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午前１０時００分開会 

 

○司会（事務局） 

 皆さん、おはようございます。定刻となりましたので、始めさせていただきます。事務

局を担当させていただきます青少年課です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 初めに、本日、配付させていただきました資料の確認をさせていただきます。不足等が

ございましたら、挙手をお願いいたします。 

 まず１枚目、本日の次第、続きまして席次表、続きまして、Ａ４の紙になりますが「船

橋市自治会連合協議会の現状と課題」、次にタブロイド版になりますけれども「自連協だ

より」、そして、最後になりますが「平成２７年度 青少年関係事業（予定）について」、

以上でございます。資料のほうよろしいでしょうか。 

 なお、本日、山﨑委員より欠席する旨のご連絡をいただいております。また、船橋警察

署長さんの代理として本日ご出席予定の杉本生活安全課長におかれましては、１０分ほど

おくれるということでご連絡をいただいております。それから、有馬委員におかれまして

は、１１時４０分ごろ退室されるというご連絡をいただいております。よろしくお願いい

たします。 

 会議に先立ちまして、船橋市情報公開条例第 25条の規定により、船橋市に設置する附属

機関の会議は原則として公開になっております。このことから、傍聴人の受け付けをいた

しましたが、傍聴希望者はいらっしゃいませんでした。 

 また、本会議は会議録を作成し、市のホームページに掲載することとなっております。

そのため、会議終了後、議事録署名人となる委員２名を選出していただくこととなります。 

 なお、船橋市青少年問題協議会条例第５条第２項の規定により、委員の半数以上の出席

をいただいておりますことから、この会議が成立していることをご報告させていただきま

す。 

 それでは、同条例の第５条第１項の規定によりまして、会長、議事の進行のほうをよろ

しくお願いいたします。 

○議長（本木会長） 

 改めまして、おはようございます。早朝から大変ご苦労さまでございます。第３回の青

少年問題協議会、今年度はこれが最後になろうかと思いますけれども、ひとつよろしくお

願いいたします。 

 平成２６年度は各団体さんの活動状況等をそれぞれご報告をいただきまして、あと３団

体ほど残っておりまして、本日は警察のほうの青少年の非行状況等についてのご報告をい

ただいた後、３団体からの活動状況等についてご報告をいただき、その後、いろいろとご

議論をいただきたい。このようなことで進めさせていただきます。よろしくお願いをいた

します。 

 それでは、第３回の青少年問題協議会を開催させていただきます。 
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 今、事務局から連絡がありまして、ちょっと事件等があって両警察のほうからご出席が

おくれているようでございますので、恐縮でございますが、先に３団体のほうから事業の

現状等についてご報告をさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょ

うか。警察のほうが到着次第、またご報告をいただくという形で進めさせていただきます。

よろしくご理解をいただきたいと思います。 

 それでは、初めにＰ連さんほうからでよろしゅうございますでしょうか。よろしくお願

いいたします。 

○長野委員 

 皆様、おはようございます。船橋市ＰＴＡ連合会の報告をさせていただきます。 

 船橋市ＰＴＡ連合会は、船橋市内公立小学校５４校、中学校２７校、特別支援学校１校

のＰＴＡの任意加入によって組織されております。 

 活動といたしましては、きょうポスターをお持ちしました。一つは、こういったいじめ防

止のポスターですね。もう一つが「気づくやさしさ」といったことでこういったポスターを

ＰＴＡのほうで出させていただいております。いじめ防止に対してこのような啓発ポスター

を作成し、ＪＲ線・新京成線の駅、公民館、そして各小中学校に掲示されております。こう

いったキャッチフレーズに関しましては、各小中学校に依頼して子供たちに募集して考えて

もらっております。子供が考えることをきっかけに、家庭で親子で話す機会がふえたなどの

副次的な効果もいただいております。また、教育委員会指導課様より、このような昔のテレ

フォンカードぐらいの大きさのカードもご用意させていただいてお配りしております。これ

を境に、どこに相談していいかわからない、また、勇気がなく相談できなかった方からの電

話相談が増加したなどの効果が挙げられております。 

 続きまして、「ひまわり１１０番」。こちらは自治会・町会さん関係に非常にご協力い

ただいて、こういったものがかなり出回っていると思います。この「ひまわり１１０番」

は、小学生が暴行・殺人事件の痛ましい被害者となった事件を契機に、痴漢対策、あらゆ

る犯罪の防止、市民の連帯意識強化を目的に設置されております。このプラスチックのプ

レートを張っている家や店舗・公共施設が避難場所となります。万一の事態が発生した場

合は、ここに逃げ込む、ここの者に警察に連絡してもらうなどの協力が得られるようにな

っています。平成２６年７月現在で 3,732カ所のプレートが設置されております。各単位

ＰＴＡにおいては、この「ひまわり１１０番」の看板をウォークラリーのようにして１軒

１軒回って、そこでスタンプをもらっていくというような活動もしています。そういった

ことによって、直接この「ひまわり１１０番」を掲げているお宅の方と顔を合わせること

で信頼感が生まれて連帯感につながっていくと、そのように思っております。 

 また、昨年の 11月 26日ですが、中央公民館において小・中学校の親を対象に、講師を

お招きして「親と子の携帯・スマホの使い方講習」というのを行わせていただいておりま

す。大人がスマホを利用して学ぶ速度よりも子供の学習能力の早さ、これを侮ってはいけ

ない。スマホにより子供が犯罪に巻き込まれることを防ぐ、そういったような講習をさせ
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ていただいております。親として、スマホの使い方を教えていかなければいけないのです

が、個人情報は絶対に開示しないとか、知らない人からのメールは開かないとか、うそや

悪口、他人になりすまして書き込まない、こういったことを親子でルールをつくっていく、

一方的な指導教育ではなくて親と子でルールをつくって、それを張り紙のようにして子供

の部屋に張る、リビングに張るなどといったことをすることが非常に効果的であると、そ

のように教えていただいております。 

 続きまして、最後になりますが、11月６日、船橋市ＰＴＡ研究大会。こちらは中央公民

館にて大島武東京工芸大学芸術学部教授をお招きして行いました。親と子のコミュニケー

ション「もっとわかり合うために」というような題材でさせていただきました。去年で第

45回を迎えることになりました。働くお母さんがふえ、親子のコミュニケーションが減っ

ている今だからこそ、この講演で学んだことを家庭に持ち帰って実践していただければ、

さまざまな犯罪からの防止につながると、そのように考えて実践させていただきました。 

 ＰＴＡ連合会からは、以上になります。 

○議長（本木会長） 

 ありがとうございました。 

 Ｐ連からのご報告をいただきました。どうしましょうか。３つの団体からのご報告をい

ただいた後に、ご質問、ご議論をいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。あり

がとうございます。 

 それでは、続きまして体育協会のほうから、よろしくお願いをいたします。 

○松本委員 

 おはようございます。体育協会の松本でございます。 

 現在、船橋体育協会には 50の団体と２つの準団体がございます。準団体というのは船橋

日本拳法連盟と船橋テコンドー協会。船橋市体育協会に加盟するには、まず書類の申請を

いたします。その書類について市民スポーツ委員会で検討し、理事会にかけまして、承認

されますと準会員として認めます。そして、会則第４章の規定によりまして、一定の期間

（数年間）その団体の活動状況を見た上で、理事会で最終決定の後、正会員となります。 

 現在、50の団体を３つのグループに分けております。 

 第１種としては、オリンピック競技種目、国民体育大会・県民体育大会に出場種目の団

体であります。その団体は現在 33団体ございます。ちなみに、そのクラブを申し上げます

と、野球協会、相撲連盟、卓球協会、柔道連盟、バレーボール協会、剣道連盟、ソフトテ

ニス協会、陸上競技協会、水泳協会、山岳協会、空手道連盟、ウエイトリフティング協会、

バスケットボール協会、馬術協会、サッカー協会、スキー協会、体操協会、テニス協会、

アマチュアボクシング協会、ソフトボール協会、アーチェリー協会、銃剣道連盟、クレー

射撃協会、ライフル射撃協会、弓道協会、ボーリング協会、セーリング協会、バドミント

ン協会、なぎなた連盟、アマチュアゴルフ協会、フェンシング協会、カヌー協会、ラグビ

ーフットボール協会の 33団体、約２万 6,000名の会員であります。 
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 次に、第２種として、小・中学校体育連盟、高等学校体育連盟、スポーツ少年団の３団

