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はじめに 

 

未来を担う青少年が、自らたくましく生きる力と思いやりの心を持った人間として

成長することは、すべての県民の願いです。 

県は、青少年の健全育成と自立への支援を、県民全体の理解と協力と責任の下で進

めていくための共通の道しるべとして「かながわ青少年育成・支援指針」を策定し、

課題に応じた様々な青少年施策を進めてまいりました。 

このたび、この指針の計画期間が終了することから、神奈川県青少年問題協議会等

でご審議をいただき、県民の皆様からいただいた貴重なご意見やご提案を反映させな

がら、「かながわ青少年育成・支援指針」を改定しました。 

今回の指針は「青少年の健やかな成長を支え、自立・参加・共生をはぐくむ社会」

の実現をめざし、平成28年度から平成32年度までの５年間を展望した、３つの基本目

標と13の施策の方向、さらに、それに対応する具体的な施策の展開をお示ししたもの

です。 

この指針に基づき、創造的な未来を切り拓く青少年の応援に取り組むとともに、ひ

きこもり・ニート等困難を有する青少年の支援や子どもの貧困問題への対応、さらに、

地域の見守りと子ども・青少年の居場所づくりなどを進めていきます。 

今後とも、県民の皆様と手を携え、青少年の成長を支え、自立を支援できるように

取り組んでまいりますので、県の青少年施策の推進に、皆様のご理解とご協力を賜り

ますようお願い申し上げます。  

 

平成 28 年３月 

神奈川県知事 黒岩 祐治 
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１ 指針改定の経緯と趣旨 

県では、青少年の育成と自立への支援を、県民全体の理解と協力と責任の下で進め

ていくための共通の道しるべとして、また、総合的な青少年施策の一層の推進を目的

として、平成 17 年３月に「かながわ青少年育成指針」を策定、平成 22 年 12 月には、

子ども・若者育成支援推進法（※１）の施行等を踏まえ「かながわ青少年育成・支援

指針」（以下、「指針」という。）として改定しました。 

現在までの５年間に、改定指針に基づき、青少年の相談を総合的に受ける「かなが

わ子ども・若者総合相談センター」の設置（平成 24 年４月）、働くことに悩みを抱

える若者の職業的自立を支援する「地域若者サポートステーション」の設置（平成 24

年４月）、ひきこもりの若者が社会に出るきっかけとなるような場を提供することを

目的とした「ひきこもり支援サイト」の開設（平成 24 年５月）等、課題に応じた様々

な青少年施策を進めてきました。 

神奈川の青少年は、家庭や学校、地域の大人たちに支えられ、一人ひとりの能力や

意欲を高め、スポーツや文化・芸術、地域活動や国際交流活動等、様々な領域で、自

らの持つ創造性やエネルギーを発揮しながら、たくましく生きる力と思いやりの心を

持った人間へと成長する力を持っています。青少年が自らの持つこうした力を発揮で

きる社会づくりを進めていく必要があります。 

その一方で、少子化の進行、若年層における無業者や非正規雇用者が占める割合の

高止まり、子どもの地域活動の減少やスマートフォンの急速な普及等、青少年をとり

まく状況は激しく変化しており、その対応が求められています。また、いじめ防止対

策や子どもの貧困対策等、新たな施策の展開や、子ども・若者育成支援推進法に基づ

く国の基本方針「子供・若者育成支援推進大綱」（※２）を踏まえ、これまで取り組

んできた青少年施策に反映する必要が生じています。 

県では、このような状況を踏まえ、この間の青少年施策をとりまく状況の変化に対

応し、県民共通の道しるべとしての役割を引き続き果たすため、今後５年間を展望し

指針を改定しました。 

 

 

 

 

 

※１ 子ども・若者育成支援推進法・・・巻末の「子ども・若者育成支援推進法について」を参照 

※２ 子供・若者育成支援推進大綱・・・巻末の「子供・若者育成支援推進大綱（概要）」を参照 
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２ 指針の位置付け  
 
（１）県の青少年施策の基本となる指針として、基本目標、具体的施策、推進体制等

を総合的かつ体系的に定め、施策の効果的な推進を図るとともに、数値を含めた

具体的な目標を定め、取組み状況を把握します。 

（２）家庭を中心に、学校、地域、事業者、関係団体等すべての県民が責任を自覚し、

相互に協力・連携して青少年の育成と自立への支援を進めていくための共通の道

しるべとなります。 

（３）「子ども・若者育成支援推進法」に基づく県計画として位置付けることとしま

す。 

（４）「かながわグランドデザイン」を補完し、特定課題に対応する個別の指針とし

て位置付けるとともに、青少年施策等において本県が策定している関連計画等と

の整合を図り、取組みを進めていきます。 

 

●子ども・若者育成支援推進法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 子ども・若者育成支援推進法では、都道府県・市町村の３つの努力義務について定めて

います。 

 

（都道府県子ども・若者計画等） 

第９条 都道府県は、子ども・若者育成支援推進大綱を勘案して、当該都道府県の区域

内における子ども・若者育成支援についての計画（以下この条において「都道府県子ども・

若者計画」という。）を作成するよう努めるものとする。 
 
 
 
 
 
 
 

（子ども・若者総合相談センター） 

第 13 条 地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介

その他の必要な情報の提供及び助言を行う拠点（第 20 条第３項において「子ども・若者

総合相談センター」という。）としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保す

るよう努めるものとする。 

 

（子ども・若者支援地域協議会） 

第 19 条 地方公共団体は、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせることによりその

効果的かつ円滑な実施を図るため、単独で又は共同して、関係機関等により構成される子

ども・若者支援地域協議会を置くよう努めるものとする。 

かながわ青少年育成・支援指針 

「施策の方向５ 多様な機関の連携による総合的相談・支援体制の充実」参照 
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３ 指針の対象 

この指針の対象は、指針全体としては乳幼児期から青年期まで（０歳から30歳未満）

を青少年として広くとらえていますが、個々の施策においては、それぞれ対象となる

範囲は異なります。また、ひきこもり等青少年への支援など施策によっては、40歳未

満のポスト青年期も対象としています。 

 

 

 

 

 ０歳    ６歳    12 歳    18 歳        30 歳     40 歳 

 

 

 

●指針における用語の用い方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 青少年の年齢区分･･･巻末の「各種法令等による青少年の年齢区分」を参照  

子ども 

若者 

青少年 

乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

青少年のとらえ方は、各種法令や条例（※）、学術的見解によって様々であり、

年齢によって明確に区分はできませんが、指針全体としては「青少年」の用語を

使い、それぞれの施策では、その対象とする年齢に応じて次の区分により用いて

います。 
 
・「青少年」：０歳から 30 歳未満 

（ただし、「施策の方向 11」・「施策の方向 12」のうち、青少年保護育成

条例に基づく施策の展開においては 18 歳未満の者を指し、「施策の方向 11」
のうち、青少年喫煙飲酒防止条例に基づく施策の展開においては 20 歳未満

の者を指します。） 
・「子ども」：乳幼児期、学童期及び思春期の者 
・「若者」：思春期、青年期の者。施策によっては、ポスト青年期の者も含む 
・「少年」：20 歳未満 
・「児童・生徒」：児童は小学生、生徒は中・高校生 
・「学童期」：小学生 
・「思春期」：中学生から概ね 18 歳 
・「青年期」：概ね 18 歳から 30 歳未満 
・「ポスト青年期」：青年期を過ぎ 40 歳未満の者 
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４ 青少年をとりまく現状と課題 

この指針を改定するにあたり、最近の青少年をとりまく現状と課題について整理し

ました。 

 

（１）青少年の「成長と自立」のプロセスの変化 

 

