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３　子ども若者の発育３　子ども若者の発育３　子ども若者の発育３　子ども若者の発育

　(1)子ども　(1)子ども　(1)子ども　(1)子ども

         ・若者の食育         ・若者の食育         ・若者の食育         ・若者の食育

○一人で朝食をとる児童の増加

　朝食の食事形態は、「家族全員で食事」が5.1ポイント増加する一方、「一人で食事」

も6.5ポイント増加している。（資料1-11）

○一人で夕食をとる児童の存在

　「平成21年度佐賀市母子保健に関する現状と課題」の結果より、小学5年生の半数以上

は家族全員で夕食を食べるが、20人に1人は一人で夕食を食べている。（資料1-14）

○今、生活をするルールをきちんと教わっていない。

○若年者に対する指導、小学生に対する指導、活動、保護者に対する

　講演、広報活動が必要。

　

〇警察では、幼稚園、保育園の保護者に対して、家庭教育のあり方を

　教育している。

（青少年課）

○家庭教育講座開催事業

○子どもへのまなざし運動

（学事課）

○食に関する教育事業の充実

（健康づくり課）

佐賀市版子ども・若者白書　　佐賀市データ　関連事業と対策佐賀市版子ども・若者白書　　佐賀市データ　関連事業と対策佐賀市版子ども・若者白書　　佐賀市データ　関連事業と対策佐賀市版子ども・若者白書　　佐賀市データ　関連事業と対策

第１章　子ども・若者の成育環境第１章　子ども・若者の成育環境第１章　子ども・若者の成育環境第１章　子ども・若者の成育環境

　第１節　子ども・若者人口の近年の状況　第１節　子ども・若者人口の近年の状況　第１節　子ども・若者人口の近年の状況　第１節　子ども・若者人口の近年の状況

【青少年の健やかな成長を支援】【青少年の健やかな成長を支援】【青少年の健やかな成長を支援】【青少年の健やかな成長を支援】
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○地域の中で子どもたちに、何かあった時に早くキャッチできるの

　は、当然地域である。地域が見守っていくことが必要である。

〇警察の補導員は、街頭活動、一斉街頭活動に出てこられないため、

　存在が地域に浸透していない。

　

〇地域コミュニティの小さな単位のところから見直しをしていかない

　と根本的なことは直らない。

（健康づくり課）

○さがん食育の日

（学校教育課）

○親子ふれあいデー

　生活習慣の形成に向けた取組を進めます。生活習慣の形成に向けた取組を進めます。生活習慣の形成に向けた取組を進めます。生活習慣の形成に向けた取組を進めます。

コミュニケーション能力や規範意識等を育てるたコミュニケーション能力や規範意識等を育てるたコミュニケーション能力や規範意識等を育てるたコミュニケーション能力や規範意識等を育てるた

め、さまざまな場における体験活動（自然体験、め、さまざまな場における体験活動（自然体験、め、さまざまな場における体験活動（自然体験、め、さまざまな場における体験活動（自然体験、

生活体験、ボランティア活動、スポーツ体験）な生活体験、ボランティア活動、スポーツ体験）な生活体験、ボランティア活動、スポーツ体験）な生活体験、ボランティア活動、スポーツ体験）な

どや異世代間、地域間交流等の多様な活動の機会どや異世代間、地域間交流等の多様な活動の機会どや異世代間、地域間交流等の多様な活動の機会どや異世代間、地域間交流等の多様な活動の機会

の提供を推進します。の提供を推進します。の提供を推進します。の提供を推進します。

〇基本的生活習慣の形成〇基本的生活習慣の形成〇基本的生活習慣の形成〇基本的生活習慣の形成

　

　・子どもへのまなざし運動　家庭への啓発

　・家庭教育講座開催事業

〇多様な活動機会の提供〇多様な活動機会の提供〇多様な活動機会の提供〇多様な活動機会の提供

　

