
子供・若者育成支援推進大綱（令和３年４月閣議決定）

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 目標とする社会　子ども・若者が主体的に生きることを支援し、自立・参加・共生 全ての子供・若者が自らの居場所を得て、成長・活躍できる社会を目指して

　　を進める社会

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 Ⅰ　 子ども・若者が生きる力をはぐくむための支援 基本方針１　全ての子供・若者の健やかな育成

(1) 基本的な生活習慣と規範意識の形成 (1) 基本的な生活習慣と規範意識の形成 （１）自己形成のための支援

(2) 基礎学力の確実な習得と体力の向上 (2) 基礎学力の確実な習得と体力の向上 　　①日常生活能力の習得

(3) 創造的な未来を切り拓く青少年の応援 (3) 創造的な未来を切り拓く青少年の応援 　　②学力の向上

(4) 命を大切にし、思いやりをはぐくむ教育の充実 (4) 命を大切にし、思いやりをはぐくむ教育の充実 　　③大学教育等の充実

(5) 心と体の健康に関する教育の充実 (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）子供・若者の健康と安心安全の確保

(6) 子どもの未病対策の推進 (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 　　①健康教育の推進と健康の確保・増進等

(1) 豊かな人間性と社会性をはぐくむ遊びの機会の提供 (3) 体験学習の支援、文化芸術・スポーツ活動の支援 　　②子供・若者に関する相談体制の充実

(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 (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 　　③被害防止等のための教育・啓発

(3) 体験学習の支援、文化芸術・スポーツ活動の支援 (1) 未成年者の喫煙、飲酒の防止教育と啓発の徹底 （３）若者の職業的自立、就労等支援

(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 (2) 薬物乱用の防止教育と啓発の徹底 　　①職業能力・意欲の習得

(1) 未成年者の喫煙、飲酒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 　　②就労等支援の充実

(2) 薬物乱用の防止教育と啓発の徹底 (4) その他被害防止に関する教育の推進 （４）社会形成への参画支援

(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 (5) 心と体の健康に関する教育の充実

(4) その他被害防止に関する教育の推進 (6) 子どもの未病対策の推進

(1) 社会参画、シチズンシップ教育の推進 (1) 社会参画、シチズンシップ教育の推進 基本方針２　困難を有する子供・若者やその家族の支援
(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 (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 （１）子供・若者の抱える課題の複合性・複雑性を踏まえて重層的な支援の充実

(3) キャリア教育の推進と職業能力開発 (3) キャリア教育の推進と職業能力開発 （２）困難な状況ごとの取組

(4) 若者の就労支援の強化 (4) 若者の就労支援の強化 　　①ニート、ひきこもり、不登校の子供・若者の支援等

Ⅱ　 困難を有する青少年の社会的自立の支援 Ⅱ　 子ども・若者とその家族に寄り添った相談・支援体制の充実 　　②障害等のある子供・若者の支援

(1) かながわ子ども・若者総合相談センターによる支援 (1) 自ら考え自らを守る力をはぐくむ 　　③非行・犯罪に陥った子供・若者の支援等

(2) 少年相談活動の充実 (2) かながわ子ども・若者相談センターによる支援 　　④子供の貧困問題への対応

(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 (3) 身近に相談できる環境づくり 　　⑤特に配慮が必要な子供・若者の支援

(4) 各相談機関・民間団体間の連携促進 (4) 各相談機関・民間団体間の連携促進 （３）子供・若者の被害防止・保護

(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 (1) ひきこもり・ニート等の子ども・若者とその家族等への支援 　　①児童虐待防止対策

(2) 発達障害等のあ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→このままOR障害の項目新設 　　②子供・若者の福祉を害する犯罪対策

(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 (3) ひきこもり・ニート等の子ども・若者とその家族に対応するＮＰＯ等民間団体への支援 基本方針３　創造的な未来を切り拓く子供・若者の応援
(4) ＮＰＯ等民間団体との協働による自立支援 (4) ＮＰＯ等民間団体との協働による自立支援 （１）グローバル社会で活躍する人材の育成

(1) 非行防止教室等による少年の規範意識の醸成 (1) 障害のある子ども・若者の支援 （２）イノベーションの担い手となる科学技術人材等の育成

(2) 地域連携による非行防止対策の充実 (2) 発達障害等のある子ども・若者の支援 （３）地域づくりで活躍する若者の応援

(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 (3) 障害者に対する就労支援等 （４）国際的に活躍する次世代競技者、新進芸術家等の育成

(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 (4) 慢性疾病を抱える児童等や難病患者の支援 （５）社会貢献活動等に対する応援