 ○ 神奈川の青少年は、家庭や学校、地域の大人たちに支えられ、一人ひとりの能

力や意欲を高め、スポーツや文化・芸術、地域活動や国際交流活動等、様々な領

域で、自らの持つ創造性やエネルギーを発揮しながら、たくましく生きる力と思

いやりの心を持った人間へと成長しています。 

しかし、異年齢の子どもの集団遊び等、子どもの遊びが失われ、また、「新卒

一括採用」と「企業内訓練」に支えられた学校から職業への円滑な移行を特徴と

した日本における若者の自立モデルが揺らぐ中で、若者が仕事に就けない状況が

発生するなど、これまで、青少年の成長と自立を支えてきたプロセスが変化して

います。 

 ○ こうした状況の中、人とつながれずに居場所がないと感じ、孤立感や孤独感を

抱える青少年や、自己肯定感が低下し、失敗を恐れ、何がしたいのかが分からな

い青少年は、社会に参加し、自立する道筋が見えにくくなっています。 

また、多くの若者を採用し、過酷な労働条件で働かせたうえ、その大半を退職

に追い込むといった、若者の「使い捨て」が社会的に大きな問題となっています。 

 ○ そこで、すべての子ども・青少年が、様々な体験を通じて成長し、社会の中で、

自立・参加・共生していく土台をはぐくむことが出来るよう、子どもたちが遊べ

る環境づくりをすることや地域活動の活性化、キャリア教育等を通じた多様な働

き方・生き方の学びの機会を充実させることや就労に向けた支援を家庭、学校、

地域、関係機関等が連携し、一体的に進めることで、青少年の成長と自立を支援

する必要があります。 
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●子どもの地域活動の状況

＜図１：学校外の団体が行う自然体験活動への小学生の参加率＞ 

出典：平成 24 年度青少年の体験活動等に関する実態調査 （独立行政法人 国立青少年教育振興機構） 

＜表１：子ども会の団体、指導者、会員数の推移（神奈川県）＞ 

出典：平成 27 年度青少年関係団体の会員数等の調査（県立青少年センター） 

10

20

30

40

50

60

70

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成24年度

全体
子ども会やスポーツ少年団などの青少年団体
PTA・自治会・町内会などの地域の団体
児童館や公民館などの公的施設

22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

団体数 （団体） 2,948 2,802 2,545 2,541 2, 393 2,390 

指導者数（人） 43,836 42,310 41,918 37,281 35,056 34,592 

会員数  （人） 166,283 157,863 141,320 136,818 129,401 129,474 

（％）
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●大学卒業後の状況 

＜図２：年齢階級別完全失業率＞ 

 
出典：「労働力調査（基本集計）」（総務省統計局） 

 

 

＜図３：大学卒業者のうち就職も進学もしないものの数及び割合の推移＞ 

 
出典：「学校基本調査」（文部科学省） 

 

（注）1．学校基本調査において、卒業者の状況は、「進学者（就職し、かつ進学した者を含む。）」、「就

職者」、「臨床研修医（予定者を含む）」「専修学校・外国の学校等入学者」、「一時的な仕事に

ついた者」、「左記以外の者」、「死亡・不詳」となっており、上記グラフの「就職も進学もしな

い者」はこれらのうち「一時的な仕事に就いた者」及び「左記以外の者」（グラフにおいては「そ

の他」）をいう。  

2．一時的な仕事に就いた者は 1988 年、専修学校等入学者は 2004 年からで、それ以前はその他に含

まれる。  
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（２）ひきこもり等困難を有する青少年の問題の深刻化 

 

 ○ ひきこもり、ニート、いじめ、暴力行為等の問題の深刻化や、児童虐待の増加、

経済的に厳しい状態にある家庭の増加等、青少年をめぐる様々な問題が生じ、さ

らに、それぞれが複雑に絡み合うことで、社会の中で自立していく上での困難さ

を増しています。 

 ○ そこで、困難を抱え、支援を必要とする青少年や家族のための総合的相談や支

援に取り組むなど、困難を有する青少年一人ひとりに寄り添いながら、家庭、学

校、地域、関係機関等が連携し、自立に向けた支援を推進していく必要がありま

す。 

 

●相談実績から見たひきこもりの状況 

＜図４：かながわ子ども・若者総合相談センター（ひきこもり地域支援センター＊１） 

相談実績（平成 16～26 年度）から見たひきこもりの状況（神奈川県）＞ 
 

ひきこもり本人の年齢分布       問題発生から相談に至るまでの期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：県立青少年センター資料 

 

（注）この統計は、相談員の電話での聞き取りによるものであり、相談の主な内容が「ひきこもり」であ

るとしたものを、延べ人数で集計してる。 
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●若年無業者（ニート）の状況 

＜図５：年齢階級別若年無業者の推移（全国）＞ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：労働力調査（総務省統計局） 

 

 

●いじめ・暴力行為及び不登校の状況 

＜図６：いじめ・暴力行為及び不登校の推移（神奈川県）＞ 

 

出典：平成 26 年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」（文部科学省） 

  

5,879
4,482

4,106 3,779
4,673 4,454

7,364

7,297

6,944

10,131 10,399
10,374 10,101 10,102 9,577

8,829 9,349 9,794

7,049

7,735

9,232
8,902

7,347

6,414

6,552

7,776

6,716

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

■不登校（人） 

[国公私立 

小・中・中等前期]

15～39 歳の

若年人口に

おける割合

25～29 歳 

30～34 歳 

15～19 歳 

20～24 歳 

▲暴力行為（件）

[国公私立 

小・中・高] 

（万人） 

（注）千人単位を四捨五入 

◆いじめ（件） 

[国公私立 

小・中・高・特支]



- 10 - 

 

●児童虐待の状況 

＜図７：児童相談所における児童虐待相談対応件数の推移（神奈川全県）＞ 

 

出典：子ども家庭課資料 

 

●子どもの貧困 

＜図８：日本の子どもの貧困率＞ 

 
出典：平成 25 年国民生活基礎調査（厚生労働省） 

（注）貧困線（等価可処分所得の中央値の半分）を下回る子どもの割合を「子どもの貧困率」という。 
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（３）家庭や地域における青少年をはぐくむ力の低下 

 

 ○ 少子化、核家族化が進行する中、家庭での子育ての孤立化や、負担感が増大し、

基本的な生活習慣や規範意識の形成等、家庭における青少年をはぐくむ力の低下

が懸念されています。また、地域での人間関係が希薄化し、青少年の活動の場を

提供するなどの、地域における青少年をはぐくむ力が低下しています。 

 ○ こうした状況の中で、居場所がなく、あるいは孤立感を抱え、社会とのつなが

りを失った青少年に課題が集中しています。 

 ○ また、急速なスマートフォンやＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サー

ビス）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ます。さらに、ネットいじめ＊２等の弊害

が報告されています。 

 ○ そこで、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や、ネッ

トいじめを防ぐ取組み等の環境づくりを社会全体で推進していく必要がありま

す。 

 

●県内の青少年人口の推移 
 

＜図９：青少年人口の推移（神奈川県）＞  

 

出典：国勢調査（総務省 各年 10 月１日現在） 
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●核家族化の状況 

＜図 10：一般・核家族世帯数及び平均世帯人員の推移（神奈川県）＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注） １ ここでいう一般世帯とは、住居と生計を共にしている人々の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者をいう。 

     ２ 核家族世帯とは、一般世帯のうち①夫婦のみ ②夫婦と子供からなる世帯 ③ひとり親と子供からなる世帯 をいう。 

 

出典：国勢調査（総務省 各年 10 月 1 日現在） 

 

●地域活動への参加 

＜図 11：今住んでいる地域の行事に参加していますか（神奈川県・全国）＞ 
 

【小学生】 

【中学生】 

 
出典：平成 27 年度全国学力・学習状況調査（文部科学省） 
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 ●スマートフォン利用率 

＜図 12：携帯電話とスマートフォンの利用率（全国）＞ 

 

