
 確かな学力、豊かな心、健やかな身体の育成 

障害のある子供・若者への支援の充実 🈟 

       

子供・若者育成基本方針 [概要]（施策の体系） 

 

【基本理念】    【基本目標】            【施策の方向、推進事項( )】 
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Ⅰ 全ての子供・若者の健

やかな成長と自立に向け

た支援    （県のⅠ） 

Ⅱ 困難を有する子供・若者

やその家族の支援 

（県のⅡ） 

Ⅲ 子供・若者とともに育

ちあうまちづくり 

（県のⅢ・Ⅳ） 

Ⅳ ふるさとの未来をつく

る子供・若者の応援 

（県のⅤ） 

(1) 基礎的・基本的知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成 🈟……[●] 
(2) 子供・若者の規範意識や思いやりの心を育てる取組の実施       ……[●★] 
(3) 乳幼児期からの家庭を中心とした基本的生活習慣の形成の推進 🈟     ……[■◆●] 
(4) スポーツ活動機会の充実                       ……[■●★] 
(5) 心と体の健康教育の充実 🈟                      ……[◆●★] 

 社会的自立に向けた「生きる力」の育成 

(1) 社会参加機会や多様な活動機会の充実と参加促進            ……[▼◎■●★△□] 
(2) 創造力や探求心を育む教育の推進 🈟                  ……[●★△] 
(3) ＳＤＧｓに基づく環境教育、防災教育の推進 🈟             ……[☆●□○] 
(4) 読書活動の推進                           ……[●★] 

インターネット社会に生きる子供・若者の支援 

(1) 家庭でのルール作りなど、インターネット安全利用対策の推進      ……[■◇●★] 
(2) 情報活用能力の向上、情報モラル教育の推進              ……[●] 
(3) インターネット環境の有効活用の推進 🈟                ……[◎■●] 
(4) インターネット依存の未然防止と相談支援の充実            ……[◇●★] 

 いじめ、不登校、ひきこもり等への対策・支援の充実 

(1) いじめの未然防止・早期発見・早期対応への取組の充実         ……[●★] 
(2) 不登校対策の充実・強化                       ……[◎■◆●★] 
(3) ひきこもりの子供・若者への支援の充実               ……[◎■●] 
(4) 相談支援の専門性の向上                       ……[◎■●] 

(1) 発達段階に応じた支援の推進 🈟                    ……[◎■◆●] 
(2) 学校における指導・支援の充実 🈟                   ……[●] 
(3) 地域における理解の促進と支援の充実 🈟                ……[◎] 

非行・犯罪防止対策の充実 

(1) 非行・犯罪の未然防止、早期発見・早期対応への取組の充実       ……[●★] 
(2) 飲酒・喫煙・薬物乱用防止と啓発活動                 ……[◆●★] 

４ 貧困等、困難を有する子供・若者やその家族への支援 

(1) 貧困問題を抱える子供・若者やその家族への支援            ……[◎●] 
(2) ひとり親家庭に対し、関係機関と連携した子育てや生活・就労支援    ……[■●] 
(3) 相談体制や情報提供の充実                      ……[◎■●] 

明るく温かい家庭づくり 

(1)「家庭の日」の普及                          ……[●★]                 
(2) 食育の推進                             ……[◆●] 
(3) ワーク・ライフ・バランス意識の高揚と男女共同による子育ての推進  ……[▼■◇] 

家庭や地域との連携による学校づくり 

教育力向上へ向けた地域づくり 

子供・若者を取り巻く社会環境の健全化の推進 

(1) 健全育成の取組と、青少年諸団体の活動の推進             ……[★] 
(2) 「大人が変われば子どもも変わる」運動の普及             ……[★] 
(3) 「あいさつ声かけ活動」の推進                    ……[●★] 
(4) 「自助」「互助」「共助」意識を育てる地域コミュニティ活動の促進    ……[☆●★] 
(5) 放課後児童対策の充実                        ……[■] 
(6) 地域で子供・若者を育てる意識の醸成と活動の担い手の育成・確保    ……[●★] 
(7) ジュニアリーダー等の育成・支援                   ……[★] 

