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第３章　子供・若者育成施策の推進

1 全ての子供・若者の健やかな育成
（１）自己形成のための支援

現状と課題

　・�　本県では、全国に先んじて人口減少が進み、地域活動の担い手の高齢化が進み、
令和４年にはいわゆる団塊の世代が後期高齢者となり始めます。

�　　�　少子化や家族形態の多様化、急速に進展する情報化等により、他者と直に接する
機会が減少し、コミュニケーション能力や規範意識、協調性等が低下しているとの
指摘があります。

��　　�　子供が成長するための基礎となる、命を大切にする心や他者への思いやりの心、
規範意識等を養うことがこれまで以上に求められます。特に、幼児期は生涯にわた
る人間形成の基礎が培われるきわめて重要な時期であることから、家庭や地域、幼
稚園等がそれぞれの教育機能を発揮し、連携して幼児の健やかな成長を支える必要
があります。

　・�　「生きる力」の基盤の一つとなる学力の向上に取り組んできましたが、思考力や
判断力、表現力等の知識や技能を活用する力に依然として課題があります。

��　　�　新学習指導要領では、知識及び技能の習得や、思考力・判断力・表現力等の育
成、学びに向かう力・人間性等の涵

かんよう

養の実現に向けて、「主体的・対話的で深い学
び」の視点からの授業改善が求められています。

　・�　全国的な傾向として、運動をする子供とそうでない子供の二極化が見られ、本県
においても、同様の傾向にあります。

���　　�　幼少期から運動に親しむ機会の充実や、体育授業の充実による運動好きな児童生
徒の育成を図ることが重要です。

　・�　地域に愛着を持つ子供・若者は多いものの、地域活動への関心が低い状況となって
おり、地域における自然体験や集団宿泊体験の機会の減少等が課題となっています。

　　�　次代の和歌山の担い手である子供・若者が、積極的に社会参加・参画活動を行い、
変化し続ける社会の中で、自ら考え、行動できる力を身に付けることが必要です。
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施策と主な取組

　①豊かな心と健やかな体の育成
　　〇命を大切にし、思いやりを育む教育の充実
�　　　�　多様な人々で構成される地域社会の中にあっては、命を大切にする心や他者を

思いやる心、多様性を認め、尊重しつつ協働していく心を持つことが大切です。
��　　　�　このため、多様な人々との交流活動や人権に関する教育や啓発、男女共同参画

の視点に立った教育等により、人権意識や共生意識の涵養を図ります。
　　〇基本的な生活習慣の形成
��　　　�　家庭や学校、地域と連携して、「早ね・早おき・朝ごはん」運動・「おいしい

食べきり」運動や食に関する学習・体験活動を通した食育を推進するなど、基本
的な生活習慣や望ましい食習慣を身に付けるための取組を実施します。

　　〇規範意識等の育成
���　　　�　和歌山県独自の道徳教科書や教材を用いた道徳教育や非行防止教室・インター

ネットの適切な利用に関する情報モラル※教育を通して、規律ある生活態度や社会
生活を営んでいくために必要な規範意識や思いやりの心、コミュニケーション能
力の育成を図ります。

　　〇体験活動の推進
���　　　�　豊かな人間性や社会性、自己肯定感、自己有用感、意欲、チャレンジ精神等を

涵養し、「生きる力」を育むため、子供の発達段階や子供の置かれた状況に応じ
た自然体験や社会体験、生活体験、芸術・伝統文化に触れる体験の充実に努める
とともに、そのような活動の成果を発表する場を提供します。

���　　　�　また、学校教育の場においても、音楽・美術・伝統文化等の優れた文化・芸術
に触れる機会の創出を図ります。

　　〇読書活動の推進
���　　　�　子供・若者が読書を通して言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、豊かな想

像力を身に付けられるよう、読書活動を推進します。
���　　　�　小・中学校においては、学校司書の配置の促進や、学校図書館資料等の整備・

充実を図るとともに、地域においては、公立図書館や図書室等の読書環境の充実
を図ります。

　　〇体力の向上
���　　　�　体力は「生きる力」の基盤となり、健康維持に加え、意欲や気力といった精神

面の充実にも深く関わっていることから、体育の授業の充実や運動部活動の推進
などを通して運動機会を拡大させ、体力の向上を図ります。
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　　〇ふるさと教育の推進
����　　　�　地域の素晴らしさに気づき、ふるさとに愛着と誇りを持ち、ふるさとに貢献で

きる人材を育成するため、郷土の自然や歴史、文化、産業、先人の偉業などにつ
いての理解を深めるとともに、本県の豊かな文化遺産やジオパークなど地域の教
育資源を活用した学習活動の充実を図ります。�

　　〇環境教育・環境学習の推進
����　　　�　気候変動をはじめとする今日の様々な環境問題を解決していくためには、県民

一人一人が主体的に考え、行動することが大切です。地域の自然や身近に起こっ
ている環境問題（温室効果ガス、海洋プラスチックごみ等）を題材として、子供
や若者の環境保全に対する理解と認識を深め、行動する能力を養う環境教育・環
境学習を推進します。

　　〇幼児教育の充実
�����　　　�　幼児期の教育が小学校以降の生活や学習を支える基盤となることを踏まえ、全

ての幼児に質の高い教育を行うとともに、幼児教育と小学校教育の円滑な接続を
推進します。

　　〇生涯学習への対応
�����　　　�　生涯を通して学習や体験できる環境の整備、多様な学習機会の提供、学習した

成果が適切に評価され、それを生かして様々な分野で活躍できるようにするため
の仕組みづくりなど、生涯学習社会の実現を目指した取組を推進します。

�����　　　�　また、学び直しなどを通して、全ての子供・若者がキャリアを伸ばすことがで
きる環境の整備を推進します。

　②社会形成への参画支援
　　〇社会形成に参画する態度を育む教育の推進
�����　　　�　法教育や租税教育、金融教育、労働教育、消費者教育、主権者教育等、社会の

一員として自立し、適切な権利の行使と義務の遂行により、社会に積極的に関わ
ろうとする態度を育むために必要な教育を推進します。

�����　　　�　また、社会形成の参画に向けた実践力を育成するため、子供・若者の意見表明
機会の確保を図ります。

　　〇ボランティア活動等による社会参画の推進
�����　　　�　ボランティア活動などを通して市民性・社会性を獲得し、地域社会に参画する

ことを支援します。
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　③確かな学力の向上
　　〇新学習指導要領の目指す姿
�����　　　�　基礎的・基本的な知識・技能の習得、これらを活用して課題を解決するために

必要な思考力・判断力・表現力などの育成、学びに向かう力、人間性等の涵養の
実現に向けて、児童生徒が主体的に学ぶ授業を推進します。

　　〇個に応じた指導の充実等
�����　　　�　小・中学校段階において、学習内容を確実に身に付けることができるよう、児

童生徒や学校の実態に応じて、指導方法や指導体制の工夫改善を推進します。
������　　　�　また、学校生活になじめない子供に対しても、小・中学校段階の教育の機会の

確保を一層推進します。
　　〇特色・魅力ある高等学校教育の実現に向けた取組
�������　　　�　希望する全ての子供が高等学校を卒業できるよう、多様化する生徒の実情を踏ま

えつつ、学習面や生活面での支援を行うとともに、教育の質の保証を図ります。
�������　　　�　また、生徒の実態に応じ、小・中学校段階における学習内容の確実な定着を図

るための学習機会を設けるなど、学び直しを推進します。
　　〇学校教育の情報化の推進
�������　　　�　GIGAスクール構想※において整備された学校のICT※環境の効果的な活用によ

り、個別最適な学びと協働的な学びを実現し、教職員のICT活用指導力の向上と業
務負担の軽減を図るとともに、児童生徒の情報活用能力の向上に努めます。

　　〇少人数学級の実施等
��������　　　�　令和３年度から令和７年度までの５年間で、小学校の学級編制の標準が40人か

ら35人に引き下げられることに伴い、ICT※等を活用した全ての子供たちの可能性
を引き出す個別最適な学びと協働的な学びを実現するとともに、今後どのような
状況においても子供たちの学びを保障するため、教職員を計画的に配置します。

　　〇多様な価値観に触れる機会の確保等
��������　　　�　インターネットを利用した調べ学習や、国際交流等を通して、普段の生活の場

を越えた多様な価値観と社会の様子を学ぶとともに、情報機器を用いて地域や国
内外の様々な人々と継続的なコミュニケーションが取れるようになるための支援
を充実させます。

　④高等教育の充実
　　〇教育機関の充実
��������　　　�　紀南地域における高等教育の拠点である和歌山大学南紀熊野サテライトの運営

を支援します。
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①豊かな心と健やかな体の育成
　〇「早ね・早おき・朝ごはん」運動の推進（生涯学習課）
���　　�　基本的な生活習慣確立の重要性を啓発するため、県内全ての小学１年生に

「早ね・早おき・朝ごはん」ガイドブックを配付するとともに、小学校等に
おいて「出張！県政おはなし講座」を開催します。

　〇和歌山県独自の道徳教科書を活用した道徳教育の充実（義務教育課）
�������　　�　全ての公立小・中学校において、本県独自の道徳教科書「心のとびら」･
「希望へのかけはし」を活用した道徳の授業を計画的に実施することによ
り、児童生徒の道徳性を育みます。

　〇県立青少年の家を利用した体験活動の推進（青少年・男女共同参画課）
�����������　　�　社会性や協調性を育むため、集団宿泊体験や自然体験、様々な体験プログ

ラムを通して心身ともに健康な青少年を育成するとともに、地域における青
少年活動の拠点として青少年の家（県内３箇所）を運営します。

　〇�県立博物館施設の高校生以下入館料無料化（文化学術課、文化遺産課、自然
博物館）

�����������　　�　県立博物館施設(近代美術館・博物館・紀伊風土記の丘資料館・自然博物館)
の高校生以下の入館料を無料とし、貴重な芸術・文化作品及び郷土の文化・
自然に触れる機会を提供し、豊かな感性を育成します。

　〇「ジュニア県展」開催によるジュニア芸術の育成（文化学術課）
���������������　　�　県内に在学又は在住の小・中学生を対象とした、公募による美術展覧会を

開催します。入賞・入選作品を県立近代美術館で展示するとともに、県内各
地で入賞作品を巡回展示します。

　〇読書を楽しむ習慣づくり（生涯学習課）
���������������　　�　学校において、一斉読書等を推進するとともに、読書履歴の記録を通した

読書への動機づけを行うことにより、児童生徒の読書機会を創出します。ま
た、地域においては、コミュニティ・スクール※による読書活動推進、リサイ
クル図書の活用、読み聞かせなどの図書ボランティアの講座を行うことで、

　　〇教育内容の充実
��������　　　�　大学や高等専門学校において、職業やキャリアについて考える機会を提供し、

次世代の県内産業界を支える人材の育成につなげます。また、県内企業の経営者
や現場管理者などによる実践的な講義を実施することにより、企業が求める即戦
力人材を育成します。

関係施策等
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読書環境や読書推進の担い手の充実を図り、県民の読書文化を醸成します。
　〇「体力アッププラン」の充実（義務教育課）
���������������　　�　体育授業の充実や運動部活動の推進などを通して運動機会を拡大すること
により、児童生徒の体力向上を目指します。また、「紀州っ子かがやきエク
ササイズ＆ダンス」の更なる活用と、「きのくにチャレンジランキング」の
充実を図ります。

　〇「わかやま何でも帳」を活用したふるさと教育の推進（義務教育課）
���������������　　�　和歌山県版ふるさと教科書「わかやま何でも帳」を県内全ての中学生と
小・高等学校に配布するとともに、「わかやま何でも帳」を活用しながら、
本県の自然や歴史、文化、先人等について学ぶふるさと教育を推進します。

　〇学校給食等への県産農水産物の提供（果樹園芸課、畜産課、水産振興課）
�����������　　�　子供たちの郷土愛や食に対する感謝の気持ちを醸成するため、小・中学校
等における学校給食や学習活動の機会に、県産農水産物（果物・魚・鯨肉・
ジビエ）を提供します。

　〇キノピー教室の実施（紀の国ふるさとづくり協議会（林業振興課））
���������������　　�　森林の恵みとそれを支えてきた山村に対する理解と関心を深めるため、県
内の幼児を対象に紙芝居「みんなで森に行こう」を通して、森林の働きや山
の大切さについて普及啓発します。

　〇紀の国森づくり基金活用事業（緑育関係）の実施（森林整備課）
���������������　　�　本県の豊かな森林や林業、環境問題への関心を高め、森林を守り育てる意識

を育んでもらうため、県内の小中学生等を対象に間伐体験等を行っています。
　〇�小中学校における梅システムに関する授業の導入推進（みなべ・田辺地域世
界業遺産推進協議会（里地・里山振興室））