　第２節　子ども・若者の教育　第２節　子ども・若者の教育　第２節　子ども・若者の教育　第２節　子ども・若者の教育

３　学校に係る諸問題３　学校に係る諸問題３　学校に係る諸問題３　学校に係る諸問題

 (1)いじめの状況 (1)いじめの状況 (1)いじめの状況 (1)いじめの状況

 (2)不登校 (2)不登校 (2)不登校 (2)不登校

○学校でのいじめの存在

平成23年度の佐賀県の公立の小・中・高等学校におけるいじめの認知件数は、小学校7

件、中学校20件、高等学校28件の合計55件と前年度と比較して7件の増加となっている。

（資料1-25）

○パソコンや携帯電話を使ったいじめの増加

平成18年度から調査項目に加えたパソコンや携帯電話を使ったいじめの増加は2,992件

で、件数は59件減少したものの、認知件数に占める割合は4.3％と増加している。（資料

1-26）

【いじめの問題】

　

○学校で起こる話は、基本的には教育委員会の管轄の為、学校・

  教育委員会で対応が必要。

〇ニートの状態である若者の３割から５割は、いじめ経験を持って

  いる。

（青少年課）

○子ども相談事業

（学校教育課）

○いのちの教育の推進

○不登校対策事業

○スクールカウンセラー活用事業
　

　・子どもふれあい体験キャンプ事業

　・小学生・親子向け短期講座開催事業

〇ボランティア活動などの社会参加活動の推進〇ボランティア活動などの社会参加活動の推進〇ボランティア活動などの社会参加活動の推進〇ボランティア活動などの社会参加活動の推進

　

