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えひめ子ども・若者育成ビジョン改定案 新旧対照表 

  

現       行 改   定   案 

第Ⅰ章 ビジョンの趣旨 

１ 策定の趣旨 

  愛媛県の総人口は、昭和60年に約1,530千人を数えましたが、その後、

平成17年には約1,467千人に、平成22年には1,424千人にまで減少しま

した。出生数も、昭和48年には24,648人でしたが、その後は減少傾向

が続き、平成22年には11,427人と半減しています。 

  全国的傾向として少子高齢化の急速な進展に加え、情報化、国際化、

消費社会化が進み、このことが、家庭、学校、職場、地域など子ども・

若者を取巻く環境にも大きな影響を及ぼしていると指摘されていま

す。 

  こうした中、一部の子ども・若者には、学習意欲の低下、規範意識

の希薄化、薬物乱用、初発型非行といわれる万引きの増加、ニート、

ひきこもりに象徴される社会的自立の遅れなど、憂慮すべき状況が見

られるところです。 

  このような子ども・若者をめぐる課題に対応するため、平成22年4

月に「子ども・若者育成支援推進法」が施行され、子ども・若者育成

支援施策の総合的推進の枠組みが整備されました。また、平成21年4

月には、インターネット上に氾濫する違法・有害な情報から青少年を

守るため、「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」が施行され、青少年にインターネットを適

切に活用する能力を習得してもらうことに加え、有害情報を遮断する

フィルタリングの普及を促進し青少年が有害情報を閲覧する機会を最

小化する取組みを進めることとされました。 

第Ⅰ章 ビジョンの趣旨 

１ 策定の趣旨 

  本県では、青少年対策本部会議において「青少年の健全育成推進方

策」を策定し、青少年対策を進めてまいりましたが、平成22年４月に

「子ども・若者育成支援推進法」が施行されたことから、同法に基づ

く「子ども・若者育成支援についての計画」として、平成23年度に「え

ひめ子ども・若者育成ビジョン」を策定し、一人でも多くの子ども・

若者の「元気で希望に満ちた愛顔」が見られるよう県民一人ひとりと

力をあわせた支援に努めることを目標に、さまざまな施策を展開して

きました。 

  また、県民と市町に“より近い”各地方局において、従来から設置

している地方青少年対策班に県の相談窓口等を構成機関として追加す

るとともに、国や市町の関係機関等の参加・協力を得て拡充し、23年

10月までに法に基づく「子ども・若者支援地域協議会」と位置付けた

うえで再設置し、関係機関が連携し、適切な支援を行う体制づくりに

取り組みました。 

  しかしながら、少子高齢化の進展や厳しい雇用情勢、スマートフォ

ン等の普及による急速な情報化の進展などが子ども・若者を取り巻く

環境に大きく影響し、ひきこもりなどの社会的自立の遅れ、青少年に

よる重大事件や子どもが被害者となる事件の発生など、子ども・若者

に関わる新たな課題が生じております。 

  このような中、「えひめ子ども・若者育成ビジョン」の策定から５

年が経過し計画期間が満了となり、また、国においても「子ども・若
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  このように、子ども・若者に関わる行政は、今、大きな転換期を迎

えています。 

  愛媛県では毎年、青少年対策本部会議において「青少年の健全育成

推進方策」を策定し、青少年対策を進めてまいりましたが、本県の現

状を踏まえ、子ども・若者の健やかな成長と自立を、県民総ぐるみで

更に支援していくため、えひめ子ども・若者育成ビジョン検討委員会

の提言を踏まえ、今回新たに「えひめ子ども・若者育成ビジョン」（以

下「ビジョン」といいます。）を策定しました。 

 

者育成支援推進大綱」の見直しを行ったことから、社会情勢の変化や

国の動向、県の実情などを踏まえた「えひめ子ども・若者育成ビジョ

ン（Ｈ28～32年度）」を策定することとしました。 

 