����������������　　�　子供たちの郷土愛の醸成を図るため、生産者や事業者などが講師となり、
梅システムの仕組みや重要性を学習する授業の導入を推進します。

　〇「わかやまこどもエコチャレンジ」の実施（環境生活総務課）
����������������　　�　夏休みの課題として、子供たちが家族と一緒にエコ活動に取り組み、レ
ポートを作成する「わかやまこどもエコチャレンジ」を実施し、子供たちの
環境意識の向上を図ります。

　〇南紀熊野ジオパーク探偵団（自然環境室）
���������������������　　�　南紀熊野ジオパークをフィールドとした探究活動を通じて、地元が抱える

様々な課題解決に向け、自立的に考え行動する次世代を担う人材を育成します。
　〇�生物多様性の保全を担う人材育成（ネイチャー・キャンプ、ネイチャー・ア
ワード、ネイチャー・カリキュラム）（自然環境室）

��������������������　　�　県内の豊かな自然環境や希少な動植物を将来にわたり保全していくため、
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その担い手となる人材を発掘・育成することを目的に、若年層における生物
多様性に係る優れた活動を表彰するとともに、自然に深く関わる知識や技術
の体験の場を提供します。

　〇�和歌山県ごみの散乱防止に関する条例に基づく教育・啓発の実施（循環型社
会推進課）

��������������������　　�　学校での「出張！県政おはなし講座」の開催やわかやまごみゼロ活動、プ
ラスチックごみ削減の県民運動などにより、ごみの適正処理、３Ｒを推進
し、資源を大切にする心を涵養しながら、未来を担う子供たちが和歌山県を
もっともっと美しくする気持ちを育みます。

� �
②社会形成への参画支援
　〇「和歌山県少年メッセージ」の開催（青少年・男女共同参画課）
��������������������������　　�　中学生の社会参加の促進を図るとともに、中学生に対する大人の理解を深

めるため、今を生きる中学生が何を考え、社会に対して何を訴えたいのかな
どをテーマにした作文の発表大会の開催を支援します。

　〇主権者教育の推進（県立学校教育課）
��������������������������　　�　高等学校において、「教科における政治・社会・選挙制度等の学習」及び

「選挙権を持つ高校生に対する投票の啓発」を推進します。
　〇消費者教育の推進（県民生活課）
���������������������������������　　�　県内の学校に専門の講師を派遣して、消費生活に関して必要な知識を学習
するための講座を開催するなど、自主的かつ合理的に行動することができる
消費者を育成します。

　〇県民運動の推進（県民生活課）
���������������������������　　�　「花いっぱい運動」、「クリーンアップ運動」の実施や県民歌の普及な
ど、県民のふるさと和歌山への誇りと愛着心を高揚させるための県民運動を
広く展開します。

③確かな学力の向上
　〇学力向上プログラム(義務教育課)
���������������������������　　�　公立中学校において、学習到達度調査を年２回実施します。調査により把
握した生徒個人の課題に応じて復習教材を提供します。また、教員研修を充
実させ、教員の授業力の向上を推進します。

　〇「学力向上推進プラン」の充実（義務教育課）
��������������������������　　�　各学校において、数値目標や具体的な取組を盛り込んだ学力向上推進プラ
ンを作成し、実施します。さらに、現状に即したプランとなるよう、学力調
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査等を活用した点検・評価を継続して行います。
　〇補充学習の充実（義務教育課）
��������������������������　　�　放課後や長期休業等で活用できる学習教材を提供し、児童生徒一人一人の
理解に応じた指導を徹底するなど、補充学習を充実させます。

　〇退職教員派遣による教員の指導力向上（県立学校教育課、義務教育課）
���������������������������　　�　優れた教育実践力を持つ退職教員を小・中学校に派遣する「きのくに学力
定着フォローアップ」や高等学校に派遣する「学習指導支援員派遣事業」に
より、学校の取組や教員の授業づくりを指導・支援します。

　〇ICT※を活用した学びの充実（教育総務課、県立学校教育課、義務教育課）
���������������������������　　�　児童生徒が主体的に考え、他者と協働してこれからの社会を生き抜く力を

育成するとともに、感染症や災害による臨時休業の中でも質の高い学びを保
障するため、学校におけるICT環境や研修体制を整備し、ICTを効果的に活
用した授業を推進します。

� �
④高等教育の充実
　〇和歌山大学南紀熊野サテライトの運営支援（文化学術課）
���������������������������　　�　和歌山大学が田辺市に開設している南紀熊野サテライトの運営を地元市町村等

と構成する協議会を通じて支援し、紀南地域の高等教育環境の向上を図ります。
　〇県内大学等における産業人材育成の支援（労働政策課）
����������������������������　　�　企業の経営理念や経営者自身のキャリア形成過程の体験等を、県内の企業
経営者等が大学や高等専門学校において講義し、活力ある県内企業に対する
理解を深めるとともに、職業やキャリアについて考える機会を提供し、次世
代の県内産業界を支える人材の育成につなげます。

（２）子供・若者の健康と安全・安心の確保

現状と課題

　・�　子供・若者がインターネットを契機として知り合った相手から性的被害を受けるな
ど、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関す
る法律」や「和歌山県青少年健全育成条例」等に触れる事件が多数発生しています。

�　　�　自らの心身の健康を守ることを基本とし、生命尊重や人間尊重の精神に基づき、
発達の段階に応じた性に関する指導の充実を図るとともに、相談体制を整える必要
があります。また、これらの問題には、家庭や学校、地域、行政、警察、医療機関
等が連携して取り組むことが求められています。
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　①健康教育の推進と健康の確保・増進等
　　〇健康教育の推進
�　　　�　子供・若者が、性に関する指導、がん教育及び薬物乱用防止教育等を通して、

心身の健康と命の大切さについて正しい知識等を身に付けることができるよう、
専門家の協力も得ながら健康教育の充実と推進を図ります。

　　〇思春期特有の課題への対応
��　　　�　思春期特有の悩みや不安に対する相談等を実施するとともに、未成年者の喫煙、

飲酒の防止に係る教育・啓発を徹底します。また、人工妊娠中絶の実施率や性感染
症罹患率、痩身傾向児の割合を減少させるための教育・啓発に取り組みます。

　　〇妊娠・出産・育児に関する教育
　　　�　妊娠や出産、育児などに関する正しい理解を促すため、家庭や学校、地域にお

ける教育や情報提供などの充実を図ります。
　　〇10代の親への支援
　　　�　予期せぬ妊娠等により、身体的、精神的な悩みや不安を抱えた若年妊婦等が身

近な地域で必要な支援を受けられるよう相談体制を構築します。
　　〇安全で安心な妊娠・出産、産後の確保等
�　　　�　安全かつ安心で健やかな妊娠・出産、産後を支援するため、成育基本法を踏ま

え、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援体制の充実に取り組むとともに、
「子育て世代包括支援センター」の機能充実を図ります。

　②子供・若者に関する相談体制の充実
　　〇自ら考え自らを守る力の育成等
�　　　�　子供・若者が困難を抱えた場合に適切に相談を行うことができるよう、発達段

　・�　いじめの態様は様々ですが、近年、スマートフォン等の急速な普及により、SNS等
での誹謗中傷や悪質な書き込み等によるいじめが増加しています。

��　　�　いじめ根絶に向けて、学校だけでなく家庭や地域、関係機関等が連携し、未然防
止、早期発見・早期対応、早期解決のための体制を強化していくことが重要です。

　・�　台風や土砂災害等、風水害による被害が多く発生しています。さらに、今後、南
海トラフの地震が高い確率で発生することが想定され、中央構造線断層帯では直下
型地震の発生も懸念されています。何よりも守らなければならないのは人命です。
地震・津波をはじめとする災害から身を守り、被害を最小限にくい止めるために
は、防災についての正しい知識を身に付け、災害発生時に率先して行動できるよう
にする必要があります。

施策と主な取組
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階に応じつつ、能動的かつ適切に他者に頼る意識・態度や、ときに漠然とした自
らの思いや状況等を言葉にできる力を育むとともに、子供・若者に対する各種相
談窓口や相談方法についての広報啓発、雇用や消費者保護等の関係法令について
の適切な理解の促進等により、自ら考え自らを守る力を育成します。

　　〇子ども・若者総合相談センターの充実
　　　�　若者サポートステーションWithYouにおいて、子供・若者のあらゆる相談に対

応し、適切な支援機関の紹介や情報提供、助言等を行います。
�　　　�　また、出張相談を行うなど、相談窓口を拡充し、子供・若者が気軽に相談でき

る体制を整備するとともに、関係機関との連携を強化し、支援体制の充実を図り
ます。

　　〇学校における相談体制の充実
　　　�　スクールカウンセラー※やスクールソーシャルワーカー※等の配置を推進して、

学校における相談体制を充実させます。
　　〇地域における相談体制の充実
　　　�　子供の発育・発達や心身の健康問題、薬物乱用・性・感染症等に関する相談及

び医療機関による対応の充実を図ります。
�　　　�　また、警察署等において、少年の非行やいじめ、犯罪被害に関連した総合的な

相談に応じます。さらに、個々の少年の実情に合わせて、保護観察所や少年鑑別
所をはじめとする適切な機関と連携しながら、一人一人の少年に寄り添った丁寧
な支援を行います。

　　〇いじめ防止・暴力対策等
�　　　�　学校において、児童生徒に定期的にアンケート調査や面談等を行い、いじめを

早期に発見するとともに、総力をあげて迅速かつ適切にきめ細やかな対応を行い
ます。

　　　�　また、教職員がいじめや暴力行為等の問題に関する正しい知識を持ち、適切な
指導や支援を行うことができるよう、教職員の資質・能力の向上や研修の充実に
取り組みます。

　　〇人権擁護
�　　　�　子供・若者からの人権に関する様々な相談に対応します。
�　　　�　また、県の相談機関が迅速かつ適切に対応できるよう、相談員の資質向上に努

めるとともに、国・市町村、弁護士会、NPO等といった関係機関との相互の連
携・協力に取り組みます。
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　③被害防止等のための教育・啓発
　　〇防災教育の推進
�　　　�　防災についての正しい知識や災害発生時等に解決すべき問題に対応できる判断

力・実践力を身に付けるための取組の充実を図ります。
�　　　�　また、「世界津波の日」（11月５日）の由来となった濱口梧陵の精神や過去の

災害の教訓を伝えることにより、津波防災意識を向上させます。
　　〇安全教育
�　　　�　犯罪被害、自然災害、交通事故等の危険から自分や他者の身を守る能力を養う

ため、参加・体験・実践型の教育手法を活用するなどして、発達段階に応じた体
系的な安全教育を推進します。

　　〇命を大切にする教育
　　　�　生命の尊さを学び生命を大切にする教育の機会等を通して、罪を犯してはならな

いという規範意識の向上や、犯罪被害者等への配慮・協力意識の涵養を図ります。
　　〇ドメスティック・バイオレンス等の防止
�　　　�　配偶者等からの暴力、ストーカー行為等の加害者にも被害者にもならないよ

う、予防啓発の充実を図ります。
　　〇情報モラル※教育
�　　　�　情報社会で適正な活動を行うための基となる考え方と態度を身に付けるため、

情報モラル教育において、犯罪被害を含む危険の回避など、情報の正しく安全な
利用に向けた教育や啓発活動を推進します。

　　〇労働者の権利保護
�　　　�　労働関係法令等、労働者の権利に関する知識を身に付け、適切に活用できるよ

うにするための教育・啓発を推進します。
　　〇消費者教育
��　　　�　子供・若者が消費者トラブルに巻き込まれることを防止するとともに、消費者

として自主的かつ合理的に行動することができるよう、その自立を支援するため
の消費者教育を推進します。特に、学校教育においては、成年年齢の引下げや、
デジタル化の進展等の社会変化を踏まえ、積極的な情報発信等を行うとともに、
学習指導要領の周知を図り、各教科等において充実した消費者教育の実践を推進
します。また、大学等においては、学生の持つ様々な側面に応じ、積極的に消費
者教育に取り組むことを促します。
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①健康教育の推進と健康の確保・増進等
　〇     地域・職域連携による総合対策の実施（健康推進課）
���������������������������　　�　未成年者に対する防煙教室や禁煙希望者に支援を行うための講習会を開催
するとともに、妊産婦に対しては、妊娠届出や乳幼児健康診査の機会を捉え
て受動喫煙による健康影響等に関する情報提供や相談を行います。

