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は じ め に 

 

青森県の未来を担う財
たから

である子ども・若者が心身ともにたくましく健やかに成長することは、県民全

ての願いです。そして、その実現のため、私たち大人は模範となり、その健全な育成に努め、地域全体

で温かく見守っていく必要があります。 

 近年、少子化の進行や地域力の低下、情報化社会の急速な進展など、子ども・若者を取り巻く社会環

境は劇的に変化し、子ども・若者の意識や行動に大きな影響を及ぼしています。いじめ、不登校、ニー

ト、ひきこもり、貧困のほか、インターネットが介在する問題行動など憂慮すべき事態が多く見られ、

子ども・若者を巡る問題はますます複雑化、多様化しています。 

 県では、県の基本計画である「青森県基本計画 選ばれる青森への挑戦」において、「あおもりの未来

をつくる人財の育成」を重要政策の一つに位置づけ、子どもたちが自己肯定感や充実感を持ち、心身と

もにたくましく健やかに成長するよう、青少年の健全育成に係る諸施策を推進してきたところです。 

「人財」の育成は、未来の青森県づくりの礎です。心豊かでたくましい子ども・若者の育成・支援に

当たっては、教育、福祉、雇用など様々な分野での取組が必要であることから、県では、家庭、学校、

地域社会及び関係機関等と連携して各種の施策を展開しています。 

また、県では、平成１６年度から、子どもたちの豊かな心を育むための取組として、「命を大切にする

心を育む県民運動」を県民総ぐるみで展開してきました。さらに、平成２９年度からは、子どもたちの

孤立感の解消や明るく前向きに未来へ進んでいく気持ちを育み、地域全体で子どもたちを見守る環境づ

くりを進めるための取組を展開しています。加えて、子ども・若者を取り巻く新たな課題等に対応する

べく、平成３０年３月には、本県の未来を担う子ども・若者の成長と自立を社会全体で支援していくた

めの指針として、子ども・若者育成支援推進法に基づく「第２次青森県子ども・若者育成支援推進計画」

を策定し、子ども・若者の育成支援施策を推進しているところです。 

本書では、第１部は子ども・若者の現状と課題、第２部は子ども・若者育成支援施策の実施状況、第

３部は本県の子ども・若者関連事業の概要について取りまとめています。青少年育成関係者はもとより、

県民の皆様に広く御活用いただき、本県の子ども・若者の育成・支援の一助になることを願っています。 

最後に、本書の作成に当たり御協力いただきました皆様に心から感謝申し上げますとともに、本県の

未来を担う子ども・若者が自らの可能性を大きく伸ばし、心豊かでたくましく育つよう、更なる御支援、

御協力をお願いいたします。  

 令和４年３月 

青森県環境生活部青少年・男女共同参画課  





目     次 

 

 

