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令和２年度第１回焼津市青少年問題協議会 会議録 
 
 
１ 開催日時  令和２年６月24日（水）午前10時から11時10分まで 

 

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）中野弘道市長 

 

       （委員）21名 

        渋谷英彦、村松幸昌、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、伊東陽介、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、小

梁正義、奥村友枝、西谷昭吾 

 

（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）６名 

櫛田隆弘（事務局長）、見崎孝之（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）、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） 

 

       （その他依頼者）１名 

        井上交通課長（焼津警察署） 

 

４ 欠 席 者 （委員） ３名 村松晴一、石田江利子、冨山洋子 

        

５ 次  第 

 (1) 開会 

 (2) 委嘱状交付 

 (3) 会長あいさつ 

 (4) 会議録署名人指名 

 (5) 議事 

【報告事項】令和元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】令和２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 

     最近の交通事故などの状況について（焼津警察署） 

７ 閉  会 

８ 内  容 
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【会長あいさつ】 

中野会長あいさつ 

【会議録署名人】 

吉田信雄委員、渡邉徹委員を指名 

 

【議事】 

報告事項 

 

○中野会長 

報告事項「令和元年度青少年健全育成の取組みについて」を議題とします。 

本年度４月に就任した田中焼津警察署長よりご挨拶をしていただき、焼津警察署

管内の状況について安藤幹事より説明をお願いします。 

 

 ○田中委員 

  皆様、こんにちは。今年の３月に焼津警察署長の田中と申します。 

  日頃から、警察活動への理解と協力を頂き、誠にありがとうございます。 

  警察としましても少年の健全育成については大変重要視しており、今年度も関連部

署や団体と協力して、青少年の健全育成を含め各種防犯活動を進めて行きたいと思

いますのでよろしくお願いします。 

 

令和元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 

〇安藤幹事 

  皆様、こんにちは。焼津警察署生活安全課の安藤と申します。 

  焼津市の青少年に絡む犯罪の発生状況について説明させていただきます。 

  令和元年中の焼津市内の窃盗事件や傷害事件等のいわゆる刑法犯の事件は約600件で、

平成30年と比較すると約10％減少しております。そのうち少年事件の検挙件数につい

ては26件発生しており、平成30年と比較すると概ね同水準となっております。昨年発

生した26件の少年事件の大半は万引きや、オートバイ盗、車上ねらいなどの窃盗事件

となります。次に、少年補導の状況です。昨年の少年補導件数は約360件となり、前

年と比較すると約30％増加しています。補導内容の内訳の大半は深夜徘徊と喫煙とな

ります。今年の４月までの補導件数は80件で、昨年と比較すると減少傾向となってい

ますが、新型コロナウイルスによる休校の関係で件数が増加している市町村があるな

ど、生活環境の変化により先が予測できない状況にありますので、引き続き少年の非

行防止のため、少年補導活動を強化して行きます。また、焼津市内の発生はありませ

んが、全国的にはオレオレ詐欺をはじめ還付金詐欺等の詐欺グループに勧誘され、安

易な気持ちで犯行に加わってしまう少年も多く見受けられます。 

  焼津警察署としまして、本年も関係団体の協力を得て、少年の犯罪を防ぎ青少年の健

全育成を推進していきますのでよろしくお願いします。 

 

○中野会長 

続きまして、令和元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。 

  

  令和元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 

〇穐山社会教育課青少年担当主査 
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  社会教育課青少年担当の穐山でございます。よろしくお願いいたします。着座にて説

明させていただきます。失礼します。 

  報告事項 令和元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。冊子、

資料１の１ページをご覧ください。６月18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。６月25日、第１回青

少年問題協議会を開催いたしました。７月９日、子ども・若者支援地域協議会の各団

体の代表者による会議を開催いたしました。次に、７月１日から７月31日までの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」を行いました。ま

た、７月19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15日から２月22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、市内全地区で、6,268名の方が参加されました。 

  次のページをご覧ください。12月18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。

２月６日、第２回青少年問題協議会を開催し、令和２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。 

 

令和元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 

〇河守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、令和元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②一斉補導活動を主に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、Ｐ

