
 

 

2 0 1 5 

あいちの子ども・若者 
 

あいちの子ども・若者の現状と 

子ども・若者に関する施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

は  じ  め  に 

 

 今日、多くの子ども・若者がスポーツや文化・芸術、ボランティアなど、様々な分野にお

いて活躍していますが、一方では、深夜はいかいや初発型非行といわれる万引きの増加、学

習意欲の低下、規範意識の希薄化など、憂慮すべき状況も見られます。さらに、ニート、ひ

きこもりなどの社会生活を営む上で困難を有する子ども・若者への支援が必要となっていま

す。 

 

 本県では、こうした状況を踏まえて、平成２２年３月に子ども・若者育成の行動指針とす

る「あいち子ども・若者育成計画２０１０」を策定し、教育委員会及び警察本部を含めた県

の関係部局の緊密な連携のもと、国、市町村、企業、さらには様々な民間団体との協力関係

を築き、一体となって取組を進めています。 

 

変化の激しい、先が予測しにくい時代にあって、若者に求められるのは、自らの価値観を

しっかり持ちつつ多様な考え方を受け止めていく力、試行錯誤しながら粘り強く解決策を見

出していく力、失敗しても次にまたチャレンジしていく力など、これからの社会を生き抜く

力をしっかり身に付けていくことです。 

 本県では、「日本一の元気を暮らしの豊かさに」を基本目標に、誰もが活躍できる社会の

実現を目指していますが、そうした中で、次代を担う青少年の「人づくり」は極めて重要な

県政の課題のひとつと捉え、そのための施策を推進していきます。 

 

 本書は、関係機関が実施する子ども・若者の施策を紹介するとともに、県民の皆様が子ど

も・若者の健やかな成長に深い理解と関心を向けていただくため、平成２６年度における愛

知県の子ども・若者の現状と子ども・若者に関する諸施策をまとめたものです。 

 本書が、関係者はもとより、広く県民の皆様に御活用いただければ幸いです。 

 

  平成２７年１２月 

                     愛知県県民生活部長  川 島   毅 
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