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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、少子化や、核家族化、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

社会環境の急速な変化が子ども・若者の意識や行動に大きな影響を及ぼし、少年非行のほか、いじめや

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 未来を変える挑戦」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、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むため、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。また、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

定したところです。 

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。  

 平成３０年３月 

青森県環境生活部青少年・男女共同参画課  
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