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６ 墨田区子ども・若者計画事業一覧               資料４－２ 
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■その他の資料 ※「意見・質問用紙」の提出後に配付 

１ 令和２年度墨田区青少年問題協議会【書面開催】回答表 

２ 協議事項承認書 

会 議 概 要 

（１）会議の開催方法 

今般の会議については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、 

参集による会議開催を中止し、書面により開催した。 

令和３年１月１８日（火）  審議資料を郵送により全委員へ発送 

     ２月４日（木）まで 各委員から「意見・質問用紙」の提出 

     ３月１日（月）   区からの説明・回答を全委員へ送付 

     ３月８日（月）まで 各委員から「協議事項承認書」の提出 

 

（２）委員からの意見及び質問並びに関係所管からの説明及び回答 

【報告事項１】令和２年度墨田区青少年対策事業推進状況について 

（委員） 

令和２年度はコロナ禍の中、事業推進が困難なことも多くあったと思う。工夫して 

進めていただき感謝する。また、コロナ禍の休校や外出自粛での新たな問題も浮上し



たのではないかと思う。この状況が続く中で青少年のメンタルへの対策等が必要だ 

と思う。 

（地域教育支援課） 

 各地区青少年育成委員会と密に連絡を取り、コロナ禍における青少年の健全育成事 

業の実施方法等を積極的に検討していく。また各地区委員会においては、感染症対 

策を講じながらスポーツ行事や職場体験に代わる映像配信、スマートフォンアプリを 

活用した子どもの夢や悩みを解決する等、コロナ禍においても子ども達が地域と繋が 

れるような取組を行っている。 

（指導室） 

 児童・生徒に対して、心配なことなどがあれば教員やスクールカウンセラーに相談

するよう指導するなど、学習や生活に関する不安などを取り除いていくよう、組織の

連携を図りながら対応している。 

 また、この１１月から SNSを活用した相談窓口を開設し、子どもにとってより相談

しやすい環境を整え、早期発見、早期対応に努めているところである。 

（委員） 

現在の少年非行と思われる生徒の推移と改善状況が分かれば教えてほしい。 

また、中学生の薬物乱用の実態と東京２３区及び墨田区の状況を教えてほしい。 

（本所・向島警察署） 

 別紙資料のとおりである。（本所・向島警察署） 

 

【報告事項２】墨田区子ども・若者計画に係る事業の実施状況について 

（委員） 

 内容に変更があった事業は分かったが、各事業の実績や評価などの資料があればわ 

かりやすいと思う。 

（地域教育支援課） 

 本計画の策定にあたっては、子ども・若者に関わる施策の全体像が見えるようにす 

るという観点から、既存の計画や青少年対策基本方針の施策をわかりやすく整理し、 

一覧化したものとなっている。そのため、各事業は、施策レベルから各種事業や個 

別の取組にいたるまで様々であり、実績の数値化や評価は困難であることから、毎年 

各事業の継続・変更・完了の状況を報告することとしている。 

（委員） 

様々な事業がある中、この一年、コロナ禍において、実施できなかった事業はどれ 

くらいあったか。それによる子ども達への影響は把握しているのか。 

（地域教育支援課） 

墨田区子ども・若者計画に記載されている事業の内、新型コロナウイルス感染症の

影響により実施できなかった事業は、飲食を伴うものや一定以上の参加者を集客する

イベントである「すみだまつり・こどもまつり」等の９事業である。また、各事業の

中止による子ども達への影響については調査していない。 

（委員） 

人との関わりが制限された中で、ひきこもり等のきっかけとならない様な対策が必 

要かと思うが、どのような対応をしているのか。 

（保健センター） 

「思春期相談」を開設し、児童精神科医及び臨床心理士が不登校やひきこもりの問 

題について個別相談に応じるとともに、思春期講演会を開催するなど、ひきこもり等

で悩む家族や本人を支援している。また、向島・本所保健センターの「ひきこもりサ



ポート相談窓口」で、相談とアウトリーチ支援を実施するとともに保健、福祉、子育

て、教育、就労等各部署が緊密に連携し、包括的な支援を進めている。 

（保健予防課） 

令和２年１１月に自ら SOSを出すことが難しい人に周囲が気づき相談につなげても 

らうための区民講演会を開催するとともに、１２月から若者の居場所づくり支援事業

「すみだみんなのカフェ」を月 1回実施している。 

（指導室） 

 登校しぶりが見られた段階から担任は管理職をはじめ校内で情報を共有するとと 

もに、保護者と連携し、個別に支援するようにし、早い段階から対応を始めて児童・ 

生徒が安心して登校できるように努力している。学校との関わりが切れないよう継 

続的に支援している。 

（委員） 

 墨田区子ども・若者計画２ページの４「計画の期間」において、「なお、新たな課 

題や環境の変化、国の動向等に対応できるよう、柔軟性をもって計画を推進します。」 

とあるが、新型コロナウイルス感染症による生活の変化によって起こっている影響や 

今後の課題など、区として検討しているか。また、検討する必要があると考えるが、 

区の見解を伺う。 

（地域教育支援課） 

 各事業の主管課において、新型コロナウイルス感染症の状況を注視しながら、実施 

時期や内容・方法（書面・オンライン）の変更等を検討し、途切れることなく事業を 

継続していく。 

（委員） 

中高生の就職支援は、元々目的意識を持って進学をせず中卒・高卒で就職を選択す 

る生徒が対象なのか、学業がどうにもならずドロップアウトした生徒が対象なのか。

後者であれば、早い段階で支援体制を強化し、本人に進路の具体的な方向性を聴取し

助言、提言をしなければならないと考える。 

また、いつのタイミングで支援体制を始めているか。 

（ハローワーク墨田） 

ハローワークが行う中高生への就職支援は、学校と連携した支援を基本としてい 

る。学校側の進路指導の結果、就職を希望する生徒に対して支援するとともに、途中

で進路変更した生徒も対象として支援している。 

卒業年次の９月から具体的に開始するが、学校の依頼によりその前から職業ガイ 

ダンスを行っている。また、卒業後も継続して支援を行っている。 

（委員） 

ハローワークにおける中高生の就職支援において、実際の相談件数はどのくらいあ 

るか。 

（ハローワーク墨田） 

相談件数は以下のとおりである。（中学校・高等学校合算） 

 平成３０年度：３８２件 

 令和元年度 ：４１５件 

 令和２年度 ：２９２件（１月末現在） 

（委員） 

中学在学中に不登校となり、そのまま卒業する人はいますか。その場合どのような 

ケアをしているか。また、ハローワーク等の外部機関との連携はあるか。 

（指導室） 



平成 31年度に不登校のまま中学校を卒業した生徒は 54名である。学校では、不登 

校に対する支援とともに進路指導を行っている。進路指導の際に就職を希望する生徒

には、生徒と保護者の意向に基づいて、ハローワークや就職希望先との連携を行って

いる。また、ハローワークより就職希望の生徒の有無についてのアンケートが卒業生

に対して例年実施されている。 

（委員） 

学校はハローワークの「中高生の就職支援事業」は知っているか。また、進路につ 

いて、高校進学・就職以外の生徒を把握しているか。 

（指導室） 

ハローワークの「中高生の就職支援事業」は学校で把握している。 

高校進学・就職以外の生徒について、令和元年５月１日現在で９名が該当している。 

（委員） 

健康診査について、１６～３９歳の若者がどのくらい受診しているか。実際、自分 

の子どもは声掛けをしても多忙で行く時間を作れない。 

（保健センター） 

 区が実施している１６歳から３９歳の方を対象とした若年区民健診について、 

令和２年度は１，２７１人の方が受診されている。 

（委員） 

 行われている事業のアピールをもう少し大きくした方が良いと思う。他の地域と同 

じような事業があれば情報交換や交流等行っているのか。 

（地域教育支援課） 

各事業の主管課において、区公式ホームページやツイッター、フェイスブック、 

ユーチューブ等のインターネットを活用して事業の PR に取り組むほか、事業によっ

ては他自治体との情報交換等を行っている。 

（委員） 

すみだ食で繋がるネットワーク運営補助事業について、変更前の事業内容にある 

「街かど食堂」の実施や子どもだけで参加できる食事提供活動一覧の紹介等は行わな

いという事か。 

（厚生課（墨田区社会福祉協議会））  

「街かど食堂」については、令和２年度は新型コロナウィルス感染症により、従来 

の内容による開催は中止しており、１１月にテイクアウト形式で実施した。今後も状

況をみながら実施していく予定である。 

 子どもだけで参加できる一覧の紹介は、墨田区社会福祉協議会のホームページに掲 

載しているほか、生活福祉課の窓口やすみだボランティアセンターで随時案内してい 

る。 

（委員） 

 不登校（不登校気味）生徒向けの別室学習における生徒数が、以前より減っている 

のではないかと思われる。感染症が心配で来られない生徒もいるかもしれないが、教 

員が感染症対策などの対応や事務的な処理等で不登校生に関われない状況ならば、 

心配である。別室学習の生徒数の出席率は前年と比較してどのような状況か。また、 

減少しているようであればその対応策はあるか。 

（指導室） 

 ステップ学級等の別室に通級している児童・生徒には、新型コロナウイルス感染症 

への感染が心配であるという理由での欠席の報告はない。また、教員も不登校児童・ 

生徒への対応を従前どおり行っている。 



 ステップ学級等の別室に通級している児童・生徒は、個々の実情により出席できる 

日を設定しているため、前年との比較はできない。 

 

【協議事項】令和３年度墨田区青少年対策基本方針（案）について 

（委員） 

 「令和３年度の基本的な考え方」では、様々な課題が挙げられている。インター 

ネット利用環境、いじめ、子どもの貧困、児童虐待など、これから特に注視していか 

なければならないと思う。新型コロナウイルス感染症の影響により生活環境が変化し 

ている中で、子どもたちの SOSがキャッチできるような仕組みが必要だと思う。 

（指導室） 

 児童・生徒に対して、心配なことなどがあれば教員やスクールカウンセラーに相談 

するよう指導するなど、学習や生活に関する不安などを取り除いていくよう、組織的 

に連携を図りながら対応している。 

 また、スクールサポートセンターでは児童・生徒からの相談を受け、自立支援を 

行っている。 

 さらに、都や区の相談窓口一覧を長期休業前に児童・生徒へ配布するとともに、 

令和２年 11月から SNSを活用した相談窓口を開設するなど、子どもにとってより相 

談しやすい環境を整えて、早期発見、早期対応に努めている。 

（すみだ教育研究所） 

 教育相談は来室による対面を基本とするが、電話相談を希望する方にも相談を行っ 

ている。 

 また、従来から実施しているヤングテレフォンや親子電話相談も新型コロナウイル 

ス感染症の影響なく教育相談を継続できるような仕組みとしている。 

（委員） 

生活困窮世帯に属する子どもの貧困に対して、現状の具体的な施策はあるか。また、 

クラブ活動費の補助等、今後あらたな施策は考えているか。 

（生活福祉課） 

具体的な施策については、墨田区子どもの未来応援取組方針（平成３０年３月策定） 

の中で各課の取組をまとめている。 

（学務課） 

就学援助の準要保護者にクラブ活動費（対象：小４～中３、中１～３はクラブ加入 

者のみ）を支給（小：年 240円、中：年 1,230円）している。 

（委員） 

就職氷河期世代を含むひきこもりやニート、今後想定されるコロナ世代のニートに 

対して、区としての雇用の確保と民間企業への支援策は考えているか。 

（経営支援課） 

区では人材を必要とする区内中小企業等を対象に「合同企業説明会」を開催してい 

る。求職者の参加要件は、39歳以下の学生・既卒・中途・女性としている。 

（委員） 

 令和３年度墨田区青少年対策基本方針（案）趣旨の中に、「新型コロナウイルス感 

染症の拡大の中で青少年健全育成活動を展開していくことが求められている」という 

ことが明記されたが、環境の変化による心への影響や、生活の影響からくる問題など 

も注視し活動を展開する必要があるのではないかと考える。 

（地域教育支援課） 

 「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、日常生活や学校等における様々な 



活動が制限される中で、感染状況を注視しながら、青少年の心の変化や新しい生活様 

式にも対応した青少年健全育成活動を展開していくことが求められている。」と修正 

する。 

（委員） 

 学校に何らかの理由で登校できない児童・生徒は、長い不登校の影響による勉強の 

遅れにとても大きな不安を抱えていると思う。何とか登校できる日が来たとしても、 

授業の遅れについていけず、また不登校になってしまうケースは多いと思う。勉強の 

遅れを解消するために、今よく使われているオンラインを活用することで、家庭で授 

業に参加できるようにすることが必要だと考える。 

 また、不登校が発見された場合、学校の先生が抱え込むのではなく、日頃から学校 

とスクールソーシャルワーカーが速やかに連携をとれるようにし、必要な関係機関に 

つなげていくことが、早期対策になると考える。 

（指導室） 

不登校児童・生徒への対応は学校が組織的に行っている。また、不登校対策の一 

環で区内中学校２校に、校内スモール・ステップ教室（ＳＳルームと呼称）を設置し

ている。専門の支援員を１名配置し、登校しぶりの生徒や登校はできるが教室に入る

ことのできない生徒の個別支援を行っている。 

 また、スクールソーシャルワーカーを区で３名配置し、児童・生徒が置かれた様々 

な問題や各家庭への働きかけ、関係機関等とのネットワークの構築、問題を抱える児 

童・生徒への個別の支援を、学校からの要請に応じて行っている。 

 また、一人１台のタブレット端末によるオンラインの活用については今後、国や都 

の動向を注視しながら対応していく。 

（委員） 

 新聞に“ひきこもりのリアル”という記事が連載されている。この記事からみえる 

このような悪徳業者がいることが大問題ですが、ここに頼まなくてはならないひきこ 

もりの家庭、保護者の行き詰った気持ちを思うとやりきれない辛いものがある。この 

記事は中高年のひきこもりであるが、多くは児童・生徒の時からの不登校を引きずっ 

ているのではないかと考える。 

 このような悲惨なことにならないように、不登校、ひきこもりの早期発見、早期対 

策は重要なものと思う。 

（保健センター） 

「思春期相談」を開設し、児童精神科医及び臨床心理士が不登校やひきこもりの問 

題について個別相談に応じるとともに、思春期講演会を開催するなど、ひきこもり等

で悩む家族や本人を支援している。また、向島・本所保健センターの「ひきこもりサ 

ポート相談窓口」で、相談とアウトリーチ支援を実施するとともに保健、福祉、子育 

て、教育、就労等各部署が緊密に連携し、包括的な支援を進めている。 

（保健予防課） 

 令和２年１１月に自ら SOSを出すことが難しい人に周囲が気づき、相談につなげて 

もらうための区民講演会を開催した。１２月から若者の居場所づくり支援事業「すみ 

だみんなのカフェ」を月 1回実施している。 

（指導室） 

 不登校児童・生徒に対して、学校は定期的に電話連絡や家庭訪問を行い、関係が切 

れないようにして保護者と連携した対応を継続している。他にも学校や家庭は、ステ 

ップ学級やサポート学級などと連携し、児童・生徒が、どことも関わりをもたない 

状況を作らない対応をしている。 



（委員） 

 目標 4【家庭、学校、地域、関係機関・団体の連携を強めよう】「（2）学校は、地 

域との連携・協力を深め、地域社会の活動に協力しよう。」とあるが、地域との連携 

については校長先生に頼りきっている印象がある。各校長先生によっても違ってくる 

のかとは思うが、教員も同じような認識でいるのか？というと疑問が残る。お忙しい 

中、多くの業務をされている事とは思うがこのように掲げている以上、共通認識とし 

て捉えていただきたいと思う。 

（指導室） 

 学校が、教育活動を円滑に進めるためには、地域との連携が大切である。多くは校 

長が管理職として地域に対応していることが多いが、校長だけではなく組織的に連携 

等を行っていくよう指導していく。 

（委員） 

 令和３年度墨田区青少年対策基本方針（案）趣旨「感染状況を注視しながら新しい 

生活様式に対応した青少年健全育成活動を展開していくことが求められる。」とある 

が「新しい生活様式にも対応した」としてはどうか。 

（地域教育支援課） 

 ご指摘のとおり修正を行う。 

 

