2016
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、子ども・若者の多くが、若い感性と豊かな行動力を活かして、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。しかしながら、一方では、
学習意欲の低下、規範意識の希薄化、減少しているとは言え、深夜はいかい、万引きの多発
など、憂慮すべき状況も見受けられます。
さらに、いじめや児童虐待に関連する事件も後を絶ちません。また、ニート、ひきこもり
など、若者の社会的自立の遅れが指摘されており、子ども・若者をめぐる問題は深刻かつ多
様になっています。

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、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」を策定しました。次代を担う子ど
も・若者の「人づくり」は極めて重要であり、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、若者がこれからの社会を生き抜いていく
ためには、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を
しっかり身に付けていくことが大切です。

本書では、関係機関が実施する子ども・若者の施策を紹介し、県民の皆様に関心を深めて
いただくとともに、子ども・若者の健やかな成長を温かく支えていただくため、平成２７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ました。
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２８年１０月
愛知県県民生活部長

川 島

毅
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（３）キャリア教育の推進
ア

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

46

キャリア教育の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

46

（ア）インターンシップの推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

46

（イ）技能尊重機運の醸成

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

46

（ウ）中学校進路指導の充実 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

46

（エ）キャリア教育の推進

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

46

（オ）顕彰・検定の実施 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

46

３ 子ども・若者の自立をはぐくむ多様な交流

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

48

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

48

社会参加・地域活動の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

48

（ア）少年の主張愛知県大会の開催 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

48

（イ）ＰＴＡ活動の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

48

（ウ）火災予防の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

48

（エ）消防団活動の普及啓発 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

48

（オ）身体障害者レクリエーションの実施

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

49

（カ）盲青年等社会生活教室の開催 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

49

イ

社会貢献活動の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

49

（ア）学校（園）間の連携・協働の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

49

（イ）高大連携高校生防災教育推進事業「高校生防災セミナー」の開催 ‥

49

ウ

自然体験活動の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

49

（ア）愛知県環境学習等行動計画の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

49

（イ）野外教育活動の充実

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

49

スポーツ・文化活動の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

49

（ア）県立学校の部活動指導 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

50

（イ）少年柔道・剣道大会の開催

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

50

（ウ）あいちトリエンナーレ地域展開事業（創作活動場、ワークショップ） ‥

50

（エ）子ども文化芸術体験事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

50

（オ）青年文化事業の実施

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

51

（カ）児童生徒ふれあい文化活動の推進（アートフェスタ開催）‥‥

51

（キ）ふるさと遺産サポートの推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

52

（ク）各種体育大会の推進

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

52

（ケ）総合型地域スポーツクラブの推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

52

（コ）2020年東京オリンピック・パラリンピックあいち選手強化事業 ‥

52

オ

国際交流活動の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

53

（ア）外国青年の招致 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

53

（１）子ども・若者の自立をはぐくむ多様な交流
ア

エ

（イ）語学指導等を行う外国青年招致事業の実施（ＪＥＴプログラム）‥･

53

（ウ）青年国際交流の推進

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

53

（エ）内閣府の主催する青年国際交流事業の実施 ‥‥‥‥‥‥‥‥

53

（オ）愛知のものづくりを支える留学生受入事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥

54

（カ）留学生会館の運営補助 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

54

（キ）愛知県・バンコク都高校生交流事業

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

54

（ク）これからの農業を担う青年の海外派遣研修の実施 ‥‥‥‥‥

54

Ⅱ 困難を抱える子ども・若者の支援 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

55

１ 困難な状況ごとの取組 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

55

（１）障害のある子ども・若者の支援

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

55

教育に関する支援 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

55

ア

（ア）特別支援学校の整備

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

55

（イ）特別支援教育体制の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

55

（ウ）愛知県特別支援教育推進計画 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

55

イ

就労支援を含む自立支援 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

55

（ア）障害者職業訓練の実施 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

55

ウ

55

発達障害のある子ども・若者の支援 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

（ア）発達障害者支援体制の整備

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

55

（イ）発達障害者支援センターの運営 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

55

エ

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

55

（ア）障害及び障害者に対する県民理解促進事業の実施 ‥‥‥‥‥

56

自立と共生の地域社会づくり

（２）少年非行の防止
ア

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

非行防止活動等の充実

56

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

56

（ア）少年非行防止対策の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

56

イ

57

非行防止のための啓発活動の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

（ア）非行防止対策の実施

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

（イ）インターネット対策の推進

57

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

58

（ウ）がん具煙火事故防止対策の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

58

（エ）暴走族対策の実施 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

58

ウ

立ち直り支援活動の充実 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

59

（ア）立ち直り・被害少年支援対策 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