 
出典：平成 26 年度「青少年のインターネット利用環境実態調査」（内閣府） 

 

 

 ●出会い系サイト等をめぐる事件の被害状況 

＜図 13：出会い系サイト等を利用した事件の被害児童の推移（神奈川県）＞ 

 

 

出典：ＳＴＯＰ！ＴＨＥ 少年非行 平成 24・25・26 年版（警察本部少年育成課） 

（注）「その他のサイト」にはＳＮＳ＊3やゲームサイト等のいわゆるコミュニティサイトを含む。 
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５ 目標とする社会と施策の基本目標 

 
目標とする社会 

～青少年の健やかな成長を支え、自立・参加・共生をはぐくむ社会～ 
 

 

基本目標Ⅰ すべての青少年の健やかな成長と自立・参加・共生に向けた支援    

 

 ○ 青少年が成長するための基盤となる基本的な生活習慣や、基礎的な体力・学力

及び社会の中で成長する力を身に付け、豊かな人間性と社会性をはぐくむととも

に、創造性やエネルギーを生かして、未来を切り拓き、社会の中で自立・参加・

共生できるように支援します。 

 

 

基本目標Ⅱ  困難を有する青少年の社会的自立の支援               

 

 ○ ひきこもり、ニート、いじめ、不登校、非行、暴力行為の問題の深刻化や、児

童虐待の増加等の課題に対応する多様な機関の連携による総合的相談・支援体制

を充実し、青少年の社会的自立を支援します。 

 

 

基本目標Ⅲ  社会全体で青少年をはぐくむ環境づくり               

 

 ○ 大人たちが青少年の成長と自立・参加・共生を支援するという自覚と責任を持

って行動するよう、大人自身の意識改革を進めるとともに、地域の見守りと青少

年の居場所づくりや、急激に進展する情報化社会への対応等を進め、民間事業者

を含む社会全体で、青少年の成長と自立・参加・共生をはぐくむ環境づくりに取

り組みます。 
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６ 施策の方向と施策の展開 

この指針では、３つの基本目標を実現するため、13 の施策の方向と、それに対応す

る具体的な施策の展開を示し、総合的な取組みを推進します。 

Ⅰ すべての青少年の健やかな成長と自立・参加・共生に向けた支援
(1) 基本的な生活習慣と規範意識の形成

(2) 基礎学力の確実な習得と体力の向上

(3) 創造的な未来を切り拓く青少年の応援

(4) 命を大切にし、思いやりをはぐくむ教育の充実

(5) 心と体の健康に関する教育の充実

(6) 子どもの未病対策

(1) 豊かな人間性と社会性をはぐくむ遊びの機会の提供

(2) 多様な地域活動への参加を通じた多世代交流や多文化理解の促進

(3) 体験学習の支援、文化芸術・スポーツ活動の支援

(4) 県・市町村・青少年関係団体の特性を生かした役割分担による青少年支援・指導者育成の推進

(1) 未成年者の喫煙、飲酒の防止教育と啓発の徹底

(2) 薬物乱用の防止教育と啓発の徹底

(3) 性に関する正しい知識の普及と適切な意思決定・行動選択能力の育成

(4) その他被害防止に関する教育の推進

(1) 社会参画、シチズンシップ教育の推進

(2) ライフキャリア教育の促進と結婚に向けた機運の醸成

(3) キャリア教育の推進と職業能力開発

(4) 若者の就労支援の強化

Ⅱ 困難を有する青少年の社会的自立の支援
(1) かながわ子ども・若者総合相談センターによる支援

(2) 少年相談活動の充実

(3) 医療､福祉､教育等の専門職による適切な相談・支援体制の充実

(4) 各相談機関・民間団体間の連携促進

(1) ひきこもり・ニート等困難を有する青少年とその家族への支援

(2) 発達障害等のある青少年とその家族への支援

(3) ひきこもり・ニート等困難を有する青少年とその家族に対応するＮＰＯ等民間団体への支援

(4) ＮＰＯ等民間団体との協働による自立支援

(1) 非行防止教室等による少年の規範意識の醸成

(2) 地域連携による非行防止対策の充実

(3) 少年補導活動の充実による非行と犯罪被害の未然防止

(4) 少年サポートチーム、地域のボランティア等による非行少年の立ち直り支援

(1) 地域連携による不登校・いじめ・暴力行為への学校の取組みへの支援

(2) 関係機関・ボランティア等の地域人材と協働した対応

(3) スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等を活用した相談・支援体制の充実

(1) 就学や学資の援助等の教育支援

(2) 相談や交流機会の提供等の生活支援

(3) 職業訓練等の保護者に対する就労支援

(4) 各種手当の支給等の経済的支援

(1) 児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応の充実

(2) 児童ポルノ防止に向けた広報・啓発活動の推進

(3) 児童買春等、青少年の福祉を害する犯罪対策の推進

(4) 自殺対策の取組み

(5) 犯罪被害者等への支援

Ⅲ 社会全体で青少年をはぐくむ環境づくり
(1) 青少年保護育成条例の取組みの推進

(2) 青少年喫煙飲酒防止条例の取組みの推進

(3) 青少年に有害な図書やゲームソフト等、有害環境の健全化の推進

(4) 業界による自主規制の徹底

(5) 新たに出現する多様な業態への対応

(1) スマートフォンやＳＮＳ等をめぐる問題への取組み

(2) 情報モラルやメディアリテラシーに関する教育及びメディア技術を活用した学習の機会づくり

(3) ネットいじめへの対応

(4) 首都圏の自治体及び民間事業者と協働した取組みの推進

(5) インターネット上の有害情報対策の推進

(1) 大人自身の規範意識の向上と青少年理解の促進

(2) 家庭・地域の教育力の向上

(3) 家庭・学校・地域の相互連携及び民間事業者・ＮＰＯ・関係機関による協働の推進

(4) 地域の見守りと子ども・青少年の居場所づくり

(5) 児童・生徒等の安全確保と犯罪の被害に遭いにくいまちづくり

(6) 青少年育成団体､青少年指導員等の活動の支援

13　青少年の成長を支える
　　 豊かな地域社会づくり

９　子どもの貧困問題
　　への対応

10　被害防止・
　　 保護活動の推進

１　健康な心と体、
　　確かな学力の育成、
　　活躍の応援

２　豊かな人間性と
　　社会性をはぐくむ
　　遊びや地域活動の推進

３　社会の変化に対応し
　　健全に成長する力の育成

４　社会的・経済的な
　　自立の促進

５　多様な機関の連携による
　　総合的相談・支援体制の
　　充実

６　ひきこもり・ニート等
　　困難を有する青少年の支援

７　非行防止対策及び
　　立ち直り支援活動の推進

８　不登校・いじめ・
　　暴力行為等、学校が抱える
　　課題への対応の充実

11　社会環境の健全化へ
　　 向けた取組みの
　　 一層の推進

12　急激に進展する
　　 情報化社会への対応

PC-manager
タイプライターテキスト

PC-manager
タイプライターテキスト

PC-manager
タイプライターテキスト
   の推進

PC-manager
タイプライターテキスト

PC-manager
タイプライターテキスト

PC-manager
タイプライターテキスト

PC-manager
タイプライターテキスト

PC-manager
タイプライターテキスト
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基本目標Ⅰ すべての青少年の健やかな成長と自立・参加・共生に向けた支援       

 

        健康な心と体、確かな学力の育成、活躍の応援  

成長過程にある青少年が、基本的な生活習慣や規範意識を形成し、基礎学力と体力を

身に付け、命を大切にする心や思いやりの心を養えるように、家庭の果たす役割の重要性

を認識しつつ、家庭、学校、地域、関係機関等が連携して支援するとともに、創造性やエネ

ルギーを生かし、未来を切り拓く青少年の活躍を応援します。 

 

