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令和４年度山形県青少年健全育成審議会議事録【概要版】 

 

１ 日 時 令和４年９月 14日（水）９:30～11:00 

２ 会 場 山形県庁 1001会議室  

３ 出席者 

 【委員】 

  花屋道子会長、安保寛明委員、伊藤芳明委員、井上夏委員、内山博之委員、栗田

裕子委員、小林由美子委員、平眞理子委員、髙橋敦委員、髙見佳澄委員、多勢弘子

委員、長岡好永委員、峯田益宏委員、山口四郎委員、山口節子委員（計 15名） 

 【関係課（オブザーバー）】 

  教育庁義務教育課、同高校教育課、同特別支援教育課、同生涯教育・学習振興課、

同スポーツ保健課、警察本部生活安全部人身安全少年課、総務部学事文書課、しあ

わせ子育て応援部子ども家庭支援課、同子ども保育支援課 

 【事務局】 

   しあわせ子育て応援部長、女性・若者活躍推進課長、他 

４ 概要 

  しあわせ子育て応援部長より挨拶後、事務局及びオブザーバーから「少年補導及

び被害の概況について」、「山形県子ども・若者ビジョンの推進状況について」、「ヤ

ングケアラーの実態等について」を報告した。 

  報告後、全委員から報告内容及び青少年健全育成に関する意見をいただき、意見

交換を実施した。 

  ～以下、意見交換における委員及び関係課の発言要旨～ 

 

・安保寛明委員 

少年非行全体が減ってきている全体的な傾向は喜ばしいと思う一方で、ＳＮＳな

どの比較的外に見えづらいところに、子供の行動が移行しつつあると思う。 

ヤングケアラーの状況にある子供は、自分の置かれている状況を仕方ないと考え

て諦めてしまいやすい傾向にあることが、いろんなところで指摘されている。先ほ

ど教育庁からもあったとおり、子供自身から、その発信ができるような土壌を作る

というのが、教育だけでなく、地域でもできないかなと考える。例えば、親御さん

が障害になったりすると、部活動に参加できなくなるとか、地域の近所の繋がりが

希薄になりやすいため、近所の人たちが声をかけにくくなる状況が生じると言われ

ているので、両面からのアプローチが必要かなと思う。例えば学校の中でいうと、

こういった状況にある子は、声を出せるようにする方法がいくつかあるが、例えば

ヤングケアラーに関する情報提供が、寸劇などで行われて、そのあとで紙を渡して、

自分がこういう状況だと思った場合には、生徒会室の隣とか、職員室の隣とかにポ

ストを置いて、そこに入れてくださいという形で、直接言わなくてもいいようにす

ることで、ヤングケアラーである人が自分のことを言いやすいようにする仕組みが、

イギリス、イタリアで行われている。そこから日本でもある、ソーシャルワーカー

につないでいって、そして親御さんに対する福祉を行うことで、整理することがで
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きるかなと思う。 