体、会員数は約 1,600名でございます。 

 以上の団体以外の団体を３種といたしまして、ゲートボール協会、少林寺拳法連盟、合

気道連盟、スポーツダンス協会、玄気道連盟、ペタンク協会、一輪車協会、フライディン

グディスク協会、バンドテニス協会、ドッジボール協会、グラウンドゴルフ協会、パーク

ゴルフ協会、インディアカ協会、ダーツ協会の 14 団体、これが約 8,400 名。50 団体、約

３万 6,000名の会員を擁しております。 

 なお、この団体の中で、船橋の学校を卒業し、社会人等を経てオリンピックに出場した

選手が４人ございます。一人は、水泳協会で市船の鈴木大地さん。この人は、日本水泳連

盟の常務理事として現在も活躍しております。それから、稲田法子さん。陸上競技として

は花岡麻帆さんが小室中出身で女子走り幅跳びでオリンピックに出場しております。現在

も高校の教員として活躍中であります。もう一人は、市船の陸上部で活躍し、早稲田で箱

根駅伝で活躍した渡辺康幸さんがオリンピックにマラソン選手として出場しております。

以上の４名が、船橋市出身としてオリンピックに出場しております。 

 次に、国民体育大会には、船橋市では 35名の選手が千葉県代表として本年出場いたしま

した。 

 次に、県民体育大会についてご報告いたしますと、今年は 645名の選手を派遣しており

ます。結果は、男子が２位、女子が２位、総合２位という結果でありました。優勝種目が

男子が５、女子が５でございます。 

 県民体育大会について、一つ難点といいますか、社会人・成人の選手を集めることが非

常に厳しい。勤務等の関係、試合日程も全部種目によって違いますので、成人の選手を集

めるのに苦慮しているようであります。それから、財政面において申し上げますと、船橋

市の代表として出場する選手に対して、交通費が全額支給されません。90％であります。

それから、食糧費も出ません。したがって、各団体でそれぞれ工面しなくてはならない。

非常にこの辺が苦慮しているところでございます。 

 次に、船橋の市民大会についてご報告いたします。春の市民大会には、36 種目で２万

6,136 人の方が参加しております。夏季大会は水泳１種目で、参加者は 814 名でございま

した。秋の大会は 32種目、参加者は２万 1,625名であります。 

 このほか、各団体におきまして記録会や大会が行われておりますが、この大会には地元

中学生や高校生が非常に熱心に参加してくれておりますし、礼儀正しい挨拶もできますし、

大会の用器具の出し入れ等も積極的に行っております。この子供たちは、普段の日常練習

では非常に元気いっぱいやりますので、家へ帰ってきて夜外へ遊びに行くような肉体的な

余裕はないと思います。 

 次に、今年行われたスポーツ講習会はソフトテニス教室、バンドテニス協会、フライン

グディスク教室、ダンススポーツ教室、なぎなた教室、インディアカ教室、バドミントン

教室、卓球ラージボール教室、バレーボール教室、アーチェリー教室、ちびっこスイミン
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グ教室、11団体で開催されました。 

 次に、市民マラソン大会についてご報告申し上げます。市民マラソン大会には、合計

1,113 名の方々が参加してくださいました。中学生の部では、男子 333 名、女子 263 名、

合計 596名。高校の部では、男子 19名、女子 30名、合計 49名。一般の部、男子 32名、

女子 18 名、合計 50 名。年齢別の大会には、30 代の男子が 28 名、40 代が 40 名、50 歳以

上が 36名、合計 104名。女子は 40代・50代で 10名。合計 114名が参加しております。 

 次に、この大会で名物になっている親子宣言タイムレースというのがあります。親と子

が走るわけですが、子供の年齢は小学校６年生まで。この大会が年々ふえているのですが、

申し込みと同時に、私たちの親子は５分なら５分で走りますとタイムを宣言します。その

タイムに一番近いチームが優勝ということになりますので、１位が必ずしも優勝というこ

とではありません。今年は 152組の親子が参加しております。以上、市民大会であります。 

 次に、第 59回の成人駅伝大会につきましては、一般のチームが 35チーム、高校のチー

ムが８チーム、中学が 27チーム、合計 70チームが参加しております。 

 それから、小学校女子駅伝、今年で 33回目を迎えましたが、この大会には小学校男子が

53チーム、女子が 53チーム、中学校の女子が 27チーム、高校が５チーム、一般７チーム、

合計 145チームが参加しております。 

 それから、４日前に千葉市の昭和の森で行われました第 50回千葉県国際クロスカントリ

ー大会で、ジュニア男子 400 メートルに市船１年生の小島海斗君、525 名の選手が参加し

ましたが、この大会で第３位に入賞しております。ゴール寸前で抜かれて３位でした。１

年生でありますので、将来、大いに期待されます。 

 次に、今年の大会で非常に優秀な成績を上げた選手をご紹介したいと思います。 

 まず、葛飾中学校の市川龍之介さんが、第 45回全国中学校柔道大会の個人 55キロ級で

３位に入賞しております。それから、御滝中学校の吉田さんが、第 41回全日本中学校陸上

競技選手権大会の男子 200メートル競技で第２位になっております。それから、八木が谷

中学校の佐藤伶南さんが、女子キックボクシングの 45キロ級と女子ピン級王座決定戦で優

勝し、タイトルを獲得しております。それから、七林中学校の山川さんが、第 54回全国中

学校水泳大会の女子 100メートルバタフライで３位に入賞しております。それから、高根

台中学校の佐野さんが、第 41回全日本中学校陸上競技選手権大会の男子４種競技で第３位

に入賞しております。 

 高等学校の部では、市船の有名な体操競技部が、全国高等学校体育大会で団体総合優勝、

個人では谷川さんが総合優勝をしております。同じ体操競技で、第２回ユースオリンピッ

ク競技大会の個人種目で、湯浅さんが鉄棒で優勝、床競技で準優勝。同じ市船の陸上競技

部の前田さんが、全国大会の男子 800メートルと 1,500メートルで優勝しております。な

お、前田君は全国高校駅伝の２区で区間賞を取りまして、市船が第６位入賞の原動力とな

っております。アベック出場だったのですが、女子は 11位でありました。それから、バス

ケットボール大会の全国大会で市船が第３位になっております。 
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 次に、来月行われる全国大会に出場する予定の団体を申し上げますと、前原小学校ソフ

トボール部が、３月 27日から神奈川県で行われる春季日本小学生男子ソフトボール大会に

出場予定であります。船橋中学校軟式野球部が、３月 20日から静岡県で行われる文部科学

大臣杯第６回全日本春季軟式野球大会に出場予定であります。次に、市立船橋高校体操部

が、３月 23日から広島県で行われる全国高等学校競技大会に出場する予定であります。 

 以上の状況を申し上げまして、体育協会からのご報告とさせていただきます。 

○議長（本木会長） 

 ありがとうございました。非常に輝かしい実績を持って、今度の東京オリンピックでは

また出場選手３人以上になることを期待したいと思います。 

 今、船橋警察さん、ご苦労さまです。お忙しい中をお駆けつけいただきました。まだ、

東警察さんがちょっとおくれています。東警察さんは、きょう欠席ですか。そうですか。 

 それでは、これまでにご報告いただいていなかった３団体がありまして、２団体、今ご

報告いただいたのですが、もう１団体が残っていますので、それをご報告いただいてから

警察さんのほうからのご報告をいただいてよろしゅうございますか。 

○林委員代理（杉本生活安全課長） 

 はい、わかりました。 

○議長（本木会長） 

 恐縮でございます。 

 では、もうしばらく団体の報告のほうを続けさせていただきます。皆さん、それでよろ

しゅうございますね。 

 それでは、残るのが船橋市の自治会連合協議会でございまして、手前どもでございます。

本来ならば、誰かほかの者を出席させようとも思ったのですけれども、お許しをいただけ

れば、私が代表でございますので、ここでご報告させていただきます。お許しいただきた

いと思います。 

 お手元に「船橋市自治会連合協議会の現状と課題」というのと、それから、全国自治会

連合会の「大会宣言」、これは 25年になっていますけど 26年も同じ中身です。それと、

直近の１月に発行されました「自連協だより」、これからご報告する項目も一部掲載され

ておりますので、あわせてお配りをしておきました。 

 それでは、レジュメに従ってご報告をさせていただきます。 

 まず、船橋市自治会連合協議会の概要でございますけれども、単位町会・自治会数及び

世帯数というのがございます。792団体、20万 809世帯。これは昨年度末の３月 31日現在

の世帯であります。 

 主な活動としましては、防犯・防災・福祉・環境・青少年健全育成・不法駐輪・まちの

活性化等、非常に幅広い活動を続けております。また防犯・防災等各部会を設置いたしま

して、これを中心とした取り組みが進められています。 

 それからもう一つ、次に申し上げますけれども、関係団体と連携した活動が非常に多く
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ございます。特に、２の（３）で、「船橋市青少年の環境を良くする市民の会」という団

体がございまして、この団体とは表裏一体の形で活動を進めさせていただいております。 

 特に最近の活動といたしましては、昨年の 11月８日に青少年健全育成講演会を開催いた

しました。これには千葉県環境生活部の中嶋徳彦先生をお呼びいたしまして、インターネ

ットの現状と対策、特に中嶋先生はネットパトロールというのを毎日やっておりまして、

インターネットに出てきた、例えばリストカットとか、いじめの問題とか、こういった生

の映像を写しながら非常に臨場感のあるお話をしていただきました。先ほどもＰＴＡさん

のほうからご報告がありましたけれども、インターネット・スマホ等、この新しいサービ

スが子供たちに与える影響等についていろいろとお話をいただきまして、非常に勉強にな

りました。 

 それから、２月７日には、消費生活シンポジウムをやっております。この消費生活とい

うことになりますと、欠陥商品だとかそういうふなものがありますけれども、やはりイン

ターネットを除いて考えられない。つまり、この消費生活シンポジウムは千葉県の弁護士

会が主催し、私ども自治会も参加しました。これには老人クラブも参加したし、民生児童

委員協議会も、それからＰＴＡ連合会も、みんな代表者がご参加していただいている中で、

このシンポジウムを実施いたしました。子供たちから高齢者までを巻き込んだ安全という

部分をテーマに弁護士の皆さんと私たち市民団体が共働してやったということが、非常に

ユニークではないかなと感じました。 

 それから、10月から１月にかけて、船橋市が、特に青少年課が、インターネット安全利

用講座というものを船橋市の５つのブロックで開催をいたしました。「子供たちがインタ

ーネットのトラブルに巻き込まれないために」というテーマでやっておりまして、自治会

連合協議会はこれらの事業についても参加させていただいております。 

 それから、３番目が、関係機関・団体との連携ですけれども、前年度の年度末というこ

とになりますけれども、63機関・団体があります。 

 １つとしては、行政が設置する審議会・委員会・協議会等に参加しています。都市計画

審議会だとか青少年問題協議会等であります。それから、地域福祉計画推進委員会、こう

いった審議会や委員会や協議会への参加。 

 ２つ目としては、行政機関と民間団体との連携した団体。これは、非常に多くございま

して、クリーン船橋市民会議、地球温暖化対策地域協議会、それから千葉県の弁護士会、

こういった関係団体がございます。 

 その他としまして、全国自治会連合会への参加。細かいお話をご報告申し上げる時間的

な余裕はありませんけれども、「大会宣言」をつけておきました。このコンセプトだけは

私たち自治会としてもしっかりと受けとめておこうということで、ことし賀詞交歓会等に

参加させていただいたときにも申し上げておりますのが、この第一項であります、「私た

ち町会・自治会等の包括的住民自治組織は地方分権型社会の究極の基盤であることに鑑み、

良好な地縁団体の維持及び形成に努めます」という部分であります。今地方の時代、地域
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の時代ということが叫ばれております。昨年末には国会でも関連の法律が通っていて、ま