　・学校地域連携支援

　　（地域教育コーディネーターの配置）

　・子どもへのまなざし運動　地域への啓発

 (3)高等学校 (3)高等学校 (3)高等学校 (3)高等学校

　　　中途退学者　　　中途退学者　　　中途退学者　　　中途退学者

1-26）

○不登校児童生徒の存在

平成23年度、佐賀市の公立小・中学校における不登校児童生徒数は、小学校28人、中学

校179人の合計207人で、小・中学校を合わせた不登校児童生徒数は、前年度より19人減

少している。佐賀市の全児童生徒数に占める不登校児童生徒数の割合は、小学校

0.21％、中学校2.96％となっており、小学校は変わらず、中学校は減少している。（資

料1-28）

○減ってはいるものの家庭に係る状況の割合が佐賀市は高い

不登校となったきっかけと考えられる状況では、平成23年度の佐賀市の場合、病気によ

る欠席やあそび・非行など本人に係る状況がもっとも多く、小学校では家庭に係る状

況、学校に係る状況、中学校では学校に係る状況、家庭に係る状況の順となっており、

全国や佐賀県と同じ結果となっている。前年度に比べ佐賀市では、本人に係る状況の割

合が増加し、家庭に係る状況の割合が減少している。（資料1-29）

○中途退学者の存在

佐賀県の県立高校の中途退学者は、平成21年度以降、微増の傾向にあり、平成23年度9人

増加の246人となっている。在籍生徒数に占める中途退学者数の割合も、前年度に比べ

0.08ポイント高い1.20％となっている。（資料1-30）

【不登校児童生徒の存在】

○ボランティアの活用。お母さんたちや佐賀大学の学生。

〇中退、不登校の子どもたちが学び直すような事業が必要では

  ないか。

【中途退学者の存在】

○今後のことを考えて、就労支援につながるような事業を検討。

○問題が発生したら継続的に分野横断的支援が求められる。

〇サポートステーションでは、高校中退者に勉強が教えられるように

  なっている。

○スクールカウンセラー活用事業

○不登校児童生徒支援事業

○情報モラル教育事業

１　子ども・若者の１　子ども・若者の１　子ども・若者の１　子ども・若者の

   体験活動の現状   体験活動の現状   体験活動の現状   体験活動の現状

○将来の自立的行動習慣への自然体験の影響

将来の自立的行動習慣の学習は、自然体験と自立的行動習慣の関係では、自然体験を最

も行っている群における「困ったときでも前向きに取り組む」の「とても当てはまる」

の比率は36.4％で、最も行っていない群の9.5％の3.8倍となっており、「わからないこ

とは、そのままにしないで調べる」でも同様の結果となっている。（資料1-32）

（青少年課）

○子どもふれあい体験キャンプ事

業

〇小学生・親子向け短期講座開催

　事業

２　子ども・若者の２　子ども・若者の２　子ども・若者の２　子ども・若者の

   体験活動の機会の   体験活動の機会の   体験活動の機会の   体験活動の機会の

   提供   提供   提供   提供

○体験活動を提供する団体の減少

様々な体験活動の機会を提供する子ども会、ボーイスカウト、ガールスカウト、スポー

ツ少年団等の青少年団体への所属については、小学生が最も多く、年齢が上がるととも

に体験活動を提供する団体が減少し、どの団体も全体的に、佐賀県、佐賀市ともに年々

減少をしている。（資料1-35）

（青少年課）

○社会教育助成補助事業

　第３節　子ども・若者の体験活動　第３節　子ども・若者の体験活動　第３節　子ども・若者の体験活動　第３節　子ども・若者の体験活動

○体験キャンプは、子ども会もやっていたリーダー育成で、こうや

  って子どもたちがたくさん集まってくること自体が大切なこと。

〇小学校からクラブ活動に積極的に参加したり、放課後児童クラブ

  を活用して、遊び、経験を通して、人間関係を学んだり、ライフス

  キルを獲得していくような、自然な環境作りに取り組

  めればいいのではないか。

○土曜日を活用し、横断的な事業を検討。

○子ども会活動に不参加の子への地域としての関わりについて。

1



項　　目項　　目項　　目項　　目 内　　容内　　容内　　容内　　容 指　摘　事　項指　摘　事　項指　摘　事　項指　摘　事　項 関　連　事　業関　連　事　業関　連　事　業関　連　事　業 対　　策対　　策対　　策対　　策

１　正規の職員・従業員１　正規の職員・従業員１　正規の職員・従業員１　正規の職員・従業員

　　以外の雇用者比率　　以外の雇用者比率　　以外の雇用者比率　　以外の雇用者比率

○非正規労働者の増加、不安定な就労環境

佐賀県の若者について、雇用者（役員を除く）に占める正規の職員・従業員以外の雇用

者の比率を見ると、15～29歳では平成19年は33.6％と、平成9年の18.6％から大きく増加

している。（資料2-2）

２　失業状況２　失業状況２　失業状況２　失業状況 ○若者失業率の高さ

20～29歳の若者失業率は全年齢計と同様に年毎に増減を繰り返しているが、15～19歳の

若者失業率は年によって大きく変化している。特に13年、21年には急激に上昇し、若者

失業率全体も常に全年齢計より高い状態が続いる。（資料2-8）

【困難を有する青少年の支援】【困難を有する青少年の支援】【困難を有する青少年の支援】【困難を有する青少年の支援】

　　　　

　ニート、ひきこもり、不登校など、社会生活を　ニート、ひきこもり、不登校など、社会生活を　ニート、ひきこもり、不登校など、社会生活を　ニート、ひきこもり、不登校など、社会生活を

円滑に営む上での困難を有する青少年に必要な支円滑に営む上での困難を有する青少年に必要な支円滑に営む上での困難を有する青少年に必要な支円滑に営む上での困難を有する青少年に必要な支

援を行っていきます。青少年の問題行動の早期発援を行っていきます。青少年の問題行動の早期発援を行っていきます。青少年の問題行動の早期発援を行っていきます。青少年の問題行動の早期発

見、早期指導を行うとともに非行防止の啓発を行見、早期指導を行うとともに非行防止の啓発を行見、早期指導を行うとともに非行防止の啓発を行見、早期指導を行うとともに非行防止の啓発を行

います。います。います。います。

○就労支援は、学生時におけるキャリア教育、卒業時における就職

  支援、卒業後の就職できなかった方、中退した方等、どこに

  ターゲットをおくのかで取り組み方は違ってくる。市としてどこに

  そのターゲットを置いて、就職・就労支援を行うのか検討が必要。

〇就職の問題というよりは、就職にたどり着くまでのプロセスになん

  か問題が起きている。

○就職以前の方が結構多く、そういった方から初めに事情を聞いて、

  話しをして、労働意欲も高めていく。

　第２節　若者の就職・離職状況等と労働条件　第２節　若者の就職・離職状況等と労働条件　第２節　若者の就職・離職状況等と労働条件　第２節　若者の就職・離職状況等と労働条件