����������������������������　　�　また、世界禁煙デー等の機会を利用した禁煙・防煙の啓発や専門医による
禁煙相談を行います。

　〇          思春期講座の開催（健康推進課）
����������������������������　　�　望まない妊娠による人工妊娠中絶や性感染症の予防を目的として、高校生
等を対象に思春期講座を行い、性や妊娠・出産に関する正しい知識の普及を
図ります。

　〇     周産期・小児医療提供体制の確保（医務課）
����������������������������　　�　リスクの高い母体・胎児・新生児に高度医療を24時間体制で提供する周産
期母子医療センターの整備を図ります。

����������������������������　　�　また、県立医科大学附属病院に設置した小児医療センターにおいて、胎児
期から思春期までの一貫した総合的かつ専門的な医療を提供する体制の充実
を図ります。

　〇     「子ども救急相談ダイヤル（♯8000）」の実施（医務課）
�����������������������������　　�　平日夜間や土日祝日の子供の急病に際し、医療機関での受診の必要性の有
無や自宅での処置方法等について、看護師（必要な場合は医師）による電話
相談を受け付け、保護者の不安や負担を軽減します。

� �
②子供・若者に関する相談体制の充実
　〇           若者サポートステーションWithYouにおける総合相談の実施（青少年・男女

共     同参画課）
�����������������������������　　�　概ね15～39歳の子供・若者のあらゆる相談にワンストップで対応し、助言
や情報提供、適切な支援機関の紹介等を行います。

　〇           乳幼児発達相談指導の実施（健康推進課）
�����������������������������　　�　各市町村の乳幼児健康診査により紹介された発達や療育に心配のある乳幼
児に対して、発達相談及び療育相談を実施します。

関係施策等
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　〇            児童相談所（子供に関する相談機関）（子ども・女性・障害者相談セン
ター、紀     南児童相談所）

����������������������������　　�　児童相談所では、18歳未満の児童に関するあらゆる問題について、児童や
保護者等からの相談に応じ、児童の最善の利益を図るために、児童や保護者
に最も適した援助や指導を行います。

����������������������������　　�　緊急の場合や行動観察のために児童を保護したり、児童養護施設等への入
所措置等も行います。保護した児童に対する意見形成・意見表明支援にも取
り組みます。

　〇            いじめ問題対応マニュアルの活用（教育支援課）
����������������������������　　�　「いじめ問題対応マニュアル」、「いじめ問題対応ハンドブック」、「子
どもの安全・安心サポートマニュアル　見逃さないで！子どものSOS」等を
活用した校内研修の充実により教員の指導力向上を図り、いじめの未然防
止、早期発見・早期対応を実現します。

� �
③被害防止等のための教育・啓発
　〇     「出張！減災教室」の開催（危機管理・消防課）
�����������������������������　　�　県民の防災意識の向上を図るため、学校や地域、職場において、地震体験
車による地震体験や地震・津波に関する基礎講座、住宅の耐震化講座・家具
固定講座など、防災・減災についての体験型研修を実施します。

　〇            わかやま学校・地域防災力アップ（教育支援課）
�����������������������������　　�　南海トラフ巨大地震等の大規模な災害に備え、児童生徒の生命と安全を守
るため、防災教育の更なる充実を図るとともに、学校を中心とした地域の防
災力を強化します。

　〇     地域安全マップ作製支援（県民生活課）
�����������������������������　　�　地域の子供と防犯ボランティア等が協働して、犯罪が起こりやすい場所や
交通危険箇所の確認を行う「地域安全マップ」の作製を支援し、子供たちの
危険予測能力の向上を図ります。

　〇            児童生徒等に対する交通安全教育（交通企画課）
�����������������������������　　�　警察をはじめ各関係機関・団体において、各種機会を活用し、児童・生徒
等に対して、受講者の特性に応じた交通安全教育を実施します。

　〇     中高生を対象とした「命の大切さを学ぶ教室」の実施（広報県民課）
�����������������������������　　�　中学生・高校生を対象に、犯罪被害者等が講師となり、命の大切さなどを直

接語りかけることにより、配慮や協力意識の涵養、規範意識の向上を図ります。
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�　①職業能力・意欲の習得
　　〇キャリア教育※の推進
�　　　�　自らの道を切り拓き、社会で自立する力を育てるため、小学校においては職場

見学、中学校においては職場体験、高等学校においては就業体験を積極的に実施
するなど、発達の段階に応じたキャリア教育を推進します。

　　〇能力開発施策の充実
��　　　�　公共職業能力開発施設等における職業訓練により、若者が就職に必要な知識や

技能を習得できるよう支援します。

　②就労等支援の充実
　　〇新卒者等に対する就職支援
��　　　�　新規卒業予定者等を対象とした合同企業説明会の開催やホームページでの情報

提供、インターンシップ※の実施等により、新卒者等の就職を支援します。
���　　　�　また、和歌山県若年者就職支援センター（ジョブカフェわかやま）において、

（３）若者の職業的自立、就労等支援

現状と課題

　・�　産業・経済構造の変化や雇用の多様化・流動化が進む中、若者の進路をめぐる環
境は大きく変化しています。コロナ禍を機に、テレワーク※やウェブ会議等が急速に
普及し、世代的にICT※の活用に長けている若者にとって特にメリットが大きく、そ
の定着と更なる普及が課題となっています。

�　　�　このような中、就職後３年以内の離職率の高さや、ニートの存在など若年層の労
働をめぐる問題は深刻であり、雇用のミスマッチや、若者の勤労観・職業観の未成
熟さも指摘されています。

��　　�　若者が地域社会を支える人材として活躍できるよう、地域や産業界、関係機関等
と連携して、発達段階に応じたキャリア教育※・職業教育※を実施するとともに、職
業訓練やインターンシップ※、就職相談等を実施するなど、総合的な就労支援が求め
られています。

施策と主な取組

　〇     高等学校等におけるデートDV防止啓発講座の開催（男女共同参画センター）
�����������������������������　　�　交際相手からの暴力（デートDV）の加害者や被害者になることを防ぐため、

高校生等を対象として、デートDVの正しい認識を深める講座を開催します。
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若者一人一人に応じた就職活動の悩み等に対応するキャリアカウンセリング※や面
接対策、ハローワークと連携した職業紹介等を実施することにより、若者の就職
を支援します。

　　〇「働き方改革」の推進
��　　　�　労働局や労使関係団体と連携して「働き方改革」を推進し、長時間労働の抑制

や非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善等の実現に向けて取り組みます。
　　〇非正規雇用対策の推進
���　　　�　意欲と能力に応じ、非正規雇用から正規雇用への転換が図られるよう取組を推

進するとともに、公正な待遇や能力開発の機会が確保されるようにするなど、非
正規雇用対策に取り組みます。

　　〇若者の「使い捨て」が疑われる企業等への対策の推進
��　　　�　若者が安心して働くことができる環境づくりに向けて、企業経営者・労務管理

担当者等に対する労働セミナーの開催等により、適正な労務管理の履行について
周知徹底を図ります。

��　　　�　また、労働相談窓口を設け、相談者に寄り添った支援を行うとともに、内容に
応じて関係機関と連携を密にしたきめ細やかな支援を行います。

①職業能力・意欲の習得
　〇            高校生のインターンシップ※の充実（県立学校教育課）
�����������������������������　　�　高校生の地元企業での就業体験を実施するなど、高校生のニーズを踏まえ
た機会の充実を図ります。

　〇       農林大学校における人材育成（経営支援課、林業振興課）
������������������������������　　�　農林業への就業を目指す若者を主な対象として、県内３箇所の拠点におい
て、専門知識・実践技術教育の実施により、地域のリーダーとして活躍でき
る意欲と能力を持った人材を育成します。

　〇産業技術専門学院の機能強化（労働政策課）
������������������������������　　�　訓練カリキュラムの見直しや設備の充実など県立産業技術専門学院の機能
強化に取り組み、時代のニーズに対応した即戦力となる人材を育成します。

� �
②就労等支援の充実
　〇       ジョブカフェわかやまにおける就労支援の実施（労働政策課）
������������������������������　　�　40代前半までの不安定就労者を含む若年求職者に対し、就職活動のスキル
アップや職場定着など就労支援を行い、若年者の安定就労を促進します。

関係施策等
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　〇「産業を支える人づくりプロジェクト」の実施（労働政策課）
������������������������������　　�　企業からの講師派遣等、企業と連携した人材育成を通して地元企業の魅力
を伝え、高校生の県内就職を促進します。

������������������������������　　�　また、合同企業説明会やインターンシップ※の実施、企業ガイドブックの送
付など、県内企業の採用情報を切れ目なく発信し、大学生のUIターン※就職
を促進します。

　〇       働き方改革の推進（労働政策課）
������������������������������　　�　和歌山労働局と労使関係者等で構成する「和歌山働き方改革推進協議会」
において、長時間労働の抑制や正社員化、働き方の見直しなど、働き方改革
の実現に向けた全県的な気運の醸成を図るとともに、県においてセミナーの
開催や職場環境アドバイザーを派遣するなど、働きやすい職場環境づくりを
推進します。
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　①子ども・若者支援地域協議会を通じた縦と横の支援ネットワークの構築
　　�　�　和歌山県子ども・若者支援地域協議会においては、社会生活を営む上で様々な困難

を有する子供・若者に対する総合的な支援を強化していくため、年齢階層で途切れる
ことなく継続した支援を行う「縦のネットワーク」及び関係機関・団体が個々の子
供・若者に関する情報を適切に共有し、連携する「横のネットワーク」が、より効果
的かつ円滑に機能するよう取り組みます。

�　　�　�　さらに、地方単位でも総合的な支援体制が確立されるよう、支援機関相互の連携の
ためのサポートや、支援に必要な知識や技術を身に付ける機会を提供し、きめ細やか
な支援を展開するための体制づくりを推進します。

　②アウトリーチ※の充実
�　　�　�　困難を有する子供・若者は自ら相談機関に出向くことが難しい場合があるため、住

居その他の適切な場所において相談支援等を行うことができるよう、アウトリーチ
（訪問支援）等の支援に携わる人材の確保・充実を図ります。

　・�　ニートやひきこもり、不登校、経済的困窮等の問題は、個々の生育歴の中で相互
に関連し、複合して生じる場合もあるなど、非常に複雑で多様な状況となっていま
す。各関係機関の機能を充実させ、相互の連携を強化していくとともに、子供・若
者の育成支援に携わる民間団体とも広くネットワークを構築するなど、社会生活を
営む上で様々な困難を有する子供・若者及びその家族に対して、総合的かつ継続的
に支援を行うことが必要です。

2 困難を有する子供・若者やその家族の支援
（１）子供・若者の抱える課題の複合性・複雑性を踏まえた重層的な支援の充実

現状と課題

施策と主な取組

①子ども・若者支援地域協議会を通じた縦と横の支援ネットワークの構築
　〇              困難を有する子供・若者に対する支援ネットワークの拡充（青少年・男女共

同参       画課）
������������������������������　　�　子ども・若者支援地域協議会の構成機関・団体による会議や幅広い分野の
支援関係者等を対象とした研修会の開催等を通して、個人のスキルアップや
ネットワークの拡充を図ります。

関係施策等
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　・�　ニートやひきこもり等は、複数の要因が複雑に絡みあって発生し、いずれの相談
機関とも接点を持たないまま、周囲が気が付かないうちに状況が悪化してしまうこ
とが懸念されます。

��　　�　また、その状態が長期化することにより、親の高齢化や経済的疲弊など、本人や
その家族にとって多くの負担や苦労を伴う深刻な問題となるため、適切な相談体制
を充実させるとともに、個々の状況に応じて、できるだけ早期に、細やかな支援を
行う必要があります。

　・�　全国的に不登校児童生徒が増加する中、本県においても、全国と同様に増加して
います。

����　　�　児童生徒やその保護者の不安や悩みは複雑化・多様化しているため、専門機関と
連携し、きめ細かな相談・支援を行うことが必要となります。

　・�　発達障害に関する認知度が高まるとともに、乳幼児発達・療育相談を実施し、早
期から療育を受けられるようになってきたことにより、早い段階から保護者の心理
的な不安に寄り添い、子育てに関する的確で具体的なアドバイスを行うことなど、
よりいっそう家庭に対する十分な支援を行うことが求められています。

　・�　近年、問題となっている大麻事犯については、インターネット上で「有害性がな
い」などの誤った情報が流布されるとともに、海外で大麻の所持・使用を合法化す
る国が現れていることなどから、青少年において、他の薬物と比較し大麻に対する
危険性の認識が低く、乱用が拡大していると推測されます。

����　　�　学校での薬物乱用防止教室の開催を推進し、青少年を中心に薬物の正しい知識の
普及を図る必要があります。

　・�　子供の相対的貧困率※は平成24年をピークに減少傾向にありますが、依然として子
供の７人に１人という高い水準にあり、特にひとり親家庭の子供は厳しい状況に置
かれています。

