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【議事録】令和元年度第 1回青少年問題協議会 

令和元年 5月 24日（金） 

県庁防災新館 303・304会議室 

 

（1）新たな「やまなし子ども・若者育成指針」の策定について 

（議長） 

議事（1）新たな「やまなし子ども・若者育成指針」について事務局から説明をお願

いする。 

 

（事務局） 

－資料 1・資料 2により説明－ 

県では子供若者を巡る様々な今日的課題に積極的に対応し、子供、若者が誕生から社

会的に自立するまで支援施策を総合的に体系的に構築し効果的に推進していくために、

平成 27年 2月に山梨子供若者育成指針を策定した。指針の推進期間は平成 27年度から

令和元年度までの 5 年間となっており、本年度新たな指針を策定することとなってい

る。 

資料 1、新たなやまなし子ども・若者育成指針策定にあたっての基本方針をご覧いた

だきたい。次代を担う子供若者の健全育成は地域社会における重要な課題となっている。

国においては、平成 22年に子供若者育成支援推進法が施行され、平成 28年には新たな

大綱である子供若者育成支援推進大綱が策定されている。県では、平成 27 年 2 月にや

まなし子ども・若者育成指針を策定し、令和元年度までの 5年間を推進期間として子供

若者に関する施策について総合的に取り組んできた。しかし、指針の策定から 4年が経

過し、子ども・若者をめぐる課題へ対応するため、新たなやまなし子ども・若者育成指

針を策定する。策定の体制、スケジュールについては、資料２を参照いただきたい。指

針の策定にあたっては、山梨県青少年問題協議会から意見をいただくとともに、原案を

検討することとする。本年度は年 3回の開催を予定している。また、学識経験者の委員

による小委員会を設置・開催し、新たな指針の基本理念、基本目標、施策の方向性につ

いて協議し、答申の形の案として取りまとめる。指針策定にあたり、素案段階で山梨県

ホームページによるパブリックコメントを行い、県民からの意見要望を収集し、2月に

指針策定の予定。なお指針については、庁議に付し承認を得る。 

 

（議長） 

何か意見・質問はあるか 

 

（委員） 
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特になし。 

 

議事(２)子ども・若者を巡る現状と課題について 

（議長） 

議事(２)子ども・若者を巡る現状と課題について、事務局からの説明をお願いする。 

 

（事務局） 

－資料３により説明－ 

資料３は新たなやまなし子ども・若者育成指針を策定するにあたり、事務局がたたき

台として取り上げたもの。庁内の青少年総合対策本部幹事課（22課）の意見もいただき

ながら、現状と課題を整理し、新たな指針の基本理念や目標、関連施策に反映をしてい

く。昨年度実施した県の調査等から、注目した 5点の内容を中心に説明する。 

①情報化社会の進展。6歳から 12歳の小学生の年齢層においても、4人のうち 3人は

インターネットを日常的に利用している。内閣府もリーフレットを発行し、スマホの利

用に関し、子どもが小さいうちから安全で上手な使い方や習慣づくりをしていく必要性

があると伝えている。また、県の調査では、スマホ等の所持率が、中学生においては 74.

６％と 4 人のうち 3 人。高校生においては 90％以上でほとんどが所持しているという

状況。平日 1日にインターネットにアクセスする時間も、2時間以上する割合が 49.5％

となり、およそ半数を占めている。子ども・若者の生活に欠くことのできなくなったイ

ンターネットを適切に利活用していく能力を育成していくことが必要である。 

②子ども・若者の社会参加活動。本県の子ども・若者の地域をよくするための活動へ

の参加意向は 87.7％。その一方で、国や地方の政治への関心がある意向は 44.9％。山

梨の未来を担う子ども・若者が地域をよくするための活動に積極的に参加し、地域の幅

広い年齢層の方と交流を深め、地域や国の政治に関心を持ちながら、持続的な地域社会

づくりの主体となっていくことが求められている。地域での活動を見直しながら、子ど

も・若者一体となった活動を支える担い手の養成等も考えていく必要がある。 

③若者の就労状況と意識。完全失業率は年を追うごとに低下しているが、15 歳から

30歳については、前年度の失業率よりも高い割合を示している。本県の若者に、今の仕

事についてどう考えているかを尋ねた設問では、仕方がないから続ける、が調査を重ね

るごとに増加し、平成 30 年度の調査では、5 人に 1 人は必ずしも望んだ職に就いてい

ない現実が読み取れる。大学等への進学や就職を契機とした若者の県外流出が大きな課

題となっているが、子どものうちから山梨のよさや人の繋がりのよさを体感しながら地

域で活躍する若者を育てていくことは、県民の願いでもある。少子高齢化が進む中、雇

用問題も含めた地域社会づくりをどのように進めていくか、考えていく必要がある。 

④障害のある子ども・若者。県の通級による指導、特別支援学級、特別支援学校の対

象者の推移を見ると、平成 21年から平成 29年にかけて、特別支援学級に所属する子ど
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もが年々増加していることがわかる。また、通常の学級における特別な支援を必要とし