第２章　子ども・若者の社会生活第２章　子ども・若者の社会生活第２章　子ども・若者の社会生活第２章　子ども・若者の社会生活

　第１節　若者の労働　第１節　若者の労働　第１節　若者の労働　第１節　若者の労働

失業率全体も常に全年齢計より高い状態が続いる。（資料2-8）

３　離職状況３　離職状況３　離職状況３　離職状況

 （１）若者労働者の （１）若者労働者の （１）若者労働者の （１）若者労働者の

　　　離職状況　　　離職状況　　　離職状況　　　離職状況

 （２）学校卒業者の （２）学校卒業者の （２）学校卒業者の （２）学校卒業者の

　　　離職状況　　　離職状況　　　離職状況　　　離職状況

○離職者全体に占める若者労働者の割合の高さ

佐賀県の離職者全体に占める若者労働者の割合は33.2％、パートタイム労働者に限って

みるとその割合は40.0％となる。離職者全体に占める30歳未満の離職者の割合が、女性

では一般労働者とパートタイム労働者で大きく変わらないのに対し、男性では一般労働

者で低く、パートタイム労働者で高い割合となっており、離職者全体に占める若者労働

者の割合の高さが問題である。（資料2-9）

○中学校高校卒業者の就職後1年目に離職する者の割合の高さ

就職後1年間の離職率は、平成23年3月卒業者の場合、中学校卒業者で55.6％、高等学校

卒業者で23.0％、短大等卒業者で18.5％、大学卒業者で15.4％となっており、中学校卒

業者及び高等学校卒業者のいずれも就職後1年目に離職する者の割合が高く、特に中学校

卒業者についてはここ数年、5割を超えている。（資料2-10～13）

○母子世帯の増加

母子世帯、父子世帯の世帯人員は、平成22年を15年前と比較すると父子世帯は僅かに減

少しているが、世帯数の多い母子世帯については約1.3倍に増加しており、18歳未満の世

帯員のいる世帯も同様に増加し、母子世帯の増加が問題である。（資料2-21）

〇一人親家庭が増加し、経済的な困難を抱え、その家庭の子どもが

  進学できずに自分たちの進路についても希望の段階で格差ができ

  ている。

（こども家庭課）

○母子家庭就労支援事業

○母子生活支援施設運営事業

○ひとり親家庭等総合支援計画の

  推進

〇ニート、ひきこもり、不登校の〇ニート、ひきこもり、不登校の〇ニート、ひきこもり、不登校の〇ニート、ひきこもり、不登校の

　子ども・若者への支援子ども・若者への支援子ども・若者への支援子ども・若者への支援

　・子ども・若者育成支援事業

　・子ども相談事業

〇非行・犯罪に陥った青少年の支援〇非行・犯罪に陥った青少年の支援〇非行・犯罪に陥った青少年の支援〇非行・犯罪に陥った青少年の支援

　・少年補導巡回事業

　・少年非行防止啓発事業

　・子ども相談事業

〇困難を有する青少年の居場所づくり〇困難を有する青少年の居場所づくり〇困難を有する青少年の居場所づくり〇困難を有する青少年の居場所づくり

　・青少年センター管理運営事業

○若者が就職して、自立していくというのがないと、なかなか家庭は

  持つことができない。

〇サポートステーションで、新たな生活困窮者支援の取組で貧困の

  連鎖防止の学習支援ができないか、市福祉総務課と協議している。

　第３節　子どもの貧困　第３節　子どもの貧困　第３節　子どもの貧困　第３節　子どもの貧困

  推進

○母子相談事業

○15～19歳の同じ年齢階層に占めるフリーター割合の高さ

平成19年の15～34歳までの5歳毎の年齢階層では、同じ年齢階層に占めるフリーターの割

合は、男女とも15～19歳が最も高く、次いで20～24歳、次に男性では25～29歳、女性で

は30～34歳となっている。（資料2-25）