����　　�　子供の将来が、その生まれ育った家庭環境等によって左右されることのないよ
う、貧困の状況にある子供が健やかに成長できる環境の整備を計画的・総合的に進

現状と課題

（２）困難な状況ごとの取組

②アウトリーチ※の充実
　〇              ひきこもりサポート事業の実施（障害福祉課）
�������������������������������　　�　ひきこもり者の居場所や社会体験・就労体験等の機会の提供、家庭訪問等を

行う市町村を支援し、ひきこもり者の社会的自立と社会参加の促進を図ります。
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める必要があります。
　・�　本来、家庭や学校、地域等において健やかに育まれるべき子供自身が、家庭にお
いて家事や介護の担い手（ヤングケアラー※）となる場合があり、年齢や成長の度合
いに見合わない過大な負担による、本人の成育や学業等への影響が懸念されていま
す。また、家庭内のデリケートな問題であり、本人や家族に自覚がない場合もある
など、表面化しにくい構造にあることも問題です。

����　　�　ヤングケアラーの潜在化を防ぎ、あわせて負担の軽減を図るためには、福祉、教
育など関係機関の連携により、学校や地域においてヤングケアラーを早期に把握
し、福祉サービスの活用につなげていく取組が必要です。

　・�　全国では、15歳から39歳の死因の第１位を自殺が占める状態が続いています。
����　　�　健康問題や経済・生活問題に焦点を当てた取組に加え、心身の不調に気付き、悩
みや困難を抱えた場合には早期に援助を求められるような社会づくりを進めること
が必要です。

施策と主な取組

　①ニート、ひきこもり、不登校の子供・若者の支援等
　　〇ひきこもりの支援
�　　　�　ひきこもり地域支援センターや保健所、市町村において、ひきこもりに関する

相談支援を行います。
��　　　�　また、ひきこもり地域支援センターにおいては、支援機関と連携して相談支援

の強化に努めるとともに、支援に必要な情報の発信やひきこもり支援従事者の育
成を行います。

��　　　�　さらに、県全体ではひきこもり地域支援センターが中心となり、保健所と連携
しながら、ひきこもり支援のネットワークの連携強化を図り、各圏域では、保健
所が中心となり、ネットワークの活用や関係機関との連携により、ひきこもり支
援にあたります。

　　〇不登校の子供・若者の支援
��　　　�　スクールカウンセラー※やスクールソーシャルワーカー※、教育支援センター

（適応指導教室）の拡充等、支援体制を強化することにより、不登校の未然防止
や早期発見・早期対応、学校復帰・社会的自立に向けた支援に努めるなど、学校
や市町村、関係機関等が総力をあげて、不登校の解消を目指します。

��　　　�　また、学校の状況に応じて教員を加配するなどの取組を行います。
　　〇ニート等の若者の支援
��　　　�　ジョブカフェわかやまや若者サポートステーションWithYouにおいて、様々な

分野の関係機関と連携し、キャリアカウンセリング※や仕事に必要なスキルを身に
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付けるプログラム等を実施し、ニート等の若年求職者へのワンストップセンター
として就労支援を促進します。

��　　　�　また、若者の多様なニーズに対応するため、若者サポートステーションWith�
Youでは、心理カウンセリングやアウトリーチ※を行うとともに、社会生活に適応
する力を養成するなど必要な支援や情報を届けます。

　　〇高校中途退学者及び進路未決定卒業者の支援
��　　　�　若者サポートステーションWithYouや高等学校等が協力・連携して、中途退学

等に関する情報を共有し、中途退学者等一人一人の特性にあった進路選択に向け
た相談支援を実施するなど、切れ目なく継続的な支援を行うとともに、学び直し
の機会の情報を提供します。

　②障害等のある子供・若者の支援
　　〇障害のある子供・若者の支援
���　　　�　障害のある子供が、自身の能力や可能性を伸ばして自立し、社会参加するため

に必要な力を培うことができるよう、適切な指導及び必要な支援を行う特別支援
教育を推進します。

���　　　�　また、障害のある子供・若者が、身近な地域で安心して生活できるよう、在宅
サービスや放課後支援の充実を図るなど、障害の特性に配慮した適切な支援を行
います。

　　〇発達障害のある子供・若者の支援
���　　　�　発達障害の早期発見・早期療育に努めるとともに、発達障害のある子供・若者

やその家族に対する相談支援を推進するため、医療・保健・福祉・教育関係機関
によるネットワークの整備や発達障害者支援センターによる専門的な支援を充実
します。

��　　　�　また、学校においては、本人の特性に合わせた日常的な工夫を行うとともに、
特別支援教育コーディネーターを中心に学校全体で必要な指導・支援に取り組み
ます。

　　〇障害のある人に対する就労支援等
��　　　�　障害者雇用の一層の促進を図るとともに、労働・福祉・教育機関等が連携し、

就職の準備段階から職場定着までの一貫した支援に取り組みます。
���　　　�　また、就労継続支援B型事業所※等で働く障害のある人の工賃水準引き上げ等に

取り組むとともに、企業等で働く機会を増やすため、福祉的就労から一般雇用へ
の移行の促進に努めます。

　　〇障害のある人の社会参加活動の支援
��　　　�　障害のある人の生きがいと自信を創出し、社会参加を推進するため、スポーツ
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教室の開催等、身近な地域でスポーツに親しめる環境づくりを通して障害者ス
ポーツの普及を図ります。

���　　　�　また、優れた芸術活動・作品の発表会や展示会の開催などを通して、障害のあ
る人の文化・芸術活動の充実を図ります。

　　〇慢性疾病を抱える児童等や難病患者の支援
���　　　�　小児慢性特定疾病等により長期にわたり療養を必要とする児童等の健やかな成

長・発達を支援するため、難病・子ども保健相談支援センターや保健所におい
て、本人及びその家族に対する相談等を実施します。

��　　　�　�また、経済的負担の軽減を図るため、医療費の助成を行います。
　　〇AYA世代※のがん患者の支援
���　　　�　小児・AYA世代（Adolescentand�Young�Adult：思春期・若年成人）のがん患

者等に対して、将来子供を出産することができる可能性を温存するための経済的
負担の軽減を図ります。

���　　　�　また、在宅での療養を希望する若年末期がん患者が、住み慣れた生活の場で安
心して自分らしく生活できるよう支援します。

　③非行・犯罪に陥った子供・若者の支援等
　　〇非行防止、相談活動等
���　　　�　学校や児童相談所、警察、青少年（補導・相談）センター、PTA等が連携した

街頭補導啓発活動や非行防止教室の開催など、少年の規範意識を高める取組を実
施します。

���　　　�　また、様々な悩みを持つ少年やその家族に対する適切な支援を行うため、学校
や青少年（補導・相談）センター等における相談体制の整備に努めるとともに、
各関係機関と連携・協働して非行・犯罪の未然防止を図ります。

���　　　�　さらに、学校警察連絡協議会、学校警察相互連絡制度、スクールサポート事業
の拡大等により、学校や警察等の地域の関係機関等の連携を図ります。

　　〇薬物乱用防止
���　　　�　「第四次紀の国薬物乱用防止五か年戦略」に基づき、学校における薬物乱用防

止教室の開催の推進や街頭啓発の実施など、子供・若者に対する薬物乱用防止に
関する教育や広報啓発活動の一層の強化を図ります。

����　　　�　また、教職員に対する薬物乱用の実態や対策に関する知見を深めるための研修
等の充実を図ります。

　　〇犯罪被害者等への配慮
���　　　�　加害者のプライバシー、更生への影響や事件の性質等を考慮しつつ、被害者や

その家族又は遺族の求めに応じて、適切な情報提供を行うなど被害者等への配慮
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に努めます。
　　〇施設内処遇を通じた取組等
����　　　�　児童自立支援施設における自立支援のための指導等を充実させ、自他の尊厳と

価値を知り、規範意識を高めることができるよう、個々の年齢や能力に応じた指
導助言及び教育を行う体制の充実に努めます。

　　〇社会内処遇を通じた取組等
����　　　�　警察や学校、児童相談所、保護観察所、保護司等地域のボランティアが連携し

て行う、非行少年※の相談・補導活動や居場所づくり等の多様な立ち直り支援を和
歌山県再犯防止推進計画に基づき推進します。

����　　　�　また、「社会を明るくする運動」と連携して、非行少年や非行から立ち直った少年
を地域全体で見守り、再非行を防止し、健全な育成と支援を行う気運を醸成します。

　④子供の貧困問題への対応
　　〇子供の貧困対策
����　　　�　子供の現在及び将来が、その生まれ育った環境によって左右されることのない

よう、「和歌山県子供の貧困対策推進計画」に基づき、子供の貧困対策を総合的
に推進していきます。

　　〇教育の支援
���　　　�　幼児教育・保育の無償化、高等学校等就学支援金制度や高校生等奨学給付金制

度、大学生を対象とした給付型奨学金や授業料減免などにより、教育費の負担軽
減に取り組みます。貸与型奨学金の返還が困難な方に対しては、返還猶予制度な
どの周知に努めます。

����　　　�　また、将来の貧困を予防する観点から、高校中退を防止するための支援や中退
後の継続的なサポートの実施などの総合的な取組を推進します。

����　　　�　さらに、生活保護世帯の子供を含む生活困窮世帯の子供を対象に、生活困窮者
自立支援法に基づき、学習支援や進路選択に関する相談等の支援を行います。

　　〇生活の支援
����　　　�　貧困の状況にある子供が、社会的に孤立して必要な支援を受けられず、一層困

難な状況に置かれることがないよう、相談体制の充実や子供食堂などの居場所づ
くりに取り組みます。

����　　　�　また、ひとり親家庭等の県営住宅入居の優先等により、居住の安定を図ります。
　　〇保護者に対する就労の支援
����　　　�　生活困窮状態にある保護者に対し、職業訓練の機会の提供や各種給付金の支

給、相談事業の実施等、自立に向けた就労支援を推進します。
����　　　�　また、ひとり親家庭の生活の安定や就職の促進を図るため、高等職業訓練促進
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給付金等の支給を行います。
　　〇経済的支援
���　　　�　生活の困窮の程度に応じ、生活保護の給付を行うなど、世帯の生活の基盤を下

支えしていく対策を実施します。
���　　　�　また、児童扶養手当の給付や母子父子寡婦福祉資金の貸付等を行い、生活の安

定を支援します。
　　〇調査研究等
����　　　�　国の調査研究成果や本県における各種データ、他府県の先進事例等を参考に、

子供の貧困対策の調査分析に取り組みます。

　⑤特に配慮が必要な子供・若者の支援
　　〇自殺対策
����　　　�　命を大切にする心を育む教育の推進や命の大切さに関する普及啓発、相談体制

の充実、教員への研修・啓発など、自殺を防ぐ取組を推進します。
　　〇ヤングケアラー※に対する支援
����　　　�　いわゆるヤングケアラーを適切な支援につなげるため、児童生徒のわずかな変化

を見逃さず、ケース会議の実施等、チームで取り組みます。また、各関係機関が連
携しながら、実態把握、啓発、支援体制の整備など、必要な取組を推進します。

　　〇父母の離婚等に伴う問題への対応等
���　　　�　離婚に伴い困窮に陥るリスクが高いひとり親家庭に対し、養育費の確保やそれ

ぞれの家庭の状況に応じた継続的な支援を行うことで、生活の安定を図ります。
　　〇外国人材の受入れ・共生
���　　　�　日本で生活する上で様々な困難に接している外国人の子供・若者やその家族を

含め、日本に在留資格を有する全ての外国人を孤立させることなく、社会を構成
する一員として受け入れていくための各施策を着実に推進します。

　　〇外国人の子供や帰国児童生徒の教育の充実等
����　　　�　本県在留の外国人の子供が一定数いることを踏まえ、就学に課題を抱える外国

人の子供が学習の機会を逸することのないよう、就学状況等の把握や円滑な就学
を目指した支援を行います。

����　　　�　また、日本語指導が必要な外国人児童生徒や帰国児童生徒の受入れから卒業後
の進路までの一貫した指導・支援体制の構築を図るため、公立学校への受入促
進、日本語と教科の統合指導・生活指導等を含めた総合的・多面的な指導、保護
者を含めた支援体制を整備し、個人の実態に応じたきめ細かな日本語指導等の充
実を図ります。

����　　　�　さらに、外国人の児童生徒等を含む外国人等に対する地域の日本語教育環境の
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①ニート、ひきこもり、不登校の子供・若者の支援等
　〇              「不登校等総合対策事業」の実施（教育支援課）
������������������������������　　�　学校に登校しづらい児童生徒を早期に発見し、スクールカウンセラー※によ

