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平成 28 年第 1回定例会	 安全安心推進特別委員会	 

	 

平成 28 年 3 月 8 日	 

佐々木(正)委員	 

	 かながわ青少年育成・支援指針の改定案について、まず最初に少しお聞きし

たいと思います。	 

	 委員長の計らいで、県民局、教育委員会、警察、産業労働局も入っている中

で、この指針の質問ができるということは、この指針を支える各局がいる中で

も、常任委員会より逆に言えば答える方が多いという部分で、所管している方

がそろっていることで感謝申し上げたいなと思います。	 

	 まず、資料で少し気になるところがあって質問しますが、11 ページのところ

で、家庭や地域における青少年をはぐくむ力の低下というところがあります。

急速なスマートフォンやＳＮＳの普及により、大人の目の行き届きにくい新た

な空間で、青少年が事件・事故に巻き込まれるケースが発生しているというと

ころで、この空間というのはどういうところを指していますか。	 

青少年課長	 

	 この指針の中での新たな空間ということについては、ネット上の空間、ネッ

ト上の場というような形で、ここに書いてありますＳＮＳでのやり取りとかを、

携帯電話等を使ってやるということで、なかなか大人の目が行き届きにくいと

感じています。	 

佐々木(正)委員	 

	 そうすると、次のそこでということで、丸の四つ目ですが、青少年の成長と

自立を支えるため、行政はもとより、家庭、学校、地域、事業者、関係団体等

が相互に協力し、地域の見守りと居場所づくりなど環境づくりを社会全体で推

進していく必要があるというのは、どこにサイバー空間が入って位置付けられ

るのか。ここの居場所づくりというのは、サイバー空間が入っているのか伺い

たい。	 

青少年課長	 

	 ここの部分について、居場所という点では、具体的な場所、物理的な場所と

いうことです。	 

佐々木(正)委員	 

	 この場所というと、サイバー空間のフォローはどこの場所であるのか、文章

でいうとどこでしょうか。	 

青少年課長	 

	 課題の中では、この問題の中で地域の見守りという中の見守りの部分で、そ

ういった中に位置付けとしては考えております。	 

佐々木(正)委員	 

	 19 ページにいきまして、今度、多様な機関の連携による総合的相談・支援体

制の充実の（２）の少年相談活動の充実の非行やいじめについてですが、ここ

で被害少年カウンセリングアドバイザーと連携した支援を行うと、警察とか少

年相談員の方々の対応も書いてありますが、警察もそこでしっかりと相談に乗

ってくれるということで、警察官が青少年にアドバイスしたり、悪いことやっ
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ては駄目だよとアドバイスすることで更生したりするいい事例も確かにありま