また、ＳＯＳの出し方教育との連動ということで、市町村は自殺対策について取

り組んでいる。子供が声を出しやすくするという意味では自殺対策との連動もある

といいと思う。 

・伊藤芳明委員 

４、５年前に、県警本部から依頼があり、「やまがた 110ネットワーク」の普及に

協力してくれないかということで、弊社、山形市内の６拠点でチラシを置くなど普

及に努めた。その関係もあり、私もスマホに、この 110ネットワークをインストー

ルしたところ、どんどんメールが来る。主に交通関係が多いのだが、最近特に、不

審者が出たというメールが県内各地から出ていると思う。 

弊社で２年ほど前に、県内 24拠点を「こども 110番連絡所」に登録した。子供を

守る活動もしているが、今まで１件も、拠点の中に子供が逃げ込んだという報告は

ない。そういう状況にないのは喜ばしいのであるが、果たしてその「こども 110番

連絡所」に、一体どのぐらいの子供たちが、年間で逃げ込み、どんな状況でそこを

利用しているのか。それと、果たして子供たちが、その「こども 110番連絡所」を

認識しているのかということ。学校周辺や自宅の周辺で、子供の活動範囲内の、「こ

ども 110 番連絡所」をどのようにして子供に知らしめているのか、お聞きしたい。 

・井上夏委員 

  まず第 1にヤングケアラーの実態の件について、私も先日ニュースで見て、ヤン

グケアラー同士が、話ができるグループを作っていた。本人は、自分の生活スタイ

ルを別に大変だと思ってないと言っていたが、それをわかってもらえる人に話せる

状況がすごく気持ちを楽にするということだった。ぜひ気持ちを持ち寄れるグルー

プなどができればいいなと思った。 

二つ目に、実際に子供の不登校を経験したが、その時の先生とのやりとりなどい

ろいろあった中で、一番不安だったのは、学力面の勉強が遅れることであり、学校

からもっと協力してほしいと思った。今、タブレット端末を学校で 1人 1台持って

いるが、コロナ禍でオンライン学習がすすんだはずなのに、不登校の子に対して、

すぐその対応ができないと言われ、なぜできないのだろうと不安になり、おかしい

と思ったので、そこを何とか改善していただきたい。最後に、皆さんにチラシを配

らせていただいた、農業女子で企画している「あぐっとマルシェ」は、10 月 10 日

に天童市にある農済山形さんの駐車場をお借りして行う。今回はテーマが「みんな

で考えよう、食育フードロス」と企画しているので、もしよかったら来てください。 

・内山博之委員 

山形少年鑑別支所では、司法手続きの一つの役割のほかに、地域の方々から相談

を受けるという役割を担っており、今回、いろいろな取組について紹介いただき、

そういったことが十分活用されていくようになるといいなと思った。 

もう一つ大事なこととしては、やはり活用する側のご本人やご家族が困っている

認識をどう持つかということと、困ったと認識を持ったときに、周囲への援助をど

う要請しやすくするか、そこが大事かなと思っている。 

基本的に、保護者の方や、援助を要請する場合には、よくなるかなという期待と、

家の事情が知られてしまって、何か非難されるのではないかという抵抗、この間で
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揺れ動くと聞いている。我々が相談をお受けするときは、まずはそこの第一歩を進

