配８パーセントのほか、大井川

港荷捌き所での場内実験の結果を踏まえ、「自転車」を対象に、一時停止、減速、降車

等の効果があるか検証するため、国土交通省の基準より強い勾配の１７．５パーセント

の「ハンプ」を設置して、実験を行いました。次に、実験前と実験中の動画をご覧いた

だきます。画面の焼津南小学校校舎屋上にカメラを設置し、自転車乗用中の状況を撮影

し、走行速度、挙動などについて分析を行っております。昨年 12 月 17 日に、国土交通

省 有識者懇談会委員と意見交換を行いましたので、委員の評価を参考に記しておりま

す。お二人とも、全国的な課題であるとの認識をお持ちいただきました。今回の実験結

果については、高齢者の方々や高校生などの、ソフト対策として活用すべきであるとの

ご発言もありました。高齢者等自転車利用の交通事故対策社会実験についての報告であ

ります。ご清聴、ありかとうございました。  
〇「その他」報告について、ご意見、ご質問等がございましたらお願いいたします。 

○【質疑】なし 

○中野会長 

以上で議事全てが終了いたしました。 

【閉会】 