◎施策の展開 

（１）基本的な生活習慣と規範意識の形成 

   基本的な生活習慣を身に付けるため、食生活に関して基本的な知識や習慣を身

に付けられるよう食育の取組みを推進するとともに、家事手伝いをする、決まり

ごとを守るといった規律ある生活態度や規範意識の形成を図る。 

（２）基礎学力の確実な習得と体力の向上 

   学習意欲の向上や学習習慣の確立による基礎学力の確実な習得を図る。また、

体力や年齢に応じた適度な運動やスポーツの習慣化による体力の向上を支援す

る。 

（３）創造的な未来を切り拓く青少年の応援 

   グローバル社会で活躍する人材や科学技術人材、国際的に活躍する次世代競技

者、芸術家等、創造的な未来を切り拓く青少年の活躍を応援する。 

（４）命を大切にし、思いやりをはぐくむ教育の充実 

   道徳教育をはじめ「いのち」を大切にする心、他人を思いやる心等、豊かな人

間性をはぐくむ教育の充実を図る。また、男女共同参画意識をはぐくむための学

校教育への支援を行う。 

（５）心と体の健康に関する教育の充実 

   児童・生徒のこころと体の健康づくりのための教育の充実を図る。 

（６）子どもの未病*４対策の推進 

   児童生徒の体力向上と運動習慣の確立、生活習慣の改善を図る取組みを推進す

るため「子ども☆キラキラプロジェクト」等、子どもの未病対策に取り組む。

施策の方向１ 
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       豊かな人間性と社会性をはぐくむ遊びや地域活動の推進  

青少年が、遊びや地域活動への参加等を通じた多世代との交流などにより、豊かな

人間性と社会性を持った大人へと成長することができるように支援します。 

 

◎施策の展開 

（１）豊かな人間性と社会性をはぐくむ遊びの機会の提供 

   子どもが創意工夫しながら遊ぶことができる場所や機会の提供、情報発信等に

取り組む。また、子どもに遊びを伝える地域の大人を増やす取組みを推進する。 

（２）多様な地域活動への参加を通じた多世代交流や多文化理解の促進 

   地域活動支援や、ボランティア活動支援により、多様な活動への参加を通じた

多世代間の交流を促進する。また、国際交流活動の支援等を通じて多文化理解を

促進する。 

（３）体験学習の支援、文化芸術・スポーツ活動の支援 

   自然体験や科学体験、優れた文化芸術の体験や創造、スポーツ等を楽しむこと

を通じて、心の豊かさや生きがいを実感できる取組みを推進する。 

（４）県・市町村・青少年関係団体の特性を生かした役割分担による青少年支援・指

導者育成の推進 

   青少年育成には、「多様な体験学習の促進」、「主体的な参画の促進」、「社

会的自立の支援」が必要であり、この３つの視点を持った青少年支援・指導者の

育成を図る。また、県と市町村・青少年関係団体とが協働して、地域のニーズに

合わせた研修の実施、市町村や団体への講師紹介・派遣等、県・市町村・青少年

関係団体がそれぞれの特性を生かした取組みを推進する。 

 

施策の方向２ 
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       社会の変化に対応し健全に成長する力の育成  

薬物や性にかかわる犯罪の多発等、青少年をとりまく社会環境が変化する中で、青

少年が自ら判断し、こうした社会の変化に適切に対応し、健全に成長する力を育成し

ます。 

 

◎施策の展開 

（１）未成年者の喫煙、飲酒の防止教育と啓発の徹底 

   家庭、学校、地域との連携を図り、心身に悪影響を及ぼす喫煙、飲酒について、

未成年者への教育や関係業界との協働による啓発を推進する。 

（２）薬物乱用の防止教育と啓発の徹底 

   薬物乱用防止教室、専門家による講演、映像等を活用した啓発など、青少年を

対象とした教育及び啓発活動を徹底することにより、薬物乱用の未然防止に取り

組む。 

（３）性に関する正しい知識の普及と適切な意思決定・行動選択能力の育成 

   性に関する指導・エイズ教育の充実、講演会の開催により、生命の尊さの理解、

思いやり、自立心等をはぐくむとともに、正しい知識を普及させる。また、思春

期特有の医学的問題、性に関する不安・悩み等に対する相談などを実施する。 

（４）その他被害防止に関する教育の推進 

   防犯人材の育成、学校における消費者教育や金銭・金融教育、交際相手からの

暴力の予防啓発等、青少年が自らの危険を予測し回避する能力を身に付けるため

の被害防止に関する教育を推進する。 

 

施策の方向３ 
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     社会的・経済的な自立の促進  

青少年が、社会的・経済的自立に必要な能力を身に付けるため、社会参画やシチズ

ンシップ教育＊５、ライフキャリア＊６教育、キャリア教育を充実させるとともに、事

業者等とも連携・協力しながら、きめ細かい職業相談、職業訓練、職業紹介の支援等

を行います。 

 

◎施策の展開 

（１）社会参画、シチズンシップ教育の推進 

   青少年が自発的に地域社会に参加し、創造性とエネルギーを生かすことができ

るように社会参画の機会づくりを推進する。 

   県立高等学校において、キャリア教育の一環として、これからの社会を担う自

立した社会人を育成することを目的に、積極的に社会参加するための能力と態度

を育成するシチズンシップ教育を推進する。 

（２）ライフキャリア教育の促進と結婚に向けた機運の醸成 

   男女共同参画の視点から、若者が働き方や妊娠・出産、育児、介護との両立等、

生涯のライフキャリア（生活全般で果たす役割や経験の積み重ね）を考える教育

を促進する。 

   また、結婚を希望する人がその希望を実現できるよう、結婚に向けた機運を醸

成する。 

（３）キャリア教育の推進と職業能力開発 

   学校や総合職業技術校等において、キャリア教育、職業教育、就職指導等を行

う。また、学校において、多様な働き方、生き方を選択するための知識や考え方、

発達段階に応じた勤労観・職業観の形成等を推進するほか、総合職業技術校等に

おいて職業訓練やキャリア・コンサルティング等による職業能力開発を推進する。 

（４）若者の就労支援の強化 

   若者一人ひとりの就職活動の悩み等に対応するキャリアカウンセリング＊７、面

接対策等の就職に役立つ就職活動支援セミナーの実施、就職情報・職業訓練情報

の提供を行うなど、若者の就労支援を強化する。 

また、いわゆるブラック企業等へ対応するため、労働法令等の啓発や講座を行

う。 

施策の方向４ 
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基本目標Ⅱ 困難を有する青少年の社会的自立の支援                  

 

       多様な機関の連携による総合的相談・支援体制の充実  

各相談・支援機関及びＮＰＯ等民間団体の連携を促進し、支援を必要とする青少年

や家族に対し、効果的な相談・支援が個別的・継続的に行えるように、総合的な相談・

支援体制の充実等の取組みを進めます。 

 

◎施策の展開 

（１）かながわ子ども・若者総合相談センターによる支援 

   福祉、教育、心理等の専門職による相談・支援体制を整備するとともに、地域

相談会の開催等、ひきこもり等青少年の多様な悩みにきめ細かく対応し、ひきこ

もり地域支援センター＊１としての機能も有する「かながわ子ども・若者総合相談

センター」による支援を行う。 

（２）少年相談活動の充実 

   警察官や少年相談員が、非行やいじめ、犯罪被害に関する相談に対して、きめ

細かな指導・助言を行うとともに、必要に応じて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など、相談・支援体制の充実を図る。 