んでいただいたというところが、「大きな一歩」ということで、とても大切に丁寧に

対応するようにしている。 

様々な問題があるとは思うが、我々が特に扱っている非行とか問題行動について

は、特効薬がなく、見つけるのが難しいとよく言われている。 

これは言い方を変えると、長い時間を見守りながら、様々な角度からアプローチ

する必要があるということで、かなり根気の要ることで、エネルギーも要ることだ

と思う。 

まず援助を要請した方が、要請をしてよかったと、まず今の時点で思っていただ

けること、それが次のタイミングで違う機関にも、援助を要請することへの後押し

になると思うので、そういったことは逆に言うと我々が現場で、一つ一つ丁寧に対

応していくということで、こういった県でやっている取組につながると思っている。

皆さんでやっている取組がより充実していくよう、我々も自分達の役割への責任み

たいなところを改めて感じた。 

・栗田裕子委員 

私は、新庄市の青少年育成推進員としての活動が主であるが、昨日もあいさつ運

動として、新庄駅に立って、高校生の皆さんに声掛けをしてきた。 

大きいかばんを背負って、ちょっと疲れてるかなという感じだったが、その背中

に「がんばれよ～」と心の中で声をかけながら、過ごしてきた。 

新庄市では、先月お祭りがあり、山車運行は一昨年が中止で、去年は一部だけ、

今年は、コロナ禍前にだいぶ近い状況でお祭り開催となった。この新庄まつりは、

実は多世代が交流する、とても貴重な場だったのだが、今回少し異変が起きた。と

ある町内の若連から聞くと、高校生の法被の貸し出しがゼロだった。中学生は若干

名。本当に数名の参加だった。山車を引く子供も、小さいお子さんが中心で、高学

年はわずかということで、その町内として本当にびっくりした出来事だった。 

その若連さんが言うには、地域の文化の継承も大事だが、子供さん自身の積極性

というところが、このコロナ禍で、この二年間の間に、少しそがれてきたのではな

いかという心配の声も上がっていた。 

ヤングケアラーについては、信頼できる大人を作ることというのは、学校だけに

限らず、子供たちが地域の中に入って行かないと、はじまらないことなので、積極

性とか、もちろん大人もそうなのだが、話せる土壌づくり雰囲気づくり、地域に知

っている人がいる、話せる人がいるということを、地域力として上げていくことが

大事なんじゃないかと思う。 

そしてまた、この子供若者ビジョンも、コロナ禍のパンデミックの間に変えたり、

見直したりしていくことが必要なのでないかと思う。 

・小林由美子委員 

現在の高校生の様子をお話しすると、新型コロナ感染症対策をとるようになって

から３年目となるが、熱中症も関係していることもあり、暑い時にはマスクを外し

なさいとか、部活動、体育の時にはマスクを外しなさいと指導しながら、状況に応

じた対応をしている。学校行事、例えば文化祭やクラスマッチ等も、より通常に近

い形で行おうということで、当然感染対策はしながら、普通の行事に戻りつつある
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日常である。とはいうものの、一番楽しいはずの昼食は黙食、あとは育英の野球の