すが、ここでサイバー攻撃に巻き込まれるような、いじめに遭うようなところ

のフォローというのはここでは想定して書いてあるのかどうか、ちょっとお聞

きします。	 

少年育成課長	 

	 大人の目が行き届きにくいサイバー攻撃空間ですが、ＳＮＳを使っていじめ

を受けている子供たち、そういった精神的被害を受けている子供たちの相談を

受けることはあろうかということは想定しております。	 

佐々木(正)委員	 

	 ここに書いてあるところの被害少年カウンセリングアドバイザーというのは、

そういうことも想定しているということでいいですか。	 

少年育成課長	 

	 被害少年カウンセリングアドバイザーについては、少年相談員に対して専門

的な知識、助言を与える先生方でありますので、この方々が少年相談を直接行

うわけではありません。	 

佐々木(正)委員	 

	 次に 22 ページですが、施策の方向の８にいじめのことが書いてありますが、

ここでいう早期発見、早期対応につながる効果的な取組みや関係機関等と連携

した取組みの好事例について周知してということで、各学校における取組みを

促進する。教育委員会とか警察とかの学校警察連携制度、こういうところも相

互に連携したとありますが、ここでのＳＮＳの対応はどのように読み取れるよ

うに書いてあるのでしょうか。	 

青少年課長	 

	 今、委員がお話しいただいた中で未然防止、早期発見・早期対応につながる

取組については、ネット等のいじめも含めてと考えております。	 

佐々木(正)委員	 

	 今、ネット上でのいじめがすごく多くなってきているのは間違いないし、こ

れからも多くなってくると思います。そこで今、いじめについて、小学校高学

年から中高生でどういうものが一番ツールとして多くいじめに発展してしまっ

ているか、どういうことが考えられますか。	 

子ども教育支援課長	 

	 ツールとしてということになりますと、本来は人対人で人間関係のこじれで

すとか、嫌なことを言われていじめられるということは、恐らくその間には道

具というのは入っていないのではないかと思います。今言ったインターネット、

ＳＮＳを使ったものに関しては、もちろんそれはツールとして存在しているこ

とは事実だと考えております。	 

佐々木(正)委員	 

	 今、フェイスブック、ＬＩＮＥ、ツイッターありますが、先ほどもいろいろ

な質問が委員から出ておりましたが、ＬＩＮＥの中で一番多いパターンとして

はどういうことがいじめにつながっていると思いますか。	 

子ども教育支援課長	 

	 ＬＩＮＥでのいじめについて、把握がまずできておりません。ただ、聞いて
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いるところによりますと、やはり仲間外しが、私どもが把握しているところで

は教育委員会とのやり取りで様々出てくる内容です。	 

佐々木(正)委員	 

	 是非把握をしていただきたいなと思っていますが、既読スルーということで

すよ。それによって、意図的にやっているわけではないが、時間がなくてすぐ

に返信できなかった。ＬＩＮＥを使っている方は分かると思いますが、見出し

のところに既読って出ます。それは返信しようがしまいが、開いた瞬間に既読

となってしまうから、それを見るわけですよ。そうするとなぜ返信が来ないの

って相手は思う。でも、自分は忙しくて、例えばお子さんだったら、お風呂に

入ったり話をしているときに数十分間出なかった。そこからいじめに発展して

しまうという怖いツールでもあるということです。	 

	 人と人が会っていじめることは確かに継続してあるとは思いますが、こうい

う誤解から招かれているＬＩＮＥによるいじめが横行してきているのではない

か、多いのではないかと思います。	 

	 だから、この指針の中の27ページにＳＮＳに特化して書いてくれていますが、

こちらはどちらかというとＳＮＳに対する危険性とかトラブルの方向が主に書

いてあって、いじめに対するものがないとは言わない。どこに書いてあるか読

み込めば中にあると言うでしょうが、私はこの指針の中にいじめに関するとこ

ろでＳＮＳに対応するとどこかに書いてほしい。今全部見たが、どこにもない。

教育委員会もそうだし、県民局もそうだし、警察もそうだし、いじめの対応の

中にＳＮＳの対応というのは非常に大事だと思っております。	 

	 だから、今日は県民企業常任委員会、私委員でありますが、今日は全ての局

がそろっていらっしゃるからここで発言した方がいいと思って発言しています

が、いじめの中にそういうＳＮＳに対応することをここに書き込んでいくとい

う、これ書きやすいじゃないですか、指針だから。今、子ども教育支援課長が

掌握していませんとおっしゃっていたが、結局そういうことですよ。掌握して

いないから書けないだけだと私は思います。	 

	 そういうインターネットに関するいじめみたいなものというのは、掌握でき

ていないから書けていないということを考えると、この指針には改正案の中に

そういうものを書き込むべきだと思うのですが、次世代育成部長、どうですか。	 

次世代育成部長	 

	 青少年を取り巻く様々な環境の中で、いじめの問題は大変に大切かつ重要な

対応をすべき課題だと認識しております。	 

	 今後、青少年の健全育成に向けては、いじめにどう対応するかというところ

を指針に書き込むということは非常に重要だと考えていますので、具体的にど

う書き込むかについては検討させていただきたいと思いますが、サイバー上の

いじめが結果として子供たちを傷つけ、さらに加害者にとっても将来に多大な

影響を及ぼすことに鑑みて、何らかの形で内容について工夫させていただけれ

ば思っております。	 

佐々木(正)委員	 

	 ずっと読んでいて疑問だったのはそこです。いじめに対する記載なのに、ど

っかに紛れているのではなく特出ししないと。ＳＮＳについては余り関知して
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いない、分かっていないのではないか。それでは理解がない大人の作成したも