（３）医療、福祉、教育等の専門職による適切な相談・支援体制の充実 

   児童相談所、総合療育相談センター、精神保健福祉センター、保健福祉事務所、

総合教育センターへの専門職の配置、学校におけるスクールカウンセラー＊８やス

クールソーシャルワーカー＊９の活用等、多彩な職種を活用した教育相談の実施等、

相談・支援体制の充実を図る。 

（４）各相談機関・民間団体間の連携促進 

   各相談・支援機関や民間団体の連携を促進し、切れ目のない総合的な相談・支

援を行う。 

施策の方向５ 
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      ひきこもり・ニート等困難を有する青少年の支援  

ひきこもり・ニート等社会生活を円滑に営む上での困難を有する青少年が、社会と

のつながりを求めて、自立に向けて動き始めることができるよう、関係機関やＮＰＯ

等民間団体との連携・協力を推進して支援します。 

 

◎施策の展開 

（１）ひきこもり・ニート等困難を有する青少年とその家族への支援 

   ひきこもりについての理解を深め、支援機関等の情報を知ってもらうためのセ

ミナーを開催し、また、相談機関、親の会、ＮＰＯ等民間団体が連携し、心のよ

りどころとして心理的環境の改善を図るなど、ひきこもりの青少年とその家族を

支援する。 

また、ニート等の若者の職業的自立を支援するとともに、児童養護施設退所児

童等の自立及び安定就労を支援する。 

（２）発達障害等のある青少年とその家族への支援 

   発達上の特性から生じる不適応を予防するための家庭・学校等での適切な対応

や早期発見、自立と社会参加に向けた相談・支援体制を充実させ、障害特性に応

じた適切な対応等により、発達障害等のある青少年とその家族を支援する。 

（３）ひきこもり・ニート等困難を有する青少年とその家族に対応するＮＰＯ等民間

団体への支援 

   相談等を行っているＮＰＯ等民間団体に対し、スキルの向上に向けた研修会の

開催や居場所づくり、情報・交流機会の提供、活動場所の提供等により支援する。 

（４）ＮＰＯ等民間団体との協働による自立支援 

   ひきこもり・ニート等困難を有する青少年に対し、ＮＰＯ等民間団体と協働し、

安心できる居場所での仲間づくり、家族への支援、多彩な体験メニュー等により、

社会的自立に向けて支援する。 

施策の方向６ 
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     非行防止対策及び立ち直り支援活動の推進  

青少年の非行の未然防止や早期対応を充実させるとともに、非行を繰り返さないよ

うに、地域社会における多様な活動の機会や居場所づくり等、立ち直り支援を推進し

ます。 

 

◎施策の展開 

（１）非行防止教室等による青少年の規範意識の醸成 

   非行防止教室の開催等、青少年の規範意識を醸成させる取組みを推進する。 

（２）地域連携による非行防止対策の充実 

   学校、児童相談所、警察、ＰＴＡや地元自治会等、関係機関・団体・地域が連

携した健全育成のための取組みを推進する。 

（３）少年補導活動の充実による非行と犯罪被害の未然防止 

   警察と少年補導員＊10、学校関係者等が連携し、街頭補導活動を充実させ、非行

に至る前の段階で助言・指導することにより、非行と犯罪被害の未然防止を図る。 

（４）少年サポートチーム、地域のボランティア等による非行少年の立ち直り支援 

   警察と学校、教育委員会、児童相談所、地域のボランティア等が連携し、相談

活動、補導活動、居場所づくり等を推進する少年サポートチーム活動や、兄・姉

の立場で少年を指導する大学生少年サポーターによる活動を通じて、少年の立ち

直り支援を推進する。 

施策の方向７ 
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     不登校・いじめ・暴力行為等、学校が抱える課題への対応の充実  

家庭、学校、地域及び関係機関が一体となって啓発活動を推進し、不登校やいじめ、

暴力行為の未然防止、早期発見及び早期対応を推進します。また、スクールカウンセ

ラー＊８、スクールソーシャルワーカー＊９等を活用した学校での相談・支援体制を充

実させ、家庭、地域及び関係機関が連携し、学校での取組みを支援します。 

 

◎施策の展開 

（１）地域連携による不登校・いじめ・暴力行為への学校の取組みへの支援 

   未然防止、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、各学校における取組みを促進する。また、

教育委員会、(一財)神奈川県私立中学高等学校協会と警察との協定に基づく学校

警察連携制度＊11により、学校と警察が相互に連携した取組みを促進する。 

   ネットいじめについては、企業等との連携による携帯電話教室の実施等により、

児童・生徒やその保護者のネットいじめに対する理解を深める。 

（２）関係機関・ボランティア等の地域人材と協働した対応 

   少年補導員の学校担当制度＊12 の活用等、ボランティア等の地域人材と協働し

た支援を行う。  

（３）スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等を活用した相談・支援

体制の充実 

   電話相談「いじめ１１０番」の設置、スクールカウンセラー、スクールソーシ

ャルワーカー等の配置・活用、教育相談コーディネーター＊13 を活用した校内体

制づくり、臨床心理士等による、より専門性の高い相談体制の充実、学校の枠を

超えた関係機関との一層の連携強化等、教育相談・支援体制のさらなる充実を図

る。 

 

施策の方向８ 
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      子どもの貧困問題への対応  

子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、

貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図

ります。 

 

◎施策の展開 

（１）就学や学資の援助等の教育支援 

   就学の援助、学資の援助、学習の支援、その他貧困の状況にある子どもの教育

の支援のために必要な取組みを推進する。 

（２）相談や交流機会の提供等の生活支援 

   貧困の状況にある子ども及びその保護者に対する生活に関する相談、社会との

交流の機会の提供、その他貧困の状況にある子どもの生活に関する支援のために

必要な取組みを推進する。 

（３）職業訓練等の保護者に対する就労支援 

   貧困の状況にある子どもの保護者に対する職業訓練の実施及び就職のあっせ

ん等、保護者への就労の支援に関し必要な取組みを推進する。 

（４）各種手当の支給等の経済的支援 

   各種の手当等の支給、貸付金の貸付、その他貧困の状況にある子どもに対する

経済的支援のために必要な取組みを推進する。 

施策の方向９ 
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       被害防止・保護活動の推進  

児童虐待、児童買春等の青少年の福祉を害する犯罪＊14 等を未然に防止し、早期に

対応するとともに、自殺対策や、犯罪被害者等への支援を推進します。 

 

◎施策の展開 

（１）児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応の充実 

   市町村が実施する乳児家庭全戸訪問事業＊15 等との連携による未然防止を図る

とともに、市町村、児童相談所、医療機関等、関係機関の連携強化と地域住民の

理解と協力により早期発見に努める。児童虐待を発見した場合には、個別ケース

検討会議の開催等、要保護児童対策地域協議会＊16 による積極的なアプローチや

児童相談所による専門的支援等により、早期対応と再発防止を充実させる。 

（２）児童ポルノ防止に向けた広報・啓発活動の推進 

   「第二次児童ポルノ排除総合対策」＊17（平成 25 年５月策定）に基づき、児童

ポルノ被害の未然防止・拡大防止、被害児童の保護等、児童ポルノ排除のための

対策を着実に推進する。また、青少年や保護者をはじめとする社会全体に対して、

「児童ポルノは児童の性的搾取・性的虐待である」、「児童ポルノは絶対に許さ

れない」という意識を高めるための広報・啓発活動を推進する。 

（３）児童買春等、青少年の福祉を害する犯罪対策の推進 

   児童に淫行をさせる行為等、青少年の心身に有害な影響を与え、青少年の福祉

を害する犯罪の取締りと被害少年の発見・保護を推進する。 

（４）自殺対策の取組み 

   かながわ自殺対策会議等において、県、県教育委員会及び（一財）神奈川県私

立中学高等学校協会が連携し、自殺に関する対策の検討・推進を行う。また、自

殺された方の家族、友人等に対する支援の充実、青少年に対し、命の大切さに関

する普及啓発、「いのち」を大切にする心をはぐくむ教育の推進、スクールカウ

ンセラー、教員への研修・啓発等の取組みを推進する。 

（５）犯罪被害者等への支援 

   県、警察及び民間支援団体が一体となった総合的な支援体制である「かながわ

犯罪被害者サポートステーション」を運営し、法律相談やカウンセリング、裁判

所等への付き添いなど、犯罪被害者等の立場に立った適切かつ、きめ細かい支援

を行う。 

   また、犯罪被害者等の置かれた状況や支援の必要性について、県民や事業者の

理解の促進を図るとともに、犯罪被害者等を支える人材を育成する。 

施策の方向10 
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基本目標Ⅲ 社会全体で青少年をはぐくむ環境づくり                 