すます地方の努力ということが求められているわけであります。こういった中で、自治会

がどういう位置づけとなるのかを、全国自治会連合会の大会宣言の中で確認をされている

ところから、参考として「大会宣言」をおつけいたしました。 

 このほかに、近隣７市住民自治組織代表者会議というのをやっております。松戸、市川、

浦安、船橋、鎌ヶ谷、八千代、習志野、この７つの近隣７市住民自治組織で意見交換等を

しておりますけれども、防災対策、ごみ問題、加入促進問題、それから、自治組織として

の共通課題等について各市の取り組み状況・課題について議論をいたしております。間も

なく、今年は２月 26日に代表者会議が行われるのですけれども、テーマは「防災 72時間

対策」、いわゆる発災直後の３日間、これを市民団体としてどういう取り組みを各市がし

ているのか、その取り組みの中でどういう課題があるのかということを、お互いに意見交

換をしていこうということであります。 

 最後になりますけれども、課題としては、やはり市民意識の多様化が進んでいる中で、

どちらかというと連帯意識が希薄になっていくということは言われて久しいわけでありま

すけれども、こういった活動がやはり自治活動の中にもいろいろな形で課題を残している

というのが現状であります。 

 そして、「豊かなまちづくりに向けて」というトップ見出しの「自連協だより」156 号

をお手元にお配りいたしました。特に、青少年教育部会を中心にやった活動として先ほど

申し上げたネットパトロールの講演会のご報告、それから視察研修としては、やはり国民

が期待するリニアモーターの走行状態、私どもがこれを見学に行ったときには、実際に走

っているところは見られるのかなと半信半疑で行ったんですが、10分間隔ぐらいで走って

いるんですよね。そういったものもありまして、子供たちに話す種ができたといって見学

者から喜ばれております。 

 それから、見開きの右のほうですが、私どもは３年続けて被災地を訪問し被災者との交

流を続けております。26年度は相馬市に行って、３年８カ月たった被災地がどこまで復興

しているのか、そして、３年８カ月たった人たちが仮設住宅の中でどういう悩みを抱えな

がら生活しているのか、こういうことを仮設住宅に生活している皆さんとの交流の中でい

ろいろと勉強してまいりました。そんな記事を載せておりますので、お時間がありました

らごらんいただければありがたい、こんなふうに思います。 

 以上で、自治会連合協議会の報告を終わります。 

 それでは、警察さんにもうちょっとお時間をいただきまして、今３つの団体からご報告

をいただきましたけれども、Ｐ連さんのほうへのご質問、ご意見等、まず承りたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○髙橋副会長 

 申しわけありません、髙橋でございます。 
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 せっかくすばらしい講演会など、子育てに関して、ネットに関して、いろいろしていた

だいているようでございまして、それってどういうふうに会員や、もしくは地域の皆様に

フィードバックされているのかなと。 

 ちょっと一方的な話をしてしまいますけれども、特に子育ての悩みって、きっと大昔も

今も本質は変わらないと思います。その部分を、昔は同居をしている祖父母、または地域

の方々、それを昔はよく世間様と言っていましたけれども、そういったところでうまく調

整を、問題が小さなうちに解決されてきたんだと思うんですね。ところが、お話にもあり

ましたように共働きの保護者の方が多くなってきた。そうすると、こういういい勉強会が

あるよと言っても、問題を抱えていらっしゃる保護者や共働きの方は、会社を休んでまで

両親で参加をしてくれるのかというと、難しい問題がありますね。 

 そこで思ったのですけれども、昔の祖父母や地域の世間様にかわるような媒体をぜひつ

くっていただきたい。言いかえると、Ｐ連さんのホームページとかはお持ちじゃないです

かね。そこに今までやってきたものを系列的にＱ＆Ａか何かで、ネットでこういうふうに

子供が被害に遭っちゃった、こういうふうに防ぎましょうね、予防法はこうですよという

ような、例えばＱ＆Ａですね。子供がこういう時期になってとても親の言うことを聞かな

い、それは子供が悪いのか、親のかかわりが悪いのか、あると思いますけれども、そうい

ったことを枝葉にして出していってあげるなり、何かそのフィードバックをしていただけ

ると、きっと 50年後も 100年後もほとんどの部分は質問や答えは変わらないまま、いい道

しるべになっていただけるのではないのかな。 

 どうしても参加した人しかフィードバックされないというところが、いつも頭の痛い問

題でございまして、実際に何かされているのであれば、それもつけ加えていただきたいし、

本当は市のホームページに出してほしいんです。そうすると、船橋市はこういう子育てを

したいんですという方向性につながっていくから。ですけど、それが本当に船橋市の子育

てだと言いづらい部分ってありますよね。ですので、Ｐ連さんがいいのかなと今思ってい

るんですけれども、何かそこら辺の方向性や道しるべにつながるような、不参加の方でも、

今は興味がなくても、困ったときにここに行けばいろんなアドバイスを受けられるよとい

うような形はできないものですかね。 

○議長（本木会長） 

 いかがでしょうか。 

○長野委員 

 髙橋先生、ありがとうございました。ＰＴＡ連合会のほうでも、確かにフィードバック

という意味では非常に弱いのかなとは思っています。家庭だけで子育てをするのではなく

て社会全体で子育てをするという物事の考え方をどんどん浸透させていかなくてはいけな

いと思っていますので、今、先生のおっしゃられたホームページでの発信ですとか、そう

いったことも今後しっかり考えていく課題だと思っております。ありがとうございます。 

○髙橋副会長 
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 よろしくお願いします。 

○議長（本木会長） 

 船橋の長期教育ビジョンの中でも地域の教育力というのがまず一番初めに出てきている

んですね。非常に耳触りのいい言葉ですけど、率直に言わせていただきますと、じゃあ具

体的にこれをどういうふうに具現化していくんだということになりますと、やはり地域を

預かっている私どもとしても非常に難しい部分があります。ここには渡邉会長さんもいら

っしゃるのだけれども、地区社協なんかでそういった活動をしているんですが、渡邉委員

さん、いかがですか。子育て支援です。どこの地区社協でも大体取り組んでいらっしゃい

ますよね。 

○渡邉委員 

 今、子育てについては、なかなか集まりが悪いということがあって、いろんなイベント

を組んでいっても余り集まらない。就学時前も学童も含めていくと、じゃあ、どこにその

子たちが行っているのか。家庭に入っていろんなゲームをすることが多いのではないかな

というふうに考えています。地域の中で子育てのためにどういう事業を組むか、あるいは

どういう発信をしていくかということは、とても難しいことだと思いますけれども、でも

どこかでやっていかないといけないので、いろんな団体等がそこにかかわりながらＰＲ等

をしていっているのが現状だと思います。 

○議長（本木会長） 

 ありがとうございました。 

 地域のかかわりの中で子供たちを教育していこう、あるいは、子供たちとの交流を図っ

ていこうという試みは非常に広く行われています。例えば地区社会福祉協議会が子育て支

援事業というのをやっています。新しくママになった人たちを、既に子育てが終わったボ

ランティアが一緒に交流しながら、公民館あるいは児童ホーム等で活動しています。特に

子ども会というのは、今、船橋市内にはどのくらいあるのか私も把握しておりませんけれ

ども、町会で餅つきなんかをやりますと 200～300人すぐ集まってくるんです。でも、日ご

ろのごみゼロ運動や防災活動などでは、なかなか子供たちは参加してこない。ただ、聞き

及ぶところに寄りますと、平成 27年の総合防災訓練には中学生も参加させていただく方向

で今検討がなされているというようなこともお聞きしております。こういった地域の中の

活動を子供たちも一緒にする中で、地域の状況も子供たちが理解しながら、世の中という

のを少しでも成長の過程の中で理解していただければありがたいなと、こんなふうに思っ

ております。 

 何かここの部分で……。どうぞ。 

○丹羽委員 

 Ｐ連さんにはいつもお世話になっているのですけれども、ちょっと耳に入ってくるとい

うか、周りの環境からいきますと、どうしても船橋市内でも人口の格差によりまして学校

の規模の大小が本当にあらわれている部分があるんです。小さい学校であっても大きい学
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校であっても、相応分の役員さんを選出するとか、そういった条件が備わってくるのは組