≪第１部≫ 子ども・若者の現状と課題 

 第１章 青少年の人口 

１ 青少年人口の現状と推移 ･･････････････････････････････････････････････････   1 

２ 年齢階層別（男女別）青少年人口 ･･････････････････････････････････････････   1 

３ 市町村別青少年人口 ･･････････････････････････････････････････････････････   2 

第２章 青少年の健康 

１ 児童生徒の体格 ･･････････････････････････････････････････････････････････   3 

２ 児童生徒の体力 ･･････････････････････････････････････････････････････････   3 

第３章 青少年の教育 

第１節 学校教育人口  ･･････････････････････････････････････････････････････････  11 

第２節 学校教育 

１ 学校概要 ････････････････････････････････････････････････････････････････  12 

２ 幼稚園 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  13 

３ 幼保連携型認定こども園 ･･････････････････････････････････････････････････  13 

４ 小学校 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  13 

５ 中学校 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  14 

６ 高等学校 ････････････････････････････････････････････････････････････････  14 

７ 特別支援学校 ････････････････････････････････････････････････････････････  15 

８ 専修学校・各種学校 ･･････････････････････････････････････････････････････  15 

９ 大学 ････････････････････････････････････････････････････････････････････  16 

第３節  学校に係る諸問題  

１ いじめ ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  17 

２ 不登校 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  17 

３ 中途退学 ････････････････････････････････････････････････････････････････  18 

     ４ 暴力行為 ････････････････････････････････････････････････････････････････  19 

第４節 進路状況 

     １ 中学校 ･･････････････････････････････････････････････････････････････････  20 

     ２ 高等学校 ････････････････････････････････････････････････････････････････  21 

    第５節 選挙における投票率の状況 ･･････････････････････････････････････････････  22 

第４章 青少年の労働 

第１節 産業別就労人口 ････････････････････････････････････････････････････････  23 

第２節 青少年の就業状況 

１ 新規学校卒業者の求人・就職状況 ･･････････････････････････････････････････  24 

２ 新規学校卒業者の求職動向 ････････････････････････････････････････････････  25 

３ 新規学校卒業者の初任給 ･･････････････････････････････････････････････････  26 

４ 新規学校卒業者の離職状況 ････････････････････････････････････････････････  26 

５ 完全失業率と完全失業者数の状況 ･･････････････････････････････････････････  27 

６ ニート・フリーターの状況 ‥･･････････････････････････････････････････････  28 

７ ひきこもりの状況 ････････････････････････････････････････････････････････  29 

 



第５章 子どもの貧困問題 

１ 生活保護世帯の19歳以下の被保護者数の状況 ････････････････････････････････  31 

２ 要保護・準要保護児童生徒数、就学援助率の推移 ････････････････････････････  31 

３ ひとり親世帯の状況 ･･････････････････････････････････････････････････････  32 

第６章 安全と問題行動 

第１節 青少年の安全 

１ 青少年の死亡者数 ････････････････････････････････････････････････････････  33 

２ 青少年の交通事故 ････････････････････････････････････････････････････････  34 

３ 青少年の水難 ････････････････････････････････････････････････････････････  36 

第２節 犯罪や虐待による被害状況 

１ 犯罪被害の状況 ･･････････････････････････････････････････････････････････  36 

２ 児童虐待相談対応件数･･････････････････････････････････････････････････････  37 

第３節 少年非行の概況 

１ 非行少年等の検挙・補導人員の年別推移 ････････････････････････････････････  38 

２ 刑法犯少年の罪種別検挙・補導人員の推移 ･･････････････････････････････････  38 

３ 刑法犯少年の学職別検挙・補導人員の推移 ･･････････････････････････････････  38 

第４節 青少年の問題行動 

１ 薬物乱用 ････････････････････････････････････････････････････････････････  39 

２ 性逸脱行為 ･･････････････････････････････････････････････････････････････  39 

第７章 青少年の意識 

１ 青少年の意識に関する調査について ････････････････････････････････････････  41 

２ 結果概要(単純集計) ‥････････････････････････････････････････････････････  42 

３ 結果概要(クロス集計)  ･･･････････････････････････････････････････････････ 59 

 

コラム 新型コロナウイルス感染症下での子どもたちへの接し方 ･･････････････････････････  63 

子ども・若者が使う『道具』としてのインターネットと遵法 ･･････････････････････  64 

こころの健康教育・人間関係づくり教育をすすめよう！ ･･････････････････････････  67 

地域とつながる子どもの居場所づくり ･･････････････････････････････････････････  69 

気付いてあげたい子どものＳＯＳ ･･････････････････････････････････････････････  70 

 