59

（イ）児童自立支援施設の運営 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

59

（３）いじめ等の問題行動、不登校への対応 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
ア

相談・指導体制の充実

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

（ア）家庭教育支援員活動の実施

59
59

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

59

（イ）生徒指導の強化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

59

（ウ）心豊かな児童生徒育成の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

59

（４）ひきこもりに対する支援
ア

多面的で総合的な支援

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

60

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

60

（ア）ひきこもり対策の推進（相談事業）

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

60

（イ）ひきこもり対策の推進（関係機関の連絡調整）‥‥‥‥‥‥‥

60

（ウ）ひきこもり対策人材の育成・養成 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

60

（エ）子ども・若者支援ネットワークの整備 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

60

（５）ニート（若年無業者）
・フリーターに対する支援 ‥‥‥‥‥‥‥‥

61

ア

就業等に向けた支援 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

61

（ア）若者職業支援センターの運営 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

61

（イ）若年者キャリア形成相談の実施 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

62

（ウ）公共職業訓練の実施

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

62

（エ）子ども・若者支援ネットワークの整備‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

62

（６）外国人の子ども・若者の支援 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

62

ア

教育の充実 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

62

（ア）プレスクール等の普及 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

62

（イ）外国人児童生徒の日本語教育支援 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

62

（ウ）外国人児童生徒教育の推進

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

63

就労等に向けた支援 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

63

イ

（ア）外国人労働者に関する憲章の普及促進

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

63

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

64

（ア）多文化ソーシャルワーカーの活用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

64

ウ

相談機能の充実

２ 困難を抱える子ども・若者を総合的に支援するための取組

‥‥‥‥

65

（１）困難を抱える子ども・若者を総合的に支援するための取組 ‥‥‥

65

ア

困難を抱える子ども・若者に対する総合的な支援 ‥‥‥‥‥‥

65

（ア）教育相談の実施 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

65

（イ）家庭教育相談員の設置 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

65

（ウ）家庭支援相談事業（365日子ども・家庭110番）の実施 ‥‥‥

65

（エ）児童相談センター（児童相談所）の運営 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥

65

（オ）児童委員の設置 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

65

（カ）家庭児童相談室の運営 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

65

（キ）総合教育センター教育相談の実施 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

65

（ク）メンタルヘルス相談等の実施 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

66

（ケ）あいち小児保健医療総合センター ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

66

（コ）子ども・若者支援ネットワークの整備

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

66

Ⅲ 子ども・若者と共に育ち合う地域社会づくり ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

67

１ 家庭の教育力の向上

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

67

（１）家庭の教育力の向上 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

67

ア

家庭におけるふれあいの充実

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

67

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

67

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

67

（ア）あいちっこ子育て支援事業の実施 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥･

67

ウ

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

67

（ア）幼児教育充実推進費補助 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

67

（イ）子育て家庭の支援 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

68

（ウ）子育て応援の日（はぐみんデー）の普及啓発

‥‥‥‥‥‥‥

68

（エ）あいち子育て支援活動の情報提供 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

68

（ア）
「家庭の日」県民運動の実施
イ

家庭教育の支援

地域による子育て支援

２ 地域の教育力の向上

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

69

（１）学校と地域との連携 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

69

ア

地域の人材と資源の活用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

（ア）魅力ある学校づくりの推進

69

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

69

（イ）学校（園）間の連携・協働の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

69

（ウ）運動部活動の活性化

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

69

（エ）武道等指導の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

69

イ

69

学校評価の充実

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

（ア）学校評価の充実・改善のための実践研究事業

‥‥‥‥‥‥‥

69

（イ）学校評議員の設置推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

69

ウ

69

地域に根ざした学校づくり ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

（ア）県立学校体育施設スポーツ開放の運営

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

69

（２）企業と地域との連携 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

69

ア

勤労者の地域参加に向けた職場環境づくりの推進 ‥‥‥‥‥‥

69

（ア）ワーク・ライフ・バランスの普及推進

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

69

（イ）ファミリー・フレンドリー企業の登録促進 ‥‥‥‥‥‥‥‥

69

（ウ）職場内家庭教育の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

70

（３）ＮＰＯとの協働

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

70

協働の一層の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

70

（ア）ＮＰＯとの協働の推進 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

70

（４）地域力の強化 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

70

ア

ア

大人自身の意識改革 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

（ア）子ども・若者育成支援県民運動の実施
イ

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

子ども・若者の育成活動の促進と交流を促す情報提供

70
70

‥‥‥‥

70

（ア）青少年団体活動推進費補助

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

70
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