織として当然だとは思うのですけれども、やはり家庭数が 100近い学校も市内にはありま

すので、その中から大きい学校さんと同じように役員を選出するとなると、非常に保護者

の方々がご苦労されている部分があります。 

 それで最終的にたどり着く結果が、先ほど任意で加入されているというふうにおっしゃ

っていたとおり、脱退するという結論になってしまいがちなんです。たとえ脱退したとし

ても、Ｐ連さんからいろんな会議のご案内をいただいて情報自体はいただいているのです

けれども、やはり抜けた側の学校とすると、加入していませんので、そこへ顔を出すのは

なかなか厳しい部分があるんですね。ですから、市内のそのあたりの各学校の状況をご判

断いただいて、やはり役員をされている側からすれば平等に出さなければおかしいんじゃ

ないかというのはもちろんなのですけれども、やはりどうしても人数の格差で厳しい部分、

あるいは共働きのご家庭が多い地区なんかもあると思いますので、大変ご苦労だとは思う

のですけれども、そのあたりの現状を把握していただいて、ある程度、脱退するという形

をとらない形でお進めいただく方法を選んでいただきたいなと思って、お願いまでなので

すが、よろしくお願いいたします。 

○長野委員 

 ありがとうございます。 

○議長（本木会長） 

 人口格差、そして学校の規模から、役員を同じような形でという悩みがある。町会・自

治会なんかになりますと極度に出てまいります。４世帯の町会から 5,000世帯の町会まで

あるわけですね。そういう中で、やはり同じような悩みというのはあるわけであります。

課題の中でちょっと抽象的な表現をいたしましたけれども、今のような視点からのものは、

同じ自治活動の中でもございます。 

 いかがでしょうか。 

○日色委員 

 すみません、一点だけ。市会議員の日色でございます。 

 ちょっと別件のお話で、数字だけお尋ねさせてください。長野委員にお尋ねいたします

が、Ｐ連さんで今年度開催されました「親と子の携帯・スマホ講習会」、私が聞き洩らし

ましたら大変恐縮なのですが、おおむね何名程度の参加者があったのか、保護者がメイン

だったのか、子供がメインだったのか、ご教示いただければ助かります。 

 そしてまた、本木会長にもお尋ねいたしますが、こちらの自連協さんが主催されました

ネットパトロールの実例ですね。こちらのほうにも何名程度ご参加されたのか。 

 そして、ちょっと話が最後につながりますので青少年課にもお尋ねしておきますが、今

年度開催された「インターネット安全利用講座」、計５回、５ブロックで、自連協さんに

もご協力いただいたということですけれども、おおむね何名程度のご参加があったのか、

まず数字だけ一旦お聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。 
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○議長（本木会長） 

 では、Ｐ連さんのほうから、どうぞ。 

○長野委員 

 スマホの講習に関しては、大体、小・中の保護者を中心にさせていただいております。

参加人数に関しては、大体 100名程度でございます。 

○議長（本木会長） 

 ネットパトロールのほうも、正確な数字は今出ていないのですが、たしか 120～130人だ

ったのではないかなと。中央公民館でやりました。 

 それから、スマホの５ブロックのほうはトータルでは。 

○青少年課長 

 青少年課でございます。26年度実施いたしましたインターネットの利用講座でございま

すけれども、５ブロックに分けまして５カ所の公民館で行いました。少ないところと多い

ところがございますが、５回でトータル 102名でございます。 

 それと、対象でございますけれども、青少年の保護者の方、そして、青少年団体等の方

を対象として実施いたしました。 

○日色委員 

 ありがとうございました。以上で結構です。 

○議長（本木会長） 

 私どもがネットパトロールの講習会をやったのが 11月８日です。やはり時期がまずかっ

たかなと思います。というのは、この時期は秋で学校の行事が非常に多い時期なんです。

一番聞いてもらいたい人に来てもらえなかったきらいがあります。それは率直に反省して

います。 

 それでは、体協さんのほうからも非常に細かい輝かしい実績等も含めてご報告いただき

ました。何かご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

 船橋は、音楽のほうも非常にいい実績を上げられておりますけれども、体育協会のメン

バーから、ぜひ東京オリンピックに出場する選手が出てくるように期待したいと思います

ね。 

 よろしいですか。それでは、自連協のほうのご質問等を承りたいと思いますが、いかが

でしょうか。どうぞ。 

○松嵜委員 

 市議会の松嵜でございます。先ほど、いみじくも会長のほうから子ども会のお話が出て

おりました。私も子ども会活動のほうの出身者でありますものですから、子ども会の復活

というか、地域における子育てという大上段の一つの目的のほかにも、子育てという括り

でもって結びついた関係性というのは非常に強いと、私の体験からもそういう印象を受け

ております。また、その中で次の世代のコミュニティの担い手として顔の見える関係性を

地域に存続させるという関係からも、やはり子ども会の復活・復権というものは考えてい
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かなくてはいけないテーマではないかということを常々思っております。 

 私の地元でも子ども会がなくなりました。かつては、400、500という自治会ではありま

したが、その中で 100 人、200 人の参加者がいるような子ども会であったのですが、今は

なくなってしまった。そういうようなところが実際に再結成ができない。また、もともと

つくれない理由というものを、できればリサーチをしていただく中で、何がハードルなの

かということも含めて個別対応をする。例えばその中で、かつての子ども会のあり方とい

うものから少し緩やかな結びつきでも構わないのかもしれないのですが、そのようなもの

を取り組みとして考えていくということについてはいかがでしょうか、ということを一つ

思っているのですが、ご意見をいただければと思います。 

○議長（本木会長） 

 私どもの町会でも子ども会を持っています。今は子どもたちが 200人を切ってしまった

のではないかな。1,300所帯の町会ですから 200～300人いたって普通なんですが。子供が

少なくなったということはありますけれども、それにしても、もっと参加してもらっても

いいのではないかなという気はします。ほかの委員さん、いかがでしょうか。子ども会の

関係で。どうぞ。 

○黒坂委員 

 青少年センター代表の黒坂ですけど、実は、私は子ども会のほうの会長をやっておりま

す。千葉県のほうの会長をやっていますので、現状としまして千葉県の場合ですと、一番

ピークのころが 15万人会員がいたんです。今は約半分の８万人をちょっと切りました。 

○髙橋副会長 

 でも８万人いるんですか。 

○黒坂委員 

 はい。全国でいうと 800万人いたのが今は 420万人ですね。これだけ減ったというのは、

確かに子供たち少なくなったかもしれませんけど、子ども会自体の運営というのが変わっ

てきたと思うんですよ。さっきＰＴＡさんも役員の選出について言っておられましたけど、

４年生ぐらいになる子ども会をやめる子が多いんです。子が多いというのではなくて親が

やめさせるんです。そろそろうちに役員が回ってきそうだから、やめちゃえと。そういっ

た観点で子ども会が大分減っているのではないかなと思っています。 

 それともう一つあるのは、今、スポーツ少年団というのか、ああいったところに割と子

供たちが流れているのではないかと。ボランティア的なものでいいますと、昔からのボー

イスカウト、ガールスカウト、子ども会というのは、みんなでボランティアでやっている

わけですけれども、逆にスポーツ少年団みたいなところは、ある程度お金だけ出せば、全

部向こうでやってくれるという考え。そういったことで、子ども会に入ると役が回ってき

たり、いろんな細々した仕事があるということで毛嫌いされているのではないかなと思っ

ています。 

 船橋も子ども会はあるんです。ただ、これがなかなか上部団体につながってこないとい
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うのも現状です。これからはもう役員は当事者の親から選ぶのではなくて、引退したおじ

いちゃん、おばあちゃんにやってもらうのがいいのかなと。そういうふうに方向転換して

いかないと、子ども会というのは減ってくるなと思っています。確かに子供は減っていて

も、半分になっているわけではないわけですから、もっとふやしていかないといけないの

かなと思っています。 

 船橋市の加入率は低いです。いわゆる房総の南のほうに行きますと、一つの町自体が、

小学生になると 100％子ども会に加入するというところもあります。それは、郡部という

か、田舎と言ったら怒られますが、そちらのほうはそういう環境がありますが、こちらは

皆さんが移り住んだところなので横のつながりというのがありませんから、任意団体だっ

たら別に加入しなくていいだろうと。本当はこれではいけないのかなと思います。これか

らまた子供を地域で育てなければならないのですけど、他人が口を挟むのがおこがましい

というような環境になっているのかなと思っています。 

 そういった中で、きょうこれから 27年度の話も出ると思います。青少年を教育する、子

供たちを教育するのは必要かもしれませんけど、私が思うには、その上の親、お父さん・

お母さんですね、これからは親の勉強をしてもらいたい。小学６年生ぐらいの親に、そう

いった機会の勉強会を学校のほうでやっていただければ、もっと世の中はスムーズに行く

のではないか。何となく核家族で自分勝手な家族が多くなってきているのではないか。だ

から、子供を育てる親をまず教育する必要性も大事ではないかなと思っております。 

 以上です。 

○議長（本木会長） 

 全く同感のような気がするんですね。恐らくＰ連さんも、親御さんの理解が必要だとい

うことは多分に感じておられるのではないかなという気がしますし、青少年の環境を良く

する市民の会でも、26年度から「少年の日」というよりも「家族の日」というところに焦

点を当てました。それは、今、黒坂委員さんがおっしゃるような視点からこれを考えて受

けとめていけないだろうかと。こんな願いも込めて、「少年の日」から「家族の日」とい

うふうに変えたのでありますけれども、これからやはり地域の教育力という視点からも子

ども会の活性化というのは必要ではないだろうかなと、こんな気がいたします。 

 よろしゅうございますでしょうか。どうぞ。 

○朝倉委員 

 行田の 233世帯のマンションにいまして、管理組合とは別個に自治会もあり、子ども会

もつくらせていただいてやっております。ですから、可能性としては子ども会というのは

できるかなというふうに思っております。 

 今のことに関連して船橋の自連協さんへのご質問ですけど、船橋の住民の中でマンショ

ンの住民の比率が非常にふえてきて、もともと住んでいる戸建ての人と交流したり、一緒

に協働していかなければいけないというところがあるのですが、なかなかマンションの自

治会の結成率や連協への加盟率、うちは入っているのですけど、低いというふうなことも
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聞いていますから、そこら辺の対策とか現状はどのようにやっておられるかということを