ＴＡ、小中学校よりそれぞれご推薦いただきました140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、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13人又は14

人配置されており、１班３～５人体制で、各地区月４回程度活動しております。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、主に青少年への早期帰宅や無灯火自転車への指導を行いました。②一斉補導活

動は、県下一斉少年補導にあわせ、補導員・焼津警察署警察官・焼津警察署少年ボ

ランティア連絡会・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。令和元年度の補導実施回数は313回、参加者数は

1,251人、補導人数・声掛け件数は1,011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1,011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999

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
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です。 

  補導人数の内訳ですが、小学生が79人・中学生233人・高校生が642人、その他の学

生は43人、有職少年14人でした。地区別の内訳では、焼津西地区で435人(全体の

43.0％)、大井川地区で238人（全体の23.5％)と多くなっていますが、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、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、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。いずれにしても、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月の実態調査による各店舗数は資料の 

とおりでありますが、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。 

 

 令和元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 

〇大石青少年相談センター相談員 

  資料３をご覧ください。令和元年度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、相談受理件数は令和元年度269回、

平成30年度631回、平成29年度は633回で、前年度までと大幅に減少となっています。

相談方法については、電話128回(48％)、面接24回(９％)、メール116回(43％)で、電

話による相談が最も多くなっています。これは、農業手伝いの成人男性の面接相談が

４月から途絶えたことと、これまでメールによる相談を継続していた成人女性が体調

不良によって相談がやや減少したためです。さらに、３月は新型コロナウィルス感染

拡大防止に伴う小・中・高の休校処置により、学校関係の新規相談は「０」回でした。

この状況は４月・５月まで同様の状況が続いています。この休校処置は不登校児童生

徒をかかえる保護者にとっては、家庭でのストレスを軽減させたことと推測していま

す。 

  近年、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という実態から、「LINE・SNS による相談の導入に

ついて」は、２月の本会でも報告させていただきましたが、検討の結果、LINE 相談

の簡略的内容や SNS 相談の秘匿性に適さないなどのことから現段階では本センターへ

の導入は見合わせています。受理した相談の２の問題別状況・３の相談者別状況・

４・５については資料をお読み取り頂きたいと思います。 

  相談活動のまとめとして、「不登校・いじめ」に関わる相談が、大幅に減少してはい

ます。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。また、「家庭の教育力の低下」で子供と向き合

わない、子供の気持ちを理解しない保護者が増えているなどを相談現場で強く感じて

います。また、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
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とに起因し、「学業進路」「しつけ」「不登校」と結びつく場合も少なくないと考え

ています。また、将来的には「ニート・引きこもり状態」など、人や社会との関係構

築に支障をきたすことで「８０５０問題」に深くかかわっているなど、これらの子供

たちや保護者への対応の難しさを痛感しています。 

  そこで、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。そして本年度、市教委学校教育課に設置された「子供・家庭支援

室」の支援や外部機関との連携を一層強め、保護者等との情報の共有化を図ることを

推進したいと考えています。以上で、令和元年度の「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。 

 