監督が言っていたような「青春は密である」というような会話もなかなかできない

ような状況が続いている。 

その中で、問題として、私たちが捉えているものがある。例えば、体調不良のと

きは休みなさいという指導をしているわけだが、そのようなときに、これから卒業

した子供たちが自分の心身面のコントロール、例えば踏んばりどころに、何とか自

分の健康管理を調整するという力が身につくのだろうかという問題意識を持って

いる。 

ただ、その一方で、コロナのせいで、いろんなことに制限があると嘆くばかりで

はなくて、その中で何ができるかということを一生懸命考えたり、こういうときだ

からこそ、辛い人の気持ちに寄り添うということはできているのかなと思っている。 

あと先ほど栗田委員から、積極性ということがあったが、８月の豪雨直後に、ボ

ランティアの要請が来たので、ちょうど夏休みで、メールで協力できる人はいます

かと連絡したところ、一晩で 53名の希望があった。これは自校の話であるが、積極

性で戸惑う部分がある反面、何かをやりたいという気持ちは高校生も持っているの

かなと感じている。 

やはり先ほど申し上げたように、できないことを何とかプラスに変えていく力を

つけたいと思っている。これからをたくましく生きていくためにはそのような考え

方も非常に重要だと思っているので、今後も皆さんのお力でサポートいただきなが

ら、対応していきたいと思っている。 

・平眞理子委員 

私の仕事の関係上、携わる子供たちというのは、明るい光の中にいるというより

も、どこか影があるという子供たちが多くて、その影もその子供だけというよりも、

この家庭、親、との関連が、大いにあると思っている。 

多くのシングルマザーの方がいらっしゃって、非正規であるということはもちろ

ん、中には時間給で働いてる方もいらっしゃって、このコロナ禍で、会社が稼働し

ないので、シフトが組めなくて、「お金はもらえません。」「給料がありません。」と

いう方が何人かいらっしゃって、今月の家賃どうしましょうと相談があったりする。

一時金の 10 万円は助かったという声はあるが、何とか皆さんそれでもやりくり頑

張ってきているものの、何とかその子供たちにも高校は卒業してほしい。今時、中

卒の子供たちを、どういう会社が社員として受け入れるのかということを考えると、

せめて高校は、卒業してほしいと思う。 

ここでお願いというか、皆さんに聞いてもらいたいことは、社会福祉協議会の行

っている生活、教育支援資金、貸付の部分があるが、高校からあって、大学も、私

立のこういう学部にどうしても行きたいという子がいると、通るのだが、４年間大

学を卒業すると、その子は 1000 万近くの借金を背負うことになる。ちゃんとした

会社に勤められて、ちゃんとしたお給料をもらえて、20 年間 1000 万というと、無

利子でも月４万 2000 円ぐらいの返済になる。なので、それを返していけるかどう

か、私たちはハラハラしながら見守っている。皆さんにお願いだが、給付型の奨学

金を増やしてくださいという声を、できればどこかで上げていただきたい。 

また、ヤングケアラーであるが、家族が大変で面倒を見なきゃいけないというの
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であれば、包括支援センターへ相談すれば、もしかすると、介護認定をしてもらえ

て、ヘルパーさんがつくかもしれない。そうすると子供さんの負担は随分減ると思

う。皆さんから覚えておいていただき、包括支援センターをうまく使っていただき

たい。 

・髙橋敦委員 

少年による犯罪についての報告の資料 1のグラフにあるとおり、非常に下降線を

たどっているという点ではいい状況だろうと思ったが、少子化ということで、対象

年齢のお子さんの数も、もちろん減ってきていると思う。このグラフに対象年齢の

人のグラフもかぶっていると、直感的に更に掴みやすかったかなという感想である。 

ただ、子供の減り方よりも遥かに大きい割合で減っているというのはこの数から

もわかるので、逆にうがった見方をすると、ひょっとして犯罪の被害に遭っている

子供が埋もれているかもしれない。Ｗｅｂ上での犯罪というお話も聞かせいただい

たので、これについては大人がどうやって見つけ出していくかといった視点も大切

なのかなという感想を持った。 

二つ目ヤングケアラーというキーワードについて、これもやはり冒頭、イギリス

での事例の報告をお聞かせいただいたが、その本人から訴えるという一つのベクト

ルと、それから周りにいる大人が気が付くとか見つけ出していくという方向と、当

然両方かみ合わないと、表面に出てこないことだろうと思う。大人がどうやって接

していくかということと、その訴えやすい、ＳＯＳを出しやすいという環境なり、

また出しやすいその方法はどういう方法があるのかというところは、両方できちん

とそのかみ合うような、策を模索していかないといけない。いつまでも埋もれたま

ま、苦しんだままで育っていかざるをえない子供たちが減らないという状況は避け

たいという感想を持った。 

最後に、どなたかもおっしゃっていたが、今日いただいた資料の中に、コロナと

いうキーワードがおそらく出てこなかった。これからそのコロナを前提に社会が動

いていくことになるかと思うので、そういった視点で、施策がどのように変えてい

ける部分があるのか。工夫できる余地があるのかという視点も十分重要になってく

るかなという感想である。 

・髙見佳澄委員 

まず先に、青少年健全育成に関する活動の紹介です。先月８月 26、27 日に第 70

回日本ＰＴＡ全国研究大会山形大会を、皆様のご理解、ご協力ご支援のもと、無事

開催することができた。愛する子供たちの健全育成を掲げたＰＴＡへの同志達が全

国より、最初は 8000 名規模だったが、こういった状況の中、3000 人強の集うＰＴ

Ａ最大の事業となった。この機会を好機ととらえ、多様性かついじめ問題をテーマ

に掲げ、山形県ＰＴＡ連合会の新規事業として、山形県内 PTA共同参画型発信事業

として、「いじめのない環境を、この山形から」を３年前から展開している。この事

業で蓄積された傾向事例などを一つの報告書にまとめ、最終的にはこの内容を、今

回の全国研究大会にて、全国のＰＴＡの皆様に広く発信することができた。この事

業は全国大会が終わったからといって終わるものではなく、今後とも様々な小中学

校団体企業様からご協力をいただき、いじめのない環境づくりを続けていく。 

不登校に関して、先日あるお母さんと会い、数年前になるが、お子さん２人が高
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校に入学した時に、別々の公立校だったのですけれども、それぞれ別々に不登校に