お聞きしたいと思います。 

○議長（本木会長） 

 最大の悩みというのは、課題という中で、市民の意識が非常に多様化している中で、こ

の自治組織というのは非常に難しい。今、船橋の加入率は 78％――76％ぐらいになってし

まったかな、それぐらいなんです。でも、７市住民自治組織代表者会議の中では、松戸を

除きまして一番いいんです。なぜ松戸を除くかといいますと、松戸は「自治会」とは言わ

ないんですね、「市政協力会」と言っているんです。もともとが「市政協力会」で、会長

さん方にも市長さんからちゃんと委嘱状が出て、活動費なんかも出ているというふうに聞

いておりますけれども、今、松戸も見直しの方向というのが出ているようであります。そ

れとても、松戸も 80％ちょっとです。そういう中で、船橋がだんだん下がってきていても

76～77％あるというのは、まだなんですけれども、しかし、私どもが危機感を持っている

というのは全く同じです。 

 加入率が下がっていくというのは２つの理由がありまして、１つは、先ほどもちょっと

そういう視点からのご意見がありましたけれども、自分の町会でも、非常にひとり暮らし

の方がふえていまして、なかなか町会活動に参加できないから抜けさせていただくという

ような声も聞きますし、それから、夫婦でお仕事をしているのでなかなか町会活動に参加

できないので加入できないとか、それから、マンションとかアパートの人たちの加入率は

やはり無条件で低いですね。 

 というのは、やはりまちづくりというか、みんなでまちづくりをしていこうという意識

をどういうふうに持っていただくかというのが最大の課題になっておりまして、つい最近、

加入率向上に向けての冊子を自連協でつくりまして、各町会自治会の役員の皆さんにもう

一回こういう視点から加入促進を図るように努力してくださいということもお願いをして

います。 

 今年度発行した「加入促進マニュアル」というものですけど、非常に好評でして、もう

残りが少なくなってしまって、７市住民自治組織代表者会議に持っていこうと思うのだけ

れども、参加者全員には配れないだろう、各町会に１冊ずつにしようか、なんていう話も

けさ出ております。そんな形で、そういった冊子をつくりながら課題を共有して、具体的

な対策をみんなで考えていきましょうと、こういう取り組みをしているわけであります。 

 ほかにはございませんでしょうか。 

 なければ、本日の３団体のご報告をこれで終了させていただきたいと思います。ありが

とうございました。 

 それでは、遅くなって申しわけありませんでしたけれども、警察署のほうから最近の青

少年の非行化等についてのご報告、よろしくお願いいたします。 

○林委員代理（船橋警察署 杉本生活安全課長） 

 皆さん、こんにちは。船橋警察署の生活安全課長の杉本です。若干おくれまして、すみ
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ませんでした。 

 「少年を取り巻く現状について」ということで、当署管内の昨年中の少年の検挙状況と

か、その辺をお話ししたいと思います。 

 昨年、船橋署管内で刑法犯認知件数というのが 3,705件でした。成人・少年含めて検挙

した人員が 548人ということで、そのうち少年はというと 152人、おおむね 27.7％ぐらい

の少年を検挙しております。 

 その検挙の中でも何が多いのかというと、罪種別でいうと窃盗、一番多いのは万引きで

す。万引き・自転車盗・オートバイ盗、要は人の物を盗むというやつですね。窃盗自体が

152人中 107人ということで、約 70％ぐらいです。そのうちの 80人が万引きです。万引き

にもいろいろあります。当署管内はららぽーとですとかイオンとか、そういう大型店舗が

多いこともありまして、やはりそういうところでの万引きが非常に多いです。また、自転

車盗というのも９人、自転車を盗むというやつですね。そのほか、占有離脱物横領、要は、

これも自転車が多いのですけれども、一度駐輪場から犯人が盗んだ自転車、これを自宅近

くまで乗ってきて放り出す。そこに少年が行くと、鍵のついていない自転車が放置してあ

る。じゃあ、これを乗り出してしまおう。こういうように自転車を取ったことが占有離脱

物横領という罪に当たるのですけど、これが 28件ということで、いわゆる初発型犯罪と言

われる万引きですとか自転車盗、こういうのが大半を占めているような状況です。 

 ちなみに、県下の数字ですけれども、昨年、千葉県内で検挙されたのが 2,660人ぐらい。

前年比マイナス 340人ぐらいとなっているのですけれども、検挙人員に占める少年の割合

というのが 19.8％ということで、船橋署は県下の平均よりもやや上というような状況があ

ります。 

 また、検挙人員の中の身柄、要は逮捕したというものですね。26 年中 18 人の少年を逮

捕しております。中でも中学生６人を逮捕しております。これは対教師暴力とか店での万

引きがあります。この中で、今、振り込め詐欺というのが非常に話題になっていまして、

当署管内も今年に入っても非常に多発傾向にあります。振り込め詐欺の出し子とか受け子

とか言われるのがありまして、要は、現金をもらいに行く、ここに少年が加担するという

のがあって、当署管内でも２名の少年を振り込め詐欺に関連して逮捕しているところです。 

 また、今度は補導状況ということですけれども、昨年中の補導件数が 932人、前年比約

100人減少しているのですけれども、内訳としましては、深夜徘徊・喫煙で 85.3％を占め

ます。深夜出歩いている、あるいは公園でたむろしながらたばこを吸っているというもの

が非常に多いです。学識別に見ますと高校生が 279人、中学生が 43人。中学生・高校生の

補導件数が多くなっております。 

 昨年中の 932人というのは多いのか少ないのかというと、船橋警察署の規模にすると非

常に少ないです。じゃあ、少年がいないのかというと、そうでもないのですが、非行に走

る前に、補導なり何なりで声かけから始まって、たばことか深夜徘徊とか補導要件に該当

するようであれば補導ということになりますけれども、その前の声かけというのを積極的
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にやっていこうということで今取り組んでいるところです。 

 いずれにしましても、少年問題というのは、警察はそういう犯罪があれば検挙するとい

う形をとりますけれども、その前の少年の見守りですとか、少年に非行の機会を与えない

というのは、各団体の皆さんのご協力があってのことですので、今後ともよろしくお願い

します。 

 以上です。 

○議長（本木会長） 

 ありがとうございました。 

 何か事件等があってお忙しいようで東警察さんがご到着されておりませんので、ちょっ

と警察のほうの関係を具体的に数字等を挙げて船橋警察さんのほうからご説明がありまし

た。ご質問はいかがでしょうか。どうぞ。 

○朝倉委員 

 深夜徘徊と喫煙で 85.3％ということですが、たばこというのは、どうやって手に入れる

ものなのでしょうか。 

○林委員代理（船橋警察署 杉本生活安全課長） 

 例えば、少年がたむろしていますという 110番が入ります。そこに行って少年たちに声

をかけます。そうすると、大体というわけではないですけれども、そのときにたばこを所

持している。あるいは、たばこを吸った灰があって、もちろん 20歳以下は吸ってはだめだ

という禁止法がありますので、少年補導という形になります。 

○髙橋副会長 

 質問と違いますよね。 

○議長（本木会長） 

 なぜ買えるのか。 

○朝倉委員 

 どうやって手に入れるのか。 

○林委員代理（船橋警察署 杉本生活安全課長） 

 失礼しました。子供がどこで買うかというと、コンビニなんかが多いみたいですね。自

販機ですと今はタスポをかざさないと買えないというのがあるので、自販機で買うという

のは余りないんですけれども、購入するのはどこかというと、コンビニが多いと思います。

うちのほうで昔ながらのたばこ屋さんというところで、「あそこは売ってくれるよ」と中

学生が購入した事実があるんですけれども、そういうのがあれば今度は喫煙禁止法という

のがありまして、たばこを売った側を罰するというのがありますので、それでやっていま

すけれども、ほとんどの場合はコンビニですとか、画面タッチで今買えますので、そうい

うような状況ですね。 

○議長（本木会長） 

 コンビニだと子供たちが行って自由に買えちゃうんですか。 
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○林委員代理（船橋警察署 杉本生活安全課長） 

 コンビニに行って、明らかに中学生というのは、やはりコンビニさんにもいろいろ指導

していますので、「あなた中学生じゃないの？」という声かけはやってもらえるんです。

ただ、今は見た目が私服に着がえていると未成年っぽいけど 20歳にも見えるということで、

また、レジなんかが混んでいると、そこで年齢確認・身分確認させてくださいと、なかな

かそこまでいってないのが現状で、そういうところで画面タッチしてくださいということ

で年齢確認をやりますけど、あれを押すことで買えてしまうというのもあります。全部が

全部コンビニで買っているかというと、そうではないと思いますけれども、中には親に買

ってもらってそれを吸っているということもあります。 

○議長（本木会長） 

 どうぞ。 

○丹羽委員 

 補導委員連絡協議会の丹羽です。 

 他市の方と意見交流をして、たばこという話になりますと、親御さんが学校から連絡を

受けて、「外で吸っていましたか」という話をされる場合もあります。それから、もう一

つは、コンビニの外で大人に声をかけて、「買ってくれないか」という子もいるそうです。

ちょっとすごいことをするなと思いましたけど、そういうことは把握されているみたいで

す。 

 あと、もう一つ、警察署の杉本さんにお伺いしたいんですけれども、昨年の春から危険

ドラッグの所持自体が禁止になりましたけれども、さすがに市内で検挙という話はないの

か、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○林委員代理（船橋警察署 杉本生活安全課長） 

 市内で販売している店舗はないということで、危険ドラッグ自体は今のところありませ

ん。ただ、昨年の２月ぐらいですか、19歳の少年だったと思いますが、住居侵入というこ

とで捕まえた少年がいます。去年の２月８日の雪の中、全裸に近い恰好になって暴れて他

人の家に入って逮捕されました。その足跡をたどっていくと、少年の脱いだ服のところに、

危険ドラッグと認定されているかどうか、商品名は忘れましたけれども、そういうパッケ

ージの箱が落ちていたというのはありました。それ以外は当署管内は、船橋東署管内もな

いと思いますけれども、危険ドラッグというような取り扱いはありません。 

○丹羽委員 

 ありがとうございました。インターネット等で検索をかけると、いまだに「合法ドラッ

グ」ということでかなり件数が引っかかってくるのですけれども、やはりこれはイタチご

っこみたいな形で、販売している住所なんかも載っていますけれども、実在しないという

形なのでしょうか。 

○林委員代理（船橋警察署 杉本生活安全課長） 

 危険ドラッグというのは、指定薬物で指定されないと取り締まりができないということ
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で、今、イタチごっことおっしゃいましたけど、まさしくそのとおりで、これを押収して