令和元年度青少年健全育成の取組みについて 

(4)小学校の状況 

〇諸星委員 

  令和元年度市内13の小学校の状況を「問題行動」「不登校」「いじめ」の３点からお

伝えします。 

１ 問題行動 昨年度の問題行動の件数は106件で、ここ３年間は年を追う毎に大き

く増加しています。問題行動の内容は、「生徒間暴力」が19.8％で最も高くなってい

ます。発達に特性を持ち、自己コントロールに課題のある児童が、友達とトラブルに

なる傾向が見られます。相手の気持ちを考えて行動できる力や、嫌な思いをした時に

一旦立ち止まり、冷静になって対応できる力等、良好な人間関係を築いていけるよう

学校では、その都度繰り返し指導を重ねるとともに、県教委が出している「人間関係

づくりプログラム」を計画的に実施し、スキルを学ぶ学習を実施しております。また、

子どもたちがわかる授業、主体的に学ぶ楽しい授業を目指し、充実感や達成感を得ら

れるよう各校で取り組んでいます。そして、学習に集中できない児童には、教員が個

別に声を掛けたり、支援員が横について学習支援を行ったり等、一人一人の心の安定

が図れるよう対応しています。今後も、家庭と連携を図りながら、子どもたちの様子

を的確に把握し、早期発見・早期対応に努めていきます。 

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95人で、出現率は

1.27％となります。該当児童数はここ数年増え続けております。95人の学年別内訳を

みると、１年生から６年生まで、学年が上がるごとに多くなっています。不登校の要

因として最も多いのが、「家庭教育や家庭環境等に係る要因」で、61.1％を占めてお

り、保護者を含めた指導、支援が必要となっています。不登校児童は、自己肯定感が

低い傾向にあり、ゲームや SNS を夜遅くまでやり、生活が昼夜逆転をしているケース

も多くみられます。学校では、家庭との連携、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との連携等、様々な方法で改善に努

めています。また、今年度より学校教育課内に設置された「家庭・子ども支援室」に

より、家庭や子供へのきめ細やかな支援がより可能となり、すでに、良い方向に進ん

でいるケースが複数あります。保護者の協力が得られるよう、今後も組織的な対応を

図っていきたいと考えます。 

  ３ いじめ 昨年度のいじめ認知件数は79件です。その内、64件が解消又は一定の解
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消が見られています。ここ４年間、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、丁寧な事実確認や対応がされていることも要因として上げられま

す。 

  いじめの内容は、「冷やかし・からかい・悪口」が最も多く、65.8％になります。こ

れは、小さないじめでも見逃さず、解決に向けた対応をしている結果であると考えま

す。各校では、現状把握のためのアンケート調査を定期的に実施すること、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、学校体制での対応を続けて

参りたいと考えます。 

  以上、今後も家庭との連携を図り、組織的な生徒指導を推進して参ります。これで小

学校の報告を終わります。 

 

令和元年度青少年健全育成の取組みについて 

(4)中学校の状況 

〇小長谷委員 

  市内９校の中学校についてお伝えします。まず問題行動は、令和元年度の報告件数は

146件で、平成25年度の419件をピークに大幅に減っており、長期的に見ると減少傾向

にあると言えます。前年度と比べてやや増加が見られる項目は、「対教師暴力や対人

暴力」で、６件から15件に増加しましたが、反対に「生徒間暴力」は、37件から30件

に減少しています。また、多くの項目で発生件数が減少する中で「飲酒・喫煙」をは

じめ０件の項目も多くあり、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、本人への指導に加え、保護者と連携し、同一歩調で指導をすすめ

てきた成果があらわれていると考えます。しかし，家庭の理解を十分に得られなかっ

たり、養育問題等が加わり事態が深刻化したりするケースがあり、学校の努力だけで

は解決が難しいこともあります。そのため各校では，焼津署生活安全課、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

善に向けて指導にあたっています。また，各校では未然防止の取組にも力を入れてい

ます。例えば、薬学講座を計画的に実施したり、問題行動が起こりにくい環境づくり

を目指して、生徒主体の活動を設定したりして、生徒が自ら判断して適切に行動する

姿を認め励ましています。 

  次に不登校ですが、令和元年度に不登校による欠席が年間30日以上の生徒は148人

で、平成30年度119人と比べて増加しています。学年別では、１年生が36人、２年生

が49人、３年生が63人と、３年生に多い傾向が見られます。不登校の理由は，「不

安」が最も多く、「無気力」がそれに続き、「家庭内の問題」や「学業不振」なども

理由となっています。各校では不登校の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、家庭と丁寧に連絡をとりながら、個々の状況に応じて保健室や相

談室の活用、心の教室相談員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー

との連携、さらには，適応指導教室やこども相談センター、医療機関などとも広く連

携して、ケース会議等を継続的に行い改善に努めていますが、総数として減少につな

がっていない現状があります。 

  たとえば、関係機関とのつながりを作ることができず、改善の兆しがなかなか見られ

ないケースがあります。その場合多くは、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しますが、粘り強く本人や保護者に働きかけて信頼関