ている児童生徒の人数が特に小学校において増加していることもわかる。これは発達障

害に関する学校現場や保護者への周知が進み、発達障害の傾向を持つ子どもの認知が増

加していることなどが原因と考えられている。こうした状況から、障害のある子ども・

若者に対する支援を強化するとともに、子どもたちの個性や可能性を伸ばし、将来を切

り開いていく力をつけていく支援を充実させていく必要がある。 

⑤外国人児童生徒。本県においても、公立学校に在籍する外国人の子どもの数は増加

傾向にある。特に小学校では、平成 26 年を機に上昇していく形となっている。また、

本県における日本語指導が必要な外国人児童生徒も外国人児童生徒の増加に伴い、ここ

数年増加している。外国人の子どもについても同じ地域の一員として健やかに成長して

いけるよう地域全体で受け入れ態勢等を整備していく必要がある。 

その他、子ども・若者の人口の減少、子どもの貧困、児童虐待など本県の子ども・若

者を取り巻く現状と課題について様々な視点からまとめた。 

 

（議長） 

何か意見・質問はあるか。 

 

（委員） 

多岐にわたって様々な視点から書かれている。気になったところについて述べる。 

1の（3）の情報化社会の進展。インターネットの利用が子ども・若者に急速に広まっ

ている。この結果は突然現れたことではなく、幼児期からスタートしていると実感して

いる。2 歳であっても 1 日 2 時間とか 3 時間とか平気でやっているような現状がある。

若い世代のママ・パパ達は、そこに対して何の罪悪感もない。親と子で楽しく過ごすと

いうことが、どうしていいのかわからないように見える。スマホ世代の方の子育ては、

もっと注目していかなければいけない部分。また、ゲームへの依存、スマホ依存もそう

だが、依存症の怖さを訴えてもよいのではないか。不登校にしてもひきこもりにしても、

発達特性の問題がベースにあったりすると余計に依存しやすい体質になるといわれて

いる。デビューをできるだけ遅くさせたい。 

 

（議長） 

今の意見に関連したものはあるか。 

 

（委員） 

小学校に勤務しているが、スマートフォンを持っている子どもは高学年に多い。それ

より低い学年でも、オンラインゲームで顔も知らない人とやりとりをする。そのことの

危険性は非常に感じる。その中でやはり、保護者への啓発の難しさがある。6年生に情
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報モラル教室を実施したが、ただ児童に指導するばかりでなく、保護者にも危険性とい

うものを強くわかってもらいたい。被害者になったり、加害者になったり、非常に危険

だと感じている。深刻な不登校ではないにしろ、時々波がある子に話を聞くと、やはり

遅くまでゲームやネットを見ていて生活リズムが崩れたという。非常に課題だと思う。 

 

（議長） 

他に関連した意見はあるか。 

 

（委員） 

県のＰＴＡでも親に対して研修等を行っているが、聞いて欲しい親はなかなか出て来

ない現状がある。3年ほど前に、県のＰＴＡで夜９時以降は使わないというルールを作

り、全学年に配った。しかし、子ども不在で決めたルールで実情にそぐわないものであ

った。そのことを通して感じたのは、親の教育が一番大切ということ。持たせるのは親

ですし、お金を払っているのも親。もっと啓発に力を入れていきたいということは実感

している。 

 

（委員） 

これからの世の中生き抜くためにデータと付き合ってくのが絶対欠かせない。どうつ

き合うかってことをやった方がいい。スマホに関しては、我々よりも子どもたちの方が

詳しいという状態なので、我々は追いつかない。であれば、子どもたちにスマホという

のは素晴らしいもの、これを使ってどうやって学んでいくかとか楽しんでいくかとか、

というようなクオリティーの方向で議論を進めていった方がいい。障害のある子どもた

ちに向けてというのがあるが、問題は障害がある子どもよりも、障害があるのに認定さ

れていないような子ども・若者たち。障害手帳を持っていないが、ひきこもっている子

ども・若者の方もかなり課題として、市町村レベルで取り組まなければいけない。 

 

（議長） 

他に関連した意見はあるか。 

 