る心のケアやスクールソーシャルワーカー※等を活用したアセスメント（見立
て）を充実させるなど、不登校児童生徒の減少と学校復帰を支援します。

　〇              学びのセーフティネット（教育支援課）
�������������������������������　　�　特に学校に登校しづらい児童生徒を対象に、学習の進捗状況やつまずきを

分析し、個に応じた教材を自動的に提案する学習支援システムを活用した学
習支援を行います。

　〇              若者サポートステーションWithYouにおける職業的自立の支援（青少年・
男女       共同参画課）

�������������������������������　　�　働くことに不安を抱えた若者の相談に対応し、自己肯定感や仕事に必要な
スキルを身に付けるプログラム等を実施するなど、社会生活の適応力を養成
しながら職業的自立への支援を行います。

� �
②障害等のある子供・若者の支援
　〇              「和歌山県障害児者親子のつどい」の開催（障害福祉課）
�������������������������������　　�　県内の障害のある人とその家族にとって貴重な経験となる外泊を伴う外出

機会を提供し、社会参加を促進します。
　〇                     情緒障害児特別体操教室の開催（スポーツ課）
��������������������������������　　�　情緒に障害のある幼児・児童を対象に、親子でスポーツに親しむととも
に、体力づくりの機会を提供する体操教室を開催します。

関係施策等

強化のための支援や、地域における日本語の学習機会を確保するための取組等へ
の支援を行うとともに、子育てや就学に関する情報の多言語化を推進するなど、
母語による子育てや母語・母文化の学びを尊重し、配慮します。

　　〇偏見・差別の防止・解消
���　　　�　子供・若者等に対する性別、性的指向・性自認、国籍、障害、感染（新型コロ

ナウイルスを含む）などを理由とする偏見・差別をなくすため、人権教育や啓
発、相談等を推進するとともに、相談等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認
知した場合には、関係機関と連携を図りながら、事案に応じた適切な措置を講じ
ます。
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　〇                     発達障害者支援体制整備（障害福祉課）
�������������������������������　　�　発達障害者支援センターにおいて、発達障害児者への総合的な支援を進め

るとともに、市町村や支援機関等への研修・助言等を通じて、身近な地域で
必要な支援を受けることができる体制の充実・強化を図ります。

　〇              「チャレンジド就労サポート事業」の実施（障害福祉課）
��������������������������������　　�　障害のある人の一般就労を促進するため、障害福祉サービス事業所の利用

者等の就労体験を実施します。
��������������������������������　　�　また、福祉サービスの担い手として活躍できる人材を育成するため、知的
障害等のある人を対象として、居宅介護職員初任者養成研修を実施します。

　〇              障害者スポーツ大会開催による障害者スポーツの普及（障害福祉課）
��������������������������������　　�　障害者スポーツの振興を図り、障害のある人が身近な地域でスポーツに親

しめる環境づくりを進めるため、障害者スポーツ大会を開催します。
　〇                     若年がん患者の支援（健康推進課）
��������������������������������　　�　将来、子どもを産み育てることを望む若年がん患者が、がん治療開始前に
生殖機能を温存することで、希望を持ってがん治療に取り組むことができる
よう支援します。

���������������������������������　　�　また、在宅での療養を希望する若年末期がん患者に対して、介護サービス
の利用料を一部助成することにより、住み慣れた生活の場で安心して自分ら
しい生活を過ごせるよう支援します。

� �
③非行・犯罪に陥った子供・若者の支援等
　〇                     スクールサポーターの派遣による非行防止対策（少年課）
���������������������������������　　�　小・中学校に少年サポーターを派遣して非行防止教室を開催し、児童生徒
の規範意識を向上させるなど非行やいじめの防止を図ります。

���������������������������������　　�　また、問題行動が多発傾向にある中学校に学校支援サポーターを派遣し、
常駐させて、生徒への指導や教員への助言等を行うことにより、学校環境の
改善を図ります。

　〇              少年非行防止対策の強化（少年課）
���������������������������������　　�　非行の低年齢化やインターネット利用犯罪の増加など複雑化・多様化する
少年問題に対応するため、学校や青少年（補導・相談）センター等の関係機
関と連携し、児童生徒の社会参加活動を促進するなど、地域との絆を深め、
規範意識を向上させて非行防止を図ります。

　〇              社会参加活動を通した非行少年※の立ち直り支援（少年課）
���������������������������������　　�　公園の清掃・道普請等の社会参加活動や田植え・稲刈り等の農業体験を通
して、コミュニケーション能力・社会性・規範意識等を高めることにより、
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非行に陥った少年の立ち直りを支援します。
　〇                     少年補導員の確保・研修の実施（少年課）
���������������������������������　　�　地域の中核となる人物を少年補導員に委嘱して、街頭補導活動や非行少年※

に対する立ち直り支援活動、非行防止のための啓発活動等を行い、非行防止・
健全育成の充実を図ります。また、研修会等を実施して、個々の資質向上も図
ります。

　〇                     薬物乱用防止(薬務課、教育支援課、文化学術課)
���������������������������������　　�　薬物に関する正しい知識を身につけられるよう、中学校・高等学校におけ

る薬物乱用防止教室の開催の推進や、薬物乱用防止啓発読本等の配布によ
る、薬物乱用防止教育の充実を図ります。

���������������������������������　　�　また、学校での薬物乱用防止教室の開催を推進するため、ボランティアで
講演を行う講師を募集するとともに、育成を行います。

� �
④子供の貧困問題への対応
　〇              「和歌山県大学生等進学支援金」の貸与（生涯学習課）
���������������������������������　　�　学力が高く進学意欲のある非課税世帯の生徒・学生の進学を支援するた
め、進学支援金を貸与します。

　〇                     和歌山子供食堂支援（子ども未来課）
���������������������������������　　�　すべての子供たちが安心して地域の大人とかかわり、社会性をはぐくむ場

として、食事を提供し、学習支援や地域交流の拠点となる子供の居場所づく
りに取り組んでいる団体を支援するとともに、子供食堂と地域や行政、食材
提供者等の関係機関の連携強化のため、ネットワークを構築し、コーディ
ネーターを派遣することで子供食堂活動の充実を図ります。

　〇              「わかやまひとり親アシスト事業」の実施（子ども未来課）
���������������������������������　　�　ひとり親家庭の相談体制強化のため、各世帯の悩みに個別に対応するひと

り親家庭見守り支援員を配置するとともに、就労時等の養育支援や家事援助
等のサービスが必要となった時に、日常生活支援員を派遣します。

　〇                     生活困窮者自立支援（福祉保健総務課）
��������������������������������　　�　生活に困っている人が困窮状態から早期に脱却できるように、相談や就労

支援、居住確保支援等を実施します。
　〇              ひとり親家庭訪問支援（子ども未来課）
���������������������������������　　�　ひとり親家庭の孤立防止及びひとり親家庭支援制度の周知徹底を図るた
め、ひとり親家庭に対し、居宅等への訪問や、児童扶養手当現況届期間中の
出張相談を行います。
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⑤特に配慮が必要な子供・若者の支援
　〇              「“命”のセーフティネットワーク事業」の実施（障害福祉課）
���������������������������������　　�　自殺予防のための啓発、相談体制の充実などの自殺対策（事前対策・危機

介入・事後対策）を総合的かつ計画的に実施します。
　〇              人権啓発（人権施策推進課、青少年・男女共同参画課、人権教育推進課）
���������������������������������　　�　多様な性の在り方への理解や正しい認識が深まるよう、各種セミナーの実
施や啓発冊子の作成・配布、広報誌による各種相談・支援機関の周知、ま
た、県内で活動されている当事者団体等とも連携し活動の場を提供していく
など、啓発活動の推進に努め、偏見のない社会づくりを進めていきます。

　〇              養育費確保支援（子ども未来課）
���������������������������������　　�　離婚に伴い困窮に陥るリスクが高いひとり親家庭に対し、無料の弁護士相
談や公正証書作成費用補助、公証役場や裁判所への同行など養育費確保に向
けた支援を行うことにより、生活の安定を促進します。

（３）子供・若者の被害防止・保護

現状と課題

施策と主な取組

　・�　全国的に児童虐待相談対応件数が増加する中、本県も同様に児童虐待相談件数が
増加しています。

　　�　児童虐待は、発見、対応が遅れると、児童の心身に大きな被害を及ぼし、最悪の場
合は死に至ることもあることから、関係機関による速やかな情報共有が必要です。

　・�　子供・若者が、児童買春や児童ポルノ、リベンジポルノ※等の性を対象とした犯
罪被害に巻き込まれる事案が発生しています。こうした犯罪が被害者に及ぼす身体
的・心理的影響は計り知れず、被害に遭った子供・若者の心身の負担を軽減し、立
ち直り支援を効果的に進めていく必要があります。

　①児童虐待防止対策
　　〇児童虐待の発生予防及び発生時の迅速・的確な対応
�　　　�　児童虐待の発生を予防するため、妊婦健康診査や乳幼児健康診査等の機会を捉

えて、支援が必要な妊産婦や児童虐待の疑いのある親子を早期に発見し、対応し
ます。

�　　　�　また、児童相談所や児童家庭支援センターにおける子育てに関する相談体制を
充実させるとともに、児童相談所や市町村等関係機関を中心に地域が協力して子
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①児童虐待防止対策
　〇              児童虐待への対応強化（子ども未来課）
����������������������������������　　�　児童相談所や市町村、医療機関、学校、警察、保育所・幼稚園・認定こども

関係施策等

供と家庭を支える体制を整備し、虐待の未然防止・再発防止を図ります。
�　　　�　さらに、児童虐待を発見した場合には、児童相談所による専門的支援等によ

り、早期対応と再発防止を図ります。
　　〇社会的養護の推進及び要保護児童等の居場所づくり
�　　　�　虐待を受けた子供等、社会的養護が必要な子供を家庭的な環境で育てることが

できるよう、里親※・ファミリーホーム※への委託や児童養護施設等におけるケア
形態の小規模化・地域分散化を推進します。

�　　　�　また、里親の新規登録を推進し、里親支援機関を拡充するとともに、児童養護
施設への里親支援専門相談員の配置を進めます。

�　　　�　さらに、児童養護施設を退所した子供等への生活支援や相談支援などアフター
ケアの充実を図り、社会的自立に向けた支援を強化します。

　②子供・若者の福祉を害する犯罪対策
　　〇子供・若者の福祉を害する犯罪対策
�　　　�　児童買春、児童ポルノの製造等の子供の性被害に係る対策については、「子供

の性被害防止プラン（児童の性的搾取等に係る対策の基本計画）」、「和歌山県
男女共同参画基本計画」に基づき、被害者支援及び犯罪防止に向けた取組を実施
します。

�　　　�　特に、近年、増加傾向にあるSNSに起因する子供の犯罪被害を防止するため、保
護者に対する啓発活動、児童生徒に対する情報モラル※教育、事業者による自発的な
被害防止対策への支援を推進するとともに、SNSに起因する事犯の取締りを強化し
ます。

�　　　�　また、内閣府が定めた「若年層の性暴力被害予防月間」の４月には県ホーム
ページを活用した啓発活動を展開します。

　　〇犯罪被害に遭った子供・若者とその家族等への対応
�　　　�　警察や民間支援団体等と連携し、法律相談やカウンセリングを行うなど、犯罪の被

害を受けた子供・若者やその家族の立場に立った適切できめ細かい支援を行います。
�　　　�　また、犯罪被害者等の置かれた状況や支援の必要性について、県民の理解の促

進を図るとともに、犯罪被害者等を支える人材を育成します。
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園等関係機関が連携し、子供への虐待の兆候を見逃すことなく未然に防止する
とともに、地域が協力して子供と家庭を見守り支える体制を構築します。

　〇児童養護施設の退所児童等のアフターケア推進（子ども未来課）
�����������������������������������　　�　児童養護施設の退所者等に対する生活支援、就労支援、児童同士の当事者活
動に関する自立援助を行うなど、地域における社会的自立の促進を図ります。

� �
②子供・若者の福祉を害する犯罪対策
　〇福祉犯罪※対策の強化（少年課）
�����������������������������������　　�　児童ポルノ事犯をはじめとする悪質性の高い福祉犯について、サイバーパ
トロールを推進するなど、積極的な情報収集に努め、取締りの強化を図ると
ともに、児童相談所等との連携により再被害防止を図ります。

　〇性暴力救援センター和歌山（わかやまmine）の運営（子ども未来課）
�����������������������������������　　�　暴力を受け、警察に届けることもできず悩んでいる被害者の相談や緊急医
療、心のケアを総合的に支援することにより、心身の負担軽減や健康回復、
被害の潜在化防止を図ります。
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3 子供・若者の成長のための社会環境の整備
（１）家庭、学校及び地域の相互の関係の再構築