係を築きながら、関係機関ともつながることができるよう努めています。 

  次にいじめについてです。令和元年度のいじめ認知件数は65件で、平成30年度の61件

からやや増加しましたが、傾向に大きな変化は見られません。いじめの発見が遅れる
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ことは深刻な問題につながることもあるため、各校では早期発見・早期対応に努め、

解消につなげるようにしています。さらに道徳や学級活動をはじめ、すべての教育活

動を通して、人権意識を高めるなどの未然防止の取組や、発見後の組織的で丁寧な指

導による再発防止の取組にも力を注いでいます。いじめの具体的内容としては、「冷

やかし・からかい・悪口」が約65％を占めています。この他、「叩かれる、蹴られ

る」「嫌なことをされる」などが主な内容ですが、特に留意すべき内容として、「パ

ソコンや携帯による誹謗・中傷」があります。問題が起きた際に各校では、該当生徒

に指導やケアを行っていますが、多くの生徒に情報が流れていることがあり、対応に

苦慮することがあります。早期発見に向け、ネットパトロールの活用や、未然防止の

ための情報モラル教育の実施、保護者も対象にした啓発講座の開催等により対応を強

化していますが、学校だけでなく社会全体の取組も重要になってきていることを感じ

ます。 

  これまで説明した問題行動・不登校・いじめ問題に対して、各学校では学校生活の

様々な場面で生徒主体の活動を意図的に設定したり、生徒が互いに支え合うピアサポ

ート活動等を取り入れたりして、個々の自己有用感を高め、学校における生徒たちの

「絆づくり」や「居場所づくり」に積極的に取り組んでいます。 

  最後に、令和２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

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家出、無断外泊がありま

した。各学校では，現在、学校再開後の生徒の心身の状態に細心の注意を払い、不安

定さが見られたときには丁寧なケアに務めています。今後も関係機関と積極的に連携

を図りながら、組織的で丁寧な生徒指導を推進していきます。特に令和２年度から学

校教育課に家庭・子ども支援室「あゆみ」が設置され、関係機関とも連携して直接支

援やケース会議を行うなどの、総合的な支援を積極的に行っており、学校では大変心

強く思っています。以上で、中学生の状況についての報告を終わります。 

 

令和元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 

〇小関委員 

  １ 概況 市内４高等学校（焼津・焼津水産・焼津中央・清流館）ともに学校休業

明けから学習と特別活動等に熱心に取り組んでいます。しかしながら、今年度２か

月、前年度３月も含めると前例も経験もない長い指導ストップ期間の影響は甚大で

あり事態は深刻であると考えています。学校運営上は、「年間指導計画の遅れ、授

業時数の確保」とともに、「学習内容の定着、学習方法の工夫、学習環境整備」

「進学指導、就職指導のケア」「生活指導、生徒指導」上の対応に追われています。 

  健康安全の確保については、“３密を避ける”を基本とする“新しい生活様式”と

矛盾する学校教育現場の現実の中、厳しい日常生活が続いていると言わざるを得ま

せん。とりわけ、今後の猛暑の中、夏季休業を短縮して授業や補習を相当量してい

く中で、県立学校は学校経営予算の逼迫の影響も大きく、財政上の課題も深刻であ

ります。高体連・高文連・高野連等の大会が中止、ウェブ開催などになっていく中、

部活動の通常練習、練習試合、定期公演などは制限され、中止や延期も余儀なくさ

れています。文化祭や遠足、修学旅行も秋以降となり、実質的には中止せざるを得

ない状況であるため、生徒・保護者、とりわけ最終学年については達成感、成就感

が得られず、やり場のない空虚感が存在し、どう寄り添って指導していくのかに苦

慮しています。さらには、就職については募集も心配されるところであるし、大学

入学者選抜については、「新テスト元年」を迎え、地方の高校生にとっては大変な

試練の年と言わざるを得ません。地域や関係団体、関係機関の皆様の深い御理解と

御支援、御協力を切にお願い申し上げます。 
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  ２ 指導関係 自転車乗車時の交通事故に頭を悩ませています。１年生の１学期の