なったとのこと。その時、周りの人に話していいのかどうかというのが、まず、わ

からず、誰にも相談できなくて、結局相談できるところが学校だったということだ

が、学校によって本当に対応が違って、熱心に相談にのってくれる先生、学校全体

で、ソーシャルワーカーに、紹介してくださったり、保健、情報の先生を紹介して

お話を聞いてもらったりと、その手厚く相談に乗ってくれる先生や学校もあれば、

親が悪いということで、一方的に責められて相談もできなかったという学校があっ

たそうである。ぜひ、親が安心して、相談できるように、対応が均一になるように

お願いしたい。 

ヤングケアラーの実態の紹介については、山形県にもこういう家庭があるという

ことが実感できたが、実際どれぐらいの人数がいらっしゃるのかということ。また

教職員ができること、いろいろ考えてくださってありがたいと思うが、聞いたら、

その先生方はどうされるのかということ。聞いて、1 回話せば子供はホッとするか

もしれないけど、先生に話したら何かしてくれるかもしれないという期待を持つか

もしれない。ぜひ、その後をどうするのかも考えていただけたらと思う。 

・多勢弘子委員 

 今回参加して感じたことは、これまでの井上さんや高見さんの話から、ICT 教育

の推進や不登校対応が学校によって格差があることである。私自身、天童市の ICT

推進担当になっている立場ゆえに、タブレット持ち帰りへの対応の差は課題である

と思う。 

天童市では全員にタブレットを持ち帰らせている。コロナ禍対策で、zoom等を使

ってリモート授業をするために持ち帰るのかと言う人もいるが、そうではない。そ

もそも GIGA スクール構想は、これからのグローバル社会の中で、子供たちがいか

に未来を生き抜いていくか、その課題解決の手段として、タブレットを一人一人使

えるようになるということがねらいである。そこで、持ち帰りについては、天童市

の推進担当として３つの視点で捉えている。それは、学力面、そして、特別支援の

子供たちの心の SOSに使えるということと、やはり未来のデジタルトランスフォー

メーションという意識に子供のうちから慣れてもらうということである。大人にな

ったら「こんなことできるよ。もう小学校でやったよ。」となってくれたらいいなと

いう思いで、タブレットでいろんなことに挑戦させている。２つめの、特別支援の

心の SOSについては、今は固定電話のない家庭が多いので、何かあったとき子供と

連絡が取れない状況がある。例えば、コロナ等で休校中、保護者は携帯を持って仕

事にでかけると連絡の手段は、持ち帰りタブレットということになる。それに気づ

いてからは、子供自身が毎朝健康観察をタブレットで行い、送信させることを習慣

づけている。すると、子供は「家の鍵がなくて入れない。」ということも学校にタブ

レットで SOSメールをしてきたことがあった。また、特別支援の子供たちにも家に

持ち帰るための練習をした。すると、今まで顔を上げなかった子供たちがみんな画

面をのぞいて反応するし、場面緘黙
かんもく

の児童はリアクションボタンで健康状態を知ら

せてくれた。そんなふうに、タブレットを使って SOSができるということは大事な

視点ではないか。３つめのデジタル・トランスフォーメーションについては、間も



 7 / 10 

 