(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 (1) 非行防止教室等による少年の規範意識の醸成 基本方針４　子供・若者の成長のための社会環境の整備
(2) 関係機関・ボランティア等の地域人材と協働した対応 (2) 地域連携による非行防止対策の充実 （１）家庭、学校及び地域の相互の関係の再構築

(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 (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 　　①保護者等への積極的な支援

(1) 就学や学資の援助等の教育支援 (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 　　②「チームとしての学校」と地域との連携・協働

(2) 相談や交流機会の提供等の生活支援 (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 　　③地域全体で子供を育む環境づくり

(3) 職業訓練等の保護者に対する就労支援 (2) 関係機関・ボランティア等の地域人材と協働した対応 　　④子供・若者が犯罪等の被害に遭いにくいまちづくり

(4) 各種手当の支給等の経済的支援 (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 （２）子育て支援等の充実

(1) 児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応の充実 (1) 就学や学資の援助等の教育支援 （３）子供・若者を取り巻く有害環境等への対応

(2) 児童ポルノ防止に向けた広報・啓発活動の推進 (2) 相談や交流機会の提供等の生活支援 （４）多様で柔軟な働き方の推進

(3) 児童買春等、青少年の福祉を害する犯罪対策の推進 (3) 職業訓練等の保護者に対する就労支援 （５）子供・若者育成支援への投資の促進

(4) 自殺対策の取組み (4) 各種手当の支給等の経済的支援 基本方針５　子供・若者の成長を支える担い手の養成・支援
(5) 犯罪被害者等への支援 (1) ヤングケアラー・ケアリーバー・医療的ケア児に対する支援 （１）新たな担い手の確保

Ⅲ　 社会全体で青少年をはぐくむ環境づくり (2) 外国人材の受け入れ・共生、教育の充実、就職促進等 （２）地域における多様な担い手の養成・支援

(1) 青少年保護育成条例の取組みの推進 (3) 不当な偏見・差別の防止・解消 （３）専門性の高い人材の養成・確保・支援

(2) 青少年喫煙飲酒防止条例の取組みの推進 (1) 自殺対策の取組み （４）情報通信技術を活用した担い手の支援

(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 (2) 児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応の充実

(4) 業界による自主規制の徹底 (3) 児童ポルノ防止に向けた広報・啓発活動の推進

(5) 新たに出現する多様な業態への対応 (4) 児童買春等、青少年の福祉を害する犯罪対策の推進

(1) スマートフォンやＳＮＳ等をめぐる問題への取組み (5) 犯罪被害者等への支援

(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 Ⅲ　子ども・若者の成長を支える社会環境の整備
(3) ネットいじめへの対応 (1) 青少年保護育成条例の取組みの推進

(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 (2) 青少年喫煙飲酒防止条例の取組みの推進

(5) インターネット上の有害情報対策の推進 (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

(1) 大人自身の規範意識の向上と青少年理解の促進 (4) 業界による自主規制の徹底

(2) 家庭・地域の教育力の向上 (5) 新たに出現する多様な業態への対応

(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 (1) スマートフォンやＳＮＳ等をめぐる問題への取組み

(4) 地域の見守りと子ども・青少年の居場所づくり (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

(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 (3) ネットいじめへの対応

(6) 青少年育成団体､青少年指導員等の活動の支援 (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) 家庭での子育て・教育の支援

(2) 地域全体で子どもをはぐくむ環境づくり・居場所づくり

(3) 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

(4) 子ども・若者を支援する担い手の養成・支援

かながわ青少年育成・支援指針　～青少年を支援する13の施策の方向～ かながわ子ども・若者支援指針

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

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

８　非行防止対策及び
　　立ち直り支援活動の推進

９　子どもの貧困問題
　　への対応

９　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

３　子ども・若者の健康と安心
　　安全の確保

４　社会的・経済的な
　　自立の促進

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

５　子ども・若者に関する相談
　　・支援体制の充実

３　社会の変化に対応し
　　健全に成長する力の育成

12　被害防止・
　　 保護活動の推進

11 特に配慮が必要な子ども・
若者の支援

15　子ども・若者の成長
　　を支える豊かな
　　地域社会づくり

１　自己形成のための支援
　　、活躍の応援

10　被害防止・
　　 保護活動の推進

10　子どもの貧困問題への対
応

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

13　社会環境の健全化へ
　　 向けた取組みの
　　 一層の推進

13　青少年の成長を支える
　　 豊かな地域社会づくり

14　急激に進展する
　　 情報化社会への対応

６　ひきこもり・ニート等
　　困難を有する青少年の支
    援

６　ひきこもり・ニート等の子ど
も・若者への支援

７　非行防止対策及び
　　立ち直り支援活動の推進

７　障害等のある子ども・若者
    の支援

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

現行 施策の方向と施策の展開 案 （たたき台）

，

新

新

改

改

改

改

改
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