出す、危険成分があるからこれを指定薬物に指定するというのを国のほうでやると思うん

ですけども、それをしないとなかなかそこの検挙ということにはならない。今度、それが

指定薬物にされたので、そこはもう販売しない。しかし、また指定薬物に指定されていな

い危険ドラッグといわれるものをまた販売するというような状況で、全国的にもそうだと

思いますけれども、イタチごっこというところになっていると思います。 

○丹羽委員 

 ありがとうございました。 

○議長（本木会長） 

 まだインターネットでは合法ドラッグって売っているんですか。 

○丹羽委員 

 皆さんのご家庭のパソコンで調べていただけると、かなりの数が引っかかってきて、そ

こにもやはり先ほどおっしゃっていただいたとおり、危険薬物には指定されていませんと

いうようなことまで書いてありますね。 

○議長（本木会長） 

 なるほど、今ご説明があったように、インターネットにも危険薬物には指定されており

ませんと、そういうふうに言っているんだ。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 それでは、警察のほうからの最近の青少年の非行状況、ありがとうございました。 

 これまで３団体からのご報告についてのご議論をいただきまして、警察からの青少年の

非行状況等についてご報告をいただきました。これまでのご議論の中で、もう一言言って

おきたいとか、確認しておきたいという方はいらっしゃいませんでしょうか。 

 それでは、これまでのご報告等についてはご了解をいただいたということで、その先に

行かせていただきます。27年度の事業予定について、事務局のほうからお願いしたいと思

います。よろしくお願いします。 

○青少年課長 

 青少年課でございます。 

 それでは、平成 27年度事業予定について、ご説明いたします。 

 お手元にお配りしております「平成 27年度青少年関係事業（予定）について」の資料を

ごらんいただきたいと思います。 

 現時点では、平成 27年度の予算案もまだ公表されていない段階ですので、資料２はご説

明できる範囲の内容で７つの事業を記載してございます。 

 まず、１点目でございます。「放課後子供教室推進事業」、こちらの拡大でございます。

放課後とか夏休み等の子供たちの安心・安全な活動場所を確保するために、小学校施設を

活用した放課後子供教室を平成 26年６月から小学校５校で開設いたしました。平成 27年

度は、６月から新たに 26の小学校で開設することを予定しております。なお、残る小学校
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23校につきましては、28年度の予定と聞いております。 

 次に、「青少年リーダーの育成講座」でございます。青少年育成活動を推進するため青

少年団体等と連携し、青少年会館等を活用して青少年リーダーの育成講座を開催する予定

でございます。この講座は、青少年団体やサークルなどに参加し活動している方や青少年

活動に興味のある方を対象に、活動を行う上で必要な知識やスキルを身につけ、青少年の

リーダーとして活動できる人材を育成することを目的に開催するものでございます。 

 次に、「インターネット安全利用等の啓発事業」でございます。平成 26年度、先ほどご

質問もございましたが、インターネット安全利用講座を５つの行政ブロックごとに公民館

で開催いたしました。この講座を平成 27年度も引き続き開催するとともに、インターネッ

トの安全利用等を啓発するための保護者向けリーフレットを作成する予定でおります。こ

のインターネットの安全利用につきましては、リーフレット・チラシ等を国や県などでも

作成しておりますので、これらを参考に、効果的な配布先、掲載内容を検討して作成して

まいりたいと考えております。 

 次に、「青少年関連の講座等の開催」でございます。公民館では、いじめ問題やインタ

ーネット安全利用対策等の青少年問題に関するテーマを講座等に取り入れるほか、子供の

意見を取り入れた講座を開設することを予定していただいております。 

 次に、図書館の事業といたしまして、「青少年問題に関する図書の展示等」でございま

す。図書館で毎月行っております図書の展示コーナーの中で、青少年問題に関する図書の

展示を行っていただく予定でおります。また、ヤングアダルト対象の図書リスト（ＹＡコ

ーナー 本の中から）、こちらの図書リストを全図書館・公民館図書室に加え、児童ホー

ムにも配布していただく予定でおります。 

 次に、「船橋ひやりハッと防犯ネットワーク」ですが、昨年実施されました「こども未

来会議室」で、中学生から防犯に対するご提案の中にあいさつ運動の推進ということがあ

りましたことから、現在、防犯ネットワークの加盟事業所等に配布しておりますステッカ

ーやボディパネルの標語に、あいさつ運動の内容を表示するということを市民安全推進課

のほうで考えていただいております。 

 最後に、「スポーツ、レクリエーション施設の整備、青少年施設の改修」でございます

が、青少年の体力づくりや社会環境整備に向けて必要となります施設の整備や改修を継続

して進めていく予定でおります。 

 平成 27年度事業予定につきましては、以上でございます。 

○議長（本木会長） 

 ありがとうございました。 

 青少年関係の事業、27年度の予定について、事務局からご説明がありました。いかがで

しょうか。ご質問、ご意見。どうぞ。 

○秋屋委員 

 少年少女団体連絡協議会の秋屋でございます。 
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 ２番目の「青少年リーダーの育成講座」についてお聞きしたいのですが、青少年リーダ

ーの育成講座につきまして、これは成人指導者を対象ですか。または、ジュニアリーダー

と称する高校生・中学生年代を対象でしょうか。 

○青少年課長 

 青少年課でございます。こちらの青少年育成リーダー育成講座の対象者でございますけ

れども、実は当協議会におきまして、前回の第２回だったかと思いますけれども、やはり

この青少年活動を進めていく上で、特に中高生がリーダーとなってというようなお話もあ

ったように記憶しております。青少年課のほうで今現在は、中高生、大学生、それから成

人の方でも若い方、なるべく青少年に年齢の近い方を対象にリーダーを育成してまいりた

いと考えております。 

○秋屋委員 

 もう一つですが、ぜひ長期継続ということで、新規に事業を始められるのでしたらお願

いしたいと思います。 

 また、講師の資格だとか人選だとか、それから基準などはこれからの問題だと思います

が、ぜひ正しい指導ということでお願いしたいと思います。団体に偏らないということで、

ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

○青少年課長 

 貴重なご意見ありがとうございます。参考とさせていただきます。 

○長野委員 

 ＰＴＡ連合会から、「放課後子供教室推進事業」についてお聞きしたいのですが、こち

らの放課後子供教室を利用した場合、子供の安全確保、面倒というのは先生方がやられる

ということなのでしょうか。 

○青少年課長 

 きょう、担当の教育総務課は幹事でございませんので出席しておりません。今、資料等

を確認いたしますので、後ほどご回答でよろしいでしょうか。申しわけございません。 

○長野委員 

 はい。 

○議長（本木会長） 

 不審者情報だとか子供の事故が多いのが４時から６時というのを、つい最近新聞で読ん

だんですけれども、要は、子供たちが下校して一旦遊びに出て、その後の事故ではないか

という解説がありました。そうすると、この放課後ルームなんていうのも帰る時間はそう

いう時間帯になってくるんでしょうかね。４時はまだならないけど６時という時間帯にな

るんでしょうね。当然、この安全という視点も――確かにおっしゃる懸念というのが出て

くると思います。 

 ほかにご質問ございませんか。 

○青少年課長 
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 よろしいでしょうか。放課後子供教室でございますけれども、預かっている資料で確認

しましたところ、スタッフが見守りのためにおります。その中で自由に遊んだり、読書を

したりという自主的な活動をする場となっております。 

○丹羽委員 

 船橋市のホームページにパンフレットがありまして、「コーディネーター、教育活動推

進員、ボランティアが各活動場所で子供たちを見守ります」となっておりますね。 

○議長（本木会長） 

 私が先ほど申し上げたのは、校内で放課後ルームを開催しているときの子供たちの安全

もさることながら、帰宅の途中の安全というのはどういうふうに確保されるのだろうかと

いう視点で私は受けとめたのですけれども、その施設の中での安全というのは、ちゃんと

お世話をするスタッフが責任を持ってやっていくということですね。 

○丹羽委員 

 ５時に終了するということになっていまして、「帰宅時間は自由ですので、お子さんと

よく話し合い決めてください」というふうにうたわれているようです。 

○議長（本木会長） 

 そうするとスクールガードの団体との連携というのも出てくるだろうし、やはり子供た

ちの安全という視点から、５時に終わっておうちに帰るとちょうど５時から６時というこ

とになるのでしょうけれども、その辺の安全についても放課後ルームについては行政のほ

うも十分連携した対策をお考えいただければと思います。 

 ほかにございますか。どうぞ。 

○黒坂委員 

 青少年センターですけど、私はどちらかというと子ども会のほうが主なもので、子ども

会の立場からお話しさせてもらいたいと思うのですけど、青少年課長が青少年のリーダー

の育成ということで２番目に掲げてあるのですけど、子ども会としましては、ジュニアリ

ーダーはどうしても必要なものだということで、ジュニアリーダーの講座をやっておりま

す。まず小学校４年生からですと初級、中学生になると中級、高校になると上級、その３

段階のステップを踏んで講習会をやっております。それで認定書を出して、中級・上級に

なりますと全国どこへ行ってもこの認定書は使えますから、私が例えば千葉から埼玉県に

移った場合、埼玉の人に見せれば全国で公認しているリーダーですねというふうに、これ

はもう全部共通になっております。そういった中でジュニアリーダーというのは一番これ

からは大切なグループになってくるのではないかなと思います。 

 そんな中で、今、青少年課のほうで青少年育成活動を推進するためにリーダーを養成す

るということですけど、それは子ども会だけではなくていろんな団体との合同でというこ

とになると思うのですけど、その場合、１回きりの講座だけだと何の意味もないんじゃな

いかなと思うんですよ。まず継続性がないと。例えば初級を受けて、中学生になったら中

級を受けるというような何か関連性がないと、ただ１回受けた切りでは進歩がないのかな
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と。それよりも継続性のあるものを考えていってほしいなと思っています。きょうはボー