のになってしまうのです。	 

	 今、教育委員会ではすばらしい取組をしていて、ＳＮＳ講座という、学校の

先生方がＳＮＳを高校生に教えてもらうことは、めちゃくちゃすばらしいじゃ

ないですか。こういうものをちゃんと子供たちから教えてもらっていれば、こ

ういう指針に書き込めたのではないかと私は思ったわけです。	 

	 こういう講座を高校生発でやれているということ自体が、私はすばらしいと

思っていて、こんなにすばらしいことをやっているわけですから、指針にそう

いうことを書き込んだりするということが、私は生きた高校生の意見がここに

反映されたことになるのではないかなと思います。	 

	 そこで、資料の 14 ページあたりに、インターネット上のトラブルの経験に関

するデータの内容について確認したいと思いますが、この講座の講師となって

いる高校生ですが、どのように集めたのかを教えていただきたいと思います。	 

高校教育課長	 

	 高校生によるＳＮＳ講座については、これが出てきた端緒が、毎年夏に行わ

れておりますかながわハイスクール議会です。この提言に基づいて実施するこ

とになったわけですので、この提言に基づいてＳＮＳに詳しい高校生を募集し

て、情報議会を設置しまして、そこで集まってきた高校生を講師としてＳＮＳ

講座を実施したものです。	 

	 具体的には、10 月に一般から公募して、募集しましたが、その中にはかなが

わハイスクール議会の提言に携わった生徒も含まれています。	 

佐々木(正)委員	 

	 ハイスクール議会にも端を発している部分があるので、すばらしい取組だと

評価したいと思いますが、その講座は具体的にどのような内容だったのか。そ

れから、成果としてはどのような成果が得られたのか、お伺いします。	 

高校教育課長	 

	 講座としましては、高校生が自身のいわゆる豊富な体験に基づいて、ＳＮＳ

の使い方、便利な点、それから問題点などを集まった教員向けに解説していき

ました。その後、高校生が用意した質疑応答集を会場からの質問などにも答え

ながら紹介していきました。また、初めてＳＮＳに触れる教員もいる中で、実

際にタブレット端末を操作してＳＮＳの様々な機能や使い方を実習の形式で体

験しています。	 

	 そのような中で、教員はＳＮＳの様々な機能に触れることができ、また使い

方を身に付けただけではなくて、高校生との話合いを通じて、ＳＮＳの利用の

問題点などを具体的に認識することができました。	 

	 また、講師を務めた生徒が所属する高校では、これまで携帯電話会社の方を

講師に招いて行ってきた携帯電話教室を見直して、上級生が下級生にＳＮＳ講

座を実施するなどの取組を行った例もあります。	 

佐々木(正)委員	 

	 すばらしいと思います。これは私立学校の教員と生徒も入っているのかを聞

きたい。また、参加していない生徒さんの学校にも普及させる必要があると思

います。私立学校の教員、生徒、それからやっていない学校での今後の取組に
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ついてどう考えているのか、お伺いします。	 