○若年無業者の非求職理由の「仕事をする自信がない」割合の高さ

「就業を希望していない」若年無業者がその理由として挙げているのは、「病気・けが

のため」が33.3％と最も高く、「その他」を除くと、次いで「特に理由はない」が

16.7％となっており、全国平均と同じであるが、３番目には全国が、「学校以外で進学

や資格取得などの勉強をしている」となっているのに対し、佐賀県の若年無業者の非求

職理由は「仕事をする自信がない」となっている。（資料2-28）

○問題を抱える若者の相談窓口への不信感

ひきこもりのきっかけは、仕事や就職に関するものが多く、現在の状況について関係機

関へ相談したいと思わないものが、66.1％と最も多く、相談を避ける傾向がある。（資

　第４節　若年無業者、ひきこもり、フリーター等の状況　第４節　若年無業者、ひきこもり、フリーター等の状況　第４節　若年無業者、ひきこもり、フリーター等の状況　第４節　若年無業者、ひきこもり、フリーター等の状況

１　フリーター、１　フリーター、１　フリーター、１　フリーター、

    若年無業者の状況    若年無業者の状況    若年無業者の状況    若年無業者の状況

〇若者世代に、未熟な人格で自分に自身がないなど、いろんな面が

  今出てきており、やっぱり遡っていくと、最初の幼児期、家庭教育

  が出発点ではないか。

○就職以前の方をなんとか就業に結び付けるように事業を実施して

  いるが、特に若者の就職は、経験不足で自分に自信がなくなって

  いる若者もいる。

○カウンセリングを実施し、模擬面接を経験して、自信を付けて就業

  意欲を高めていく必要がある。

２　ひきこもりの状況２　ひきこもりの状況２　ひきこもりの状況２　ひきこもりの状況

○佐賀市の場合は子ども相談件数は少ないが、いろんな所でたくさん

  相談が受けてある連携が出来るとつながれる。関へ相談したいと思わないものが、66.1％と最も多く、相談を避ける傾向がある。（資

料2-30、31）

○総合相談センターの相談件数の上昇と佐賀市割合の高さ

佐賀県子ども・若者総合相談センターの相談件数は5,176件と前年の1.58倍、地域別では

利用者の43％が佐賀市となっている。（資料2-33）

○サポステ相談件数の上昇と佐賀市割合の高さ

さが若者サポートステーションの相談件数も上昇の傾向にあり、平成23年度の相談件数

は10,621件、平成19年度の約1.5倍の件数となっている。（資料2-34）

○困難の度合いが高い対象者へのアウトリーチ

行動面の問題として家庭内暴力、依存行動、生活リズムの乱れ等、困難の度合いが高

く、複雑かつ深刻な背景を抱えるケースが多いとされるアウトリーチ対象者が高い割合

となっている。（資料2-35）

  相談が受けてある連携が出来るとつながれる。

○子どもの相談よりももう少し上の若者達に向けての相談窓口が

  必要。
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項　　目項　　目項　　目項　　目 内　　容内　　容内　　容内　　容 指　摘　事　項指　摘　事　項指　摘　事　項指　摘　事　項 関　連　事　業関　連　事　業関　連　事　業関　連　事　業 対　　策対　　策対　　策対　　策

１　犯罪被害の状況１　犯罪被害の状況１　犯罪被害の状況１　犯罪被害の状況 ○少年が被害者となった刑法犯の認知件数に占める高校生割合の高さ

平成23年中に少年（20歳未満）が被害者となった刑法犯の認知件数は27件で、前年に比

べ1件（3.8％）増加した。また、学職別に見ると高校生が一番多く11件で40.7％、次い

で中学生が22.2％、無職少年が18.5％だった。（資料3－5）

(青少年課)