 

        社会環境の健全化へ向けた取組みの一層の推進  

青少年をとりまく有害環境に対応するため、青少年保護育成条例に基づく規制を推

進するとともに、市町村及び関係団体等との連携・協力や近隣都県との共同取組みを

推進します。〔青少年保護育成条例及び青少年喫煙飲酒防止条例に基づく取組み〕 

 

 

 

 
 
 

◎施策の展開 

（１）青少年保護育成条例の取組みの推進〔青少年保護育成条例に基づく取組み〕 

   青少年を有害情報や性的な被害から守るため、青少年保護育成条例に定められ

た各規定の実効性を確保するための調査・指導等の取組みを推進する。また、青

少年の深夜外出の制限等については、保護者への普及の徹底や、関係業界と連携

した啓発活動を推進する。 

（２）青少年喫煙飲酒防止条例の取組みの推進〔青少年喫煙飲酒防止条例に基づく取組

み〕 

   青少年喫煙飲酒防止条例に基づく調査・指導、関係業界との協働による啓発活

動等の取組みを推進する。 

（３）青少年に有害な図書やゲームソフト等、有害環境の健全化の推進〔青少年保護

育成条例に基づく取組み〕 

   青少年に有害な図書、家庭用ゲームソフト等の有害図書類の区分陳列の適正化、

有害図書類等を収納する自動販売機に対する規制等、有害環境の健全化に向けた

取組みを推進する。 

（４）業界による自主規制の徹底〔青少年保護育成条例及び青少年喫煙飲酒防止条例に基

づく取組み〕 

   業界の自主的取組みに係る広報等の実施、「青少年健全育成推進店」表示制度＊18

等を推進する。 

（５）新たに出現する多様な業態への対応〔青少年保護育成条例に基づく取組み〕 

   風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の規制を逃れる個室性

の強い営業等について、青少年の被害を防止するため、青少年保護育成条例に基

づく調査・指導等の取組みを推進する。 

・  青少年保護育成条例に基づく取組みにおいて、「青少年」とは、『１８歳未満の者（既婚者を

除く）』を指しています。 

・  青少年喫煙飲酒防止条例に基づく取組みにおいて、「青少年」とは、『２０歳未満の者』を指

しています。 

施策の方向11 
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      急激に進展する情報化社会への対応  

情報化の進展によるインターネットの普及、情報通信ツールのパーソナル化等に伴

い、青少年の有害情報へのアクセス、有害サイトを介した犯罪被害、ネットいじめ等

の弊害が生じています。こうした問題に対応するため、情報モラル＊19 教育やメディ

アリテラシー＊20 教育の推進と併せて、フィルタリングの設定等の有害情報対策を推

進します。 

 

◎施策の展開 

（１）スマートフォンやＳＮＳ＊３等をめぐる問題への取組み 

   青少年に普及しているスマートフォンやケータイ＊21 については、フィルタリ

ング設定に関する青少年保護育成条例に基づく徹底、家庭でのルールづくりの推

進及びインターネット接続制限・監督機能の活用の促進を図るほか、ケータイの

危険性やトラブル対処法を案内する携帯電話サイト＊22 の運営・周知等の取組み

を行う。 

（２）情報モラルやメディアリテラシーに関する教育及びメディア技術を活用した学習の機

会づくり 

   情報モラルやメディアリテラシーに関する教育及びＩＣＴ（情報通信技術）を

利活用した学習を推進し、情報化社会における情報モラルの重要性を理解し、情

報を読み解き活用する力、メディアを適切に活用する力を育成する。 

   また、男女共同参画の視点から見たメディアリテラシー*23に関しても、その能

力の向上を図る。 

（３）ネットいじめへの対応 

   ネットいじめを防止するため、学級活動や講演会等さまざまな場面を通じて、

情報を発信する際に相手の状況や気持ちを考えるとともに、受信した情報が信頼

できるものかどうか判断できる力を身に付けさせるよう努める。また、学校で実

施するいじめに関するアンケートに、ネットいじめに関する質問項目を設けるな

ど、早期発見に向けた取組みを進める。 

（４）首都圏の自治体及び民間事業者と協働した取組みの推進 

   首都圏の自治体や関係業界による協議の場の設置や携帯電話事業者との協働

による周知啓発活動等の取組みを推進する。 

（５）インターネット上の有害情報対策の推進 

   携帯ゲーム機やスマートフォン等からのインターネット接続に対応するため、

青少年保護育成条例に基づき、有害情報の閲覧防止に向けた保護者・青少年等へ

の啓発活動等を推進する。 

施策の方向12 
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   青少年の成長を支える豊かな地域社会づくり  

大人自身の規範意識の向上や青少年育成・支援への責任の自覚を促すとともに、家

庭、学校、地域、関係団体、関係機関等が様々な地域活動への参加等を通じて連携し、

青少年の成長を支える豊かな地域社会づくりを推進します。 

 

◎施策の展開 

（１）大人自身の規範意識の向上と青少年理解の促進 

   青少年の健全育成を進める県民大会を開催するなど、規範意識の向上、青少年

の育成・支援に対する責任の自覚等、大人自身の意識改革に向けた啓発活動を推

進する。 

（２）家庭・地域の教育力の向上 

   基本的生活習慣の形成等、家庭教育のための様々な情報提供を行い、家庭にお

ける教育力の向上を図るとともに、地域と協働した学校づくりを推進するための

研修、ホームページ等による普及・啓発に取り組み、地域の教育力の向上を図る。 

（３）家庭・学校・地域の相互連携及び民間事業者・ＮＰＯ・関係機関による協働の

推進 

   学校の教育活動について家庭や地域の方々の理解と支援を得られるような開

かれた学校づくりの取組みを充実させ、ＮＰＯや総合型地域スポーツクラブ等と

の連携を推進する。また、かながわ青少年社会環境健全化推進会議＊24 を実施主

体とするキャンペーン等、民間事業者・ＮＰＯ・関係機関による協働を推進する。 

（４）地域の見守りと子ども・青少年の居場所づくり 

   市町村が実施主体である「放課後子ども教室」、「放課後児童クラブ」を支援

するほか、ＮＰＯ等による取組みを支援するなど、青少年が安心して様々な人と

交流できる居場所づくりを推進する。また、青少年が安心・安全に過ごすことが

できるよう、地域の見守りや居場所づくりを推進する。 

（５）児童・生徒等の安全確保と犯罪の被害に遭いにくいまちづくり 

   学校等の関係機関や青少年育成に係る各種団体が連携して行う各種防犯活動＊25

の促進、ピーガルくん子ども安全メール＊26 等による情報発信等、青少年の安全

確保と犯罪の被害に遭いにくいまちづくりのための取組みを推進する。 

（６）青少年育成団体、青少年指導員等の活動の支援 

   青少年育成団体、青少年指導員、少年警察ボランティア、民生委員・児童委員、

保護司等、青少年の健全育成に携わる関係者の連携を促進するため、情報提供や

相互理解の促進等、活動環境の整備に取り組む。 

  

施策の方向13 
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７ 青少年の育成・支援に向けた取組みの推進 