高校教育課長	 

	 講師を務めてもらいました情報議会の生徒委員も 24 名中 10 名が私立高校の

生徒でした。また、受講者 45 名の教職員のうち７名が私立高校の職員でした。	 

	 今年度も昨年度の成果を生かして、来る３月 28 日に高校生によるＳＮＳ講座

を計画して、現在準備を進めています。	 

	 これまで生徒と教員が協力して作成した教材や研修資料については、全県立

高校で活用していただけるように配付していきたいと考えております。	 

佐々木(正)委員	 

	 その内容はすばらしいと思いますが、ＳＮＳの望ましい利用法を生徒同士で

しゃべるのですね。他の学校の生徒も含めて、高校生とか中学生が良い方向に

自分たちで守っていくような運動論を展開していくぐらいの仕込みを私は県が

やるべきだと思っていて、そのぐらい今、子供たちがものすごい情報量とＬＩ

ＮＥの認識度というか、操作についてもものすごい早く覚えるし詳しいですね。

我々なんかより、ここに並んでいる方より子供たちの方ができると思います。	 

	 そういう意味では、生徒同士が学び合うような取組を、年に１回ぐらいは全

ての学校でやれるようにした方がいいのではないかと思いますがいかがでしょ

うか。	 

高校教育課長	 

	 先ほども申し上げましたが、学校によっては大人を招いた携帯電話教室を生

徒が講師役になったりという例もあります。こうした各学校の具体例を今後も

他の高校に広めて、生徒が生徒に対して、あるいは生徒が教員に対してＳＮＳ

講座等々を通じてＳＮＳの安全な使い方、あるいは光と影の部分も併せて、き

ちんとした知識が広まるように図ってまいりたいと考えております。	 

佐々木(正)委員	 

	 学校の先生とか大人は気が付かないですよね。ＬＩＮＥとかフェイスブック

についても、知識がないですよ。あったとしても、ほんの少し、さわる程度で

やっているような人が多いから、子供たちの方がものすごく深い知識がありま

す。	 

	 そういうことからすると、やっぱり大人が気がつかないところを子供同士で

それを補って、いじめを止めたとか、そういう事例も具体的に聞いています。

下級生がグループ化して外しちゃって、いじめになっている部分を、上級生が

そんなことしてはいけないよとグループの中で言ったりとか、そういうすばら

しいケースもあるわけで、そういうことも含めてインターネットに対するいじ

めについて、もっと認識を深くしていただいて、今のこういう良い事例もある

わけですから、指針にいじめについての対応がＳＮＳも必要だということも分

かるように書いていただきたいと私は思います。	 

	 ブラック企業、ブラックバイトについて、少しお話ししたいと思います。本

会議等で若者の使い捨てを許さない宣言について、知事に本会議でお願いして、

そういうものを発信していただいたこともありますが、そういう劣悪な環境で

早期退職してしまう状況もすごくあって、あと若者の就職難に付け込んだブラ

ック企業は絶対に許してはいけないと私は思います。	 
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	 その中で、バイトがきつくて留年したという、契約書を結んでいないからバ

イトの上司か経験者に言われて、試験を受けられなくてバイトしてしまってと

いう信じられない事件が起こっている。本当にかわいそうな部分がある。	 

	 最後にお聞きしたいのですが、今、県がブラック企業、ブラックバイトにど

のような対応を講じてきたのか、どのような相談を受けたのか、まずお聞きし

たいと思います。	 

労政福祉課長	 

	 これまでの県のブラック企業、ブラックバイトに関する取組ですが、平成 25

年からリーフレットを作成したり、あるいはブラック企業をテーマにしたセミ

ナーの開催を行ってきています。	 

	 昨年 11 月には、労働法規の基礎を解説する若者労働ハンドブックを作成しま

した。その中にも、ブラック企業に加えてブラックバイトを取り上げて啓発し

ています。	 

	 また、昨年、同じ月に行ったセミナーにおいても、それまでブラック企業に

加えてブラックバイトも取り上げてやらせていただいています。	 

	 それから、かながわ労働センターへの相談ですが、ブラック企業に関しては、

親御さんからのものですが、息子さんが営業職で正社員となったが、タイムカ

ードはなく残業代も出ない、帰りはいつも終電で体のことが心配であるといっ

た御相談、あるいはブラックバイトの相談としても、似たようなものですが、

正社員の仕事を探すにもアルバイトが忙しくて辞められるような状態ではない、

本当に体調が心配であるといった御相談が上がってきているという状況もあり

ます。	 

佐々木(正)委員	 

	 学生に向けた労働教育の周知啓発というのは、非常に大事だと私は思ってい

るわけでありますが、今後、更にどのような取組をしてくのか、最後にお聞き

します。	 

労政福祉課長	 

	 先ほどお話ししました昨年11月に作成した若者労働ハンドブックについては、

今年３月から新卒者の募集を行う企業に対しては、選択制ではありますが、過

去３年の採用者数と離職者数といったものを情報提供するということが義務付

けられました。こういったものが求人票のどこを見れば分かるのかといった情

報も入れさせていただいています。	 

	 また、この３月からになりますが、大学生や高校生を対象に労働法の基礎知

識や、お話のありましたブラック企業あるいはブラックバイトといったような

ものをテーマとした労働法基礎講座を県内３箇所で実施することとしておりま

す。	 

	 今後もこうした啓発事業や労働相談を通じて、一人でも多くの若者が将来に

希望を持ち、安心して働けるように取り組んでいきたいと考えています。	 

佐々木(正)委員	 

	 最後に要望でありますが、ブラックバイトを含めたブラック企業対策につい

て、これから働こうとしているときに是非周知していただいて、若者が就職し

やすい環境をつくっていただきたいと要望しまして終わります。	 