(1) 家庭や地域に開かれた学校づくり 🈟                  ……[●] 
(2) 学校を支援する人材の育成 🈟                     ……[▼◎●★] 

(1) 社会環境浄化活動の推進                       ……[★] 
(2) 児童虐待の未然防止と早期発見のための関係機関等との連携強化     ……[◎■◆●★] 
(3) 犯罪や交通災害等から身を守る取組の充実、強化            ……[▲☆■●★] 
(4) 「子ども１１０番の家」事業の推進への連携               ……[●] 

山梨市のよさを実感し、愛着と誇りを持つ教育の推進 🈟 

(1) 地域の特性を生かした教育の推進 🈟                  ……[▼●★] 
(2) 地域交流体験の推進 🈟                        ……[▼■●★△□] 

グローバル社会で活躍する人材の育成 🈟 

(1) 英語をはじめとした外国語教育の充実 🈟                ……[■●] 
(2) 異文化体験活動の推進 🈟                       ……[▼] 

※子供・若者をめぐる現状と課題 
（資料編参照） 

１は「社会環境と子供・若者」 P1～P4 

２は「困難を有する子供・若者」P4～P8 
３は「家庭・地域と子供・若者」P8～P10 
 
 対応する課題 
1-(3) 情報化社会の進展 
1-(5) 持続可能な社会の実現 
1-(6) 学校と子供・若者 
1-(7) 子供・若者の社会参加活動  
1-(8) 若者の就労状況と意識 
3-(1) 家庭における教育力 
3-(2) 地域における教育力 

対応する課題 
1-(6) 学校と子供・若者 
1-(8) 若者の就労状況と意識 
2-(1) ニート 
2-(2) ひきこもりの子供・若者 
2-(3) いじめ、不登校、高校中途退学 

暴力行為の状況 
2-(4) 障害のある子供・若者 
2-(5) 少年非行の状況 
2-(6) 子供の貧困の状況 
2-(10)困難を有する子供・若者に関する

相談窓口 
3-(1) 家庭における教育力 
3-(2) 地域における教育力 
3-(3) 地域における安全・安心 

対応する課題 
1-(1) 子供・若者の人口の減少 
1-(2) 少子化・核家族化の進行 
1-(4) グローバル化の進展 
1-(5) 持続可能な社会の実現 
1-(7) 子供・若者の社会参加活動 
2-(5) 少年非行の状況 
2-(9) 児童虐待の状況 
3-(1) 家庭における教育力 
3-(2) 地域における教育力 
3-(3) 地域における安全・安心 

対応する課題 
1-(1) 子供・若者の人口の減少 
1-(3) 情報化社会の進展 
1-(4) グローバル化の進展 
1-(5) 持続可能な社会の実現 
1-(6) 学校と子供・若者 
1-(7) 子供・若者の社会参加活動 
3-(2) 地域における教育力 
3-(3) 地域における安全・安心 

■ 方 針 の 推 進 体 制 

1 市の推進体制 
(1) 山梨市青少年総合対策本部を中心とした推進体制の充実 
(2) 青少年育成山梨市民会議など関係機関の意見・提言の尊重 

2 県、青少年育成山梨市民会議との連携強化 
 (1) 県との連携、協力体制の強化と一体的な取組推進 
 (2) 青少年育成山梨市民会議との連携強化、活動支援 
3 広報活動の推進 
 ◇ 広報誌等を活用した広報啓発活動の推進 
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＊🈟は、施策、推進事項として新たに
項目建てしたもの 

 

▲総務課 ☆防災危機管理課 

▼地域資源開発課 ◎福祉課 

■子育て支援課 ◆健康増進課 

◇商工労政課 ●学校教育課 

★生涯学習課 △牧丘教育事務所 

□三富教育事務所 ○環境課 

  [推進課] 
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