（３）協議事項の承認 

 令和３年度墨田区青少年対策基本方針（案）については、各委員から提出された協 

議事項承認書による承認が過半数を超えたため、墨田区青少年問題協議会条例第６条 

第２項に基づき、決定とした。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――                                       

会議の概要は、以上である。 

所 管 課 
墨田区教育委員会事務局地域教育支援課地域教育支援担当 

（電話０３－５６０８－６５０３） 

 



 

令和２年度墨田区青少年問題協議会 次第（書面開催） 

 

 

 

１ 議  事 

（１） 報告事項 

ア 令和２年度墨田区青少年対策事業推進状況について     資料３ 

   イ 墨田区子ども・若者計画に係る事業の実施状況について   資料４－１ 

 

（２） 協議事項 

    令和３年度墨田区青少年対策基本方針（案）について     資料５ 

   

２ 配布資料   

（１） 墨田区青少年問題協議会の書面開催について         資料１ 

（２） 墨田区青少年問題協議会委員名簿              資料２ 

（３） 令和２年度墨田区青少年対策事業推進状況について      資料３ 

（４） 墨田区子ども・若者計画に係る事業の実施状況について    資料４－１ 

（５） 墨田区子ども・若者計画事業一覧（令和３年１月現在）    資料４－２ 

（６） 令和３年度墨田区青少年対策基本方針（案）について      資料５ 

（７） 墨田区青少年問題協議会条例及び施行規則          資料６ 

（８） 意見・質問用紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



墨田区青少年問題協議会の書面開催について 

 

１ 書面開催にあたって 

墨田区青少年問題協議会では、口頭で資料説明を行い、御承認をいただく流れ

ですが、今年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、

書面開催で行います。  

短期間で御意見等の提出をお願いすることとなりますが、どうぞよろしくお願

いします。  

 

２ 書面開催の流れ 

（１）送付資料をお読みいただき、別添の「意見・質問用紙」を令和 3 年 2 月 4 日

（木）までにメール又は FAX により御提出いただきます。 

（２）御提出いただきました御意見・御質問について、区担当及び関係機関の回答  

と「承認用紙」を２月中旬頃にお送りします。  

（３）墨田区青少年問題協議会条例第６条第２項に基づき、皆様から御提出いただ  

きました「承認用紙」により、議事を決します。  

（４）３月に議事録を墨田区ホームページに公開します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 



意見・質問用紙 

 

委員氏名 
 

 

送付資料をお読みいただき、議題ごとに、御意見又は御質問を記入してください。なお、会議への

御出席の場合と同様、積極的に御記入いただけるようお願いします。記入欄が足りない場合は、本用

紙を模写したもの又は別の用紙を使用して記入していただくようお願いします。 

 

１ 報告事項 

（１）令和２年度墨田区青少年対策事業推進状況について 

 

 

 

 

 

 

（２）墨田区子ども・若者計画に係る事業の実施状況について 

 

 

 

 

 

 

２ 協議事項 

令和３年度墨田区青少年対策基本方針（案）について 

 

 

 

 

 

 

 

２月４日（木）までに、メール又は FAXにより御提出ください。 

メール：CHIIKIKYOUIKU@city.sumida.lg.jp FAX:03-5608-6411 

別添 

mailto:CHIIKIKYOUIKU@city.sumida.lg.jp


墨田区青少年問題協議会委員名簿 
（令和３年１月現在） 

職 名 選出区分 氏  名 備 考 

会 長 墨田区長 山 本   亨  

委 員 

区議会議員 

たきざわ 正宜 （新委員） 

たかはし のりこ  

あさの 清 美  

中村 あきひろ  

学識経験者 

川 嵜 貞 昭 区立小学校長会会長（新委員） 

和 田 浩 二 区立中学校長会会長（新委員） 

金 田 裕 治 高等学校長代表（新委員） 

吉 川 宜 範 私立幼稚園連合会会長 

阿 部 義 剛 区立小学校ＰＴＡ協議会会長（新委員） 

小 川 政 美 区立中学校ＰＴＡ連合会会長（新委員） 

小 野 俊 一 青少年委員協議会会長（新委員） 

小 澤 裕 二 少年団体連合会会長 

島 田 泰 子 スポーツ推進委員協議会会長 

鎌 形 由美子 民生委員・児童委員協議会会長 

廣 田 健 史 本所防犯協会会長 

岩 田 庸一郎 向島防犯協会会長 

有 馬 慶 子  保護司会副会長（新委員） 

甚 野 永 子 墨中地区青少年育成委員会委員長 

安 藤 玲 子 本中地区青少年育成委員会委員長 

山 口 仁 美 両中地区青少年育成委員会委員長（新委員） 

横 井 新 一 竪中地区青少年育成委員会委員長（新委員） 

片 岡 庄一郎 錦中地区青少年育成委員会委員長 

坂 井 正 廣 吾嬬二中地区青少年育成委員会委員長 

堀 口 義 晃 寺中地区青少年育成委員会委員長 

田 口 武 司 文花中地区青少年育成委員会委員長 

長谷川   豊 桜堤中地区青少年育成委員会委員長 

吉 澤 利 雄 吾嬬立花中地区青少年育成委員会委員長（新委員） 

関係行政機関 

の職員 

大 浦   茂 本所警察署長（新委員） 

品 田 一 彦 向島警察署長（新委員） 

大 浦 俊 哉 東京都江東児童相談所長 

坂 田 敦 子 墨田公共職業安定所長 

菅 原 祐 子 東京家庭裁判所主任家庭裁判所調査官（新委員） 

前 川 美 穂 東京保護観察所保護観察官 

浅 野 悦 子 向島労働基準監督署長（新委員） 

区の職員 

高 野 祐 次 副区長 

加 藤 裕 之 教育委員会教育長 

鹿島田 和 宏 産業観光部長 

後 藤 隆 宏 福祉保健部長 

西 塚   至 福祉保健部保健衛生担当部長（新委員） 

酒 井 敏 春 子ども・子育て支援部長（新委員） 

※令和２年１月の協議会以降に新委員となった方は（新委員）と記載しています。 

資料２ 



 

 令和２年度墨田区青少年対策事業推進状況について（報告事項） 
 

１ 行事等 

（１）墨田区青少年非行防止強調月間（令和２年７月１日～３１日） 

庁舎前に標語「たくましく育つ子どもが未来をつくる」の懸垂幕を掲示した。 

     

（２）社会を明るくする運動（令和２年７月１日～３１日 強調月間） 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、例年実施している中央集会は中止としたが、

感染症対策を講じながら街頭活動やポスターの掲示により運動の主旨である「犯罪や非行を

防止し、立ち直りを支える地域のチカラ」のＰＲを行った。また、本運動における作文コン

テストでは、小学生から８７作品、中学生から８８作品の提出があり、うち１名が東京更正

保護女性連盟会長賞を受賞した。 

     

（３）墨田区青少年健全育成区民大会 

   令和２年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、会場開催を中止し、映像収録

による実施とした。（令和３年２月上旬に墨田区公式 YouTube で公開予定） 

※ 青少年健全育成作文コンクール応募数 １，８４５編（入賞作品数 ７３編） 

 

（４）薬物乱用防止活動 

墨田区役所１階アトリウムにおいて、令和２年１２月１５日（火）から１８日（金）まで 

の間、区内の中学生による薬物乱用防止ポスター・標語の作品展を開催した。 

 

（５）各地区青少年育成委員会における活動 

新型コロナウイルス感染症の感染対策を講じながら、地域の実情に応じて、夜間パトロー

ルや地域教育懇談会、児童を対象としたスポーツレクリエーション等を行った。 

 

２ 会議等 

（１）連絡協議会育成委員長会議（全７回）墨田区役所１１階 教育委員会室 

   ※第７回の会議は令和３年３月２４日（水）に開催予定である。 

（２）連絡協議会定期総会 令和２年７月４日（土）書面開催 

 

 

 

 

 

 

資料３ 



 

墨田区子ども・若者計画に係る事業の実施状況について（報告事項） 

  墨田区子ども・若者計画に掲載している事業について、関係各課・機関に内容の変更等の調査を行ったため、御報告します。 

なお、内容等に変更があった事業は以下のとおりです。墨田区子ども・若者計画の事業一覧は資料４－２のとおりです。 

 

基本方針１ 全ての子ども・若者の健やかな成長と自立に向けた支援 

事業名 
事業名及び 

担当課・機関 

事業内容 
変更理由 

変更後 変更前 

健康診査 
(資料 4－2 P1) 

保健センター 

16 歳から 39 歳までの区民を対象とし
て、健康の増進と維持を目的とした健康

管理に役立てるため、若年区民健康診査

を実施します。 

16～39 歳を対象とした健康管理に役立
てるため、若年区民健康診査を実施しま

す。 

 文言の整理のため。 

地域力育成・

支援事業 
(資料 4-2 P4) 

地域活動推進課 

地域で活動している方や地域活動に関

心がある方を対象に、リーダースキルや

コーディネータースキル等の提供、活動

者の交流会等を行い、自主的かつ組織的

に活動できる人材を育成します。 

中学生以上の若い世代を対象に、町会・

自治会のイベント等への参加を通して、地

域活動を行っている区民との交流を促し、

人と人のつながりの中で、地域や地域コミ

ュニティについて学ぶ機会を設けます。 

「地域力育成・支援事業」の一環として 

行ってきた「若手人材育成事業」にはこれ

まで 200名を超える中学生等が参加し、参

加者へのアンケート結果等から地域に対

する関心や地域活動への参加意欲等の高

まりを読み取ることができ、本事業の目的

は一定程度果たされたため、同事業は終了

することとした。 

これを踏まえて、地域力育成・支援事業

における人材育成事業の見直しを行い、左

記のとおり、内容を変更し、新たな事業展

開を図ることとしたため。 

中高生の就職

支援 

(資料 4-2 P8) 

ハローワーク

墨田 

中・高生等社会経験のない新卒者に対
して、就職支援ナビゲーターによる就職

意識の形成、準備活動、個別相談等を実

施し、管内の中学、高校等と密接な連携

のもと安定雇用である正社員就職に繋が

る支援を実施します。 

中・高生等社会経験のない新卒者に対し
て、学卒ジョブサポーターによる就職意識

の形成、準備活動、個別相談等を実施し、

管内の中学、高校等と密接な連携のもと安

定雇用である正社員就職に繋がる支援を

実施します。 

学卒ジョブサポーターの名称を就職支
援ナビゲーターとしたため。 

 

 

 

 

資料４－１ 



 

基本方針２ 子ども・若者の健やかな成長を社会全体で支えるための環境整備 

事業名 
事業名及び 

担当課・機関 

事業内容 
変更理由 

変更後 変更前 

すみだ食で繋

がるネットワ

ーク運営補助

事業 
(資料 4－2 P10) 

生活福祉課 

 

墨田区社会 

福祉協議会 

墨田区社会福祉協議会が運営する「す

みだ食で繋がるネットワーク」に対して

補助金を交付し、地域食堂等（いわゆる

子ども食堂）の情報交換会を実施します。 

〇墨田区社会福祉協議会と連携し、「子ど

もが参加できる安心・安全な居場所づく

り」を通して地域や関係機関が連携し、支

援が必要な子どもに気付き、支え合うネッ

トワークづくりを進めます。 

〇区内で食育に関する活動をしている団

体「すみだ食育 good ネット」が中心とな
り、「ＮＰＯ法人すみださわやかネット」

と墨田区社会福祉協議会が連携し、食事を

きっかけに誰もが参加する事ができる世

代を超えたつながりづくりを提供する場

所である「街かど食堂」を実施します。ま

た、墨田区社会福祉協議会では民間団体等

の実施する子どもだけで参加できる食事

提供活動一覧を紹介します。 

事業名称を「子どもの居場所ネットワー

ク事業」から「すみだ食で繋がるネットワ

ーク運営補助事業」に変更し、事業名の変

更に併せて事業内容を変更したため。 

基本方針３ 困難を有する子ども・若者やその家族への支援 

事業名 
事業名及び 

担当課・機関 

事業内容 
変更理由 

変更後 変更前 

特 別 支 援 学

級・教室の運営 
(資料 4－2 P14) 

学務課 

情緒障害等がある、より多くの児童・

生徒が障害の状態に応じた特別な指導支

援を受けられるようにするため、区立の

全小・中学校に特別支援教室を設置し、

発達障害教育を担当する教員が各学校を

巡回して指導します。 

情緒障害等がある、より多くの児童・生

徒が障害の状態に応じた特別な指導支援

を受けられるようにするため、発達障害教

育を担当する教員が各学校の特別支援教

室を巡回して指導します。全小学校への整

備を完了し、全中学校への整備を図りま

す。 

全小・中学校への設置が完了したため。 

子 ど も の 学

習・生活支援事

業 
(資料 4-2 P17) 

生活福祉課 

貧困の連鎖防止を図るため、生活困窮
世帯の子どもに対する学習支援・生活支

援を行います。 

具体的には、一年間通して実施する学

習会と、長期休み期間に宿題をサポート

する学習会を行います。 

貧困の連鎖防止を図るため、生活困窮世
帯の子どもに対する学習支援・生活支援を

行います。 

 

事業名称を「生活困窮者学習支援事業」
から「子どもの学習・生活支援事業」に変

更し、事業名の変更に併せて事業内容を変

更したため。 

 



1 

 

 