　・�　少子化や核家族化の進展、共働き家庭やひとり親家庭の増加など、家族形態の多
様化が進んでいます。また、長時間労働等により、働く親が家庭や地域で子供と一
緒に過ごす時間を十分確保できないなどの問題があります。

　　�　保護者の注意が行き届かない時間が増える中、子供たちが安全に安心して過ごす
ことのできる居場所を確保する必要があります。

　・�　新型コロナウイルス感染症※の影響が加わって、地域社会においては、人々の集う
機会が少なくなり、人間関係が希薄になる中、子供・若者が身近な生活の場で犯罪や事
故に遭うことが少なくありません。

　・�　子育てや家庭教育における親の不安や負担感が大きくなっている状況にあり、家
庭や学校、地域等が連携を強化し、子供が健やかに成長できるように地域社会全体
で互いに支え合うことが必要となっています。

現状と課題

施策と主な取組

　①保護者等への積極的な支援
　　〇家庭教育支援
�　　　�　民生委員・児童委員や学校、スクールソーシャルワーカー※、家庭教育支援チー

ム※等と連携しながら、家庭教育に関する人材の養成や学習機会・情報の提供、相
談体制の充実等によって家庭教育支援を行うとともに、家庭の教育力向上の重要
性について啓発を行います。

��　　　�　また、家庭教育支援チームを中心に、地域の実態に応じた訪問型家庭教育支援
が効果的に機能するよう支援します。学校・家庭・地域をつなぐ体制を強化し、
支援が必要な子供と家庭を地域が協力して支える仕組みづくりを推進します。

　　〇保護者への人権学習支援
��　　　�　県内全小学校（特別支援学校の小学部を含む。）の保護者を対象にした保護者

学級に学習用パンフレットを提供するなど、様々な人権問題についての認識を深
める取組を支援します。

　　〇社会的養護の体制整備
�　　　�　良好な家庭的環境における養育の推進のため、児童養護施設等における小規模

かつ地域分散化等の推進を図ります。あわせて、新たに里親※となる人材を確保す
るため、広報啓発の充実を図るとともに、里親登録後のきめ細かな家庭訪問、休
日夜間の相談支援体制の整備など、里親支援に取り組みます。
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　②「チームとしての学校」と地域との連携・協働
　　〇学校と地域が連携・協働する体制の構築
�　　　�　子供を取り巻く様々な課題に対応するために、学校のマネジメントを強化し、

教員がスクールカウンセラー※やスクールソーシャルワーカー※等と連携・分担す
る「チームとしての学校」体制を整備します。

��　　　�　また、きのくにコミュニティスクールとして、学校・家庭・地域が一体とな
り、様々な課題の解決に向けて取り組んでいます。この仕組みを活用し、子供た
ちの成長を支える活動を地域住民等の参画のもと展開します。

　③地域全体で子供を育む環境づくり
　　〇新・放課後子ども総合プランの推進
��　　　�　共働き家庭等の「小１の壁※」を打破するとともに、次代を担う人材を育成する

ため、全ての小学生が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験活動を行うこ
とができるよう、放課後児童クラブや地域ふれあいルームの整備を推進します。

��　　　�　また、放課後等を一人で過ごさなければならない子供に食事の提供や学習支援
等を行う団体を支援します。

　　〇放課後等の活動の支援
�　　　�　地域における小学生・中学生・高校生世代の活動拠点の一つである児童館の積

極的な活用等により、遊戯やレクリエーションを含む、様々な体験・交流活動の
ための十分な機会を提供します。また、公民館等を活用し、地域の人々の協力を
得ながら、様々な体験活動や学習支援等を行う「放課後子供教室」の開設や運営
を支援します。

　　〇地域で展開される多様な活動の推進
�　　　�　子供・若者の社会性、豊かな人間性、たくましさ等を育てるため、地域等で展

開されるESD※の視点を踏まえた活動、環境学習、自然体験、集団宿泊体験、奉仕
体験、スポーツ活動、芸術、ダンス等の創作的活動といった様々な体験活動や、
異世代間・地域間交流等の多様な活動の機会の提供を推進します。また、農山漁
村においても、農林漁業が体験できる地域づくりやそれを支える人づくりを推進
します。

　　〇体験・交流活動、外遊び等の場の整備
��　　　�　子供・若者が、自然体験や集団宿泊体験等の体験活動を行える青少年教育施

設、都市公園等の整備、子ども会や総合型地域スポーツクラブ※等の育成・充実を
推進するとともに、自然公園、河川や海岸等の水辺空間、森林を保全・整備を行
います。また、道路、駐車場、公園、公共施設、公共交通機関等のバリアフリー
化を推進するとともに、公園遊具の安全点検等を通じ、子供が安全に遊べる環境
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①保護者等への積極的な支援
　〇「訪問型家庭教育支援事業」の実施（生涯学習課）
������������������������������������　　�　家庭教育支援チーム※を中心に、地域の実態に応じ、訪問型家庭教育支援に
関する基礎的な知識の普及啓発を図るとともに、地域で訪問型家庭教育支援
に取り組む人材を養成します。

　〇社会的養護体制の整備・促進（子ども未来課）
������������������������������������　　�　様々な事情により家族と暮らすことのできない子供が家庭的な環境で健全
に成長できるよう、里親※・ファミリーホーム※への委託や児童養護施設等に
おけるケア形態の小規模化かつ地域分散化を推進します。

� �
②「チームとしての学校」と地域との連携・協働
　〇       「きのくにコミュニティスクール」の推進（生涯学習課）
������������������������������������　　�　学校・家庭・地域が一体となり役割を分担しながら、同じ目標に向けて取
り組む「きのくにコミュニティスクール」の仕組みを活用し、子供たちの成
長を支える活動を地域住民等の参画のもと展開します。

　〇「不登校等総合対策事業」の実施（教育支援課）
������������������������������������　　�　学校に登校しづらい児童生徒を早期に発見し、スクールカウンセラー※によ
る心のケアやスクールソーシャルワーカー※等を活用したアセスメント（見立
て）を充実させるなど、不登校児童生徒の減少と学校復帰を支援します。

� �
③地域全体で子供を育む環境づくり
　〇       放課後児童クラブの充実（子ども未来課）
������������������������������������　　�　保護者が昼間家庭にいない小学生に放課後の適切な遊びと生活の場を提供
し、その健全な育成を図るため、放課後児童クラブの整備を推進するととも

関係施策等

を整備します。

　　④子供・若者が犯罪等の被害に遭いにくいまちづくり
�　　　�　学校や通学路等の安全点検を実施するとともに、不審者情報や防犯情報を地域

住民へ迅速に伝達する体制を強化します。
��　　　�　また、青少年関係機関や各種団体が行う防犯活動・情報発信等を推進するとと

もに、地域における緊急避難所「きしゅう君の家」等の拡充により児童生徒の安
全を確保する取組を推進します。
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に、従事者の質の向上を図るための研修を実施します。
　〇放課後等の子供の居場所づくり（生涯学習課）
������������������������������������　　�　放課後等を一人で過ごさなければならない子供に対し、学習意欲の向上や
学習習慣の確立、大人との触れ合いによる自己肯定感・自尊感情の高揚、コ
ミュニケーション能力の向上等を図る取組を推進します。

　〇和歌山子供食堂支援（子ども未来課）
������������������������������������　　�　すべての子供たちが安心して地域の大人とかかわり、社会性をはぐくむ場
として、食事を提供し、学習支援や地域交流の拠点となる子供の居場所づく
りに取り組んでいる団体を支援するとともに、子供食堂と地域や行政、食材
提供者等の関係機関の連携強化のため、ネットワークを構築し、コーディ
ネーターを派遣することで子供食堂活動の充実を図ります。

　〇       地域子ども団体の育成（青少年・男女共同参画課）
������������������������������������　　�　次代を担う子供を地域ぐるみで育成するため、子供の自主性・創造力を育
む学習活動やボランティア活動、レクリエーション活動を行うなど、組織
的・継続的に子ども会活動、母親クラブ活動および青年活動に取り組む団体
を支援します。

　〇総合型クラブの育成・支援（スポーツ課）
������������������������������������　　�　総合型クラブが、持続的に地域スポーツの担い手としての役割を果たして
いくため、クラブ数の量的拡大から質的な充実に重点を移し、総合型クラブ
の育成・支援を行います。

� �
④子供・若者が犯罪等の被害に遭いにくいまちづくり
　〇きしゅう君の防犯メール（生活安全企画課）
������������������������������������　　�　県民が事件・事故の未然防止や自主的な防犯対策等に役立てるため、防犯
情報、子供の安全情報、交通関係情報、警察からのお知らせ等の情報を登録
者に電子メールでタイムリーに提供します。

現状と課題

（２）子育て支援等の充実

　・�　核家族化の進展や家庭環境の変化により、家族や親族に子育てに関する相談ができ
ないまま、孤独感を抱えながら子育てをする親が少なくありません。このため、子育
ての喜びを感じられず不安だけが募り、児童虐待を引き起こすこともあります。

�　　�　妊娠期から子育て期まで総合的相談をワンストップで行う「子育て世代包括支援
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施策と主な取組

①子供と子育てを応援する社会の実現に向けた取組
　〇保育所・認定こども園の整備（子ども未来課）
�������������������������������������　　�　共働き家庭の増加等に伴う低年齢（３歳未満）児保育の受け皿確保のた
め、保育所や認定こども園の整備を推進します。

関係施策等

センター」の支援を行い、誰もが安心して子供を生み育てることができる環境をつ
くるとともに、家庭環境に応じたきめ細かな支援を行っていく必要があります。

　・�　核家族化の進展や共働き家庭の増加など、社会環境が大きく変化する中、子育て
も夫婦２人の協力がより必要となっていますが、働く親が仕事をしながら育児に主
体的に関わることができるような職場環境が未整備であるという指摘があります。

��　　�　家庭生活の充実や地域活動への参加が可能となるよう、長時間労働の抑制や年次
有給休暇の取得促進等、就労環境を整備する必要があります。

　①子供と子育てを応援する社会の実現に向けた取組
��　　　�　産前・産後休業明けや育児休業明けにスムーズに子供を預けることができるよう、

保育の受け皿整備を進めるとともに、病児保育やファミリー・サポート・センター事
業、放課後児童クラブ等、地域のニーズに応じた多様な子育て支援事業の充実を図る
など、保育サービスの基盤整備を進めます。

���　　　�　また、育児休業の取得促進や事業所内保育施設の設置など、従業員が働きながら子
育てしやすい環境を整備する企業に対する支援や地域における子育て支援等の施策を
推進します。

②多様で柔軟な働き方の推進
　〇ワーク・ライフ・バランスの推進

��　　　�　職場生活と家庭生活を両立し、安心して生き生きと働くことができるよう、企業経
営者や管理職に対して職場の意識改革を促すとともに、長時間労働の抑制や多様な働
き方の推進など働きやすい職場環境づくりに取り組む企業を支援します。

　〇テレワーク※の推進
��　　　�　時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であるテレワークについて、適正な労

務管理下における普及促進や、中小企業への導入促進に向けて、助成金の活用や専門
家による無料相談対応等の各種支援策を推進します。
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　〇紀州っ子いっぱいサポートの推進（子ども未来課）
������������������������������������　　�　一定の所得制限のもと、第２子以降について、３歳未満の保育料の無償
化、３歳から就学前までの副食費、一時預かり利用料等への助成を市町村と
連携して実施します。

　〇       在宅育児支援（子ども未来課）
��������������������������������������　　�　公的支援を受けずに、第２子以降の０歳児を在宅で育てる世帯に、一定の
所得制限のもと、支援金を支給します。

　〇       子育て支援員研修の実施（子ども未来課）
��������������������������������������　　�　放課後児童クラブや地域子育て支援拠点事業等、地域の子育て支援分野で
活躍する担い手を養成します。

　〇保育人材の確保（子ども未来課）
�������������������������������������　　�　低年齢児保育のニーズの増加等に伴う保育士不足に対応するため、保育士
修学資金の貸付けや潜在保育士の再就職支援を行うなど、保育人材の確保に
向けた対策を強化します。

� �
②多様で柔軟な働き方の推進
　〇       事業者への意識改革（労働政策課）
��������������������������������������　　�　ワーク・ライフ・バランスセミナーの開催や出前講座等の実施により、事
業者への意識啓発を図るとともに、ホームページ「HappyWorker」における
取組事例の紹介やアドバイザー派遣等により、仕事と家庭の両立に取り組む
事業者を支援します。