発生件数が毎年多いが、入学後２か月待機していきなりの通学になり一層の注意を

呼び掛けているが心配であります。様々な指導を試みているが今後とも重点指導の

一つとして努力をしたいと思います。毎年申し上げるが、この地域の方々による朝

の街頭指導は、他地域と比較して大変充実されていて頭が下がる思いがしていると

ころです。警察署も協力的で感謝しています。事故原因は「一時停止」を守れなか

ったことによるものが多い状況にあります。わずかなことで命に関わる大事故とな

ったと考えられる事案もあり、大変心配をしています。今後とも御協力をいただき

たいと考えています。感染防止に対しての「時差通学」も継続している学校もあり

ます。 

  いわゆる「問題行動」はここ数年を通じて減少してきています。しかしながら、

SNS に絡んだトラブル対応については、特に空白期間が長かった今年度は、各高校

ともに神経をとがらせています。専門家を招聘した講演会、講習会等を含め、各高

校が様々な対応を講じてきたが、「集会」の携帯での指導が難しく、問題が表面化

する前の指導に苦慮しています。学校生活への不適応は、家庭環境の問題が背景に

あるケースも多く、今後の経済動向の影響から様々な対応が出てくると想定・心配

しています。加えて、上述したような学校生活・進路状況における心理状態を考え

ると、今年度、今後の指導については一層の注意と指導体制の見直しが必要である

と考えています。自傷行為経験者の生涯における自殺行動発生率は、それがない人

に比べて30倍以上であると県の報告を受けています。県は県教育委員会と県健康福

祉部と連携した「ⅬＩＮＥ相談」を開設するなど施策強化を図っています。学校と

しては、こうした不安の渦巻く世相の中で「命を守る教育」の充実に努めていく所

存であります。 

 

○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「令和元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 

 ありがとうございました。報告事項については、ご承認いただきましたので以上で終

了致します。 

次に協議事項「令和２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 

令和２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 

〇河守社会教育課青少年担当主査 

  私からは、(1)青少年にとって安全・安心な環境づくりについてのうち、青少年健

全育成に係る各種会議の開催や補導活動についてご説明いたしますので、資料７～

８ページ、資料５をご覧ください。 
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  はじめに各種会議の開催ですが、青少年の健全育成に関わる地域活動等を推進して

いる「焼津市青少年健全育成市民会議」を先週の金曜日（6/19）に開催し、今年度

の事業計画等が決定し、活動が始まりました。また、青少年問題協議会は本日と来

年２月４日に第２回目を予定としています。 

  ７月８日には、社会生活を営む上での困難を有する子ども・若者に対する支援を効

果的かつ円滑に実施するために設置しています「焼津市子ども・若者支援地域協議

会」の代表者会議を開催し、関係機関との情報交換や連携を図って参ります。 

  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、焼津市におきましても、皆様をはじめ諸団体と連

携して行う「夏に青少年をまもり育てる運動」街頭キャンペーンを毎年、実施して

おりますが、今年度は大変残念でありますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止

の観点から街頭キャンペーンを中止させていただきます。 

その他、通年の活動として、街頭補導活動を引き続き実施して参ります。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、県下一斉の夏季少年補導を７月17日 金曜日、冬季少年補導を12月18日金曜日

のいずれも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。 

 

令和２年度青少年健全育成の活動について 

(1)子ども見守り隊の活動 

(2)情報モラルの指導・啓発 

  〇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９ページに小学校区の、10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のみなさんの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。 

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ます。 

学校から教育委員会に報告のあった不審者情報は、平成29年度は33件、平成30年度

は36件、令和元年度は24件であり昨年度大きく減少しました。昨年度から警察と学

校が連携をして、子ども下校時刻に合わせて警察による見守りを行っていただいて

いる大きな成果と感じています。本年度も臨時休校中の登校日に見守り活動を継続

していただいています。教育委員会では、子ども自身が、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、「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
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域ぐるみの学校安全体制を整備に努めて参ります。 

  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。 

教育委員会では、「情報モラルに関する指導」について、生徒指導の重点的な取組

の一つと考え、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。 

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います。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を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2,000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・保護者が受講しました。なお、本年度は臨時休校がありましたが、

可能な限り実施をしていきたいと考えています。 

  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。 

  今後も教育委員会では「情報モラルに関する指導」について、継続して取組んでい

きます。 

 