墨田区子ども・若者計画事業一覧（令和３年１月現在） 

基本方針１ 全ての子ども・若者の健やかな成長と自立に向けた支援

（１）基本的な生活習慣の形成 

№ 事業名 内容 担当課・機関 

1 幼児教育の推進 

幼児期の教育は、生涯にわたる人間形成の基
礎を培う重要なものです。幼稚園・保育園に
おいて、教員・保育士等は、幼児が安定した
情緒の下で主体的に活動できるよう環境を整
え、基本的な生活習慣や集団生活のルール、
健全な心身の発達の基礎等について身に付け
るようにします。 

指導室 

子ども施設課 

私立幼稚園 

2 

幼稚園、保育所等、

小・中学校での 

食育の推進 

食料の生産から消費に至るまでの食に関する
様々な体験等を通じて、食に関する理解を深
めることで幼児・児童・生徒の健康維持、増
進につなげます。 

指導室 

学務課 

子ども施設課 

3 

学校教育における 

生活習慣にかかわる

指導 

小学校入学段階のスタートカリキュラムによる
指導を始めとして、各教科の学習や学級活動、
保健指導、遠足・宿泊などの学校行事等を通
じて、集団生活のルールや健康の保持促進、
学校内外での安全について指導を行い、望ま
しい生活習慣を形成します。 

指導室 

4 食育推進事業 

「墨田区食育推進計画」に基づき、「手間かけ
て みんなでつくる すみだの食育」を基本理
念に、基本目標『食で「ひと」「まち」「交流」
「安心」「協働」を育む』に準じた食育推進事
業を区民・地域団体・ＮＰＯ・事業者・企業・
大学など多様な分野と区が連携しながら、す
みだ食育推進会議の中で「協創」の食育へと
推進します。 

保健計画課 

すみだ食育 

goodネット 

5 
健康づくりのための

普及啓発 

「すみだ健康づくり総合計画」に基づき、区
民一人ひとりが生涯を通じて、健康保持増進
に取り組めるよう、健康づくりに対する意識
の高揚や知識の普及を図ります。 

保健計画課 

6 健康診査 

16 歳から 39 歳までの区民を対象として、
健康の増進と維持を目的とした健康管理に役
立てるため、若年区民健康診査を実施します。 

保健センター 

7 栄養指導 

将来の健康について考え、自ら適切な食生活
を実践できるよう、栄養相談や食生活講習会
等を実施し、栄養に関する正しい知識の普及
啓発を図ります。 

保健センター 

8 
エイズ及び性感染症

等に関する普及啓発 

エイズ及び性感染症に対する正しい理解を深
めるため、ポスターやパンフレットの配布等、
普及・啓発を図ります。 

保健予防課 

9 
たばこの害について

の普及啓発 

たばこの健康被害や受動喫煙による影響を理
解し、喫煙行動を防止するため、小学校高学
年向けに、啓発リーフレットを配布し、意識
啓発を図ります。 

保健計画課 

(保健センター) 

資料４－２ 
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（２）確かな学力と豊かな人間性の育成 

№ 事業名 内容 担当課・機関 

1 
幼保小中一貫教育の

推進 

幼保小中一貫教育推進計画に基づき、幼稚園・
保育園・認定こども園、区立小・中学校の連
携を推進し、中学校卒業までを見越した教育
を全校種で意識し実践することで、学ぶ環境
を整え確かな学力を育みます。 

すみだ教育研究所  

2 
学力向上「新すみだ

プラン」の推進 

児童・生徒の学力向上を図るため、「学校の教
育力の向上」「家庭の教育力の向上」「地域の
教育力の向上」の３つを柱に、学力向上に関
する施策を展開します。 

すみだ教育研究所  

3 教職員研修事業 

今日的な教育課題への対応、各職層において
習得すべき内容、授業指導法などについて研
修を行い、教員の指導力向上を図り、子ども
たちの学力向上につなげます。 

指導室 

4 
学校支援指導員 

派遣事業 

全ての幼稚園・学校に学校支援指導員を配置
して、学習指導、生活指導、特別支援等の補
助を行い、幼児・児童・生徒が安心に安定し
た学校生活を送ることができるようにするこ
とで、確かな学力につなげます。 

指導室 

5 

研究協力校（園） 

及び特色ある学校 

づくり推進校、 

グループ・個人奨励 

教育委員会が示した内容や今日的教育課題の
解決を図るため、学校においての研究実践や、
特色ある教育活動等について推進します。 

指導室 

6 人権教育 

地域や学校の実態に即して、同和問題をはじ
めとする様々な人権課題を理解し、自分の大
切さとともに他の人の大切を認めることがで
きるようになり、様々な場面での具体的な態
度や行動に移していくことのできる人権教育
を推進します。 

指導室 

7 道徳教育の推進 

特別の教科道徳を核とした全ての教育活動を
通じて、道徳教育を推進し、人間としての生
き方の自覚を促すことで、豊かな心をもち道
徳性を身に付けた児童・生徒を育成します。 

指導室 

8 
ＳＯＳの出し方に関

する教育 

「困難やストレスに直面した児童・生徒が信
頼できる大人に助けの声を上げられる」こと
を目標として、小学校 5 年生から中学校 3 年
生までを対象に、「SOS の出し方に関する教
育」を学校の教育活動として位置付けて実施
します。また、授業教材の作成や授業の実施
にあたっては、保健計画課や保健センターの
保健師等も参画します。 

指導室 

保健予防課 

(保健センター) 

9 
若年層に向けた男女

共同参画意識の醸成 

男だから、女だからと性別を理由として役割
を決めつけたり、性別のイメージを固定的に
考えて自分自身や誰かの生き方を制約するこ
とがないよう、中学生以上を対象とした若者
向けの啓発冊子を発行し、男女共同参画意識
の醸成を図ります。 

人権同和・男女

共同参画課 

10 情報教育の推進 
児童・生徒が主体的に情報を選択・活用する
能力を育てるため、コンピュータを活用した
教育やＳＮＳの適正な利用等を推進します。 

指導室 
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№ 事業名 内容 担当課・機関 

11 
伝統文化等に 

触れ合う機会の提供 

児童・生徒の郷土への理解や愛着心を育むた
め、すみだ北斎美術館やすみだ郷土文化資料
館等と連携し、郷土の歴史や伝統文化を深め
る授業等を行います。 

指導室 

地域教育支援課 

12 
体験的な活動を 

取り入れた学習 

児童・生徒の社会性や豊かな情操を育むため、
特別活動等におけるボランティア活動や自然
体験活動のほか、移動教室や野外体験活動の
充実を図ります。 

学務課 

指導室 

13 

夏休み自然体験教室

（農山村生活体験 

事業） 

自然体験や異学年交流を通じて、子ども達の
豊かな感性や情緒を育むため、児童・生徒を
対象に、農山村等における生活体験や集団生
活を体験する自然体験教室を行います。 

地域教育支援課 

14 自然環境学習 

野鳥、昆虫、樹木などの観察を通して、人と
自然とのつながりを見る目を養い、今後の環
境づくりを考えるきっかけとするとともに、
身近な場所にビオトープを造ることで、生き
物と触れ合い、自然環境の大切さを学びます。 

環境保全課 

15 
子ども読書活動の 

推進 

○学校図書館の充実 

 ①区内全小・中学校が参加する「図書館を
使った調べる学習コンクール」を実施し、
子どもが主体的に学ぶことを支援します。 

 ②授業等での学校図書館の活用を図るとと
もに、展示の工夫やイベントの開催を通し
て、児童・生徒の読書活動を推進します。 

 ③小中学校に学校司書要員を派遣し、学校
図書館の活用推進を図ります。 

 

ひきふね図書館 

指導室 

16 
子ども読書活動の 

推進 

○学校と図書館の連携強化 

 ①「図書館を使った調べる学習コンクール」
の個別相談会を図書館で実施し、子どもの
研究活動を支援します。 

  ②小中学校へ図書の団体貸出を行い、児童・
生徒がより多くの本に接する機会を増やし
ます。 

 ③読み聞かせボランティア講座を図書館で
開催し、学校での読み聞かせを行うボラン
ティアの活動を支援します。 

 ④図書館見学や職場体験学習、ブックリス
トの配布を通じて、児童・生徒の読書への
関心を高めます。 

⑤学校図書館担当者の専門性を高めるため
に、司書教諭研修を図書館にて実施します。
また、小中学校の学校司書と図書館司書の情
報交換会を行い、情報共有に努めます。  

○地域での読書活動の推進 

幼稚園・保育園等の施設への団体貸出を行う
とともに、図書館ボランティアの協力を得
て、学校や障害児施設での出張読み聞かせ会
等を行い、地域での読書活動を推進します。 

○区立図書館での児童・生徒向けサービス 
 の充実 

 ①おはなし会やイベントを通じて、幼児・
児童・生徒の読書への関心を高めます。 

 ②青少年向けにティーンズコーナーを設
け、青少年が読書に親しみ、豊かな教養を
身に付けることができるよう支援します。 

ひきふね図書館 

指導室 
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№ 事業名 内容 担当課・機関 

17 
健康と体力向上の 

推進 

体位、体力の向上を図るため、指導資料を作
成し、区立小・中学校の児童・生徒の心身の
健康増進を図るとともに、体育優良生徒を表
彰し、スポーツ奨励を図ります。 

指導室 

18 スポーツ振興事業 

スポーツ教室、区民体育大会、障害者（児）ス
ポーツ・レクリエーション大会などを開催し、
スポーツの振興を図るとともに、広く区民の
健康増進を支援します。 

スポーツ振興課 

19 
区民健康 

スポーツデー 

原則として 10 月の体育の日を区民健康スポ
ーツデーと位置付け、全ての区民が一日スポ
ーツに親しむ日とすることで、スポーツの振
興を図ります。 

スポーツ振興課 

20 
総合型地域スポーツ

クラブ自立支援 

地域の日常的な活動の場として、誰もが参加
できる気軽にスポーツやレクリエーションを
楽しむことができる地域スポーツクラブを展
開し、豊かな地域スポーツライフを築きます。 

スポーツ振興課 

21 
スポーツ推進委員の

活動 

スポーツ教室等の企画運営に参画し、区民に
スポーツの指導・助言を行いスポーツの振興
を図ることで、広く区民の健康増進を支援し
ます。 

スポーツ振興課 

22 各種スポーツ活動 
子ども達の心身を鍛えるととともに、健康増
進を図るため、柔・剣道教室などを実施しま
す。 

本所・向島警察署  

（地域教育支援課） 

（３）社会貢献・社会参画の促進 

№ 事業名 内容 担当課・機関 

1 
地域力育成・ 

支援事業 

地域で活動している方や地域活動に関心があ
る方を対象に、リーダースキルやコーディネ
ータースキル等の提供、活動者の交流会等を
行い、自主的かつ組織的に活動できる人材を
育成します。 

地域活動推進課 

2 
すみだ生涯学習 

センター事業 

区民がさまざまな生涯学習活動を行うための
拠点施設として、生涯学習の機会や場の提供、
学習情報の発信、学習相談を実施するなど、
区民の生涯学習を支援します。 

地域活動推進課 

すみだ生涯学習

センター 

3 
図書館における 

青少年活動の推進 

中高生のボランティアグループ「ひきふね図
書館おもてなし課」の活動を通して、中学生・
高校生が自主的にイベントや特集展示コーナ
ーの企画や運営を行うことで、地域貢献の意
識醸成を図ります。 

ひきふね図書館 

4 
クリーン 

キャンペーン 

ごみゼロデー（５月 30 日）にちなみ、道路
や公園等の散乱ごみの清掃を内容とするキャ
ンペーンを地域住民が主体的に進める活動と
して実施することで、美観の向上を図るとと
もに、地域力の強化を目指します。 

すみだ清掃事務所  

5 
ボランティア 

推進事業 

ボランティア活動に対する理解と参加を促進
するため、講習会や講座の開催、ＰＲ活動等
を行い、ボランティアの育成・活動支援を図
り、福祉のまちづくりを推進します。 

厚生課 

6 
ボランティア 

センターの活動 

ボランティア活動を推進するため、ボランテ
ィアの育成と活動の中心となる場を設け、ボ
ランティア意識の啓発と活動への参加を促進
します。 

厚生課 

墨田区社会福祉

協議会 
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№ 事業名 内容 担当課・機関 

7 
夏！体験 

ボランティア事業 

ボランティア活動の体験を通して、様々な社会
的問題への関心を深めるとともに、積極的に社
会づくりに参加する意識の醸成を図ります。 

厚生課 

すみだボランティ

アセンター 

8 
学校のボランティア

活動普及事業 

中学校・高等学校等を「ボランティア協力校」
として指定し、生徒の社会福祉への理解と関
心を高め、人間同士の連携の精神を養うとと
もに、生徒を通じて家庭及び地域社会の意識
啓発を図ります。 

厚生課 

すみだボランティ

アセンター 

9 
児童・生徒向け 

ボランティアスクール 

小・中・高校生を対象にボランティア活動の
学習と体験をすることで、社会参画意識の醸
成を図ります。 

厚生課 

すみだボランティ

アセンター 

10 生産体験活動 
社会奉仕の心を育むため、管内に通う子ども
を対象に、農業体験をはじめとした生産体験
活動等を行います。 

本所・向島警察署  

（地域教育支援課） 

11 
自主グループ等への

支援 

児童館で読み聞かせ等を行う自主グループに
活動場所の提供を行い、ボランティアの育成
を図ります。 

子育て政策課 

12 音楽活動 

中高生を中心とした音楽グループに児童館の
音楽室を開放し、それらのグループが、コン
サートを開催するなど音楽活動を通じて、健
全育成を図ります。 

子育て政策課 

13 
墨田区のお知らせ等

による周知 

青少年向けの区の各部署が実施する行事など
を、墨田区のお知らせ「すみだ」や区政情報
番組「ウィークリーすみだ」等を通じて、区
民へ周知・ＰＲします。 

広報広聴担当 

14 
国際理解教育の 

推進事業 

各教科等の学習を通した国際理解教育を推進
するとともに、外国人講師（ＮＴ）の導入やＴ
ＯＫＹＯ ＧＬＯＢＡＬ ＧＡＴＥＷＡＹ（東
京都版英語村）の利用により、英語学習や外国
の文化等への関心を高め、英語を用いてコミュ
ニケーションを図る態度を育てます。 

指導室 

15 
墨田区中学生海外 

派遣事業 

中学校２年生を対象とした海外派遣を実施し、
現地の生徒との交流やホームステイ等によっ
て、英語力の向上を図り、国際社会で幅広い視
野を持って活躍することのできる人材を育て
ます。 

指導室 

16 

オリンピック・ 

パラリンピック教育

推進事業 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競
技大会を、幼児・児童・生徒にとってまたと
ない重要な機会と捉え、幼児・児童・生徒が
オリンピック・パラリンピックの歴史・意義
を正しく理解することで、多様性を尊重し、
共生社会の実現や国際社会の平和と発展に貢
献できる人材に育つことを目指します。また、
東京 2020 大会の経験を通じ、掛け替えのな
いレガシーを幼児・児童・生徒一人ひとりの
心に残します。 