（委員） 

子どもたちの探究心とかその時代の流れとか、我々が生きてきた時代と今は違う。だ

から全否定してしまうような指針というのは気をつけたほうがいい。少子高齢化、人口

減少で、働き手である 15歳から 64歳までの生産年齢人口が減少している。雇用の面で

非常に今危惧をしているというのが経済からの状況。この指針を作って、健全な若者の

育成をしていくことは非常に意義のあることだと思う。しかしながら、若い人たちが何

をしたいかという動きについては、なかなか止めることができない部分もある。例えば
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進学や就職等で県外へ出てしまう。これはある意味、自然の流れと思う。一回は東京に

出てみたい、どこかへ行ってみたい、1人で生活してみたいと、昔からそういった人達

もたくさんいた。1回出て外を経験して、自分の描いていた生活観とのギャップがあっ

て、やっぱり山梨はいい、ふるさとがいいという、教育をしていくことが非常に重要。

県の施策で言ったらＵＩターンの部分は非常に力を入れていかなければいけないし、移

住促進をしていかなければいけない。皆さんの意見を聞くと、基本は家庭の中の教育と

いうか、人間形成というか、家庭の中が一番大事じゃないかと思う。 

一般の社会生活を送る上とか企業の中で企業生活を送る上で一番大事なのは挨拶じ

ゃないかと思う。挨拶をしてからじゃないとコミュニケーションも始まらないし、挨拶

をきちっとできる子を育てることは、家庭でも学校でもそうだと思う。企業の求めてい

る人材の上位でいつもコミュニケーション能力というのがある。いつもスマホをいじっ

ていてコミュニケーションがないというのは、イコールではないかもしれないけども、

実際にフェイストゥフェイスで話をしなければいけないのではないかと思う。若い人に

は山梨を背負って立っていただかなければいけないので、本当に期待している。 

入管法が改正されて、ベトナムあたりからの外国人を中心にどんどん入ってきそうな

気がする。子どもの時代から外国人との共生とか、企業でもダイバーシティ経営とか、

これからはどんどん入ってくる前提で、共生とか教育をしていかなければいけない。 

 

（議長） 

他に関連した意見はあるか。 

 

（委員） 

この指針の対象年齢は 0歳から 30歳だが、これに先立って昨年度調査をしたのが 12

歳から 30 歳ということで、未就学児童とか小学生に対する現状認識や課題がちょっと

薄い気がしている。前回の指針が 27 年からだが、それ以降、国も子どもを育てる政策

に力を入れ、県においても子供・子育て支援条例、25年にセンターを設置している。0

歳から 12歳の世代に対する現状と課題というのもあるのではないか。保育に関しても、

0歳児保育、病児病後児保育、地域エリアとして預けられないとか、いろいろな課題が

ある。また、小学生の放課後行き場所がないという課題もある。そういった 0歳から 12

歳の子どもに対する視点、課題、現状認識が必要で、それに伴う具体的な施策もやって

くべきではないか。 

 

（議長） 

多くの委員から意見を聞きたい。他に意見等あるか。 

 

（委員） 
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非行の件数、検挙される人員自体は、全国で減り、山梨でも減っている。裁判する人

員についても減っているが、警察に捕まった人の中で裁判をした人が占める割合が、少

し上がっている。繰り返しちゃう人に手が行き届いてないのではないか。非行から立ち

直るときには、仕事がある、居場所があることがすごく大事なことなので、仕事につい

て、サポートしてくことは非常に大事。現実には 18 歳の壁があり、正式な採用という

とこが難しい。16、17、高校を中退したぐらいの方に対するサポートするのはもっと充

実してもいい。また、自分の居場所があると認めてくれる人がいるということは非常に

大事なことで、そういう施策が充実すればと思っている。 

何かをやった時に来て欲しい親ほど来ないというのがあったが、いろんな問題を抱え

た人たちのところまで支援の手が届いていないという意味では、さらに一歩進んでもう

少し手厚い支援、サポートしてく相談に乗っていくということが大事ではないか。 

 

（議長） 

他に関連した意見はあるか。 

 

（委員） 

中学生に人権というタイトルで作文を書いてもらうと、大体 3割ぐらいの子どもがい

じめについて書いてくる。中学生にとっていじめというのは非常に大きな問題になって

いる。いじめは不登校に繋がるということで、小学校・中学校だと義務教育ということ

でそれなりに対応してもらえるが、高校になると、学校に行きたくなければもうやめれ

ばいいじゃないかというような意見もあり、高校を中退している人への対策というか施

策を充実させていく必要があるのではないか。 

 

（議長） 

他に関連した意見はあるか。 

 