　〇多様な働き方に対する支援（労働政策課）
��������������������������������������　　�　インターネットを使って家庭で仕事ができる在宅就労（テレワーク※）を推
進し、家庭における仕事と育児・介護等の両立を支援します。また、企業に
おけるテレワークを普及促進することで、従来の働き方に対する固定観念の
払拭、育児女性等の「働きやすさ」の向上を図り、「働き方改革」の推進に
つなげます。

　〇結婚・子育て応援企業支援（子ども未来課）
��������������������������������������　　�　セミナーや参加企業による意見交換会を開催し、仕事と子育てが両立しや
すい職場環境づくりを進めます。

　〇       女性活躍企業同盟の取組促進（青少年・男女共同参画課）
��������������������������������������　　�　女性の採用・登用や継続就業に率先して取り組む企業や団体で組織する
「女性活躍企業同盟」において、優れた取組を行う企業・団体の顕彰や各種
セミナー、交流会の実施により、女性の能力が発揮できる環境づくりの取組
を促進します。
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（３）子供・若者を取り巻く有害環境等への対応

現状と課題

施策と主な取組

　・�　スマートフォン等のモバイル通信機器が広く普及したことにより、インターネッ
トの長時間利用に伴う影響やSNSを介したいじめ、犯罪被害の発生など、様々な問題
が生じています。

�　　�　また、インターネットの過度な利用により、人と人との直接的な心温まるふれあ
いの機会が減少し、SNSなどの通信手段を介した方法のみでしかコミュニケーション
がとれない子供・若者の増加が懸念されています。

��　　�　インターネットの安全で安心な利用を促進するため、フィルタリング※利用の徹底
等、青少年を有害情報や危険にさらさない対策と、ネットリテラシー教育や啓発を
行う必要があります。

　・�　スマートフォンやインターネットの利用実態の把握、事業者や関係団体等との連携
により、社会全体で青少年を見守る体制づくりを推進することが求められています。

　①青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備
　　�　「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法
律」、「和歌山県青少年健全育成条例」に基づき、情報モラル※教育・ネットリテラ
シー教育等の青少年のインターネットの適切な利用に関する教育・啓発活動、フィ
ルタリング※やペアレンタルコントロール※の利用普及、民間団体等の取組の支援を
強化します。

�　　�　また、県内18歳未満の青少年のインターネット上の違法・有害情報の把握に努
め、プロバイダやサイト管理者等に対する削除依頼等を行います。

　②有害環境の浄化活動の推進
　　〇青少年を取り巻く有害環境浄化の推進
��　　　�　青少年に有害な図書類、刃物類、器具類の指定や販売・貸付・所持等の規制な

ど、有害環境の浄化に向けた取組を推進します。
　　〇依存症等への対応
����　　　�　アルコール、薬物、ギャンブル等の各種依存症等について、県民に対し、理解

を深めるための啓発講座等の開催、啓発資料の作成・配布等を行います。また、
教育関係者に対しては、インターネットの普及に伴う長時間利用の影響等も含
め、正しい知識を身に付けることができるよう、児童生徒や保護者向けの啓発資
料等の作成・配布を行うとともに、教職員を対象とした研修会を開催するなど、
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①青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備
　〇       情報モラル※講座、ネットフォーラムの開催（青少年・男女共同参画課）

���������������������������������������　　�　情報モラル講座やネットフォーラムの開催により、青少年のネットリテラ
シーの向上を図るとともに、フィルタリング※やペアレンタルコントロール※の
利用促進等を通じて、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環
境の整備に取り組んでいます。

　〇ネットパトロールの実施（青少年・男女共同参画課）

���������������������������������������　　�　インターネットサイトの検索パトロールにより青少年が関係する有害情報を
抽出し、関係機関への情報提供やプロバイダに対する削除依頼等を行います。

� �
②有害環境の浄化活動の推進
　〇有害図書等の指定（青少年・男女共同参画課）

��������������������������������������　　�　青少年の健全育成を阻む有害環境の浄化を図るため、県内の書店・コンビニ
エンスストア等への立入調査・指導を行うとともに、市販されている有害図書
（著しく性的感情を刺激したり、著しく粗暴性や残忍性を助長したり、犯罪
を誘発する等青少年の健全な育成に有害な内容を掲載している書籍等）を調査
し、審査・指定を行います。

関係施策等

総合的な依存症予防教育を行います。
　　〇性風俗関連特殊営業の取締り等
����　　　�　「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づき、学校の周辺

や住宅地域等における違法な性風俗関連特殊営業等の行為に対して、積極的な取
締りを行います。

　　〇酒類、たばこの20歳未満の者に対する販売等の禁止
������　　　�　「和歌山県青少年健全育成条例」及び「和歌山県20歳未満の者の喫煙の防止に

関する条例」に基づき、酒類やたばこの販売時における年齢確認等の強化・徹底
を販売店等へ要請するとともに、関係業界との協働による啓発活動等の取組を推
進します。

　　〇成年年齢引下げへの対応
����　　　�　成年年齢引下げの円滑な実施と定着に向け、関係行政機関の連携により、ホー

ムページやインターネット等多様な媒体を活用した広報・啓発、消費者教育、消
費者保護、消費生活相談窓口の周知等の取組を推進します。
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　〇�アルコール、薬物、ギャンブル等各種依存症の予防及び正しい知識の普及（障
害       福祉課）

���������������������������������������　　�　依存症が病気であることや誰もがなり得ること、適切な医療や支援により回
復が可能であることといった正しい知識を県民に広く普及啓発することによ
り、依存症への予防につながる取組を推進します。

　〇�総合的な依存症予防教育（教育支援課）

���������������������������������������　　�　アルコール、薬物、ギャンブル等の各種依存症等やインターネットの普及に
伴う長時間利用の影響について、正しい知識を身に付けることができるよう、
児童生徒や保護者向けの啓発資料等の作成・配布を行うとともに、教職員を対
象とした研修会を開催するなど、総合的な依存症予防教育を行います。

　〇休眠預金※の活用による子供・若者への支援
　　 　民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律に基づ
く「休眠預金等活用制度」については、「子ども及び若者への支援」が休眠預金を
活用する３分野の一つに掲げられており、本制度の円滑な活用に向けて、周知等の
取組を行います。

（４）子供・若者育成支援への投資の推進
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4 社会で自立・活躍する子供・若者の育成
（１）子供・若者の成長を支える担い手の養成

　・�　地域におけるつながりの希薄化や地域活動への関心の弱まりなどにより、地域の教
育力が低下し、子供たちの豊かな人間性や社会性を育む体験活動の機会が減少してい
ます。地域ぐるみで子供・若者を育成するために、活動の中心となる青少年関係団体
におけるリーダーやボランティア等の人材の育成がますます重要となっています。

　　�　子供・若者が次代の和歌山を担う自立した社会人へと成長することは、全ての県
民が望んでいることであり、その育成支援は、家庭や学校だけでなく、NPOやボラ
ンティア団体等とも連携して行う必要があります。

　・�　ニートやひきこもり、不登校、非行等、子供・若者が抱える問題は、複合的かつ
複雑であることが少なくないため、子供・若者の相談業務を行っている支援機関・
団体の相談員等については、支援に必要な知識や実践力を習得しておくことが求め
られています。

現状と課題

施策と主な取組

　①データ共有による新たな担い手の確保
　　�　子供・若者の状況等に関する各種指標を分かりやすく整理した内閣府の「子供・
若者インデックスボード※」を関係機関等で共有します。それにより、関係機関がそ
れぞれの専門分野や知見を活かした取組を推進しつつ、新たな担い手の確保に努め
ます。

　②地域における多様な担い手の養成
　　〇民間協力者の確保
�　　　�　保護司、人権擁護委員、児童委員、少年警察ボランティア、母子保健推進員等

の民間協力者について、幅広い世代・分野からの人材の確保を図るとともに、研
修を充実させます。

�　　　�　ニートや非行に陥った少年、障害者等の就労について、企業や個人事業主等の
協力者の確保に取り組みます。

�　　　�　子供や若者の体験活動を育む体験活動指導者の養成・研修を支援します。
��　　　�　子育て経験者、様々な経験を有する高齢者、企業やNPO等の多様な主体による

子供・若者育成支援に係る活動への参加を促す取組を進めます。
　　〇同世代または年齢の近い世代による相談・支援
��　　　�　非行少年※の自立を支援する学生サポーターをはじめとする青年ボランティア等、
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①データ共有による新たな担い手の確保
　〇関係機関等における情報共有（青少年・男女共同参画課）
���������������������������������������　　�　「子供・若者インデックスボード」を青少年問題協議会や子ども・若者支
援地域協議会等において共有し、新たな担い手の確保に努めます。

②地域における多様な担い手の養成
　〇       青少年活動の指導者養成（青少年・男女共同参画課）
���������������������������������������　　�　子供の創造性や主体性を引き出すためのワークショップ※等を通して、地域
の子供と関わる指導者を養成します。

　〇学生サポーターの確保・養成（少年課）
����������������������������������������　　�　社会参加活動等を通した非行少年※の立ち直り支援活動を補助する学生サ
ポーターを確保するとともに、資質向上のための研修を実施します。

関係施策等

同世代または年齢の近い世代が行う困難を抱えた子供を支援する活動を促進します。

　③専門性の高い人材の養成・確保
　　〇分野横断的な支援人材
�　　　�　相談業務に従事する公的機関やNPO等の職員を対象として、教育・福祉・雇用

等の分野横断的な知見と支援手法を駆使し、困難を抱える子供・若者を円滑な社
会生活へと導く支援コーディネーターを養成するための研修を実施します。

　　〇教員の資質能力の向上
�　　　�　指導方法の研究・改善や、キャリア段階に応じて身に付けるべき資質や能力を

示した指標に基づく教員研修の充実、県内市町村間の交流・他府県等への派遣を
進め、教員の実践的指導力や専門性等の向上を図ります。

　　〇医療・保健関係専門職
��　　　�　県立医科大学の医学部の定員を維持するとともに、医学部生や看護学生を対象

に修学資金等を貸与することで、医療・保健関係従事者の人材確保を図ります。
　　〇児童福祉に関する専門職
��　　　�　保育士・児童福祉司等の児童福祉施設や児童相談所の職員について、必要な体

制の確保に努めるとともに、資質向上のための研修の充実を図ります。
　　〇思春期の心理関係専門職
�　　　�　医師や保健師、看護師、精神保健福祉士、臨床心理技術者等を対象に、児童思

春期における心の健康問題に対応できる専門家の養成研修等を行い、精神保健福
祉センター等における相談体制を強化します。
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③専門性の高い人材の養成・確保
　〇�若者サポートステーションWithYouにおける研修等の実施（青少年・男女

共同      参画課）
����������������������������������������　　�　幅広い分野の支援関係者等を対象とした連絡会議を県内の主な地域におい
て開催し、個人のスキルアップやネットワークの拡充を図ります。

　〇教員の専門性向上を目指す研修の実施（教育センター学びの丘）
����������������������������������������　　�　今日的な教育課題に対応するため、公立学校教職員を対象に、校種、職
種、教科、職務等に応じた実効性のある研修を充実させます。

　〇教職経験年数に対応した研修の実施（教育センター学びの丘）
�����������������������������������������　　�　公立学校教職員を対象に、教職経験及びキャリア段階に応じて求められる
資質能力の向上を目指す研修を実施し、児童生徒に対する指導技術や組織的
に課題を解決する能力等、実践的指導力の育成を図ります。

　〇医師確保修学資金の貸与（医務課）
�����������������������������������������　　�　県内の公的医療機関等に勤務することを条件として、医学生に修学資金を
貸与し、不足診療科である小児科・産科等やへき地医療に従事する医師の確
保を図ります。

　〇産科医確保研修・研究資金の貸与（医務課）
����������������������������������������　　�　県内分娩取扱病院への勤務を条件として、産科医師に研修・研究資金を貸
与し、県内の産科医師の確保を図ります。

　〇       看護職員修学資金の貸与（医務課）
�����������������������������������������　　�　将来県内において、看護職員の業務に従事しようとする看護学生に修学資
金を貸与することにより、看護師の確保を図ります。

　〇       保育士等キャリアアップ研修の実施（子ども未来課）
�����������������������������������������　　�　保育士が職務内容に応じた専門性の向上に目標を持って取り組めるよう、
リーダー的職員となるために必要な専門性の向上を図るための研修を開催し
ます。

（２）社会で活躍する子供・若者の応援

　・�　少子高齢化や地域社会の変化などにより、伝統文化等の継承においては、担い手
の確保が困難になってきています。

�　　�　文化を守り育てるため、子供・若者が多様な芸術や地域に根ざした伝統文化に触
れ親しむことが必要となっています。

現状と課題
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施策と主な取組

　・�　子供・若者の優れた個性や能力を伸ばすことは、自身の成長だけでなく、持続可
能な社会の発展にもつながるため、文化やスポーツ、国際交流活動等を通した感受
性の育成や自己実現を図る機会の提供など、様々な分野で主体的に活躍できる次代
の人材育成が求められています。