指導室 

17 総合防災教育 

自らの防災行動力を高めるとともに、将来にお
ける地域防災の担い手を育成するため、幼児
期から発達の段階に応じた防火防災教育を総
合防災教育と位置付け、継続的に実施します。 

本所・向島消防署  

（地域教育支援課） 

18 消防少年団 

将来の地域防災の担い手を育成するため、小
学校１年生から高校３年生までを対象とし
て、各消防署単位で、防火防災に関する知識
及び技術を身に付ける活動を実施します。 

本所・向島消防署  

（地域教育支援課） 
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№ 事業名 内容 担当課・機関 

19 学校防災活動の推進 

○区民と地域の防災力向上を図る一環とし
て、普通救命講習を実施し、将来の地域の担
い手である中学生に対する防災教育を推進し
ます。 

○「すみだ防災ガイド【中学生用】」を作成・
配布し、災害時に中学生が自ら身の安全を守
るとともに、地域の一員として応急活動に取
り組むことができるよう支援します。また、
中学生で組織される自主防災組織の活動に必
要な資材・機材の交付をします。 

指導室 

防災課 

20 
起震車による 

地震体験 

各学校や町会等で行われる防災訓練、墨田区
主催のイベント等で、起震車「すみだぐらぐ
ら号」による地震体験を行い、青少年の防災
意識の高揚と防災行動力の向上を図ります。 

防災課 

21 中学生区議会 

区内各中学校の代表生徒を対象に、本会議・
委員会形式の模擬区議会の体験を通じて、す
みだの未来を担う子どもたちの郷土に対する
愛着心等の向上を図ります。 

広報広聴担当 

22 
すみだ少年少女 

合唱団 

区の音楽文化推進の一環として、小学校３年
生から高校３年生を対象とした合唱団を結成
し、歌う楽しさを通して豊かな情操を養いま
す。また、地域のイベント等に出演し、地域
への愛着・理解を深めるとともに社会性の向
上を図り、音楽都市すみだの文化的まちづく
りに寄与する人材を育てます。 

文化芸術振興課 

23 
すみだまつり・ 

こどもまつり 

区民等によって組織した実行委員会が企画・
運営することで、「ふるさと墨田」のまちづく
り意識の高揚と地域力の振興を図ります。ま
た、安全・健康・友情と連帯の輪を目標に明
るくはつらつとした子どもの成長を促しま
す。実施にあたって広くボランティアを募集
することで、区民等の社会参画を促します。 

文化芸術振興課 

24 成人を祝うつどい 

新成人で構成する実行委員会が企画から当日
までの運営を行うことにより、社会人として
の自覚を促すとともに、参加者が喜びを共感
できる式典を開催します。 

文化芸術振興課 

25 
明るい選挙啓発 

ポスターコンクール 

区内小中学校及び高等学校の児童・生徒を対
象に、選挙啓発に関するポスターコンクール
を実施し、選挙に対する関心を高めます。 

選挙管理委員会 

事務局 

26 若年投票立会人 
各投票所に配置する投票立会人について、18
～29 歳までの若年層を起用することで、若
者の選挙に対する関心を高めます。 

選挙管理委員会 

事務局 

27 若年啓発グループ 
18～29歳までの若年層を対象にグループを
結成し、若者の政治参加を促し、選挙に関す
る関心を高めるための啓発活動を行います。 

選挙管理委員会 

事務局 
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（４）職業的自立の支援 

№ 事業名 内容 担当課・機関 

1 キャリア教育の推進 

児童・生徒一人ひとりのキャリア発達を支援
し、それぞれにふさわしいキャリアを形成し
ていくために、授業等を通して必要な意欲・
態度や能力を育てます。 

指導室 

2 子ども科学教室 

区内在住在学の小学校４～6 年生を対象に、
芝浦工業大学と連携したロボット工作を通し
て、子どもたちのものづくりへの興味醸成を
図ります。（令和元年度に完了し、新たに「も
のづくりスタートアップ連携促進事業」を追
加した。） 

経営支援課 

３ 
ものづくりスタート

アップ連携促進事業 

区内の町工場等を学びのフィールドとして、
区内外の教育ベンチャーと連携しながら、
STEAM教育の考え方を取り入れた次世代も
のづくり人材の育成を行います。あわせて、
本区に開学予定の情報経営イノベーション専
門職大学や千葉大学と連携したリカレント教
育も実施していきます。 

経営支援課 

４ ものづくりフェア 

ものづくりの魅力を伝えるため、イベントを
通して、子どもたちが「ものづくり」に触れ
る機会を提供し、ものづくりの楽しさを伝え
ます。 

経営支援課 

５ 
就職支援コーナー 

すみだ 

ハローワークの求人情報検索システムを庁舎
内に設置するなど、ハローワーク墨田、東京
労働局、区の三者が連携することで、雇用・
就労の促進を図ります。 

経営支援課 

ハローワーク墨田  

６ 

雇用・就労支援 

サイト「ジョブ 

すみだ」の運営 

求人情報や内職情報をインター ネットで検
索・閲覧できるようにし、求職活動者がいつ
でも手軽に求職情報を閲覧できる環境を整備
することで、雇用・就労の促進を図ります。 

経営支援課 

７ 求職者支援訓練 
雇用保険を受給できない求職者などを対象と
して、民間訓練機関が厚生労働大臣の認定を
受けた職業訓練を実施します。 

ハローワーク墨田  

８ 職業訓練受講給付金 

特定求職者が、ハローワークの支援指示を受
けて求職者支援訓練や公共職業訓練を受講
し、一定の支給要件を満たす場合、「職業訓練
受講給付金」（職業訓練受講手当・通所手当・
寄宿手当）を支給します。 

ハローワーク墨田  

９ 
若年者の安定雇用の
推進に繋がる 
各種助成金（国） 

トライアル雇用助成金、キャリアアップ助成
金の正社員化コース等、若年者の安定雇用の
推進に繋がる各種助成金の活用について、区
や事業主団体との連携を含め、管内企業に対
して周知・啓発を実施します。 

ハローワーク墨田  

10 
合同就職面接会等の

開催 

ハローワーク墨田と連携し、ハローワーク墨
田所管内である葛飾区とも協力のうえ、合同
就職面接会を開催するなど、区内等中小企業
の雇用の安定と区民等求職者の就労支援を行
っています。また、区民等求職者（主に再就
職希望者）を対象として、就職活動支援セミ
ナーを開催します。 

経営支援課 

ハローワーク墨田  
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№ 事業名 内容 担当課・機関 

11 

すみだ人材発掘・ 

就労支援プログラム

事業 

若者と子育て世代等の女性を対象に、企業見
学会や求職者と区内事業者に勤務する社員と
の座談会など様々な事業を行い、区内事業者
への就労促進を図ります。 

経営支援課 

12 
人材確保・ 

就職支援コーナー 

福祉分野（介護・看護・保育）／建設・警備・
運輸等の仕事を希望する方や当該人材を必要
とする事業主の皆様をサポートします。実際
に施設を見学するツアー型面接会や体験会、
業界セミナーを行います。 

ハローワーク墨田  

13 学卒求人申込説明会 

新規学校卒業予定者を対象に求人申込みが見
込まれる事業所に対し、求人申込みにあたっ
ての事務手続等についての説明を行うととも
に、適正な従業員採用計画の樹立、求人秩序
の維持、公正採用選考のルールの遵守及び就
職差別の解消のため、実施しています。 

経営支援課 

ハローワーク墨田  

14 中高生の就職支援 

中・高生等社会経験のない新卒者に対して、
就職支援ナビゲーターによる就職意識の形
成、準備活動、個別相談等を実施し、管内の
中学、高校等と密接な連携のもと安定雇用で
ある正社員就職に繋がる支援を実施します。 

ハローワーク墨田  

15  ヤング相談コーナー 

34 歳以下の若年求職者を対象とした職業相
談窓口として、職業相談・職業紹介の他、応
募書類の添削や面接対策、キャリアインサイ
トを使用した適正診断等、個別予約相談を行
います。 

ハローワーク墨田  

 

基本方針２ 子ども・若者の健やかな成長を社会全体で支えるための環境整備 

（１）家庭教育への支援 

№ 事業名 内容 担当課・機関 

1 家庭教育への支援 

家庭教育の向上を図るため、保護者を対象と
した「家庭教育支援講座」の実施や、地域を
対象とした「地域育成者講習会」の実施、子
育て等に関する学習を行う団体等への支援を
行います。また、児童・生徒の保護者に配布
する家庭教育パンフレットの制作を行うこと
により、親子のふれあい・子どもの自主性・
家庭における教育の大切さについての意識啓
発を推進します。 

地域教育支援課 

2 ＰＴＡへの支援 

家庭の教育力の向上を図るため、児童・生徒
の保護者等を対象として、小・中それぞれの
連合ＰＴＡが実施する研修大会やブロック研
修などを支援します。 

地域教育支援課 

3 

「小学校すたーと 

ブック」及び 

「中学校入学 

プレブック」の配布 

小学校入学間近の子ども及び小学校６年生
とその保護者に冊子を配布することで、家庭
教育の大切さを啓発するとともに、就学・進
学後の学校生活をスムーズに始められるよ
うにします。 

すみだ教育研究所  
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№ 事業名 内容 担当課・機関 

4 
家庭における 

読書活動の推進 

○ブックスタート事業 

３・４か月健診時に、乳児と保護者に絵本の
手渡しと読み聞かせのアドバイスを行うとと
もに、幼児向けブックリストを配布し、家庭に
おいて子どもとのスキンシップを深め、豊か
な情緒を育むための読書の推進を図ります。 

○家読（うちどく）の啓発 

１冊の本を通じて家族で読書を楽しめる「お
うちＤＥ読書ノート」の配布や保護者向け講
演会の開催を通じて、家庭における読書活動
の推進を図ります。 

ひきふね図書館 

5 子育て支援拠点事業 

在宅での子育てを支援する拠点施設として、
さまざまな子育て支援サービスの提供や調整
のほか、相談等の総合的な子育て支援事業を
行います。 

子育て支援総合

センター 

6 子育てひろば 
子育て相談に関する関係機関との連携を図
り、子育て相談・ひろば事業を両国子育てひ
ろば及び文花子育てひろばで実施します。 

子育て支援総合

センター 

（２）家庭・地域・学校の連携 

№ 事業名 内容 担当課・機関 

1 学校運営連絡協議会 

学校運営連絡協議会を各学校に設置し、学校の
課題解決に向けて、家庭・地域・学校が果たす
べき役割や学校の支援について協議するなど、
開かれた学校づくりを推進することで、家庭・
地域・学校の協働体制を構築します。  

指導室 

2 学校公開 

定期的に授業を公開し、保護者が児童・生徒
の学習や生活の様子を実際に見る機会を設け
ることで、学校の教育活動やその方針につい
ての理解を深めます。 

指導室 

3 
放課後子ども教室の

推進 

放課後の子どもたちの安全で健やかな居場所
づくりを推進するため、区立小学校の施設を
利用して、学校、ＰＴＡ及び地域住民等が連
携し運営する放課後子ども教室を推進しま
す。 

地域教育支援課 

4 
学校支援ネット 

ワーク事業の推進 

子どもたちに多様な体験・価値ある体験の場
を提供するため、出前授業等を通して、地域
力（地域住民・企業等）を学校の教育活動に
取り入れ、地域等で学校を支援します。 

地域教育支援課 

5 
学校による家庭訪問

又は面談 

教員の家庭訪問や、保護者の来校による面談
などを実施し、学級担任と保護者が懇談する
機会をもつことで、児童・生徒の理解と学校
の教育活動に関する理解を深めます。 

指導室 

6 
学校における地域 

人材の活用 

地域の方をゲストティーチャーとして学校に
迎え入れたり、職場体験や特別活動、地域調
べ・学習支援で地域の協力を得るなど、地域
と連携した学校の教育活動を支援します。 

指導室 

すみだ教育研究所  

7 
青少年育成委員会 

活動への支援 

青少年の非行防止等健全育成を図るため、青
少年対策施策への協力や、各地域における自
主的な青少年健全育成活動を実施している青
少年育成委員会の活動を支援します。 

地域教育支援課 
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№ 事業名 内容 担当課・機関 

8 
青少年委員活動の 

推進 

青少年の健全育成の振興を図るため、地域の
青少年の余暇指導や青少年団体の育成、区の
青少年事業への協力など、学校、地域、行政
のパイプ役としての活動を展開する青少年委
員の活動を推進します。 

地域教育支援課 

9 
学校安全 

ボランティア事業 

東京都の「子供安全ボランティア」活動の一
環で、小学校の保護者と地域の方がボランテ
ィア活動として、子どもたちの登下校時にお
ける通学路のパトロールや子どもたちへの声
かけ運動・あいさつ運動を行います。 

庶務課 

10 
携帯電話等活用した

情報発信システム 

不審者情報や急な学校行事の変更など緊急性
の高い情報を、小中学校、幼稚園及び教育委
員会事務局から、保護者の携帯電話等にメー
ルで情報発信します。 

庶務課 

（３）子ども・若者の育成環境の整備 

№ 事業名 内容 担当課・機関 

1 

すみだこどもの 110

番運営委員会への 

支援 

子ども達の登下校時等の安全確保を図るた
め、子ども達が不審者と遭遇した際の避難場
所となる家庭等を登録し、子ども達に周知す
るＰＴＡ事業である「すみだこどもの 110
番」の活動を支援します。 

地域教育支援課 

2 帰宅呼びかけ放送 

児童・生徒の非行防止や安全確保を図るため、
毎日定時に防災無線システムを利用した「帰
宅呼びかけ放送」を実施します。 

地域教育支援課 

3 
地域福祉プラット 

フォーム事業 

公的サービスだけでは対応することが難しい
課題を解決するため、社会福祉協議会が行う
住民同士の支え合い・助け合いや多様な主体
の連携・協働のための「地域福祉プラットフ
ォーム（※）」づくりを区が支援します。 

（※平成３０年１０月現在、京島三丁目と石
原四丁目の２か所に開設） 

墨田区社会福祉

協議会 

厚生課 

4 

すみだ食で繋がるネ

ットワーク運営補助

事業 

墨田区社会福祉協議会が運営する「すみだ食
で繋がるネットワーク」に対して補助金を交
付し、地域食堂等（いわゆる子ども食堂）の
情報交換会を実施します。 

生活福祉課 

墨田区社会福祉

協議会 

5 

児童館事業 

コミュニティ会館 

事業 

社会福祉会館事業 

幼児から高校生までを対象に、スポーツやボ
ランティア活動などの様々な交流活動を実施
するなど、青少年の健全育成のための支援を
行います。 

子育て政策課 

地域活動推進課 

人権同和・男女

共同参画課 

6 
児童館における 

定期学習会の実施 
児童が自主的に学習できる環境を提供するた
め、児童館における学習会を実施します。 子育て政策課 

7 少年団体の育成 

子ども会における年少指導者を育成する「ジ
ュニア・リーダー研修会」をはじめとした少
年団体の自主的な活動に対し、必要に応じて
専門的・技術的な助言等の援助を行うことに
より、各少年団体の育成及び活動の充実を図
ります。 