青少年が、たくましく生きる力や思いやりの心、社会の一員としての自覚を持ち、

自立した人間として健やかに成長していくためには、青少年の主体性を尊重し、自尊

感情や自己肯定感をはぐくみ、社会参画を支え、支援していくことが大切です。 

また、次代を担う神奈川の青少年の育成と自立への支援は、家庭を中心として、

県や市町村等行政はもとより、すべての県民が、それぞれの担う役割と責任を理解

し、使命感を持って、連携・協力しながら一体となって進めていくことが求められ

ています。 

（１）役割 

ア 家庭の役割 

・信頼と愛情をはぐくむ 

・基本的な生活習慣の形成 

・基本的な社会のルールの習得 

・規範意識の形成 

イ 学校の役割 

・確かな学力、体力つくり 

・豊かな人間性をはぐくむ教育 

・コミュニケーション能力の育成 

・キャリア教育の推進 

ウ ＮＰＯ、ボランティア、青少年育成団体、事業者等、地域の大人たちの役割 

・地域の連携による地域活動の活性化 

・青少年の活動の場と居場所づくり 

・青少年の地域活動への参画の促進 

エ 行政の役割 

・医療、保健、福祉、教育、就労等、関係機関・団体等の緊密な連携による、

継続的、包括的な支援 

 

（２）推進体制 

ア 総合的な青少年施策の展開と取組み状況の把握 

    神奈川県青少年総合対策本部を中心に県における全庁的な推進体制を確立

するとともに、神奈川県青少年問題協議会や神奈川県児童福祉審議会社会環

境部会等での審議を反映し、総合的かつ横断的な青少年施策を展開するとと

もに、取組み状況を把握します。また、青少年の育成と自立への支援を進め

るためには、国や市町村の果たす役割も大きいことから、連携をさらに強化

し、施策の効果的な推進を図ります。 



- 30 - 

 

イ 地域の青少年支援・指導者、青少年育成関係団体等との一層の連携強化 

    青少年の健全育成に向けては、行政の取組みだけでなく、地域の住民や、

青少年指導員をはじめとする青少年支援・指導者、青少年育成関係団体、Ｎ

ＰＯ等の活動が欠かすことができません。県としては、こうした地域におけ

る活動を重視し、その活動の支援や連携を促進し、地域における青少年健全

育成活動を推進します。 

 

（３）進行管理 

   基本目標ごとに具体的な数値目標を設定し、指針に基づく取組み状況の把握

を行います。また、各年度において、神奈川県の青少年の現状や青少年施策の

実施状況を「神奈川県青少年白書」として取りまとめ、公表します。 

 

基本目標Ⅰ すべての青少年の健やかな成長と自立・参加・共生に向けた支援 
 

項 目 内 容 

思考力・判断力・表現力

が向上した高校生の割合 

 

生徒が主体的に考えたり、発表し合うなどの学習活動を

通して、思考力・判断力・表現力を高めることができた

かを問う設問に対して、肯定的に回答した生徒の割合 

実績 数値目標 

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

47.4％(推計値) 53％ 59％ 64％ 70％ 75％

 
項 目 内 容 

外で遊んだり、運動やス

ポーツをする小学生の率 

 

小学生が週３回以上外で遊んだり、運動やスポーツを実

施したりする率 

実績 数値目標 
2013年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

37.5 ％ 41％ 44％ 47％ 50％ 53％

 
項 目 内 容 

子ども・青少年向け文化

芸術の鑑賞・体験事業の

参加者数 

子ども・青少年を対象とした県が関与する文化芸術の鑑

賞・体験事業の参加者数 

実績 数値目標 
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 

154,173人 162,000人 168,000人 174,000人 180,000人
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基本目標Ⅱ  困難を有する青少年の社会的自立の支援 
 

項 目 内 容 

就職が決定したニートの

若者の数 

 

地域若者サポートステーションで支援を受けた人の就職

者数 

実績 数値目標 
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

196人 220人 240人 260人 280人 300人

 
項 目 内 容 

いじめが改善した割合 いじめ認知件数のうち、年度内に「いじめの状況が解消

した」と「一定の解消が図られたが継続支援中」を合わ

せた件数を示す割合 

実績 数値目標 

2013年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 

97.0％ 97.4％ 97.6％ 97.8％ 98.0％

 
項 目 内 容 

深刻な児童虐待の割合 児童相談所が受け付けた児童虐待相談のうち、深刻な虐

待のおそれがあり一時保護を必要とした子どもの割合 

 

実績 数値目標 

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 

12.9％ 12.5％ 12.0％ 11.5％ 11.0％

 
 
基本目標Ⅲ  社会全体で青少年をはぐくむ環境づくり 
 

項 目 内 容 

県民への青少年の深夜外

出規制の周知度 

 

青少年保護育成条例における深夜外出に係る周知度 

実績 数値目標 
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 

37.7％ 40％ 42％ 44％ 46％

 
項 目 内 容 

ＩＣＴ活用指導力がある

県立高校の教員の割合 

「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」に

おいて、生徒のＩＣＴ活用を指導する能力を問う設問に

対して、肯定的に回答した県立高校の教員の割合 

実績 数値目標 
2013年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 

59.4％ 65％ 70％ 75％ 80％

 
項 目 内 容 

防犯ボランティアの育成

数（累計） 

 

地域で活動する防犯ボランティアの育成数(累計） 

実績 数値目標 
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 

1,064人 1,250人 1,500人 1,750人 2,000人
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《各種法令等による青少年の年齢区分》 

 

法令等の名称 呼称等 年齢区分 

少年法 少年 20歳未満の者 

刑法 刑事責任年齢 満14歳 

児童福祉法 

児童 18歳未満の者 

乳児 １歳未満の者 

幼児 １歳から小学校就学の始期に達するまでの者 

少年 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者 

学校教育法 

学齢児童 

６歳に達した日の翌日以後における最初の学

年の初めから、12歳に達した日の属する学年の

終わりまでの者 

学齢生徒 

小学校（又は特別支援学校の小学部）の過程

を終了した日の翌日以降における最初の学年

の初めから、15歳に達した日の属する学年の終

わりまでの者 

民法 

未成年者 20歳未満の者 

婚姻適齢 
男：満18歳、女：満16歳（未成年者は、父母の

同意を得なければならない） 

未成年者喫煙禁止法 未成年者 20歳未満の者 

未成年者飲酒禁止法 未成年者 20歳未満の者 

風俗営業等の規制及び業務の

適正化等に関する法律 
年少者 18歳未満の者 

児童買春、児童ポルノに係る

行為等の規制及び処罰並びに

児童の保護等に関する法律 

児童 18歳未満の者 

インターネット異性紹介事業

を利用して児童を誘引する行

為の規制等に関する法律 

児童 18歳未満の者 

青少年が安全に安心してイン

ターネットを利用できる環境

の整備等に関する法律 

青少年 18歳未満の者 

児童の権利に関する条約 児童 18歳未満の者 

青少年保護育成条例 青少年 18歳未満の者 

青少年喫煙飲酒防止条例 青少年 20歳未満の者 

子ども・若者育成支援推進法 子ども・若者 0歳から40歳未満の者 
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《用 語 集》 

 

番号 
掲載 

ﾍﾟｰｼ 
用 語 解 説 

＊1 8 

20 

ひきこもり地域支援

センター 

厚生労働省は「ひきこもり対策推進事業」として、各都道府県・指定

都市に、ひきこもりの第一次相談窓口としての機能を有する「ひきこ

もり地域支援センター」の整備を推進しており、神奈川県では、青少

年センター（青少年サポート課）がその機能を担っている。同センタ

ーの設置目的は、ひきこもりの状態にある本人や家族の方が、地域の

中で最初にどこに相談したらよいかを明確にすることによって、より

支援に結びつきやすくすることにある。 

 

＊2 11 ネットいじめ 

 

インターネットを通じて行われるいじめ。 

 