≪第２部≫ 子ども・若者育成支援施策の実施状況 

第１章 子ども・若者育成支援施策の総合的な推進 

第１節 国の動き ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 73 

第２節 県における子ども・若者育成支援施策の総合的な推進 

１ 第２次青森県子ども・若者育成支援計画の策定 ･･････････････････････････････  73 

２ 計画の進行管理 ･･････････････････････････････････････････････････････････  75 

３ 県の推進体制 ････････････････････････････････････････････････････････････  75 

第２章 子ども・若者のたくましく健やかな成長に向けた支援 

    第１節 基礎能力である「知・徳・体」の育成 

     １ 命を大切にする心を育む環境づくりの推進 ･･････････････････････････････････ 81 

     ２ 心と体の健やかな育成 ････････････････････････････････････････････････････ 83 

     ３ 確かな学力の向上 ････････････････････････････････････････････････････････ 86 

第２節 社会的・職業的自立に必要な能力の育成 

１ 社会の変化に対応できる能力の育成 ････････････････････････････････････････  87 



２ 社会参加の推進 ･･････････････････････････････････････････････････････････  89 

３ 職業的自立に向けた能力の育成と就労支援 ･･････････････････････････････････ 95 

第３章 困難を有する子ども・若者やその家族へのきめ細かな支援 

第１節 ニート等に対する支援 

 １ ニート等に対する就労支援 ････････････････････････････････････････････････ 99 

 ２ 若者の職場適応と定着化、正規雇用化の推進 ････････････････････････････････ 99 

第２節 いじめ、不登校、高校中途退学等への対応 

 １ いじめ、不登校、暴力行為への対策・支援 ･･････････････････････････････････ 102 

 ２ 高校中途退学対策と中途退学者への支援 ････････････････････････････････････ 104 

第３節 障害等のある子ども・若者への支援 

 １ 身体・知的・精神障害のある子ども・若者への支援 ･･････････････････････････ 104 

 ２ 発達障害のある子ども・若者への支援 ･･････････････････････････････････････ 112 

第４節 ひきこもりの子ども・若者への支援  

 １ 精神保健・福祉・医療分野での支援 ････････････････････････････････････････ 113 

 ２ 社会教育からの支援 ･･････････････････････････････････････････････････････ 113 

第５節 非行・犯罪防止対策と立ち直り支援の充実 

１ 警察 ････････････････････････････････････････････････････････････････････ 114 

２ 少年補導センター ････････････････････････････････････････････････････････ 115 

３ 家庭裁判所 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 116 

４ 少年鑑別所(法務少年支援センター) ････････････････････････････････････････ 117 

５ 保護観察所 ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 119 

第６節 子どもの貧困対策の推進 

１ 計画に基づく施策の推進 ･･････････････････････････････････････････････････ 122 

２ 計画の進行管理 ･･････････････････････････････････････････････････････････ 124 

    第７節 特に配慮が必要な子ども・若者への支援の充実 

１ 子ども・若者の自殺対策の推進 ････････････････････････････････････････････ 124 

     ２ 性的マイノリティに対する理解の促進 ･･････････････････････････････････････ 125 

第８節 困難を有する子ども・若者やその家族に対する総合的な支援 

     １ 関係機関等による相談支援体制の強化 ･･････････････････････････････････････ 125 

     ２ 当事者と支援体制がつながる機会づくり ････････････････････････････････････ 126 

 第４章 子ども・若者の成長を社会全体で支える環境づくり 

    第１節 家庭・学校・地域の相互連携による教育力向上の推進 

     １ 家庭の教育力向上のための支援の推進 ･･････････････････････････････････････ 129 

     ２ 家庭や地域との連携・協働による学校づくりの推進 ･･････････････････････････ 130 

     ３ 地域の教育力向上のための取組の推進 ･･････････････････････････････････････ 132 

    第２節 県民一人ひとりが子ども・若者の育成支援に参画する環境づくりの推進 

     １ 地域活動の支援の充実 ････････････････････････････････････････････････････ 134 

     ２ 男女がともに子どもを育てる環境づくりの推進 ･･････････････････････････････ 143 

    第３節 子ども・若者を取り巻く社会環境の健全化の推進 

     １ 社会環境浄化対策の推進 ･･････････････････････････････････････････････････ 144 

     ２ 子ども・若者の被害防止・保護活動の推進 ･･････････････････････････････････ 147 

 第５章 子ども・若者の成長を支える担い手の養成 

    第１節 地域の人財育成 

     １ 育成関係者の人財育成 ････････････････････････････････････････････････････ 151 



    第２節 専門性の高い人財の育成・確保 

     １ 総合的な知見の下に支援をコーディネートする人財の育成 ････････････････････ 152 

     ２ 教員の資質能力の向上 ････････････････････････････････････････････････････ 152 

 第６章 創造的な未来を切り拓く子ども・若者の育成の推進 

    第１節 グローバル社会で活躍する人財の育成 

     １ 国際交流・国際理解教育の推進 ････････････････････････････････････････････ 155 

    第２節 科学技術に精通した人財等の育成 

     １ 理数教育の推進（スーパーサイエンスハイスクール） ････････････････････････ 165 

    第３節 地域づくりで活躍する若者の応援  

 １ 地域づくりで活躍する若者の育成 ･･････････････････････････････････････････ 166 

第４節 国際的に活躍できる次世代競技者の育成 

     １ 本県の競技力の現状 ･･････････････････････････････････････････････････････ 166 

     ２ 国際大会や全国大会で活躍できるジュニア選手の発掘・育成・強化 ････････････ 167 

 

≪第３部≫ 本県の子ども・若者関連事業の概要 ･･････････････････････････････････････････ 171 

 

≪参 考≫ 青森県青少年健全育成条例 ･･････････････････････････････････････････････････ 187 





 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

青森県子ども・若者白書 

令和 4年 3月発行 

 

編集発行 青森県環境生活部      

青少年・男女共同参画課 

    青森市長島一丁目 1番 1 号 

ＴＥＬ 017-734-9226 

ＦＡＸ 017-734-8050 

E-mail seishonen@pref.aomori.lg.jp 