地域教育支援課 

8 
子ども会活性化への

支援 

地域の子ども達の健やかな成長を促すため、
子ども会に対し、各種レクリエーション種目
の紹介や情報提供、技術指導など、子ども会
の活動を支援します。 

地域教育支援課 
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№ 事業名 内容 担当課・機関 

9 
サブ・リーダー 

講習会の実施 

地域や学校で活躍するリーダー（ジュニア・
リーダーの前身）を養成するため、小学校４
～６年生を対象に、グループ活動や野外活動
等を通し、基礎的な知識・技能を習得させる
とともに、仲間と協力し合うことの大切さな
どを学ばせるサブ・リーダー講習会を実施し
ます。 

地域教育支援課 

10 ネットトラブル対策 

青少年のインターネット利用に関する様々な
問題に対応するため、青少年健全育成に携わ
る方々や東京都や関係機関等と連携し、イン
ターネットの適切な利用について普及啓発を
実施します。 

指導室 

11 セーフティ教室 

幼稚園・小学校・中学校の幼児・児童・生徒を
対象に、連れ去り防止・薬物乱用防止、非行・
被害防止対策、インターネットの適正利用等
を目的とした講演やロールプレイングを実施
し、防犯意識や危機対応力を高めます。また、
保護者・地域等と学校・警察が一体となって、
幼児・児童・生徒の被害防止や非行防止（デ
ートＤＶ・ストーカー被害防止等）について
の情報交換を行い、地域で幼児・児童・生徒
を守る意識を高めます。 

指導室 

12 
デート DV 予防啓発

講座 

交際相手からの暴力や暴言など、DV 被害に
あわない為に、また、加害者にならない為に
デート DVに対する理解促進と予防啓発に努
めます。 

人権同和・男女

共同参画課 

すみだ女性セン

ター 

13 交通安全指導 

児童・生徒に日常の交通安全に必要な事柄を
理解させ、常に安全を確認し、正しい判断の
もとに安全な行動をとる態度や能力を育てま
す。特に、交通安全の実践の場は学校の外で
あるため、家庭や地域社会と連携を密にして
進めます。 

○道路での正しい歩き方 

○信号や標識・標示の理解 

○雨の日の安全 

○自転車の正しい乗り方 

○横断歩道・踏切の渡り方、ほか 

庶務課 

14 
スクールサポーター

制度 

警察ＯＢで構成されるスクールサポーターは
警察と学校のパイプ役として、児童・生徒の
安全確保や非行・犯罪被害防止を目的として、
定期的に学校を訪問し、教員へのアドバイス
や情報交換を行います。また、少年の溜まり
場対策、セーフティ教室の企画立案、不登校
対策等を行うとともに、学校・地域に不審者
情報等の被害状況の伝達を行っているほか、
PTAと連携した子ども110番制度の活性化
を図ります。 

本所・向島警察署  

（地域教育支援課） 

15 
緊急通報装置等の 

防犯設備 

非常通報体制「学校 110 番」、防犯カメラ・
モニター、電子施錠等を区立小中学校・幼稚
園に導入し、子どもの安全確保を図ります。 

庶務課 

16 
通学路防犯設備整備

事業 

通学路に防犯カメラを設置することにより、
学校、地域が行う児童の見守り活動を補完す
るとともに、通学路における児童の安全を確
保します。 

庶務課 
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№ 事業名 内容 担当課・機関 

17 
学校ＩＣＴ化推進 

事業 

全教員がＩＣＴ機器を「いつでも」、「どこで
も」、「だれでも」効果的に活用することがで
きるよう、授業改善に資するための環境整備
を行います。また、教材コンテンツを共有化
する仕組みを構築することで、教員がＩＣＴ
を活用した指導を継続的に行い、児童・生徒
が意欲的に学ぶことができるような教育活動
を展開します。 

庶務課 

18 防犯ブザーの貸与 

緊急時にブザーを使用して犯罪被害を未然に
防ぐため、小学生に防犯ブザーを貸与し、児
童の安全確保を図ります。 

学務課 

19 地域防犯対策 

○児童の下校時にあわせて、青色防犯パトロ
ールカーによる区内巡回パトロールを実施し
ます。 

○町会・自治会等が連携して防犯カメラを設
置する場合に助成します。 

○地域において自主防犯活動をしている団体
を支援するため、防犯パトロール用品を支給
します。 

安全支援課 

20 安全・安心メール 
スマートフォンやパソコン等に、「すみだ安
全・安心メール」として区内の防災・防犯情
報等を配信します。 

安全支援課 

21 有害環境の浄化活動 

青少年に対し著しく性的感情を刺激し、健全
な成長を阻害するビラやチラシ、ポスター、
不健全図書（雑誌）成人向けＤＶＤ等の適正
な取扱いを目指して、地区青少年育成委員会
と連携し、実態調査や自粛又は撤去の要請等
を行い、有害環境の浄化を図ります。 

地域教育支援課 

22 薬物乱用防止活動 

年々低年齢化する麻薬、覚せい剤、シンナー
等の薬物禍から青少年を守るため、関係機関・
団体、地域社会が連携して薬物禍撲滅活動を
実施します。また、学校においては、薬物乱
用防止マニュアル等を活用した教育を実施す
るとともに、保護者に対してリーフレットを
配布し啓発活動を進めます。 

保健計画課 

指導室 

地域教育支援課 

23 

すみだまつり・ 

こどもまつりでの 

ＰＲ活動 

青少年の非行・被害防止・健全育成について
の現況、対策及び育成委員会活動について、
すみだまつりの会場（錦糸公園）でチラシ等
を配布するなど、青少年の非行・被害防止の
活動ＰＲと意識啓発を図ります。 

地域教育支援課 

24 交通安全運動 

○各小学校にスクールゾーン対策連絡会を設
置し、交通安全活動を行うとともに定期的に
意見交換会を開催して、危険箇所の把握と改
善を行うなど、登下校時の交通事故の防止を
図ります。 

○警察署と協力して自転車安全運転教室の参
加者に自転車安全運転免許証を交付すること
で、自転車利用者の安全意識の啓発を図りま
す。また、自転車利用のルール及びマナー向
上を図るため、スタントマンによる交通事故
を再現した交通安全教室を実施するととも
に、すみだまつり・こどもまつりで交通ルー
ル及び自転車の利用マナーの啓発活動を行い
ます。 

土木管理課 
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№ 事業名 内容 担当課・機関 

25 
健康づくりのための

環境整備 

子どもたちの健やかな成長を促し、楽しく遊
ぶことのできる場所を提供するため、様々な
遊具や健康器具の設置も含めて、公園を整備
していきます。 

道路公園課 

26 
ボール遊びができる

公園等の整備 

子どもたちが、外でボール遊びができる環境
づくりに向けて、既存公園等にボール遊びが
できる広場の整備を進めていきます。 

道路公園課 

27 
総合運動場等整備 

事業 

スポーツを通じ、異なる世代の人々の価値観
を超えた交流を促進するとともに、青少年等
の社会教育活動を行う施設として整備を進め
ます。（令和元年度完了） 

スポーツ振興課 

 

基本方針３ 困難を有する子ども・若者やその家族への支援 

（１）いじめ・不登校対策 

 

№ 事業名 内容 担当課・機関 

1 
いじめ防止対策の 

推進 

「墨田区いじめ防止対策推進条例」に基づき、
いじめ防止対策基本方針やプログラム、対応
マニュアルを作成し、保護者、地域、事業者
等の連携のもと、地域社会全体でいじめの防
止、早期発見、早期対応の取組強化を推進し
ます。 

庶務課 

指導室 

2 教育相談事業 

幼児・児童・生徒や保護者が学校や家庭で直
面するさまざまな問題に対して、専門的な視
点からの改善・解決に向けた支援をするため、
教育相談事業を実施します。また、来室でき
ない方でも相談できるよう、ヤングテレフォ
ン、親子電話相談なども行います。教育相談
事業において早期改善・解決することで、子
どもたちの健やかな育ちを支援します。 

すみだ教育研究所  

3 
スクールサポート 

センター事業 

スクールサポートセンターにおいて相談を行
い、早期対応ときめ細やかな支援を実施する
ことで、不登校や問題行動、子育てに関する
問題など、多様化する健全育成上の課題を解
決し、児童・生徒が有意義で充実した学校生
活が送れるようにします。 

指導室 

4 
スクールカウンセラー

の配置 

児童及び生徒の臨床心理に関して高度に専門
的な知識・経験を有する臨床心理士等をスク
ールカウンセラーとして学校に配置し、いじ
めや不登校の未然防止、改善及び解決並びに
学校内の相談体制等の充実を図ります。 

指導室 

5 
ステップ学級運営 

事業 

学校に適応できない長期欠席の児童・生徒に
対して、集団への適応指導や学力補充援助等、
基礎的生活習慣の育成を図ることで、長期欠
席児童・生徒が自らの意思により学校に復帰
することを支援します。 

指導室 

6 
不登校防止対策の 

推進 

「墨田区立学校不登校対策基本方針」に基づ
き、保護者、地域、関係機関と連携し、各小中
学校が組織的に不登校の予防・早期発見及び
解消を図ります。 

指導室 
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（２）障害のある子ども・若者への支援 

№ 事業名 内容 担当課・機関 

1 乳幼児への療育 

みつばち園・にじの子等において、心身の発
達に心配がある未就学児等に、日常生活にお
ける基本的な動作の指導、知識技能の付与、
集団生活への適応訓練などを行います。 

障害者福祉課 

2 

幼稚園・保育所等に

おける障害児教育・

保育等 

○区立幼稚園では、一定の条件の下で、特別
な支援を要する幼児の受け入れを実施しま
す。 

○保育所等では、一定の条件の下で、障害児
の受け入れを実施します。 

○学童クラブでは、一定の条件の下で、障害
児の受け入れを実施します。 

学務課 

子ども施設課 

子育て政策課 

3 学齢児への療育 

放課後等デイサービスにより、心身に障害が
ある１８歳未満の就学児に、放課後または学
校休業日などに、生活能力向上のための訓練
や社会交流を行います。 

障害者福祉課 

4 就学相談 

初めて小学校に入学するお子さんや、中学校
への進学、転学等についての相談を行います。
医師や専門家等による就学相談委員会によ
り、児童・生徒一人ひとりの障害や能力に応
じて、もっとも適切な学びの場について判断
し、支援します。 

学務課 

5 
特別支援学級・ 

教室の運営 

○知的障害のある児童・生徒が在籍する固定
学級や、日常は通常学級で学びながら週一回
程度通って指導を受ける通級指導学級を運営
します。 

○情緒障害等がある、より多くの児童・生徒
が障害の状態に応じた特別な指導支援を受け
られるようにするため、区立の全小・中学校
に特別支援教室を設置し、発達障害教育を担
当する教員が各学校を巡回して指導します。 

学務課 

6 特別支援教育の推進 

○特別支援教育の実施に伴い、必要に応じて
教室の整備・工事等を行います。 

○介助があれば通常学級で学ぶことができる
児童・生徒のため、在籍校に介助員を配置し
ます。 

○区立幼稚園・小・中学校では、障害がある
幼児・児童・生徒をはじめ全ての幼児・児童・
生徒について、一人ひとりの教育的ニーズの
把握、分かりやすい授業の展開、安心・安全
に生活できる環境の整備を推進します。 

庶務課 

学務課 

指導室 

7 すみだ教室の実施 

中学校特別支援学級及び特別支援学校を卒業
した知的障害者を対象に、社会生活に必要な
ルールやエチケットを学ぶとともに、仲間づ
くりを中心に社会的自立を促すため、日曜青
年教室を開催し、様々な活動を行います。 

地域教育支援課 

8 就労継続支援事業 
就労が困難な障害者で、作業能力がある方を
対象に、作業支援、就労支援、生活支援、健康
管理を行います。 

障害者福祉課 

9 
すみだ障害者就労 

支援総合センター 

障害のある方が、地域において経済的・社会的
に自立し、安定した生活を送るために、ハロー
ワーク墨田等の関係機関と連携し、企業就労等

障害者福祉課 
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の機会拡大を図るとともに、職業訓練、就職支
援、職場定着支援、生活支援等を行います。 

10 
墨田区福祉作業所 

ネットワーク KAI 

ネットワークの場を通じ、福祉作業所が区の
クリエーターによる「すみのわプロジェクト」
などにより自主生産品開発に取り組みます。
また、作業所利用者による生産品を「スカイ
ワゴン」等での販売を通じ、利用者の工賃ア
ップ、やりがいにつなげます。 

障害者福祉課 

（３）若年無業者（ニート）・ひきこもり対策 

№ 事業名 内容 担当課・機関 

1 
思春期相談・ 

思春期講演会 

「思春期相談」を開設し、児童精神科医及び
臨床心理士が不登校やひきこもりの問題につ
いて個別相談に応じるとともに、思春期講演
会を開催するなど、ひきこもり等で悩む家族
や本人を支援しています。また、地区担当保
健師が随時相談に応じます。 

保健センター 

2 
若者の居場所づくり

支援 

こころの悩みや生きづらさを感じている若者
が、自宅以外で安心して過ごせる居場所（カ
フェ）を定期的に実施し、ストレスへの対処
法やソーシャルスキルを身につけ、前へ進む
ための支援を行います。 

保健予防課 

3 児童相談 

18 歳未満の子どもに関するあらゆる相談を
受け、児童福祉法に基づく対応を行います。
問題解決にあたっては、子育て支援総合セン
ターと連携を図ります。 

江東児童相談所 

4 

若者や子育て世代等

の女性などに対する

就労支援 

若者や子育て世代等の女性、求職者の保護者
を対象に、キャリアカウンセリング（個別相
談 ）を行う「就職・仕事カウンセリングルー
ム」を開設し、より多くの人材が区内企業等
に就職できるよう支援します。 

経営支援課 

5 

ヤング相談コーナー

における他機関への

紹介 

34 歳以下の若年求職者を対象とした職業相
談窓口において、相談内容に応じて保健セン
ターや地域若者サポートステーション等への
紹介を行います。 

ハローワーク墨田  

（４）非行・犯罪への対策と子ども・若者への支援 

№ 事業名 内容 担当課・機関 

1 地域教育懇談会 

地区青少年育成委員会と連携し、各地域にお
ける青少年の非行化の実態や問題傾向等の情
報交換、関係機関・団体の活動の連絡調整を
行うとともに、地域における青少年の健全育
成の意識の啓発を図ります。 