＊3 13 

27 

SNS（ソーシャル・ 

ネットワーキング・サ

ービス） 

 

社会的(ソーシャル)なネットワークを仮想空間であるインターネット

を介して構築するサービス。LINE,Twitter,Facebook等。 

 

 

＊4 16 未病 健康と病気を２つの明確に分けられる概念としてとらえるのではな

く、心身の状態は健康と病気の間を連続的に変化するものとしてとら

え、このすべての変化の過程をあらわす概念のこととしている。 

 

＊5 19 シチズンシップ教育 県教育委員会が積極的に社会参加するための能力と態度を育成する実

践的な教育として位置付け。政治参加教育、司法参加教育、消費者教

育、道徳教育（モラル・マナー教育）を柱に、県立高等学校において

実施。 

 

＊6 19 ライフキャリア 県では、仕事をはじめ、家庭生活、地域社会とのかかわり、個人の活

動（自己啓発・趣味）等、生活全般において生涯にわたり果たす役割

や経験の積み重ねのことをライフキャリアという。 

 

＊7 19 キャリアカウンセリ

ング 

職業選択や能力開発の目標を設定する事を支援し、目標達成に向けて

のアドバイスを行うサービスで、具体的には、キャリアコンサルタン

トが、相談者の能力や適性キャリアに関する悩み、今後のキャリアプ

ランに対する希望を聞き、業界動向、転職事例を踏まえた適切なアド

バイスや仕事紹介等を行うサービス。 

 

＊8 20 

23 

スクールカウンセ 

ラーの配置活用 

いじめや不登校等の児童・生徒の問題行動等の対応に当たって、学校

におけるカウンセリング等の機能の充実を図るため、児童・生徒の臨

床心理に関して専門的な知識や経験を有するスクールカウンセラーを

配置している。 

 

＊9 20 

23 

スクールソーシャル

ワーカーの活用 

児童・生徒が置かれた環境に着目し、学校の枠を超えて関係機関等と

の連携をより一層強化し、福祉分野を中心とした社会資源の活用を図

るなど、多様な支援方法を用いて、問題を抱える児童・生徒の課題解

決への対応を図っていくための人材である「スクールソーシャルワー

カー」を教育事務所や県立高等学校等に配置している。 

 

＊10 22 少年補導員 地域ぐるみの少年非行・被害防止、健全育成活動を進めるため、各警

察署長から委嘱された地域住民で構成する少年警察ボランティアをい

う。 

 

＊11 23 学校警察連携制度 児童・生徒の非行防止、犯罪被害防止及び健全育成を図ることを目的

に、問題を抱える個々の児童・生徒の個別の問題に、学校と警察が連

携して取り組む制度。各自治体の制定した個人情報保護条例に基づき、

教育委員会と警察本部との間で協定を締結している。神奈川県教育委

員会では平成18年11月１日運用が開始され、県内の市町村（教育委員

会）においても、構築が進められている。 
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＊12 23 少年補導員の 

学校担当制度 

少年補導員が、より地域に密着した非行防止活動を推進するため、平

成18年４月から学校担当制度を導入し、登下校時の見守り活動や、学

校訪問、児童・生徒の非行・被害防止のための学校内外のパトロール

活動を推進している。 

 

＊13 23 教育相談 

コーディネーター 

小・中・中等教育・高等学校の教育相談体制の中核となり、支援の必

要な児童・生徒に支援を行うための協働チームを組織する教員として

指名するもので、県内の公立小・中・中等教育・高等学校で指名が行

われ、継続的な研修等を行い、質の向上が図られている。 

 

＊14 25 青少年の福祉を 

害する犯罪 

代表的なものに、児童に淫行をさせること（児童福祉法違反）、金品

や品物を渡して児童と性的な行為をすること（児童買春、児童ポルノ

に係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反）、

青少年に、みだらな性行為又はわいせつな行為をすること（青少年保

護育成条例違反）、風俗営業店で18歳未満の者に客の接待をさせる行

為（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反）等があ

る。 

 

＊15 25 乳児家庭全戸訪問 

事業 

生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関

する情報提供や養育環境の把握等を行う市町村事業。 

 

＊16 25 要保護児童対策地域 

協議会 

市町村では、平成16年の児童福祉法の改正により、虐待を受けた児童

等に対する体制強化を固めるため、関係機関が連携を図り児童虐待等

への対応を行う「要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネッ

トワーク）を設置している。 

 

＊17 25 第二次児童ポルノ 

排除総合対策 

平成22年７月、児童ポルノ排除総合対策が犯罪閣僚会議で決定され、

各府省庁において、児童ポルノを排除するための総合的な対策を推進

していたが、我が国における児童ポルノ事犯の送致件数・人員が引き

続き増加傾向にあったことから、平成25年５月、第二次児童ポルノ排

除総合対策が策定された。 

 ファイル共有ソフト対策を含めた流通・閲覧防止対策措置の強化、

被害者支援を強化するための保護対策の充実強化、国際連携を強化す

るための取組みの推進を特に留意すべき課題としている。 

 

＊18 26 「青少年健全育成 

推進店」表示制度 

青少年の環境に関係する業界団体が進める自主規制を優良に実践して

いる店舗へ「青少年健全育成推進店」表示の交付を行う制度で、神奈

川県青少年の環境に関係する業界協議会が、審査委員会を設置し、加

盟団体から推薦された候補店から交付店舗を決定している。 

 

＊19 27 情報モラル 個人のプライバシーや、著作権等知的財産の保護、収集した情報の管

理、発信する情報に対する責任等、情報社会において、適正な活動を

行うための基になる考え方と態度。 

 

＊20 27 メディアリテラシー 受信した情報が信頼できるかものか判断したり、情報を発信する際に

相手の状況や気持ちを考えるなど、メディアにおける情報の送り手の

意図を読み解く能力や、メディアを通じたコミュニケーション能力等

を含め、メディアについて正しく理解して適正・有効に活用する能力。

 

＊21 27 ケータイ 通話機能だけでなく、サイト閲覧、メール等の機能も備えた携帯型端

末として、指針では、「携帯電話」ではなく「ケータイ」という用語

を使っている。 
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＊22 27 携帯電話の危険性や

トラブル対処法を 

案内する携帯電話 

サイト 

 

「かながわモード」〔アドレス〕 

http://www.pref.kanagawa.jp/mbl/f100021/ 

＊23 27 男女共同参画の視点

から見たメディアリ

テラシー 

 

テレビコマーシャルやドラマにおいて、「家事や育児を担うのは女性」、

「医者や企業経営者は男性」というような固定的な男女の描き方や、

女性を性的な対象として扱う表現など、メディアが発信する情報を男

女共同参画の視点から読み解く能力。 

 

＊24 28 かながわ青少年社会

環境健全化推進会議 

青少年をとりまく社会環境の健全化の活動を広く県民運動として展開

することを目的として、知事部局・教育委員会、市町村、地域の青少

年育成団体、関係業界団体等を構成員として平成８年５月に設置。街

頭キャンペーン、青少年の健全育成を進める県民大会等を実施してい

る。 

 

＊25 28 防犯活動 防犯活動には、学校付近や通学路等における見守り活動、地域住民に

よるパトロール活動、「子ども１１０番の家」、誘拐防止教室等様々

な活動がある。「子ども１１０番の家」とは、犯罪被害に遭い、又は

遭いそうになって助けを求めた子どもを保護し、警察への通報等を行

う、地域住民や事業者等によるボランティア活動。 

 

＊26 28 ピーガルくん 

子ども安全メール 

配信を希望する学校関係者、自主防犯ボランティア、保護者等に対し、

県警で把握した子どもに対する犯罪、声かけ事案、不審者の出没、凶

悪事件の発生等、子どもの安全に関する情報を、電子メールにより配

信するもので、平成20年10月１日から運用している。 
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