なく芋煮会があるが、本校では子供たちが自分たちで里芋・ネギを植えて、それを

東京に送り、送り先の各家庭とオンラインでつないで、一緒に芋煮を作って楽しん

だということをやっている。大人は様々な要因で踏み切れないこともあるだろうが、

子供たちには、まずはやってみる、やろうと思えばできるということを、どんどん

やらせて発信していきたいと考えている。 

 次に、地域関係については、高校生のボランティアの存在がだんだん薄れている

ので、学校、地域、公民館と一緒になって、高校生を主役にするような手立てがな

いか模索している。それが探究型学習につながったり、井上さんのマルシェの場所

で小学生が出店したりできたらいいなあ、とアイデアが湧いたところだ。 

 ヤングケアラーでは、病気や酒たばこのほか、保護者が知的障害者という場合が

ある。その場合は、手続き書類等、来校してもらい、その場で職員が書き方を教え

ていた。すると、学校に関係のないことも直接相談の電話をよこす位、頼ってくだ

さった例があった。一人一人の子供たちのためにもと、このような保護者対応も学

校は行っている。 

 今年度、若者相談支援拠点が６つから８つになり、相談件数も増えて対応は改善

していると言える。しかし、ある拠点に行ってお話を聞いてきたところ、実情はか

なり厳しかった。フリースクールに対する地域の理解不足や、フリースクール以外

にも山形市内には夜徘徊する子供たちが大勢いるということである。そういう SOS

を聞きながら、夜食を配って回っているなど、業務以外で対応しているということ

であった。行政と連携サポートし合いながら、子供たちの学校に行けない悩み、家

に居場所のない子供たち、そういった所のケアがもっと必要ではないかと感じてい

る。 

・長岡好永委員 

以前から感じていたが、少年補導の概況のところで、減っているということはわ

かっているが、この犯罪少年、何人のうちの人数なのかなということがあるとわか

りやすい。 

ヤングケアラーという言葉を最近耳にして、私も本を読んだりしたが、手の差し

伸べ方がとても難しい。ケアラー自身が、はたから見るのとは異なり、お手伝い感

覚で、受け入れている。そして、その状況、問題をずっと言えずにいるという現実

がある。どうして言えないのかというと、周りが気を使おうするとか、いじめに繋

がっていくという不安があるからだと思う。 

いじめ・非行をなくそう県民運動が 10年目になったが、それが、どんなふうにう

まく解決に結びついてきたか、どのような活動が行われているかは、わかりづらい

ところだ。極論ではあるが「いじめはなくならない」と思う。今回社会の職場で何

が問題かというような調査で、やはりいじめが出てくる。大人社会でもそうなので、

なくそうというより、そのいじめに遭うことになった時、いじめる方も、いじめら

れている方も、とにかく自分の言葉で現状を発信できる仕組みがうまく作られてい

くといいのかなと思う。 

ＳＯＳの形では、多勢委員がおっしゃったように、今の我々大人には苦手なテク

ノロジーが、子供たちの中ではもうある意味当たり前になっている。そういう道具

やインターネットを使って子供たちも生きやすいようになるといいなと思う。とに
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かくいろいろ大人には見えづらくなっている。そういう闇をしっかり今のテクノロ