（委員） 

同世代で、県外の大学に出て、そちらの方へ就職し山梨には戻って来られない、来な

いっていう人が結構多い。なぜ戻って来ないのか訊いてみると、山梨には何にもない、

仕事も魅力的なものがないとみんな言う。山梨の魅力とか、いろんな仕事を見つけられ

ていないのではないかと感じている。 

それと共に、山梨のことが好きだという気持ちもちょっと薄いのではないかと思って

いて、だから若い人達が戻ってこないのではないかと思う。戻ってきたはいいが、自分

の就きたい仕事に就けない、就けたとしても非正規雇用だったということも割と多くあ

る話。アルバイトやニート、最悪ひきこもりになってしまうという人もいるので、そう

いったところを救えるような、セーフティーネットがもっとあるとよい。 
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（委員） 

アイデンティティーをどう育むかについて、高校での学びというのはとても重要で、

小学校、中学校、市町村教育委員会では結構地域ネタをやってくれるが、高校になると

地域ネタが全くない。地域で触れ合うこともないので、探求活動の中で、地域の課題解

決をするプログラムをやってみると、地域に対する理解が深まり、居場所と出番が自分

にもあるぞというのが分かっていく。そうすると県内大学への進学率も上がる。長野県

民はみんな県歌を歌える。これはＵターンと大きな相関関係があると言われている。如

何に地域に接点を作り、出番を作り、大学に出て行くけれども、帰ってこようと思うよ

うにするか。山梨で起業しようと思う人はなかなかいないが、山梨を何とかしようと思

うアントレプレナーがいなかったら、山梨で起業率は増えない。そうなると、アントレ

プレナーシップや起業家教育を含めた学びを高校で行うことが大切だと思う。 

 

（議長） 

予定時間に近づいたが、他に関連した意見はあるか。 

 

（委員） 

外国籍の子どもがこれから増えていく。言葉の教育についてもシステムを作って、外

国籍の子どもたちが言葉で苦労しないで、持っている資質を充分に伸ばせるようなシス

テムができるといい。母語の確立が大事なので、母国の言葉とか文化を尊重しながら、

日本に溶け込んでくれる子どもたちを何とか育てていくような方法が必要。 

家庭教育の話があったが、私の経験では働きかけても親は変わらないっていうのが多

かった。親を変えるのはとても難しい。外国籍の子もその一つの国のコミュニティから

情報が広がっていくようだが、コミュニティから外れている外国籍の親は本当に孤立し

ていて、誰も助けてくれない。市の人も保健師さんも入っているし、一生懸命みんなで

関わりを持つようにしているが、やっぱり孤立している。外国籍でなくても孤立してい

る親もいるので、そういうときに気軽に話し合える近所の人だったり、同級生の親だっ

たりいたらどんなに楽に暮らして行けるのかと感じた。 

グレーゾーンの子供たちが行き場がない。専門性がある人のアドバイスをもらいなが

ら、子どもたちと関わっていけたらと子どもたちと関わりながら思う。 

 

（議長） 

予定時間だが、他に意見等あるか。 

 

（委員） 

SDGs が取り上げられているが、ここに入れていただいたのは非常に価値がある。企
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業としてもこれから世界標準で取り組まなければならない問題がここに全部あるとい

う前提で言うと、義務教育の時から小さなことでもいいからやさしく教えて、そういう

子どもたちがいずれ企業人になった時に、取り組みがどんどん推進できるような教育を

していただけるとありがたい。全部とは言わないが、小学校・中学校・高校で取り組め

るものは必ずあると思うし、やさしく教えることは大変難しいかもしれないが、子ども

たちに教育していく必要は十分ある。 

 

（議長） 

他に意見等あるか。 

 

（委員） 

この立場になっていろんな方と話をするが、昔はよかったという話をされた方が案外

多い。例えば、昔は上下関係がしっかりしていてそれが人間形成上よかった、昔のいじ

めは今ほど陰湿じゃなかったという話をされる。果たしてそうかというと、決してそう

じゃない部分もある。上下関係が厳しかったからこそ、下の方が自由に意見を言えなか

ったということがあるし、障害者の方に対しては露骨な差別用語を使って、多分受けた

方はかなり心に傷を負ったのではないかということがある。当然その時々の課題はある

が、いいところを伸ばす、いいところに着目して伸ばしていく視点というのは必要だと

思うし、ここの協議会で様々な今の子どもたちのいいところを伸ばしていくというとこ

ろの窓口が拓けたらよい。 

 

（議長） 

この他、どうしてもという意見はあるか。 

 

（委員） 

特になし。 

 

（3）その他 

（議長） 

議事（3）その他について事務局、委員から何かあるか。 

 

（事務局・委員） 

特になし。 

 

（議長） 

以上で議事を終了する。 