２ ビジョンの期間 

  このビジョンの期間は、平成23（2011）年度から平成27（2015）年

度までの５年間とし、子ども・若者を取り巻く社会情勢の変化等に適

切に対応した施策の推進を図るため、毎年、必要に応じてビジョンの

見直しを青少年対策本部において行うこととします。 

２ ビジョンの期間 

  このビジョンの期間は、平成28（2016）年度から平成32（2020）年

度までの５年間とし、子ども・若者を取り巻く社会情勢の変化等に適

切に対応した施策の推進を図るため、毎年、必要に応じてビジョンの

見直しを青少年対策本部において行うこととします。 

 

３ ビジョンの性格・位置づけ 

 (1) このビジョンは、本県が子ども・若者の健やかな成長と自立を支

援していくための指針とします。また、併せて、県民総ぐるみで子

ども・若者の健やかな育成を推進するための指針とします。 

 (2) 毎年度、愛媛県教育委員会で策定している「愛媛県教育基本方針」

や平成22年3月に策定された「   えひめ・未来・子育てプラン＜

後期計画＞（愛媛県次世代育成支援行動計画）」など、子ども・若

者を対象とする他の計画と相まって、子ども・若者の健やかな成長

と自立に向けた支援を推進していきます。 

 (3) このビジョンは、子ども・若者育成支援推進法第９条第１項の規

３ ビジョンの性格・位置づけ 

 (1) このビジョンは、本県が子ども・若者の健やかな成長と自立を支

援していくための指針とします。また、併せて、県民総ぐるみで子

ども・若者の健やかな育成を推進するための指針とします。 

 (2) 毎年度、愛媛県教育委員会で策定している「愛媛県教育基本方針」

や平成27年3月に策定した 「第２期えひめ・未来・子育てプラン（前

期計画）」                 など、子ども・若

者を対象とする他の計画と相まって、子ども・若者の健やかな成長

と自立に向けた支援を推進していきます。 

 (3) このビジョンは、子ども・若者育成支援推進法第９条第１項の規
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定に基づく「子ども・若者育成支援についての計画」とします。 定に基づく「子ども・若者育成支援についての計画」とします。 

 

４ ビジョンが対象とする子ども・若者 

  このビジョンが対象とする「子ども・若者」の範囲は、0歳から30

歳代の年齢層にある者とします。 

  また、ビジョンでは、「子ども・若者育成支援推進法」にならい、

従来の「青少年」に代えて「子ども・若者」という用語を使用してい

ますが、子ども・若者の呼称・年齢区分は法令や施策等により様々で

あることから、「児童生徒」、「少年」、「青少年」等の用語もビジ

ョンの中で使用しています。 

４ ビジョンが対象とする子ども・若者 

  このビジョンが対象とする「子ども・若者」の範囲は、0歳から30

歳代の年齢層にある者とします。 

  また、ビジョンでは、「子ども・若者育成支援推進法」にならい、 

             「子ども・若者」という用語を使用してい

ますが、子ども・若者の呼称・年齢区分は法令や施策等により様々で

あることから、「児童生徒」、「少年」、「青少年」等の用語もビジ

ョンの中で使用しています。 
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第Ⅱ章 子ども・若者の現状 

１ 少年非行   

  昨年（平成26年）、本県で検挙・補導した少年刑法犯は814人で、前

年と比べて90人減少しています。 

  昨年の少年刑法犯の特徴は、学職別では、中学生が全体の約４割

（38.9％）を占め、非行の中心となっています。罪種別では、窃盗犯

が最も多く、全体の約７割（68.6％）を占めており、そのうち半数以

上が万引き、次いでオートバイ盗、自転車盗となっています。 

  また、毒物及び劇物取締法等違反は６人であり、前年と比べ４人増

加しています。 

  一方、不良行為で補導した少年は4,035人で、前年と比べ23人増加し

ました。行為別では、喫煙（1,710人）と深夜はいかい（1,622人）で

全体の８割強（82.5％）を占めています。また、学職別では、有職少

年が1,254人と全体の約３割（31.1％）、無職少年が980人と全体の２

割強（24.3％）を占め、次いで中学生、高校生の順となっています。

年齢については、16歳～17歳が最も多く、全体の５割強（55.4％）を

占めています。 

 