ジーを使って、見つけ出す努力も必要である。 

そして最後に、このパンデミックの影響という意味で、いろんなことをもう一度

見直すということも大切と思う。 

・峯田益宏委員 

ヤングケアラーの問題しかり、少年非行の問題しかり、子供を取り巻く問題に関

して、最も早く察知する大人は誰かと言うと、たいていは学校の先生かなと感じて

いる。日々子供たちと接している学校の先生が、いろんな問題について、子供たち

や子供たちを取り巻く問題に、察知しているのではないのかなと感じる。 

先生、学校に対する地域社会のニーズ、また期待というのは、増加するばかりで

なく、著しく多様化している。学校というのは理想を申せば、教育をする場であり、

人格を育てていく場であるけれども、福祉の分野にまで踏み込まなければならない

ケースも最近増えているのではないのかなと感じる。画して、学校であるとか学校

の先生方の負担が増しているということも、最近、指摘されている。地域社会の学

校に対するニーズ、期待、多様化している現状を踏まえて、やはり学校が今背負っ

ている部分の一部を地域社会と分け合うとか、そういったところの、新しい枠組み

づくりにさらに取り組んでいく必要があるのではないのかという印象を持ってい

る。 

・山口四郎委員 

先日県子連の方で７月の末に、ジュニアリーダー研修会ということで、YYボラン

ティアさんを通じて募集したところ、参加者が 20 数名と多数の方の参加をいただ

いて、１泊２日の研修会をさせていただいた。子供たちは、ほぼ２年ぐらい、コロ

ナの影響で、知らない人と交流を持つということが非常に少なかった傾向もあり、

今回、のびのびとした姿を見ることができて、少し安心した。 

ヤングケアラーの問題では、我々子供会の方も、子供と接しているので、何らか

の形で減らしていければと思っている。 

あと地域の方のサポートは、今後、大きくなってくると考える。地域の方の協力

をもって、そのヤングケアラーの子供たちが少しでも、勉強・部活なり、自分の好

きなことができるような形で、やらせることが地域の使命でもあると思っている。

今後、この辺を中心にしながら子供会をやっていきたいと思う。 

・山口節子委員 

 ご報告３件いただいたことについて、大事なことは、家庭と学校と地域が密に連

携することと思われる。連携することで改善できる問題や問題を未然に防げるよう

なことがたくさんあるのではないだろうかと思う。学校、家庭は決まった存在で子

ども達の健全育成に努めている。地域を見た場合、そこで問題を抱えた人をサポー

トしてもらえるような「資源」がどれだけたくさんあるかというところが、とても

大事になっているのではないだろうかと思う。 

山形県の非行の状況が減少傾向にあることは望ましいことである。この度は、国

内で中学生の子供が母親を殺す前に試しに他の人を殺そうと思ったというような

事件があり、社会は子どもの健全育成にどのように向き合っていけばよいのかと改

めて考えさせられた。 
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このような問題は、家庭の子育ての問題と決めつけず、学校教育・指導に任せる