地域教育支援課 

2 地域パトロール 

地区育成委員会等関係機関・団体と連携して、
夏休みや年末年始、祭礼、縁日など、定期的
にパトロールを実施し、青少年への指導や安
全確保に努めます。 

地域教育支援課 

3 
墨田区青少年健全 

育成区民大会 

内閣府の主唱する「子ども・若者育成支援強
調月間」に呼応して、各地区の非行・被害防
止等の啓発活動を集約し、区民等に対し、青
少年健全育成の意識の高揚を図ります。 

地域教育支援課 
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№ 事業名 内容 担当課・機関 

4 
墨田区青少年非行・

被害防止強調月間 

内閣府の主唱する「青少年の非行・被害防止
全国強調月間」に呼応して、関係機関・団体、
地域住民等がそれぞれ実施する非行・被害防
止活動を集中的に実施して、青少年の非行・
被害防止の徹底を図ります。 

地域教育支援課 

5 ふれあい協議会 
町会等を対象に防犯講座等を開催する「ふれ
あい諸活動」を通じて、非行防止や青少年の
健全育成を図っています。 

本所・向島警察署  

（地域教育支援課） 

6 
サイバーパトロール

の実施 

ウェブサイトや電子掲示板等を閲覧して違法・
有害情報（※）の有無を調査するサイバーパト
ロールを実施し、違法・有害情報を発見した場
合には、違法行為の検挙、プロバイダや電子掲
示板の管理者等に対する削除の要請等の措置
を講じ、違法・有害情報の氾濫防止に取り組み、
青少年の犯罪・被害防止を図ります。 

（※）違法情報 

児童ポルノ画像、わいせつ画像、覚せい剤等規
制薬物の販売に関する情報等インターネット上
に掲載すること自体が違法となる情報  

（※）有害情報 

違法情報には該当しないが、犯罪や事件を誘
発するなど公共の安全と秩序の維持の観点か
ら放置することのできない情報 

本所・向島警察署  

（地域教育支援課） 

7 更生保護活動 

人の立ち直りを支える活動「更生保護」にお
いて、保護司法に基づき、法務大臣から委嘱
を受けた保護司が、更生に向けた指導や助言
等を行う保護観察、犯罪や非行を未然に防ぐ
犯罪予防活動、釈放後の居場所や就職先の確
保といった生活環境の調整を行います。 

墨田区保護司会 

（地域教育支援課） 

8 
社会を明るくする 

運動 

法務省の主唱により、墨田区長を委員長とし、
墨田区保護司会、墨田区更生保護女性会及び
墨田区ＢＢＳ会の会員などで構成される推進
委員会が、毎年７月を中心に青少年の非行・
被害防止と罪を犯した者の更生、援助のため
の地域活動について、広く区民の理解と協力
を得ることを目的に実施します。 

墨田区保護司会 

地域教育支援課 

 

（５）特に配慮が必要な子ども・若者への支援（ひとり親・生活困窮家庭、自殺対策、外国人、性同一性障害等） 

№ 事業名 内容 担当課・機関 

1 母子生活支援施設 

配偶者のいない親が、経済的な理由や住居が
ない等の事情で子どもの養育をすることが困
難な場合に、母子を入所させて保護するとと
もに、自立の促進のためにその生活の支援を
行います。 

生活福祉課 

2 
母子緊急一時保護 

事業 

緊急に保護を必要とする母子を、区の指定施
設に一時入所させ、相談、助言を行い、自立
更生の措置を講ずるまでの応急的措置を図り
ます。 

生活福祉課 
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№ 事業名 内容 担当課・機関 

3 
ひとり親家庭自立 

支援給付金事業 

【自立支援教育訓練給付金】 

国から指定を受けた教育訓練講座を受講する
際に、費用の一部を給付します。 

【高等職業訓練促進給付金】 

看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作
業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、
歯科衛生士、製菓衛生士、調理師等の資格取
得のために訓練機関で修業する場合に、修業
期間中、訓練促進給付金を給付します。 

生活福祉課 

4 
子どもの学習・生活

支援事業 

貧困の連鎖防止を図るため、生活困窮世帯の
子どもに対する学習支援・生活支援を行いま
す。 

具体的には、一年間通して実施する学習会と、
長期休み期間に宿題をサポートする学習会を
行います。 

生活福祉課 

5 

外国人等児童・ 

生徒のための日本語

指導及び学習支援 

外国人等児童・生徒が基礎的な日本語の定着
を図るために、日本語級指導教室や「すみだ
国際学習センター」において、段階的な学習
支援を行います。また、外国人児童の日本語
での教科学習等の支援を行うために一定期
間、日本語支援員（通訳介助）を実施します。 

指導室 

6 区民相談 

すみだ区民相談室では、区内在住・在勤の方
を対象に、日常抱える問題や悩み事などに対
して、相談員が面談等により問題解決のアド
バイスをします。外国人相談として、中国語・
英語通訳者付きの相談を行います。 

広報広聴担当 

7 
子ども・若者への見

守り支援 

地域において、特に配慮が必要な子ども・若
者の把握に努め、関係機関につなげます。 

民生・児童委員 

（厚生課） 

8 ゲートキーパー研修 

区民や地域生活の様々な場面・分野における
相談支援活動に関わっている方等を対象に、
その活動の中で、自殺のサインや支援が必要
な人に気づき、関係機関につなげる目的でゲ
ートキーパー研修を実施します。 

保健予防課 

9 
すみだ こころと 

生活の相談窓口 

様々な悩みに対応する相談窓口の連絡先を掲
載したリーフレット「すみだ こころと生活
の相談窓口」を区及び区施設の窓口や区内関
係機関で配布します。 

保健予防課 

10 
小中学生向け啓発物

の配布 

小学校５・６年生と中学生向けに、悩みの相
談先やこころのＳＯＳチェックを掲載した啓
発物を配布します。 

保健予防課 

11 

性的マイノリティの

人の人権等様々な人

権問題に関する啓発 

教育委員会事務局と連携し、必要な情報提供
をします。また、広報紙や機会を捉えて様々
な人権問題に関する啓発に取り組みます。 

人権同和・男女

共同参画課 

12 
児童虐待に関する 

相談 

18 歳未満の子どもに関するあらゆる相談を
受け、児童福祉法に基づく対応を行います。
問題解決にあたっては、子育て支援総合セン
ターと連携を図っています。 

江東児童相談所 

 

 



 

 

 

 

令和３年度墨田区青少年対策基本方針（案）について（協議事項） 
 

墨田区青少年問題協議会では、次代を担う青少年が安全・安心に、地域の一員として

意欲的な生活ができることを願い、区、青少年関係機関・団体が一体となって取り組む

ための活動指針とするため、「青少年対策基本方針」を毎年定めています。 

この方針（案）は「趣旨」、「基本的考え方」、「重点目標」の３つから構成されて

おり、内容については、令和２年度の基本方針を踏襲しています。修正箇所は、朱書き

部分となっていますので、御確認をお願いします。 

なお、令和２年中における全国の警察が虐待の疑いで児童相談所に通告した 18 歳未

満の子どもの数、都内において検挙・補導された非行少年の数等ついては警察庁及び警

視庁の統計がまとまり次第、事務局で追記します。 

 

 

１ 修正内容 

（１）趣旨 

新型コロナウイルス感染症の拡大状況を注視しながら、新しい生活様式に対応し 

た青少年健全育成活動を展開していくことが求められていることを追記した。 

 

（２）令和３年度の基本的考え方 

「趣旨」で提起した問題を課題ごとに整理した。また、引用している統計数値に

ついては、時点修正をした。 

 

（３）重点目標 

新型コロナウイルス感染症の状況を注視しながら各目標に沿って事業等を展開

することとした。 

 

２ 令和３年度墨田区青少年対策基本方針（案） 

  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５ 



 

 

 

 

令和３年度 墨田区青少年対策基本方針（案） 

   

１ 趣 旨 

  今日の青少年をめぐる問題は、高齢化・核家族化の進行、情報化社会の進展等を背

景に複雑化・深刻化しており、とりわけ、メディア環境の急速な変化に伴い、インタ

ーネットの長時間利用によるネット依存やＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・

サービス）などのコミュニティサイト、中でも「ツイッター（短文投稿サイト）」や

「ひま部（学生限定のチャット型交流サイト）」などによるいじめや性被害のトラブ

ルが大きな社会問題となっている。また、薬物に絡む重大事故の発生や乱用、労働状

況の悪化やひとり親家庭等の影響による生活困窮世帯に属する子どもの貧困に加え、

近年は児童虐待が増加傾向にあるなど、問題は多岐に渡っている。 

このような状況の中、日本の未来を担う若者を取り巻く社会環境は日々変化し、青

少年の意識や行動にも少なからず影響を与え、様々な問題として現れてきている。し

かしながら、どのような環境の中でも、いつの時代においても、青少年の健全な育成

は、われわれ大人の願いであり、責務でもある。 

2021年には東京オリンピック・パラリンピックの開催も控える中で、本区の掲げる

「暮らし続けたいまち、働き続けたいまち、訪れたいまち」の実現に向けて、「人と

人とのつながり」を強め、地域力を高めていくため、青少年の健全育成をより一層推

進していく必要がある。 

一方で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、日常生活や学校等における

様々な活動が制限されている中で、感染状況を注視しながら新しい生活様式に対応し

た青少年健全育成活動を展開していくことが求められている。 

このような認識に立ち、区及び青少年関係機関・団体との連携と調整を図り、青少

年の健全育成活動の指針とするため、令和３年度の「墨田区青少年対策基本方針」を

策定する。 

 

２ 令和３年度の基本的考え方 

平成 27 年に内閣府が実施した「若者の生活に関する調査」では、15～39 歳までの

ひきこもり状態（妊娠や病気等による場合を除き外出頻度が比較的低い状態が６か月

以上）の者は、全国で約 54.1万人と推計されている。また、「令和２年版子供・若者

白書（内閣府）」によると、同年代の若年無業者（ニート）は令和元年で 74万人とな

っており、前年より増加し、依然として高い水準となっている。このように、若者の

社会的自立の遅れは深刻であり、その対策や自立性・社会性を育む取組が求められて

いる。 

また、青少年が被害者・加害者となる凶悪な事件が後を絶たず発生していることか

らも、これまで以上に家庭、学校、地域、関係機関・団体が連携・協力しながら子ど

もを見守る体制を整えていく必要がある。 

「令和元年度 青少年のインターネット利用環境実態調査 調査結果（速報）」によ

ると、青少年の約９割がインターネットを利用しており、平成 29 年度に厚生労働省

研究班が実施した調査では、ネット依存が疑われる中高生は５年前と比べ約 40 万人

増の 93万人と推計され、これは中高生全体の７人に１人の割合である。 

このような中、ＳＮＳなどのコミュニティサイトに起因したいじめや犯罪被害が依

別紙 



 

 

 

然として後を絶たず発生しているほか、インターネット上には有害情報が氾濫し、青

少年の健全な育成を阻害する要因が多く潜んでいる。 

これらのトラブルを未然に防止するため、区内の小中学校では、ＳＮＳ学校ルール

を設ける等のメディア教育に取り組んでいる。また、学校だけではなく、まずは、家

庭において、子どもと十分に話し合い、子どもとの共通理解のもとに、各家庭でのル

ールをつくることが大切であるため、家庭内でのメディア教育に取り組めるよう、保

護者や地域の方々をはじめ、広く区民の方に対して啓発活動を行っていくことが求め

られている。 

文部科学省が実施した「令和元年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の

諸問題に関する調査結果」によると、「いじめの認知件数」及び「小・中学校におけ

る不登校児童生徒数」が前年度を上回っており、さらなる対策が求められている。い

じめ問題について、本区では各学校における「学校いじめ防止基本方針」の策定や、

すみだスクールサポートセンターが実施する 24 時間対応の「いじめ相談窓口」等、

毎月 10 日を「すみだ いじめ防止の日」として、いじめの防止や早期発見のための

対策に取り組んでいるところである。また、不登校やひきこもりの問題については、

本人が抱える様々な問題を理解するとともに、立ち直り等の支援をしていく必要があ

り、いじめ問題とともに、今後も家庭や学校、地域や関係機関・団体が連携した対応

が求められている。 

薬物乱用防止については、近年、覚醒剤・大麻・危険ドラッグなどの乱用薬物の多

様化、規範意識の低下、携帯電話・インターネットなどの普及により、薬物乱用の拡

大、低年齢化が憂慮されている。「令和２年版子供・若者白書」によると、令和元年

中に覚醒剤事犯により検挙された 30 歳未満の者は 1,135 人で長期的に減少傾向にあ

る。一方、大麻事犯で検挙された 30歳未満の者は平成 26年から増加に転じ、令和元

年中の検挙人員は 2,559人となり、検挙人員全体に占める割合の約半数を占めている。

また、危険ドラッグ乱用者の検挙人員は平成 27 年から減少傾向にあるが、30 歳未満

の者が 16.3％を占めていることからも、薬物が青少年へ与える影響は非常に大きなも

のとなっている。そのような状況の中、薬物乱用の実態把握やインターネット上の違

法・有害情報の削除など、撲滅に向け様々な対策が進められており、危険ドラッグを

はじめとする薬物乱用の防止に向けた啓発活動の更なる充実が求められている。また、

東京都は「東京都安全安心まちづくり条例」において、危険薬物に関する情報の共有

化を図るなどの取組みを行っており、新たな危険薬物の乱用の根絶に向けた取組の推

進が求められている。 

子どもの貧困問題については、厚生労働省が実施した「令和元年 国民生活基礎調

査」によると、17歳以下の子どもの相対的貧困率は 13.5％と平成 28年度の調査時と

比較し、0.4％減少しているが、なおも 7 人に 1 人が貧困の状況にある。貧困家庭に

おける子どもの中には、十分な学習や娯楽等の機会が制約されるなど、社会的体験が

希薄であり、将来への希望が持てなくなる例が見受けられ、非行や犯罪につながるこ

ともあるため、貧困家庭を社会全体で支えていくことが求められている。本区では、

将来を担う子どもが健やかに成長するよう、必要な環境整備を図り、オールすみだで

子どもの笑顔があふれるまちをめざすため、「墨田区子どもの未来応援取組方針」に

基づき「子どもの貧困対策」を進めている。 

児童虐待については近年増加傾向にあり、警察庁の発表によると、全国の警察が

令和元年に虐待の疑いで児童相談所に通告した 18 歳未満の子どもの数は、前年よ



 

 

 