イスカウトの会長の秋屋さんもいらっしゃるので、うちらの団体がそういった団体になる

のかなと思うのですけど、要望なんですけど、やっぱり継続性が必要かなと。ただ、やり

ました、終わりました、じゃあ、どうしたのとなっちゃうと思うんですよ。それよりは継

続性を持たせてやらせるほうがいいかなと。 

 それで、ジュニアリーダーになりますと、これがまたおもしろいんですけど、ある程度

行事を任せるんです。ちゃんとできるんですよ。大人が考えている以上に子供はしっかり

しています。またそういう教育も受けていますから、すごいなと思うんです。きのうも千

葉県のジュニアリーダーが 60人ほど集まって東金で研修会をやっていましたけど、皆さん

に見てほしかったぐらいです。すごいな、これが今の中学生・高校生かなと。私も挨拶で

「これで千葉県の子ども会は安泰です」と言ったんですけどね。 

 きのうは祝日でしたから、ゲームセンターかなにかで遊んでいたい年ごろなのに、そう

いうところに皆さん集まって、いろいろ情報交換をしたり遊びをやったりで、やはりジュ

ニアリーダーというのはすごいものだなと思いました。昨年、成田でやった関東甲信越の

子ども会の集まりでもジュニアリーダーがほとんど仕切ってくれました。500 人からのお

客さんを仕切れるんですから、大変なものだと思います。 

 それと、もうすぐ４年になりますが東北の震災です。宮城県の南三陸町、それから岩手

県の大槌町、よく名前が出た町ですけど、その町をこれからどういうふうに再建するかと

いうときに、町長さんはえらいなと思ったんですけど、町の有識者を集めるのではなくて

ジュニアリーダーを集めた。これからのまちづくりは君たちに任せたよとジュニアリーダ

ーからの意見をものすごく吸い上げた。そういった事例もあります。だから、確かに学識

経験者は偉い人もたくさんいらっしゃると思うのですけど、若い目で見た感覚も必要にな

ってくるのかなと思っています。 

 それから、これもやはり宮城の子だったんですけど、「私は学校の勉強が嫌いです。頭

はよくありません。でも、六大学の一つに受かりました」と。それは論文と面接で、子ど

も会でボランティア活動をやったことをしゃべったら、慶応に入りました。やはり今は世

間が変わってきているのかなと。青少年のそういった育成をすることによって時代が変わ

ってきているのかなと。まして、文部省の下村大臣が 2020年に共通一次試験は廃止します、

大学は入りやすいようにします、面接だけでと言ってましたよね。そのかわり出るのは厳

しいのでしょうけど。やはり自分が何を中学時代、高校時代にやってきたかということを、

これからの子供たちは説明できる子でないと、頭がいいだけじゃ世の中に通じないわけで

すから、そういった青少年を育てていきたいなと思っています。青少年課長、よろしくお

願いいたします。 

○青少年課長 

 青少年課でございます。確かに継続性ということは非常に大事なことだと思いますので、

貴重なご意見ありがとうございました。 
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○議長（本木会長） 

 今、非常に積極的なリーダーの育成というのを手がけておられるのですが、小学生は４

年生からということでいいとしても、中学生や高校生は部活などで非常に忙しいように思

いますが、やはりこういうふうなリーダーの中に入ってくる人は、学校でもそういう特別

な対応をしてくれるんですか。 

○黒坂委員 

 部活のほうの調整もあると思いますけど、大体、中級の場合は夏休みにやるんです。そ

れは８月にやるんですけど、会場を２カ所設定しまして、どっちか都合のいいところに来

なさいよということで、なかなかスポーツ系の部活だと休むと厳しい面もあると思うんで

すけど、結構子供たちはうまくやっていますね。それで、学校のほうでも推薦するのか、

中学３年生になると、私も出しているんですけど、高校に進学する子に、この子はこうい

ったことをやっていますよという功績調書を校長先生にお渡ししているんです。そうする

と、学校のほうが、こんなことをやっていたんですかと逆にびっくりされるんですけど、

そういったことで校長先生も多少評価点を上げてもらえるような運動もしています。 

○議長（本木委員） 

 大事なことだと思いますね。そうですか。 

 委員の皆様方、よろしゅうございますか。 

 どうぞ。 

○髙橋副会長 

 実は、この青少年関係事業の問題だけではなくて、ちょっとお願いしたいことがござい

ます。一番下にあります「スポーツ・レクリエーション施設の整備、青少年施設の改修」

というふうに書かれて公園緑地課さんのほうから上がっているのですけれども、今、市内

でも行田という地域で、本当に一部分ですけれども整備が進んできています。いろいろな

施設があそこに入ってくるのだと思いますけれども、子供たちや子連れの方たちが、今の

リーダーを育成して周りを巻き込んで何か事業をしようといったときに、例えばそういう

スペースって市内のどこにあるのかなと。安心して子供たちと集える場所です。例えばで

すけれども、アンデルセン公園の周りの県民の森を含めた一帯、それから、船橋の運動公

園の周り、グラスポ、そしてアリーナの周辺、といってもあそこはもう埋まっちゃってい

るところがありますから日大側のほうの新しく整備されてきたあたり。そう考えたときに、

ぜひ今だからこそ広げられる、整備できる、例えばアンデルセン公園の周辺か米ヶ崎一帯、

あそこにもしかしたら駅ができるかもしれないという再開発の地域、あのあたりにぜひ役

所でも、先にそういう憩いの場というか青少年が活動できるような場というのをつくって

いただくことができないか。どうしても駅ができて便利な場所になると、そこには商業施

設が入ったり大きな団地ができたりということで、結局、今と同じになってしまいます。 

 今、公園って思いつきますか。子供たちが体を十分に動かして汗をかいて、制約のない

公園。私の住んでいるところは随分いい場所だと思っていますけれども、それでも住宅地
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が開発されると、この部屋の半分ぐらいの公園が一つ整備されて終わっちゃうんですね。

遊びといっても、すぐ近所に家が建っちゃっていますから何もできないんです。できるな

らば、そういうアンデルセン公園の周りにきちんとそういう整備をしていただくなりする。 

 でも、道路が混むだけで、都市部の船橋駅周辺、葛飾や西船周辺の方は、アンデルセン

公園まで行って何かをしようという気持ちにはなかなかならない。アンデルセン公園をつ

くったときにも私が提案していて、提案書の中に書かれていると思うのですが、やはり電

車を含めた交通インフラの整備も今後考えてくださいというふうに書いてあります。 

 そういうふうにインフラを後からつくって、今スペース的にどうにかある場所を便利に

使えるようにするのか、もしくは、駅ができる計画があるところを先にそういう市民の憩

いのスペースとしてつくっていけるのか、そういうことをぜひ担当課のほうと、ここにも

委員として市議会議員の先生たちもいらっしゃるものですから、住みやすい、また、子供

たちが育ちやすい環境というもの、親ももう一度子供と一緒に学べる環境の整備というと

ころを、ぜひ今後も、でき上がってしまってからではまずいところがございますので、交

通インフラを踏まえて、どうにかご提案をしていただけるとありがたいなと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（本木会長） 

 中・長期的に、子供たちが集える場所、安心して思う存分そこで過ごせる場所、これを

長期的な展望に立っても対策を考えていくべきではないかというご提起、非常に私どもも

同感であります。今、米ヶ崎という地域の名前が出ましたけれども、あそこに海老川の調

節池を広い用地として確保しつつあるようであります。できればあの辺も活用できるよう

なことも含めて、やはり行政も長期的な展望に立ってお考えいただければありがたいと思

います。市議会の先生方も委員としていらっしゃいますと、こういうご提案でございます

が、何かご意見ありますか。 

○日色委員 

 ご指摘ごもっともだと思います。 

○議長（本木会長） 

 全く同感であります。ありがとうございました。 

○青少年課長 

 事務局ですけど、今、教育総務課の方に来ていただきましたので、先ほどの放課後子供

教室の安全に関するご説明をお願いしたいと思います。 

○議長（本木会長） 

 よろしくお願いをいたします。 

○教育総務課長補佐 

 教育総務課です。ご質問の中で、放課後子供教室についての見守り、職員の配置体制等

についてということですけれども、各子供教室には教育委員会が採用した非常勤職員３名

を配置しております。そのうち１人につきましては、例えば教員とか保育士とかの資格を
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有した者、この者を９時 15分から 17時 15分、一日勤務ということで配置しております。

あとの２人ですけれども、これも非常勤職員で、ここは資格はないですけれども、実際の

子供たちの活動が始まった段階での見守りということで、合計３名の体制と、地域のボラ

ンティアの方々に、まだ毎日には至っていないのですけど、できる限り地域の方々の協力

を得ながら子供たちの活動の見守りを行っております。 

 もう１点、下校時の安全対策ということでご質問があったようですが、放課後子供教室

につきましては、基本的に午後５時に終了いたします。帰宅時間は、お子さんとお母さん

との約束事の範囲内で自由です。学校の施設を活用してということで、放課後、学校が終

わってランドセルを背負ったまま校外に出ることなく安全な活動場所を確保するという目

的ですので、放課後子供教室からの指導・管理等については一切行っておりません。お子

さんとお母さんとでよく話し合って決めていただく。特に冬場、今の時期は日没も早いの

で、お友達と一緒に帰ったり、また、心配な場合は保護者の方へのお迎えをお願いします

ということでお母様方にもお話しをしております。 

 今後ですけれども、28年には全校実施、その段階では入退室管理の記録システムという

ものを導入して、保護者へ「今帰ったよ」「今、子供教室に参加したよ」等のメール配信

等を実施していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（本木会長） 

 施設の中に残すわけですから、施設の中で過ごす子供たちの安全を考えるのは当然だと

思うんですね。ただ、私どもが地域で心配なのは、どうしてスクールガードという地域の

ボランティアの皆さんに呼びかけて取り組んできたか、平成 17年度からでしたか、その意

味を考えると、やはり学校を出た後の事故からどういうふうに子供たちを守っていったら

いいのかという視点からの取り組みなんですよね。したがいまして、報道等で子供たちが

事故に遭うのは４時から６時が一番多いというふうに聞いているものですから、そういう

視点から、放課後子供教室の場合は下校時の対策なんかも考えているのか、それは親と子

供の約束ということだけでよろしいのかどうか、その辺も十分検討しておく必要があるの

ではないかと、こんなふうに思われます。 

 よろしゅうございますでしょうか。どうぞ。 

○日色委員 

 時間がありませんので端的に申し上げます。 

 まず、きょう議題に 27年度、次年度の事業の予定が上程されまして、皆様にこうやって

ご説明と意見を聞いていただきましたことに、まず感謝を申し上げます。会長、また事務

局のご配慮に感謝を申し上げます。というのは、数年前から申し上げていたのですが、い

つも年度が始まってから今年度こういうことをやりますよと７月ぐらいに皆さんにご報告

されていまして、この協議会が形骸化していった一番の原因はそこにあったというふうに

思っておりますが、きょうこうして事前に可能な範囲で事業をお示しいただいて、各団体
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からその意見が提出されて、それを参考にして新年度、もちろん予算が通ってからですけ