ということでもなく、地域のいろんな人たちが、「あれ？」「おや？」と感じた時、

何らかの行動がとれるような仕組みがあると予防に繋がるように思われる。そのよ

うな仕組みに繋がる点（資源）づくりがまさに必要で、その「点」が繋がって「線」

になり、更に繋がり「面」になって、大きなサポート体制ができればいいのだろう

と思う。 

ヤングケアラーのことでは、18歳という定義付けがされているわけだが、例えば

高校卒業後就職し、19歳になったとはいえ家庭のために頑張って家計を支えている

人たちのことも気になるところである。身近にそのようなケースがあり、その方々

との交流を通して思うことは、当事者たちはそんなに簡単に、「助けてください」と

いう言葉を出せないのだということである。今後、社会活動に参加しながら生活で

きる環境づくりを応援したい。  

・花屋道子委員 

 少年補導の概況の学職別状況という表の中で、大学生の実数としては少ないもの

の、大学生の増減率が 300％となっているので、実態としてどうなっているのだろ

うか。 

大学で、どんなことが心配されているかというと、難しい宗教カルトの勧誘問題

がある。というのは、大学の場でそういったものに巻き込まれてしまう。本当にた

くさん、非常にセンシティブに対応してきて、少しそこのところが、改めて以前に

比べるとちょっと、注意喚起が少し落ちていたかなと思う。今回の安倍元総理の出

来事も、少し、注意が必要かと思うきっかけになった。 

その他、大学では投資に絡んだ勧誘が心配な事例が増えている印象である。 

ヤングケアラーの問題では、例えば、さきほどご紹介いただいた複数の意味合い

があり、虐待、ネグレクトとの事案があった。例えば、本当に普通に、窃盗は、「万

引き」、あとは、犯罪であっても「いじめ」と呼ぶことと同様に、「ヤングケアラー」

もひとくくりにして軽く扱うことのないようにしてほしいと思う。 

色々な機関が関わる必要があり、どこかでカバーするとしても、頼る側からする

と、拠点となる機関のコーディネーターのような方が必要である。 

一方で、交流の場、つながる場としての SNSについて、被害の温床にもなり得る

と言われつつも、境遇が同じ者のつながりの場のツールとして活用できる面もあり

期待したい。 

・内山誠之補佐 

まず伊藤委員からの「やまがた 110 ネットワーク」の普及、「子ども 110 番連絡

所」設置のご協力、大変ありがとうございます。 

「子ども 110番連絡所」についての周知は、学校と連携させていただいていると

ころで、学校によっては、新入生の子供さんと、通学路を確認する際に教えながら

回っている学校もあると伺っている。 

私の方で把握している情報もあるが、子ども 110番連絡所は、県警生活安全企画

課が所管になっており、私の方で把握していない周知方法もあり、また、「子ども

110 番連絡所」に逃げ込んだ人数など、運用状況については、お答えできる部分で

きない部分などでてくるかと思うので、所管課に確認のうえ、事務局を通じて回答
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する。 

２点目、高橋委員と長岡委員から、少年非行の減少は、少年の人口との関係もあ

るのではということだが、高橋委員のご推察のとおり、少年の人口から見ても少年

非行は減っている。14歳から19歳までの少年の人口で千人あたりの刑法犯少年は、

平成 24年は、千人当たり 5.7人に対して、令和３年は、1.3人ということで、少年

の人口比から見ても減少している。今回 10年スパンの統計をお出ししているので、

事務局を通じて、少年の人口比の統計 10 年分も出させていただく、参考にしてい

ただきたい。いずれ少年の人口比から見ても減っているという状況である。 

花屋会長から質問のあった大学生の犯罪の内訳については、持ち帰らせていただ

いて回答したい。分母が少ない分、罪種を言ってしまうと個人の特定という問題も

出てくるため、回答できるかも含めて、事務局を通して回答させていただきたい。 

・大瀧亜樹課長 

ヤングケアラーについて、様々各委員の方々からご意見を頂戴した。 

ヤングケアラーというものは、やはり子供自身の学ぶ権利の阻害とか、また負担

感ということから、県としても大変重要な問題と考えている。 

ただ、ヤングケアラーの把握ということでは、やはり当事者、その子ども自身 SOS

を発信することも大事で、その発信した時に、どこに相談に行けるのか、というこ

とは各委員の方々からもお話にあったが、やはり大変大事な視点であると考えてい

る。こういった点も含め、今後になるが、ヤングケアラーの問題については、子供

本人へのサポート、家族への支援など、様々な要素が含まれていることから、引き

続き、関係部局と連携しながら取り組んでいきたいと考えている。 

本日皆様からいただいたご意見についても、関係部局の方に、情報共有する。 

・内山誠之補佐 

統計のお話をする前にご説明しようと思っていたところについて補足する。 

刑法犯少年 14 歳以上ということで話したが、上限については、この統計上は 20

歳未満を少年と指している。民法上成年年齢が 18 歳に引き下がっているが、少年

法上は、あくまでも 20歳未満を少年と言っている。この統計上も、少年は 20歳未

満を指しているので、よろしくお願いします。 

・飯野典朗補佐 

私の方から 1点補足する。先ほどのコロナの情勢によって結構社会情勢が変わっ

てきている中で、ビジョン等への反映についてどうなっているのかという意見を頂

戴した。ビジョン自体は現行のビジョンは、令和６年までのビジョンになっており、

基本的な青少年育成の方向性については大きく変わらないと思っている。直ちにビ

ジョンを直すということではないが、実際に今日ご紹介させていただいた各種施策

については、コロナ禍の情勢も踏まえながら、実施していくものであるので、なお

実施段階においては、配慮させていただき、また次期ビジョン改定に向け、コロナ

禍における影響も、皆さんからのご意見、関係部署間のご意見を伺いながら進めて

いきたいと思っているので、よろしくお願いします。 