第Ⅱ章 子ども・若者の現状 

１ 少年非行   

  昨年（平成26年）、本県で検挙・補導した少年刑法犯は814人で、前

年と比べて90人減少しています。 

  昨年の少年刑法犯の特徴は、学職別では、中学生が全体の約４割

（38.9％）を占め、非行の中心となっています。罪種別では、窃盗犯

が最も多く、全体の約７割（68.6％）を占めており、そのうち約４割 

  が万引き、次いでオートバイ盗、自転車盗となっています。 

  また、毒物及び劇物取締法等違反は６人であり、前年と比べ４人増

加しています。 

  一方、不良行為で補導した少年は4,035人で、前年と比べ23人増加し

ました。行為別では、喫煙（1,710人）と深夜はいかい（1,622人）で

全体の８割強（82.5％）を占めています。また、学職別では、有職少

年が1,254人と全体の約３割（31.1％）、無職少年が980人と全体の２

割強（24.3％）を占め、次いで中学生、高校生の順となっています。

年齢については、16歳～17歳が最も多く、全体の５割強（55.4％）を

占めています。 

２ いじめ、不登校、中途退学 

  文部科学省の調査によると、本県における平成25年度のいじめの認

知件数（国公私立小・中・高・特別支援学校が対象）は682件 で、児

童生徒1,000人あたり4.4件 となり、全国水準の13.4件を下回っている

ものの、依然として注視すべき状況にあります。これを学校種別で見

ると、小学校で233件 、中学校で378件 、高等学校で71件、特別支援

２ いじめ、不登校、中途退学 

  文部科学省の調査によると、本県における平成26年度のいじめの認

知件数（国公私立小・中・高・特別支援学校が対象）は1,943件で、児

童生徒1,000人あたり12.7件となり、全国水準の13.7件を下回っている

ものの、依然として注視すべき状況にあります。これを学校種別で見

ると、小学校で1,089件、中学校で777件、高等学校で76件、特別支援
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学校で０件となっています。 

  また、平成25年度間の不登校児童生徒は、小学校（国公立）では前

年度より２人減少して166人、中学校（国公私立）では、58人増加して、

896人となっています。児童生徒1,000人あたり9.4人 となり、全国平

均11.7を下回っています。 

  高等学校（国公私立）においては、文部科学省の平成25年度の調査

によると、不登校を理由とする長期欠席者が前年より12人増加し357

人、1000人当たりの不登校生徒数は、9.4人となったものの、全国水準

の16.7人を大きく下回っています。 

  また、中途退学者は647人、在籍者数に占める割合（中途退学率）は

1.6％で、全国水準並みとなっています。 

 

学校で１件となっています。 

  また、平成26年度間の不登校児童生徒は、小学校（国公立）では前

年度より16人増加して182人、中学校（国公私立）では、50人増加して、

946人となっています。児童生徒1,000人あたり10.1人となり、全国平

均12.1を下回っています。 

  高等学校（国公私立）においては、文部科学省の平成26年度の調査

によると、不登校を理由とする長期欠席者が前年より３人減少し354

人、1000人当たりの不登校生徒数は、9.4人で、      全国水準

の15.9人を大きく下回っています。 

  また、中途退学者は601人、在籍者数に占める割合（中途退学率）は

1.5％で、全国水準並みとなっています。 

 