　・�　和歌山の将来を支え、世界に羽ばたくグローバル人材を育成するため、柔軟な発
想と旺盛な行動力を有する若者が、起業にチャレンジすることを支援することが求
められます。

　①地域づくりで活躍する子供・若者の応援
　　〇若者の地方への移住の推進
　　　�　若い世代を中心に地方移住への関心が高まってきている傾向を踏まえ、地方移

住の動きを後押しする施策を推進します。また、地域における社会的課題の解決
に資する起業と移住への支援を行います。あわせて、移住希望者と地方の企業等
とのマッチングなどの支援も行います。

�　　　�　都市地域在住の若者の県内への移住・定住を促進するための総合的な支援を行
い、若者の能力を生かした地域づくりを進めます。

　　〇子供・若者による主体的な地域づくりの推進
�　　　�　子供・若者が様々な世代と交流して成長するために、地域住民の参画による多

様な体験を提供する取組を推進するとともに、地域で主体的に事業を企画・運営
する子供・若者の活動を支援します。また、その活動等を通して地域の魅力に気
づき、国内外に情報発信できる人材の育成を支援します。

�　　　�　さらに、県内の大学生等が連携・共同して行う、地域の魅力向上など本県の活
性化を図る取組を支援します。

�　　　�　加えて、高等教育機関と連携して、若者の県内企業への就職や県内定着に取り
組むとともに、地域づくりへの参画を支援します。

　②イノベーションの担い手となる科学技術人材等の育成
　　〇理数系教育・STEAM教育※等の推進
�　　　�　学校教育において、児童生徒の科学技術や理科、数学・算数への関心を高める

とともに、きのくに科学オリンピックの開催等を通して、優れた素質を持つ子供
を発掘し、その才能を伸ばすための取組を推進します。

　　〇データサイエンス※人材の育成
�　　　�　小・中・高等学校において、質の高い統計教育を行うため、教員の統計教育

に関する指導力の向上を図るとともに、和歌山県データ利活用推進センターで
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は、未来のデータサイエンス人材を育成するため、高校生・大学生を対象にした
「データ利活用コンペティション」の開催や高等教育機関と連携したデータサイ
エンス分野の発展に資する先進的な取組を行います。

　　〇アントレプレナーシップ※教育の推進
　　　�　アントレプレナーシップや起業に係る実践的な能力等を有する人材の育成を推

進していくため、外部講師等も活用したアントレプレナーシップ教育を受講でき
る環境の整備に資する取組を進めます。

　　〇起業支援
　　　�　地域課題解決を目的とする新たな起業に対し、起業に必要な経費の一部を補助

するとともに、専門家による伴走支援を実施することで、継続的なフォローアッ
プを行います。また、35歳未満で新規開業して５年未満の若年起業家に対して、
設備投資や運転資金の低利融資を実施するなど、若者の起業を支援します。

　③グローバル社会で活躍する人材の育成
　　〇自国の伝統・文化への理解促進等
�　　　�　広い視野に立って世界に貢献できる子供・若者を育成するため、世界の歴史・

文化や多様な生活習慣、自国や郷土の歴史・文化について学習する機会を提供す
るとともに、世界遺産や日本遺産等について理解を深める活動を推進します。

　　〇外国語教育の推進
�　　　�　教員の英語指導力向上のための研修を充実させるとともに、指導方法の工夫・

改善に取り組みます。
�　　　�　また、コミュニケーション活動を重視した授業づくりやアジア・オセアニア高

校生フォーラム、英語ディベート大会の開催など、コミュニケーション能力育成
のための取組を推進します。

　　〇海外留学と留学生受入の推進等
�　　　�　留学支援金を交付することで、学校や地方公共団体等が主催する短期の海外派

遣プログラムに、学校教育活動の一環として参加する生徒を支援します。
　　〇海外子女教育の充実
�　　　�　在外教育施設への教員派遣の拡充等、在外教育施設における質の高い教育環境

を充実させ、即戦力となるグローバル人材を育成します。
　　〇ESD※の推進
　　　�　未来を担う若者がグローバルな課題の解決に貢献する人材として成長・活躍で

きるよう、現代社会における地球規模の課題を自らに関わる問題として主体的に
捉え、その解決に向けて自分で考え、行動する力を身に付けるとともに、新たな
価値観や行動等の変容をもたらすための教育であり、ユネスコ（UNESCO：国際
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①地域づくりで活躍する子供・若者の応援
　〇�「わかやま移住定住総合戦略」による移住・定住の促進（移住定住推進課）
�����������������������������������������　　�　都市部での相談会、キャリアアドバイザーによる求職者のサポート、移住
関心層への情報発信、移住相談や現地案内、空き家相談の３つの窓口を統合
した「わかやま移住定住支援センター」の新設などにより、移住希望者の課
題である「暮らし・仕事・住まい」を総合的にサポートし、移住・定住を促
進します。

　〇�「移住支援事業」の実施（労働政策課）
������������������������������������������　　�　ウェブサイトを活用したマッチング支援（企業・採用情報の発信）及び移
住に要する一時的な費用負担を軽減するための給付金により、中小企業等に
おける人手不足の解消を図ります。

関係施策等

連合教育科学文化機関）が中心となり取り組まれているESDを推進します。具体
的には、ユネスコスクール※をESDの推進拠点と位置づけ、持続可能な社会の創り
手を育成します。

　　〇国際交流活動
�　　　�　子供・若者の国際理解や国際的視野を醸成するとともに、日本人としてのアイ

デンティティの確立を図るため、国内外の子供・若者の招聘
へい

・派遣等を通した国
際交流や異文化体験の機会を提供します。

　④国際的に活躍する次世代競技者、新進芸術家等の育成
　　〇次世代競技者の育成
�　　　�　優れた体力・運動能力を持った子供に身体能力プログラム等の育成プログラム

を実施し、将来、オリンピックをはじめとする国際大会で活躍できる競技者を育
成します。

　　〇新進芸術家等の育成
�　　　�　才能豊かな新進芸術家等を対象として、演奏会への出演などの機会を提供します。

　⑤社会貢献活動等に対する応援
　　〇知事表彰等
　　　�　子供・若者の社会参画・社会貢献活動、子供・若者の育成支援に積極的に取り

組む者や団体、その他県民の模範となるべき者や団体に対して、知事表彰等を通
じて、更なる活躍を応援します。
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　〇�「リレー式次世代健全育成事業」の実施（青少年・男女共同参画課）
������������������������������������������　　�　青少年が、様々な地域活動に主体的に参画することを促進するとともに、
地域における異年齢間の交流を通して、青少年自身がリーダーとなり、地域
の後輩を育成する世代循環システムの確立を推進します。

　〇�「大学のふるさと事業」の推進（移住定住推進課）
������������������������������������������　　�　様々な地域課題を抱える地域と、活動フィールドを求める大学との間に立
ち、双方のニーズをマッチングします。

������������������������������������������　　�　また、大学と市町村の継続的な交流関係構築のコーディネート及び交流促
進をサポートします。

　〇�県内の高等教育機関の相互連携・地域貢献の支援（文化学術課）
������������������������������������������　　�　県内の高等教育機関の相互連携・地域貢献を支援するため、「高等教育機
関コンソーシアム和歌山」が実施する地域の活性化や文化の向上のための事
業を支援します。

　〇�       わかやまスクールパワーアップ(教育総務課)
������������������������������������������　　�　県内の公立小・中・高等学校、特別支援学校における児童生徒の主体的な
取組や、地域の実情に応じた学校の取組等を支援することで、よりよい社会
づくりや地域づくりに向けた、地域と学校の連携を促進します。

� �
②イノベーションの担い手となる科学技術人材等の育成
　〇�きのくに科学オリンピックの開催（県立学校教育課）
������������������������������������������　　�　科学に関心のある高校生が切磋琢磨する場を設け、科学や理数系分野への
学習意欲の一層の向上を図り、科学技術の発展を担う人材を育成するため、
きのくに科学オリンピックを開催します。また、同大会において、全国の代
表が競い合う「科学の甲子園」全国大会への県代表チームを選抜します。

　〇�宇宙教育の推進（県立学校教育課、義務教育課）
�����������������������������������������　　�　串本古座高等学校において、「宇宙探究コース」を令和６年度に新設し、宇
宙教育を通じて科学への興味・関心や学ぶ意欲を高め、未来を切り拓く人材を
育成します。また、打ち上げイベントや宇宙シンポジウムを通じて、科学や宇
宙への興味・関心を高めるとともに、児童生徒の科学力を育成します。

　〇�       統計出前授業「統計っておもしろい！数字でみる和歌山」の開催（調査統計課）
������������������������������������������　　�　データやグラフを通して、児童生徒がふるさと和歌山について知り、統計
に親しむために、出前授業を実施します。

　〇�和歌山県データ利活用コンペティション（企画総務課）
������������������������������������������　　�　データ利活用の重要性・有用性を発信するとともに、次世代の日本を担う
データサイエンス※人材を育成すべく、全国の高校生、大学生等を対象に、行
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政課題に対するデータを利活用した解決アイデアを募集し、優秀作品を表彰
します。若い世代がこのコンペティションへ参加することで、地域の現状を
よりよく理解し、データを利活用して物事を客観的かつ正確に捉えることの
重要性を再認識するきっかけづくりをします。

　〇�       わかやま塾（企業振興課）
�����������������������������������������　　�　和歌山県の将来を支え、世界に羽ばたくグローバル人材を育成するため、
各界で活躍する有識者・経営者から直接講義を受ける機会を提供します。

　〇�       わかやま起業塾（企業振興課）
������������������������������������������　　�　県内で起業を考えている起業予定者を対象に、起業における知識やノウハ
ウを外部講師の講義やワークショップ※など通して実践的に習得できるプログ
ラムを実施します。プログラムを通じて県のさまざまな地域課題を解決する
起業家の育成を促進します。

� �
③グローバル社会で活躍する人材の育成
　〇�「高校生のための和歌山未来塾」の開催（教育総務課）
������������������������������������������　　�　高校生を対象として、ふるさとの豊かな自然・文化を誇る態度と科学技術
等に対する探究心を育て、国際社会の中で豊かに生きる力を高めるため、
様々な分野のオピニオンリーダーを招き、教育講演会を開催します。講演会
は、講師との直接的な交流を図るとともに、未来について語り合う機会を設
けます。

　〇�「世界遺産入門」学習プログラムの実施（世界遺産センター）
������������������������������������������　　�　世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」を学習する中で、様々な世界遺産へ
の疑問を紐解きながら、世界遺産を楽しく、わかりやすくレクチャーするプ
ログラムを実施します。

　〇�「アジア・オセアニア高校生フォーラム」の開催（国際課、県立学校教育課）
������������������������������������������　　�　県内高校生とアジア・オセアニア諸国から招致した高校生等が、喫緊の世
界共通の課題について意見交換やプレゼンテーション、文化紹介等を行う
フォーラムを開催します。フォーラムを通して、自ら考え、発信・行動でき
るグローバル社会で活躍するリーダーを育成します。

　〇�スタンフォード大学遠隔講座によるグローバル人材の育成（県立学校教育課）
�����������������������������������������　　�　希望する県内の高校生を対象に、県とスタンフォード大学が共同で提供す
る同時双方向型のオンライン遠隔講座を開講し、海外大学への進学など、世
界へ挑戦する生徒を育成します。

　〇�次世代リーダーの育成（教育総務課）
������������������������������������������　　�　高校生を「日本の次世代リーダー養成塾」に派遣し、一流の講師による講



−87−

義や全国の高校生との交流を通して、知的好奇心を向上させるとともに、幅
広い視野に立った思考力・判断力を身に付けさせることにより、郷土や世界
の人々のために貢献できる人材の育成を進めます。

�
④国際的に活躍する次世代競技者、新進芸術家等の育成
　〇�       「ゴールデンキッズ発掘プロジェクト」の実施（スポーツ課）
������������������������������������������　　�　小学３・４年生を対象として、体力測定会を実施し、体力・運動能力に優
れた子供を「ゴールデンキッズ」に認定します。小学４～６年の３年間に身
体能力プログラムなどの育成プログラムを実施し、将来、オリンピックなど
の国際舞台で活躍できる競技者を育成します。

　〇�       新人演奏会の開催（文化学術課）
������������������������������������������　　�　若い世代の音楽家を対象にオーディションを行い、優秀者による演奏会を
開催します。音楽を学んでいる優秀な若者を広く県民に紹介するとともに、
本県の音楽文化の振興と向上を図ります。
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