○少年補導巡回事業

○少年非行防止啓発事業

〇子ども相談事業

第３章　子ども・若者の安全と問題行動第３章　子ども・若者の安全と問題行動第３章　子ども・若者の安全と問題行動第３章　子ども・若者の安全と問題行動

　第２節　犯罪や虐待による被害　第２節　犯罪や虐待による被害　第２節　犯罪や虐待による被害　第２節　犯罪や虐待による被害

【青少年を取り巻く環境を社会全体で整備】【青少年を取り巻く環境を社会全体で整備】【青少年を取り巻く環境を社会全体で整備】【青少年を取り巻く環境を社会全体で整備】

　　　　

○問題行動の質の多様化に対応し、補導事業のように非行防止という

  観点以外での事業の検討。

で中学生が22.2％、無職少年が18.5％だった。（資料3－5）

○児童買春・児童ポルノ禁止法に係る被害者となる少年の増加

「児童買春・児童ポルノ禁止法」に係る被害者となった少年は、平成23年中に14人であ

り、前年に比べ12人増加し、過去10年でもっとも多く、福祉犯全体の42.4％を占めてい

る。（資料3－6）

〇子ども相談事業

(学事課、各学校)

○性教育

２　児童虐待の状況２　児童虐待の状況２　児童虐待の状況２　児童虐待の状況 ○相談対応の件数の減少と実態

児童虐待に関する相談対応の件数は、年々増加していたが、平成23年度は127件（前年度

比9.28％減）となっている。また、児童相談所とは別に佐賀市の窓口で多くの相談が寄

せられているが、平成23年度については、14件（前年度比77.4％減）となっている。

（資料3－7）

○ネグレクトの割合の高さ

虐待の内容では、平成23年度は身体的虐待が40.2％と最も多く、次いでネグレクトが

36.2％、以下、心理的虐待、性的虐待の順となっている。また、佐賀市においては、ネ

グレクトが71.4％と多い。（資料3－8）

（こども家庭課）

○家庭児童相談室運営事業

○育児支援家庭訪問事業

○子どもへの暴力防止ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

   開催事業

○児童虐待防止専門家講座開催事

業

　第４節　刑法犯少年　　　第４節　刑法犯少年　　　第４節　刑法犯少年　　　第４節　刑法犯少年　　

　　　　

  青少年が、安全に楽しく過ごせる居場所づくり  青少年が、安全に楽しく過ごせる居場所づくり  青少年が、安全に楽しく過ごせる居場所づくり  青少年が、安全に楽しく過ごせる居場所づくり

や地域における青少年を支える活動やネットワーや地域における青少年を支える活動やネットワーや地域における青少年を支える活動やネットワーや地域における青少年を支える活動やネットワー

クづくりの支援、青少年を取り巻くインターネックづくりの支援、青少年を取り巻くインターネックづくりの支援、青少年を取り巻くインターネックづくりの支援、青少年を取り巻くインターネッ

トや携帯電話等の有害環境等への対応など、家トや携帯電話等の有害環境等への対応など、家トや携帯電話等の有害環境等への対応など、家トや携帯電話等の有害環境等への対応など、家

庭、学校及び地域の相互の関係の再構築をしま庭、学校及び地域の相互の関係の再構築をしま庭、学校及び地域の相互の関係の再構築をしま庭、学校及び地域の相互の関係の再構築をしま

す。す。す。す。

〇放課後の居場所やさまざまな活動の場づくり〇放課後の居場所やさまざまな活動の場づくり〇放課後の居場所やさまざまな活動の場づくり〇放課後の居場所やさまざまな活動の場づくり