れども運用されるということで、初めてこの協議会の意見というのが実際の事業にインパ

クトを与えるということになってきますので、今回こうした取り組みを初めて行っていた

だきましたことに、まずは感謝を申し上げます。 

 それで、私のほうから要望が１点と質問が１点です。まず要望のほうですが、昨年 26

年度から引き続いてインターネットに関係する事業を計上していただいています。これは

やはりここの協議会でも多くの委員さんから、今、子供たちのインターネットの環境、あ

るいは、その利用に関するトラブルがふえているという実情を踏まえて、青少年課、そし

て各団体でもそれぞれ取り組みを行っていただいたということで、これもこの協議会の議

論を反映して子供たちの問題をとらえて、それに対して行政また各団体が運動を展開して

いるということで非常に望まし形だというふうに思っています。ただ、先ほどご質問いた

しましたとおり、やはり参加型の講習会ですとどうしても参加者が限られる、100名や 120

名ということでしたので、市内でスマホを使っている子供たちがざっくり何万人いるかと

考えますと、まだまだ十分届いていないというふうにも思いますので、今回は保護者向け

リーフレットの作成というようなことも拡充で入っておりますが、ぜひこれを効果的に展

開するために、単純にプリントを配って終わりではなくて、例えば配るプリントの内容を

保護者と一緒に考える、あるいはＰ連さんですとか保護者の団体さんと一緒に考えて作る、

あるいは子供たちと一緒に作るなど、実効性のあるものになるように工夫をお願いしたい

と思います。これが要望１点とさせていただきます。 

 もう１点は、きょうは図書館は来られていますか。 

○事務局 

 今日は来ていません。 

○日色委員 

 そうしたら、図書館のほうには要望で伝えていただければと思いますが、「青少年問題

に関する図書の展示等」と一行あります。これも非常に漠としていて幅が広いと思います。

ぜひこの協議会で取り上げられている問題ですとか、市内でどういう問題が子供たちの周

りにあるかということを踏まえていただいた上で、この展示ですとか、図書の選定ですと

か、子供たちへのＰＲなどを行っていただければと思いますので、２点要望させていただ

いて発言を終わります。ありがとうございました。 

○議長（本木会長） 

 ありがとうございました。図書館への要望と、プリントの内容を行政が考えるときに、

関係団体等のご意見なども斟酌をして、効果のあるいいものをつくっていただきたい。こ

の辺をお願いしたいと思います。 

 予定時間が迫ってまいりました。前回の 11月の会議では各団体から出された現況報告等

をもとにいろいろと意見の交換もしたいと、こういう確認がなされておりました。私も限

られた時間ではありましたけども、なるべくご意見、ご要望等もここで出していただくよ
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うな進行を図ってきたつもりではありますけれども、きょうは大体３団体と、それから事

務局から来年度の事業計画についてのご意見しか承れませんでした。ここにご参加いただ

いている団体は非常に多うございますので、次回などはもう少し各団体の活動についての

ご議論、そんなものも深めていただければありがたいと思います。 

 特に、本日の議論の中で言い足りなかったこと、ちょっと質問を漏らしているようなこ

とはございませんか。どうぞ。 

○黒坂委員 

 子ども会の黒坂です。さっきの青少年のリーダーの育成ということですけど、これはち

ょっと私の提案です。初級・中級・上級とあります。継続性を持たせるためには、初級を

やった子が中級に行けるステップをつくってやらなければいけないと思うので、そのため

には、年間 300円なんですけど、会費を払っていただけますと次の段階にいけるようなス

テップも踏めるような行事ができるんです。そういったもので考えていただければなと思

っています。 

 それと、いろんな講師関係ですけど、県のほうの子ども会のほうから成人指導者という

のがたくさんいますので、そういった講師なんかも、そういった団体ですよということで

派遣できます。年１回なんですけど、300円で継続性を持たせることはできると思います。 

 それから、青少年だけではなくて育成者といいますか、いわゆる大人ですね。これは今、

船橋と市川と浦安の３市が合同でそういった育成者教育の講習会もやっています。それも

結構おもしろいですので、年間 300円でできますので、そういったことで皆さん継続性を

もってやっていただければいいのではないか。一回きりの講座だけではなくて、次から次

へとステップを踏めるような仕組みができておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（本木会長） 

 年間 300円というのは、初級・中級・上級の講習を受ける方が 300円ということですか。 

○黒坂委員 

 そうです。平たく言うと、一つの団体ということで加盟してもらえば、300 円で加盟さ

れるんです。そうすると、いろんな派遣なんかもできますから。 

○議長（本木会長） 

 なるほど。 

○黒坂委員 

 いわゆる子ども会の構成メンバーですよという形をとっていけば、どんな方でも入れま

すから。 

○議長（本木会長） 

 例えば、単位町会でうちなんかは子ども会を持っているんですけれども、その子ども会

ということで入れば、年間 300円の会費で講師の派遣等もお願いできると、こういうこと

なんですか。 

○黒坂委員 
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 はい。個人的に来てくださいといってもなかなか行けないものですから、団体で登録し

ておくということです。子ども会も船橋には各町会に相当あると思うんですけど、やはり

その上部団体である船橋市の子ども会（市子連）に加盟されないと、いわゆる共済金なん

かの安全面も確保されますので、本木会長のほうから、自治連の皆さん 700何カ所の自治

があるわけですけど、自分のところに子ども会があったら、船橋市の市子連のほうに登録

されるといいですよということを説明していただければ。子ども会はあるんだけど、上部

団体につながっていないんですよね。年間 300円ですから。 

○議長（本木会長） 

 そうですか、わかりました。ありがとうございました。 

 それでは、予定時間となりましたけれども、これをもって会議のほうを終了させていた

だきたいと思いますが、事務局のほうではいかがでしょうか。 

 次回は７月ごろになる予定だそうですけれども、次のテーマについてのご意見はござい

ますでしょうか。きょうは３団体だけの活動報告でしたけれども、各団体についてご報告

をいただきました。そういった活動についてのご意見等も含めて次回ご議論もしていくと

いうことは先ほど確認をしていただきましたけれども、そのほかに特にこんなテーマでと

いうご要望があれば承ります。 

 どうぞ。 

○日色委員 

 私ばかりしゃべり過ぎて申しわけないのですが、ぜひ次回は、７月ということですので、

通例ですと 26年度、年度が終わりましたものの事業報告を受けて、それに対する各団体の

皆様からの意見を聴取して、さらに次の年度に向けて生かしていくべきだと思いますので、

終了した年度、26年度の総括、評価、それらに対する意見というものをぜひ加えていただ

ければと思っております。 

 今、本木会長がおっしゃられた各団体からの報告は、さらにもうひと回り続けていただ

いて結構だと思うのですが、それぞれ各団体がどういう活動をしているかというのがわか

ってきましたので、できたらそこから一歩進めていただいて、各団体の活動の中で考える

今の青少年の課題と、それに対して各団体でどのような活動をされていらっしゃるか、あ

るいは他の団体に対して呼びかけていきたいかというような、より少しテーマを絞った、

問題意識を絞り込んだ形で議論を進めていただけるとよろしいのではないかと思います。

ぜひ会長また事務局のほうでご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（本木会長） 

 非常に前進的なご意見でした。各団体の活動状況については、きょうの３団体を含めて

ひと回りした。その中で特にこの団体では青少年の関係でこういうことに力を入れている、

だけれどもこういう課題がある、そんなことを次回からまた議論を進めさせていただきた

い。こういうご提案です。よろしゅうございますかね。 

 どうぞ。 
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○丹羽委員 

 そういった団体で人集めがうまくいっている事例がもしあるようであれば、そういった

形をもしピックアップできるようであれば、ご紹介いただければ一番いいと思います。あ

りがとうございます。 

○議長（本木会長） 

 人集めというのは、行事をやるときに、そこに参加してくれる人という意味ですか、そ

れとも、それを主催してやっていくような人ですか。 

○丹羽委員 

 団体として加入数がふえているような団体というのでしょうか。 

○議長（本木会長） 

 そうですか。恐らくこの活動の課題の原点になる部分かもしれません。では、そんなこ

とも含めて次回ご報告をいただくということにして本日は終了したいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

 ちょうど予定時間でございます。ご協力いただきまして、大変ありがとうございました。

以上をもちまして、本日の第３回船橋市青少年問題協議会を終了させていただきます。あ

りがとうございました。 

 すみません、議事録署名人の指定をしませんでした。日裏委員さんと黒坂委員さん、議

事録署名人、よろしくお願いいたします。議事録の素案がまとまりましたら、またご相談

させていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

午前１２時００分閉会 