○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） 

 

〇中野会長 

ありがとうございます。 

  

○中野会長 

協議事項、令和２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参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、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） 

 ○井上焼津警察署交通課長 

  焼津警察署交通課長の井上でございます。よろしくお願いいたします。 
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  本日は、貴重なお時間を頂きましたので、交通事故防止を交えて、最近の交通事故など

の状況についてお話しを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であります。 

事故件数は9,390件、亡くなった方が53人、怪我をされた方が、11,933人となっておりま

す。昨年同期と比較しますと件数、負傷者については21％から23％ほど減少しています

が、亡くなった方については７人増加していまして、約15％のプラスになります。事故

類型につきまして、いわゆる出会い頭や追突、人対車両などの別でみますと、殆どで前

年比減少を示すなか、唯一の増加は人対車両の中の対面・背面通行中の事故で、先ほど

申し上げました全事故に対して121件と、前年比14％ほど増加しています。例えば横断中

の事故が24％ほど減少していますので、その増加率が比較できると思います。 

  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であります。 

事故件数は330件、亡くなった方が１人、怪我をされた方が420人となっており、こちら

も前年比で全て、マイナスで推移しています。 

その中で未成年者の関係で申し上げますと、第１当事者となる年齢別の件数で、15歳以

下の事故は７件と前年比マイナス１件、16歳から19歳までの事故も14件と、前年比マイ

ナス７件と減少となっているほか、関係当事者のなかで幼児・園児・小・中・高校生が

関係する事故をそれぞれみますと、幼児事故が２件と前年比同数のほかは、前年比減少

傾向となっています。 

  次に、県下における過去10年の各種統計を通じた注意点について２つ挙げてみました。 

まず、子供の歩行中事故は、７歳が最も多いというものです。１歳から15歳までの年齢

別死傷者数をみますと、歩行中に事故に遭う年齢は７歳が一番多く、次いで８歳、６歳、

９歳と続きます。その７歳の昨年中の歩行中事故をみてみますと、登下校中の事故が

58％を占めており、小学校生活に慣れてくると友達も増え行動範囲も広くなり、登下校

中に事故に遭うことが最も多いため、通学路における正しい歩き方を繰り返し教えてあ

げること、道路では遊ばせないように注意をすることが大事です。 

いっぽう、自転車通学の高校生、特に１年生は要注意、というものです。幼園児から大

学生までのうち、高校１年生の自転車事故が25％近くと、４分の１を占め、次に高校２

年生、３年生と続きます。その高校１年生の自転車事故の場合、登下校中の事故が76％

を占めていることです。また昨年中の高校生の自転車起因事故をみますと、事故類型別

で出会い頭事故が68％、また交通違反別をみて一時不停止の違反が44％という数字をみ

ますと、自転車に乗車する際は、特に高校生の方は自転車も車両の仲間という認識を持

ち、自転車安全利用５則を守り、安全運転を心掛けていただきたいと思います。 

  最後に、県内の暴走族の現状と特徴についてお話しします。令和元年末における、暴走

族は１グループ、75人を把握しており、グループ数は前年比変わらず、人数はマイナス

５人となっています。その特徴として、グループの小規模化、グループ未加入者による

小規模な暴走行為が主流、また暴走行為が散発的かつゲリラ化していること、依然とし

て暴力団組織が浸透しており、違反者の成人化と旧車會構成員の増加がみられます。 

  さて、現在、警察では、第10次静岡県交通安全計画に掲げられた、令和２年末までに年

間交通事故死者数100人以下、人身事故発生件数３万件以下とする目標の達成に向け、

「子供と高齢者の交通事故抑止対策」を推進重点に掲げ、交通事故防止対策に取り組ん

でいるところであります。 

  真に安全で快適な交通社会の実現は、警察や行政の取組みのみならず、皆様をはじめと

する関係機関等の方々との継続的な取組みが必要不可欠であります。 

  焼津警察署といたしましては、来月11日から10日間予定されている「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、皆さんと協働した各種活動を推進して参りたいと思いますので、今後も引き続

き、一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、私のお話しといたし

たいと思います。ありがとうございました。 
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 ○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】 