　・地域子ども教室推進事業

　・社会教育助成補助事業

〇相談体制の充実〇相談体制の充実〇相談体制の充実〇相談体制の充実

　・子ども相談事業

〇青少年を取り巻く有害環境等への対応〇青少年を取り巻く有害環境等への対応〇青少年を取り巻く有害環境等への対応〇青少年を取り巻く有害環境等への対応

　・少年補導巡回事業

　・少年非行防止啓発事業

○若年者及び小学生に対するそ指導及び活動、またその保護者に対

  する講演、広報活動も必要。

○警察では、幼稚園、保育園の子どもを持つ保護者に対して、家庭教

  育のあり方を教育をしている。

〇少年育成委員、少年補導員、児童委員民生委員、社会福祉協議会

  委員なども含めて、多くの人が青少年の育成に係っているが。全体

  像が見えない。

○補導活動は、地域ボランティアや公安委員会から指定を受けた少年

  指導委員との連携が必要。

〇少年警察ボランティア補導員（１６９名）との少年育成委員

 （１２９名）との巡回指導等の情報交換ができないか。

〇まなざし運動に関わっている人たちには、情報提供できるようなし

  くみ、コミュニティの立場で大人の目線から子ども達に関わってい

  くような事業展開ができないか。

１　刑法犯少年１　刑法犯少年１　刑法犯少年１　刑法犯少年

　（２）年齢別　（２）年齢別　（２）年齢別　（２）年齢別

○15歳前後の割合の高さと県全体に占める刑法犯少年等の割合の高さ

刑法犯少年を年齢別に見ると、中学校から高等学校への移行年齢でもある15歳が最も多

く、次いで16歳、14歳の順となっており、14歳から16歳までの年齢層で刑法犯少年全体

　第５節　問題行動（薬物乱用、非行、いじめ、家出、自殺等）　第５節　問題行動（薬物乱用、非行、いじめ、家出、自殺等）　第５節　問題行動（薬物乱用、非行、いじめ、家出、自殺等）　第５節　問題行動（薬物乱用、非行、いじめ、家出、自殺等）

１　薬物乱用１　薬物乱用１　薬物乱用１　薬物乱用 ○軽犯罪が近年増加している

平成23年に覚醒剤事犯で検挙した子ども・若者（30歳未満の者）は4人で、前年に比べ3

人増加し、大麻事犯で検挙した子ども・若者は0人で、前年と同数であった。

子ども・若者に対する薬物乱用防止教室等の広報啓発活動等により、子ども・若者の薬

物事犯の検挙人員は減少傾向にあるが軽犯罪が増加している。（資料3-22）

○県全体に占める深夜はいかいの割合の高さ

平成23年に警察が補導した不良行為少年は2,812人で、これを態様別に見ると、深夜はい

かい及び喫煙が大部分を占めている。また、県全体に占める深夜はいかいの割合の高さ

（資料3-28）

６　家出６　家出６　家出６　家出 ○中学生の家出少年の割合の高さ

平成23年に警察により発見、保護された家出少年は148人で、前年に比べ9人（6.1％）増

加した。これを学職別に見ると、中学生が全体の42.6％を占めて最も多く中学生の家出

少年の割合の高さが伺える。（資料3-29）

　・少年非行防止啓発事業

○相談窓口に一人置いて、どれだけの相談活動ができるのか。

　他の相談窓口を繋ぐ役割のほうがいいのでは。

○子どもの相談よりももう少し上の若者達に向けての相談窓口が

  必要。

○相談を受ける人のスキルアップも大切。どこまで聞いていけるのか

  というところも必要。

○ワンストップ化に流れをおき、チームで直接的な支援が必要。

○相談窓口は、多ければいいという考え方もあるが、これくらいの

  実績であれば、そこのマンパワーを別のところに振りむける検討

  が必要。

〇相談は、チームで対応するべきである。

　（２）年齢別　（２）年齢別　（２）年齢別　（２）年齢別 く、次いで16歳、14歳の順となっており、14歳から16歳までの年齢層で刑法犯少年全体

の69.6％と高割合を占めている。（資料3-20）

（健康づくり課）

○喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育

少年の割合の高さが伺える。（資料3-29）

７　自殺７　自殺７　自殺７　自殺 ○19歳以下の自殺者の増加

平成23年に警察が把握した子ども・若者（30歳未満の者）の自殺者は、18人であった。

このうち、19歳以下が8人で、前年と比べ6人増加し、20歳～29歳が10人で、前年と比べ

12人減少している。（資料3-30）

（学校教育課）

○いのちの教育の推進

○スクールカウンセラー活用事業

（健康づくり課）

○自殺予防キャンペーン

○心と体のSOSの普及
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