り 17,590人増の 97,842人と過去最多を記録するとともに、児童虐待事件の摘発件

数や被害に遭った子どもの数も過去最多を記録している。 

本区では、児童相談所とも連携し、児童虐待に関する相談を含め子育て全般に関

する相談体制の整備を図るなど、被害防止に向けた取組を推進しているが、今後さ

らなる体制整備が求められている。 

 一方、青少年による犯罪動向については、警視庁の統計によると、令和元年中、都

内において検挙・補導された非行少年の数は 4,748人で、前年に比べ 376人（7.3％）

減少している。非行少年の主な特徴として、少年の規範意識の低下から、窃盗犯、と

りわけ初発型非行の一つである万引きが平成 22年は 4,857人と過去 20年間で最高の

数値であったものの、その後減少に転じていたが、令和元年は 1,322人となり、前年

に比べて 249人（15.8％）減少している。また、他の初発型非行であるオートバイ盗、

自転車盗及び占有離脱物横領は前年比で減少している。しかし、路上強盗やひったく

り等の街頭犯罪に占める少年の割合は、約３割と高水準で移行しているほか、刑法犯

（犯罪）少年に占める再犯者の割合が約３割である。このような青少年の犯罪は、暴

力団の犯罪行為に巻き込まれるケースや暴力団員と親密な関係に陥る危険性が懸念

されるほか、重大事件に巻き込まれる可能性もあり、青少年の非行防止に対する取組

みへの理解と活動の推進が求められている。また、東京都では、平成 29 年 7 月 1 日

施行した｢特定異性接客営業等の規制に関する条例｣において、「JK ビジネス」等につ

いて公安委員会への届出義務や営業者の禁止行為等を定めるなど必要な規制を行い、

青少年の健全な育成を阻害する行為及び青少年を被害者とする犯罪防止に取り組ん

でいる。 

以上のような状況から、区では、平成 30 年度に「墨田区子ども・若者計画」を策

定し、墨田区における子ども・若者育成支援施策の一層の推進を図っている。また、

本年度は次の５つの重点目標を設定し、上記の課題に取り組むこととする。 

 

３ 重点目標 

⑴ 健全な明るい家庭づくりを進めよう。 

⑵ 青少年の社会参加を促進しよう。 

⑶ 社会環境の浄化推進に努めよう。 

⑷ 家庭、学校、地域、関係機関・団体の連携を強めよう。 

⑸ 青少年の非行・被害防止運動を推進しよう。 

 

目標１ 健全な明るい家庭づくりを進めよう 

 家庭は、子どもを健全に育成するための重要かつ基本的な場である。子どもが日常生

活を通して、社会の一員としての自覚を持った自律的な人間となるよう、親が規範意識

を育むお手本となり、基本的な「しつけ」や「社会のルール」などを理解させるととも

に、家族のふれあいを深め、安らぎのある明るい家庭づくりを推進する。 

⑴ 親は子どもの鑑、自ら規範意識を持ち真剣に生きる姿を見せよう。 

⑵ 家族が互いに理解し合えるよう、何でも話し合える雰囲気づくりを常に心がけよう。 

⑶ 家族一人ひとりが家族の一員として自覚を高め、家事の分担などそれぞれの役割を

担おう。 



 

 

 

⑷ 保護者は家庭教育について積極的に関わり、家庭教育の重要性について理解を深め

よう。 

⑸ やってはいけないことや間違った行為は、しっかり正そう。 

⑹ 元気良く「あいさつ」ができるように、親が子どもにしつけよう。 

⑺ 「いじめは、絶対に許されない」ことを家庭内で子どもにしっかりと理解させ、い

じめの兆候等子どもの様子をよく観察して見守ろう。 

⑻ 「早寝 早起き 朝ごはん」を実践して、子どもに基本的な生活習慣を身に付けさ

せ、「気力・体力・学力」の向上につなげよう。 

⑼ 家族や親子で地域行事などに積極的に参加するなど、共同体験を豊かにし、家族の

ふれあいを深めよう。 

⑽ テレビの過剰な視聴、ネット依存（モバイルゲームやスマートフォン等の過度な利

用等）について話し合い、生活習慣が乱れないように規則正しい生活を家庭内で心が

けよう。 

⑾ インターネットやスマートフォン等の利用について、家庭内でのルールづくりやフ

ィルタリングサービスの活用に努めよう。 

 

目標２ 青少年の社会参加を促進しよう 

 青少年は、社会との関わりの中で自己を形成し、社会の一員としての自覚を深め人間

性豊かに成長していくものである。青少年が様々な社会活動に自主的に参画して、社会

奉仕や勤労の意義と喜びを体験することは、自立心や協調性などを培う上で大切なこと

から、地域社会活動参加への働きかけやジュニア・リーダー等の育成、青少年グループ

の自主的活動を促進する。 

⑴ 青少年団体や青少年関係施設等の活動を通して、自律性と社会性を培い、「生きる

力」を育成するとともに、仲間を思いやり、助け合うことの大切さを学ばせよう。 

⑵ 子どもたちの声に耳を傾け、自主性が尊重され、生き生きとした地域活動が展開さ

れるよう援助しよう。 

⑶ 自然への愛を育み、地域社会の環境美化をはじめ、環境問題への関心を高めよう。 

⑷ ボランティア活動への認識を広めて、その参加を促進し、奉仕の精神を養おう。 

⑸ 職場体験学習などの場を提供し、地域産業への理解を深めるとともに、社会人・職

業人として自立できるよう支援しよう。 

⑹ 地域社会でスポーツ・レクリエーション・芸術文化活動などの体験活動を充実し、

青少年の積極的な参加を促進しよう。 

 

目標３ 社会環境の浄化推進に努めよう 

青少年を取り巻く社会環境は刺激的な要素が多く、成長の過程にある青少年の心に与

える影響は多大である。区、関係機関・団体及び地域住民は一体となって、「非行を許

さない」・「犯罪の被害者や加害者にならない」・「事故のない」、明るい、安全・安心な

まちづくりを目指して地域環境の浄化を推進する。 

⑴ 不健全図書類等の販売実態を把握し、啓発活動を行うとともに、有害なチラシやポ

スターを一掃しよう。 



 

 

 

⑵ インターネット上で、「有害情報」などの閲覧や書込み・情報発信をすることがな

いよう、その適正な使用について、家庭で注意をすることが基本であり、地域ではそ

の啓発活動を進めよう。 

⑶ 青少年が自主的に活動し、利用することのできる「居場所」づくりを進めよう。 

⑷ 「地域防犯パトロール」活動や「すみだこどもの 110 番」運動を積極的に実施し、

青少年の安全を確保しよう。 

⑸ 交通マナーを普及させ、交通災害から青少年を守り、違法駐車や放置自転車等のな

い安全なまちにしよう。 

 

目標４ 家庭、学校、地域、関係機関・団体の連携を強めよう 

 子どもの豊かな人間形成を図り、社会の担い手として成長していくために、家庭、学

校、地域はそれぞれの役割を理解し、その機能を補完しあうなど、青少年健全育成上の

課題の把握や解決に向け、連携をより一層強化していくとともに、関係機関・団体とも

連絡調整を図る。 

⑴ 家庭、学校、地域、関係機関・団体は、情報交換を密にし、日頃から相互の理解を

深めよう。 

⑵ 学校は、地域との連携・協力を深め、地域社会の活動に協力しよう。 

⑶ 保護者や地域住民、育成リーダーは、「地域の子どもはみんなわが子」の気持ちで

子どもたちに接しよう。 

⑷ 「いじめは決して許されない」「いじめを傍観しているのは、いじめているのと同

じだ」ということを子どもたちに教えるとともに、子どもの小さな変化を見逃がさず、

関係者は一体となって、いじめの未然防止、早期発見、早期解決に向けて努力しよう。 

⑸ 親の子育て不安解消に向けた取組を地域で進めるとともに、関係機関の子育て支援

の一層の充実を図ろう。 

⑹ 子どもの権利侵害を防止するための啓発活動を進め、保護を必要とする子ども・家

庭への支援の充実を図るとともに、児童虐待など地域で気になることがあれば、子育

て支援総合センターや児童相談所等に連絡（通報）しよう。 

⑺ 学校内や登下校時における子どもたちの安全確保のための活動を推進しよう。 

⑻ 「あいさつや声かけ」が子どもたちを守り育て、そして地域に根ざした運動になる

ように取り組もう。 

⑼ 若年無業者やフリーター、ひきこもりの問題が深刻化していることから、放課後学

習の推進や特別支援教育の充実を図るなど、子どもたちの発達段階に応じた教育、支

援を行い、社会で自立した生活を送る上での基本や学習内容の定着を図ろう。 

⑽ 子どもの将来が、その生まれ育った状況によって左右されることなく、平等に教育

を受ける機会や様々な体験の機会を得られるよう、必要な環境整備を図り、オールす

みだで子どもたちを支援しよう。 

⑾ 家庭、学校、関係機関・団体等は連携して、不登校の予防・早期対応及び解消に取

り組もう。 

 

 



 

 

 

目標５ 青少年の非行・被害防止運動を推進しよう 

青少年による非行や問題行動は、依然として憂慮すべき状況が続いていることから、 

青少年の非行防止に対する様々な取組への理解を深め、関係機関・団体、地域住民は、

その防止のために、なお一層多様な活動を推進する。 

⑴ 暴力団が区民の生活等に不当な影響を与える存在であることを認識し、青少年が暴

力団と関係を持ち被害に巻き込まれないように、区や青少年関係機関・団体が一体と

なり、啓発活動などを展開しよう。 

⑵ 犯罪被害防止とともに、加害者にもならないよう、ＳＮＳ等のコミュニティサイト

の利用が危険と隣り合わせであることを認識させ、他人への誹謗中傷や有害情報の書

込み防止など、インターネット上のルール・マナーを守るよう啓発活動を進めよう。 

⑶ 危険薬物等に対する区民の理解を深めるとともに、販売等の情報を知り得た場合は

情報提供を行えるよう、「危険ドラッグ」等の有害性や危険性について正しい知識の

普及・啓発に取り組もう。 

⑷ 性非行の防止及び性行動の低年齢化を防止するために、正しい知識の情報提供を行

おう。 

⑸ 青少年が非行に陥らないよう、不良行為等の問題行動の早期発見、立ち直り支援に

取り組もう。 

⑹ 「一声運動」や「地域懇談会」など、地域での地道な活動を積み重ねながら、区民

の非行・被害防止意識を高めよう。 

⑺ 「万引き、自転車窃盗、自動販売機荒らしは犯罪である」ということを子どもたち

に認識させ、「しない・させない・見逃さない」ように、地域で見守りを強めよう。 

⑻ 国が提唱する「青少年非行・被害防止強調月間」、「社会を明るくする運動強調月間」

等に併せ、引き続き関係者の連携を強化し、啓発活動に取り組もう。 

 

 

 



○墨田区青少年問題協議会条例 

 

（設置） 

第１条 地方青少年問題協議会法（昭和２８年法律第８３号）第１条の規定に

基づき、区長の附属機関として、墨田区青少年問題協議会（以下「協議会」

という。）を置く。 

（組織） 

第２条 協議会は、会長及び４５人以内の委員をもって組織する。 

２ 会長は、区長をもって充てる。 

３ 協議会に副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

４ 委員は、次に掲げる者につき、区長が委嘱し、又は任命する。 

（１） 区議会議員 

（２） 学識経験を有する者 

（３） 関係行政機関の職員 

（４） 区の職員 

（委員の任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 委員は、委嘱され、又は任命された時における前条第４項各号に掲げる身

分を失ったときは、第１項の規定にかかわらず、委員の身分を失う。ただ

し、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

４ 区長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない

行為があったと認めるときは、第１項の規定にかかわらず、協議会の意見を

聴いて、委員を解任することができる。 

（会長及び副会長の権限） 

第４条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

資料６ 



２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

３ 会長及び副会長にともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委

員が会長の職務を代理する。 

（招集） 

第５条 協議会の会議は、区長が招集する。 

（定足数及び表決数） 

第６条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができな

い。 

２ 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会

長の決するところによる。 

（専門委員会） 

第７条 協議会の審議事項等について専門の事項を調査させるため、協議会に

専門委員会を置くことができる。 

（委任） 

第８条 この条例の施行について必要な事項は、墨田区規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○墨田区青少年問題協議会条例施行規則 

（目的） 

第１条 この規則は、墨田区青少年問題協議会条例（昭和３０年墨田区条例第

２号。以下「条例」という。）に基づき、墨田区青少年問題協議会（以下

「協議会」という。）の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（委員） 

第２条 条例第２条第４項第３号の関係行政機関の職員は、次に掲げる者とす

る。 

（１） 本所警察署長 

（２） 向島警察署長 

（３） 東京都江東児童相談所長 

（４） 墨田公共職業安定所長 

（５） 東京家庭裁判所主任家庭裁判所調査官 

（６） 東京保護観察所保護観察官 

（７） 向島労働基準監督署長 

２ 条例第２条第４項第４号の区の職員は、次に掲げる者とする。 

（１） 副区長 

（２） 教育長 

（３） 産業観光部長 

（４） 福祉保健部長 

（５） 福祉保健部保健衛生担当部長 

（６） 子ども・子育て支援部長 

（協議会の会議） 

第３条 協議会の会議は、随時必要に応じて開催するものとする。 

（議案の提出） 



第４条 委員は、議案を提出しようとするときは、文書によりその件名、提出

理由及び必要な資料を協議会の会議の開催７日前までに会長に提出するもの

とする。 

（専門委員会の所掌事項） 

第５条 専門委員会は、会長の命を受け、協議会の施策に反映させるため、次

に掲げる事項について調査を行う。 

（１） 青少年を取り巻く環境の浄化に関すること。 

（２） 青少年の健全育成に関すること。 

（３） その他青少年問題に関すること。 

（専門委員会の構成等） 

第６条 専門委員会の構成その他必要な事項は、会長が別に定める。 

（協議会及び専門委員会の庶務） 

第７条 協議会及び専門委員会の庶務は、墨田区教育委員会事務局地域教育支

援課において処理する。 

（委任） 

第８条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。 

 

 



（１）報告事項

 ア 令和２年度墨田区青少年対策事業推進状況について
ご意見・ご質問内容 区及び関係機関からの説明・回答

 各地区青少年育成委員会と密に連絡を取り、コロナ禍における青少年の健全育成事業

の実施方法等を積極的に検討しています。また各地区委員会においては、感染症対策を

講じながらスポーツ行事や職場体験に代わる映像配信、スマートフォンアプリを活用し

た子どもの夢や悩みを解決する等、コロナ禍においても子ども達が地域と繋がれるよう

な取組を行っています。（地域教育支援課）

 児童・生徒に対して、心配なことなどがあれば教員やスクールカウンセラーに相談す

るよう指導するなど、学習や生活に関する不安などを取り除いていくよう、組織の連携

を図りながら対応しています。

 また、この11月からSNSを活用した相談窓口を開設し、子どもにとってより相談しや

すい環境を整え、早期発見、早期対応に努めているところです。（指導室）

①現在の少年非行と思われる生徒の推移と改善状況

が分かれば教えてください。

②中学生の薬物乱用の実態はありますか。東京２３

区及び墨田区の状況を教えてください。

 別紙資料のとおりです。（本所・向島警察署）

 イ 墨田区子ども・若者計画に係る事業の実施状況について
ご意見・ご質問内容 区及び関係機関からの説明・回答

 内容に変更があった事業はわかりましたが、各事

業の実績や評価などの資料があればわかりやすいと思

います。

 本計画の策定にあたっては、子ども・若者に関わる施策の全体像が見えるようにする

という観点から、既存の計画や青少年対策基本方針の施策をわかりやすく整理し、一覧

化したものとなっています。そのため、各事業は、施策レベルから各種事業や個別の取

組にいたるまで様々であり、実績の数値化や評価は困難であることから、毎年各事業の

継続・変更・完了の状況を報告することとしています。（地域教育支援課）

①墨田区子ども・若者計画に記載されている事業の内、新型コロナウイルス感染症の影

響により実施できなかった事業は、飲食を伴うものや一定以上の参加者を集客するイベ

ントである「すみだまつり・こどもまつり」等の９事業です。また、各事業の中止によ

る子ども達への影響については調査しておりません。（地域教育支援課）

②「思春期相談」を開設し、児童精神科医及び臨床心理士が不登校やひきこもりの問題

について個別相談に応じるとともに、思春期講演会を開催するなど、ひきこもり等で悩

む家族や本人を支援しています。また、向島・本所保健センターの「ひきこもりサポー

ト相談窓口」で、相談とアウトリーチ支援を実施するとともに保健、福祉、子育て、教

育、就労等各部署が緊密に連携し、包括的な支援を進めています。（保健センター）

 令和２年１１月に自らSOSを出すことが難しい人に周囲が気づき相談につなげてもら

うための区民講演会を開催するとともに、１２月から若者の居場所づくり支援事業「す

みだみんなのカフェ」を月1回実施しています。（保健予防課）

 登校しぶりが見られた段階から担任は管理職をはじめ校内で情報を共有するととも

に、保護者と連携し、個別に支援するようにし、早い段階から対応を始めて児童・生徒

が安心して登校できるように努力しています。学校との関わりが切れないよう継続的に

支援しています。（指導室）

令和２年度墨田区青少年問題協議会【書面開催】 回答表

 令和２年度はコロナ禍の中、事業推進が困難なこ

とも多くあったと思います。工夫して進めていただ

き感謝いたします。また、コロナ禍の休校や外出自

粛での新たな問題も浮上したのではないかと思いま

す。この状況が続く中で青少年のメンタルへの対策

等が必要だと思います。

①様々な事業がある中、この一年、コロナ禍におい

て、実施できなかった事業はどれくらいありました

か。それによる子ども達への影響は把握しているの

でしょうか。

②人との関わりが制限された中で、ひきこもり等の

きっかけとならない様な対策が必要かと思います

が、どのような対応をしているのでしょうか。

1 ページ



 墨田区子ども・若者計画２ページの４「計画の期

間」において、「なお、新たな課題や環境の変化、

国の動向等に対応できるよう、柔軟性をもって計画

を推進します。」とありますが、新型コロナウイルス

感染症による生活の変化によって起こっている影響

や今後の課題など、区として検討していますか。

また、検討する必要があると考えますが区の見解を

伺います。

 各事業の主管課において、新型コロナウイルス感染症の状況を注視しながら、実施時

期や内容・方法（書面・オンライン）の変更等を検討し、途切れることなく事業を継続

していきます。（地域教育支援課）

④平成31年度に不登校のまま中学校を卒業した生徒は54名です。学校では、不登校に対

する支援とともに進路指導を行っています。進路指導の際に就職を希望する生徒には、

生徒と保護者の意向に基づいて、ハローワークや就職希望先との連携を行っています。

また、ハローワークより就職希望の生徒の有無についてのアンケートが卒業生に対して

例年実施されています。

⑤把握しています。

⑥把握しています。令和元年5月1日現在で、9名が該当します。（指導室）

 健康診査について、１６～３９歳の若者がどのく

らい受診しているのでしょうか。実際、自分の子ども

は声掛けを直接しても多忙で行く時間を作らないので

そう感じます。

 区が実施している16歳から39歳の方を対象とした若年区民健診について、令和２年度

は1,271人の方が受診されました。（保健センター）

 行われている事業のアピールをもう少し大きくし

た方が良いと思います。

 他の地域と同じような事業があれば情報交換や交

流等行っていますか。

 各事業の主管課において、区公式ホームページやツイッター、フェイスブック、ユー

チューブ等のインターネットを活用して事業のPRに取り組むほか、事業によって他自治

体との情報交換等を行っています。（地域教育支援課）

 すみだ食で繋がるネットワーク運営補助事業につ

いて、変更前の事業内容にある「街かど食堂」の実

施、また子どもだけで参加できる食事提供活動一覧

の紹介等は行わないという事でしょうか。

 「街かど食堂」については、令和2年度は新型コロナウィルス感染症により、従来の内

容による開催は中止しており、11月にテイクアウト形式で実施しました。今後も状況を

みながら実施していく予定です。

 子どもだけで参加できる一覧の紹介は、墨田区社会福祉協議会のホームページに掲載

しているほか、生活福祉課の窓口やすみだボランティアセンターで随時案内していま

す。（厚生課（墨田区社会福祉協議会））

【中高生の就職支援】

①中高生の就職支援は、元々目的意識を持って進学

をせず中卒・高卒で就職を選択する生徒が対象なの

か、学業がどうにもならずドロップアウトした生徒

が対象なのでしょうか。後者であれば、早い段階で

支援体制を強化し、本人に進路の具体的な方向性を

聴取し助言、提言をしなければならないと考えま

す。

②いつのタイミングで支援体制を始めていますか。

③ハローワークにおける中高生の就職支援におい

て、実際の相談件数はどのくらいありますか。

④中学在学中に不登校となり、そのまま卒業する人

はいますか。その場合どのようなケアをしています

か。また、ハローワーク等の外部機関との連携はあ

りますか。

⑤学校はハローワークの「中高生の就職支援事業」

は知っていますか。

⑥進路について、高校進学・就職以外の生徒を把握

していますか。

①ハローワークが行う中高生への就職支援は、学校と連携した支援を基本としていま

す。学校側の進路指導の結果、就職を希望する生徒に対して支援するとともに、途中で

進路変更した生徒も対象として支援しています。

②卒業年次の９月から具体的に開始しますが、学校の依頼によりその前から職業ガイダ

ンスを行います。また、卒業後も継続して支援を行っています。

③相談件数は以下のとおりです。（中学校・高等学校合算）

 平成３０年度：３８２件

 令和元年度 ：４１５件

 令和２年度 ：２９２件（１月末現在） （ハローワーク墨田）
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 不登校（不登校気味）生徒向けの別室学習におけ

る生徒数が、以前より減っているのではないかと思

われます。感染症が心配で来られない生徒もいるか

もしれませんが、教員が感染症対策などの対応や事務

的な処理等で不登校生に関われない状況でしたら、

心配です。

 別室学習の生徒数の出席率は前年と比較してどの

ような状況でしょうか。

また、減少しているようでしたらその対応策をお聞

かせください。

 ステップ学級等の別室に通級している児童・生徒には、新型コロナウイルス感染症へ

の感染が心配であるという理由での欠席の報告はありません。また、教員も不登校児

童・生徒への対応を従前どおり行っています。

 ステップ学級等の別室に通級している児童・生徒は、個々の実情により出席できる日

を設定しているため、前年との比較はできません。（指導室）

（２）令和３年度墨田区青少年対策基本方針（案）について
ご意見・ご質問内容 区及び関係機関からの説明・回答

 児童・生徒に対して、心配なことなどがあれば教員やスクールカウンセラーに相談す

るよう指導するなど、学習や生活に関する不安などを取り除いていくよう、組織的に連

携を図りながら対応しています。

 また、スクールサポートセンターでは児童・生徒からの相談を受け、自立支援を行い

ます。

 さらに、都や区の相談窓口一覧を⾧期休業前に児童・生徒への配布や、令和２年11月

からSNSを活用した相談窓口の開設など、子どもにとってより相談しやすい環境を整え

て、早期発見、早期対応に努めています。（指導室）

 教育相談は来室による対面を基本としますが、電話相談を希望する方にも相談を行っ

ています。

 また、従来から実施しているヤングテレフォン（未成年の方）や親子電話相談も新型

コロナウイルス感染症の影響なく教育相談を継続できるような仕組みとしています。

（すみだ教育研究所）

 令和３年度墨田区青少年対策基本方針（案）趣旨

の中に、「新型コロナウイルス感染症の拡大の中で青

少年健全育成活動を展開していくことが求められ

ている」ということが明記されましたが、環境の変

化による心への影響や、生活の影響からくる問題な

ども注視し活動を展開する必要があるのではないかと

考えます。

 「新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、日常生活や学校等における様々な活

動が制限される中で、感染状況を注視しながら、青少年の心の変化や新しい生活様式に

も対応した青少年健全育成活動を展開していくことが求められている。」と修正を行う

こととします。（地域教育支援課）

 「令和３年度の基本的な考え方」では、様々な課

題が挙げられています。インターネット利用環境、

いじめ、子どもの貧困、児童虐待など、これから特

に注視していかなければならないと思います。生活

環境が変化している中、（コロナ禍の中）で、子ど

もたちのSOSがキャッチできるような仕組みが必要

だと思います。

①生活困窮世帯に属する子どもの貧困に対して、現

状の具体的な施策はありますか。また、今後あらた

な施策は考えていますか。(クラブ活動費の補助等)

②ひきこもりやニート（就職氷河期世代）、今後想

定されるコロナ世代のニートに対して、区としての

雇用の確保と民間企業への支援策は考えていますか。

①具体的な施策については、墨田区子どもの未来応援取組方針（平成３０年３月策定）

の中で各課の取組をまとめています。（生活福祉課）

 また、就学援助の準要保護者にクラブ活動費（対象：小４～中３、中１～３はクラブ

加入者のみ）を支給（小：年240円、中：年1,230円）しています。（学務課）

②区では人材を必要とする区内中小企業等を対象に「合同企業説明会」を開催していま

す。求職者の参加要件は、39歳以下の学生・既卒・中途・女性としています。（経営支

援課）
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①不登校対策

 学校に何らかの理由で登校できない児童・生徒

は、⾧い不登校の影響による勉強の遅れにとても大

きな不安を抱えていると思います。何とか登校できる

日が来たとしても、授業の遅れについていけず、

また不登校になってしまうケースは多いと思いま

す。勉強の遅れを解消するために、今よく使われて

いるオンラインを活用することで、家庭で授業に参

加できるようにすることが必要だと考えます。

 また、不登校が発見された場合、学校の先生が抱

え込むのではなく、日頃から学校とスクールソー

シャルワーカーが速やかに連携をとれるようにし、

必要な関係機関につなげていくことが、早期対策に

なると考えます。

 目標4【家庭、学校、地域、関係機関・団体の連携

を強めよう】「（2）学校は、地域との連携・協力を

深め、地域社会の活動に協力しよう。」とあります

が、地域との連携については校⾧先生に頼りきって

いる印象があります。各校⾧先生によっても違って

くるのかとは思いますが、教員も同じような認識で

いるのか？というと疑問が残ります。お忙しい中、

多くの業務をされている事とは思いますがこのように

掲げている以上、共通認識として捉えていただき

たいと思います。

 学校が、教育活動を円滑に進めるためには、地域との連携が大切です。多くは校⾧が

管理職として地域に対応していることが多いですが、校⾧だけではなく組織的に連携等

を行っていくよう指導していきます。（指導室）

 令和３年度墨田区青少年対策基本方針（案）趣旨

「感染状況を注視しながら新しい生活様式に対応し

た青少年健全育成活動を展開していくことが求めら

れる。」とありますが「新しい生活様式にも対応し

た」としてはどうでしょうか。

 ご指摘のとおり修正を行うこととします。（地域教育支援課）

①不登校児童・生徒への対応は学校が組織的に行っています。また、不登校対策の一環

で区内中学校２校に、校内スモール・ステップ教室（ＳＳルームと呼称）を設置してい

ます。専門の支援員を１名配置し、登校しぶりの生徒や登校はできるが教室に入ること

のできない生徒の個別支援を行っています。

 また、スクールソーシャルワーカーを区で３名配置し、児童・生徒が置かれた様々な

問題や各家庭への働きかけ、関係機関等とのネットワークの構築、問題を抱える児童・

生徒への個別の支援を、学校からの要請に応じて行っています。

 また、一人１台のタブレット端末によるオンラインの活用については今後、国や都の

動向を注視しながら対応していきます。（指導室）

②「思春期相談」を開設し、児童精神科医及び臨床心理士が不登校やひきこもりの問題

について個別相談に応じるとともに、思春期講演会を開催するなど、ひきこもり等で悩

む家族や本人を支援しています。また、向島・本所保健センターの「ひきこもりサポー

ト相談窓口」で、相談とアウトリーチ支援を実施するとともに保健、福祉、子育て、教

育、就労等各部署が緊密に連携し、包括的な支援を進めています。（保健センター）

 令和２年１１月に自らSOSを出すことが難しい人に周囲が気づき、相談につなげても

らうための区民講演会を開催しました。１２月から若者の居場所づくり支援事業「すみ

だみんなのカフェ」を月1回実施しています。（保健予防課）

 不登校児童・生徒に対して、学校は定期的に電話連絡や家庭訪問を行い、関係が切れ

ないようにして保護者と連携した対応を継続しています。他にも学校や家庭は、ステッ

プ学級やサポート学級などと連携し、児童・生徒が、どことも関わりをもたない状況を

作らない対応をしています。（指導室）

②ひきこもり

 新聞に“ひきこもりのリアル”という記事が連載さ

れています。この記事からみえるこのような悪徳業者

がいることが大問題ですが、ここに頼まなくてはな

らないひきこもりの家庭、保護者の行き詰った気持

ちを思うとやりきれない辛いものがあります。この

記事は中高年のひきこもりですが、多くは児童・生

徒の時からの不登校を引きずっているのではない

かと考えるところです。

 このような悲惨なことにならないように、不登

校、ひきこもりの早期発見、早期対策は重要なもの

と思います。
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各委員からのご意見・ご質問に対する回答（本所・向島警察署） 

 

①警視庁において、過去３年間に非行少年として検挙・補導した小学生、中学生、高校生の

学識別の検挙・補導人数は下表のとおりです。 

 小学生 中学生 高校生 合計 

平成３０年 ８７４人 １，１３８人 １，３９５人 ３，４０７人 

令和元年 ９０８人 １，０１８人 １，２９２人 ３，２１８人 

令和２年 ７９１人 ９２７人 １，１４６人 ２，８６４人 

 

②東京２３区における、過去３年間に薬物事犯として検挙・補導対応した少年は以下の 

とおりで増加傾向にあると認められます。 

平成３０年 ７３人 

令和元年 １１２人 

令和２年 １２８人 

このうち、中学生の薬物事犯の検挙・補導人数は、下表のとおりです。 

平成３０年 ２人 

令和元年 ２人 

令和２年 １人 

 なお、墨田区における中学生の薬物事犯の検挙・補導は、過去１０年間ありません。 
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