３ 若者の就労  

  若年者の雇用環境については、新規学卒者の就職決定率が改善傾向

にある一方で、早期離職率については、全国平均より高い状況が続い

ているほか、若年者の非正規雇用比率も依然として高い水準で推移し

ており、総じてみると厳しい状況が続いています。 

  愛媛労働局の調査によると、県内の就職後３年以内の離職率は、概

ね減少傾向にあるものの全国よりも高水準で推移しており、平成22年

度の県内離職率は、高校45.6%、大学35.3%となっています。 

  県が平成21年度に実施した「県内雇用・就職状況調査」によると、

県内のフリーター数は約16,900人（推計値）、若年者（15歳～34歳）

に占める割合は約5.2%となっており、全国の約5.7%（約170万人）と比

べ、若干低い数値となっています。 

  また、若年者の仕事に対する考え方については、「生活のための収

３ 若者の就労  

  若年者の雇用環境については、新規学卒者の就職決定率が改善傾向

にある一方で、早期離職率については、全国平均より高い状況が続い

ているほか、若年者の非正規雇用比率も依然として高い水準で推移し

ており、総じてみると厳しい状況が続いています。 

  愛媛労働局の調査によると、県内の就職後３年以内の離職率は、  

            全国よりも高水準で推移しており、平成23年

度の県内離職率は、高校46.4%、大学36.7%となっています。 

  県が平成21年度に実施した「県内雇用・就職状況調査」によると、

県内のフリーター数は約16,900人（推計値）、若年者（15歳～34歳）

に占める割合は約5.2%となっており、全国の約5.7%（約170万人）と比

べ、若干低い数値となっています。 

  また、若年者の仕事に対する考え方については、「生活のための収
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入源」84.2%、「人の役に立つ仕事をしたい」45.2%となっており、「一

つの企業に長く勤める方がよい」33.6%、「正社員で働いたほうが得だ」

33.0%と安定した仕事を望んでいる意見も多い状況にあります。フリー

ターについては、「誰でもなるかもしれない」が61.2%と不安を持って

いる者が多い一方、「自分探しのためにいいことだ」19.5%、「フリー

ターはかっこいい」11.0%など、フリーターを容認する意見もあり、フ

リーターを深刻な問題ととらえていない面も見られます。 

  ニートの状況にある若者の数は、平成24年就業構造基本調査の結果 

  によると、全国で61万７千人、愛媛県には7,400人となっており、ニ

ートの状況にある若者の数が15～34歳人口に占める割合は、愛媛県で

は2.8％で全国ワースト10位となっています。 

  また、ニートの状況にある若者の就労に対する意識は、（財）えひ

め地域政策研究センターの平成21年度調査によると、８割以上が「仕

事に就きたい」と答えており、                  

    一概に「働く意欲がない」とは言えません。        

      

 

入源」84.2%、「人の役に立つ仕事をしたい」45.2%となっており、「一

つの企業に長く勤める方がよい」33.6%、「正社員で働いたほうが得だ」

33.0%と安定した仕事を望んでいる意見も多い状況にあります。フリー

ターについては、「誰でもなるかもしれない」が61.2%と不安を持って

いる者が多い一方、「自分探しのためにいいことだ」19.5%、「フリー

ターはかっこいい」11.0%など、フリーターを容認する意見もあり、フ

リーターを深刻な問題ととらえていない面も見られます。 

  ニートの状況にある若者の数は、平成24年就業構造基本調査の推計

値によると、全国で61万７千人、愛媛県には7,400人となっており、  

              15～34歳人口に占める割合は、愛媛県で

は2.8％で全国ワースト10位となっています。 

  また、かかる若者の                      

                         ８割以上が「仕

事に就きたい」と答えており（平成21年えひめ地域政策研究センター

調査）、一概に「働く意欲がない」とのステレオタイプは正確であり

ません。 

 

 

 

 

 

４ 子どもの貧困 

  「国民生活基礎調査」によると、相対的貧困率（年収が全国民の年

収の中央値の半分に満たない国民の割合）は、平成21年調査では15.7％

であったものが、平成24年は16.1％と増加し、これらの世帯で暮らす

18歳未満の子どもの貧困率も14.6％から16.3％と、過去最悪を示し、

およそ６人に１人の子どもが平均的な生活水準の半分以下で暮らして

いるとされています。 

  また、子どもがいる現役世帯のうち、ひとり親世帯の相対的貧困率
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は54.6％と大人が２人以上いる世帯に比べて非常に高い水準となって

います。 

  こうした背景から、平成26年１月に「子どもの貧困対策の推進に関

する法律」が施行され、同年８月、同法第８条第１項に基づく「子供

の貧困対策に関する大綱（以下「貧困対策大綱という。）」が策定さ

れました。貧困対策大綱には、子どもの貧困状況を示す25の指標が掲

げられ、それらの改善に向けた平成27年度を始期とする今後５年間の

重点施策が盛り込まれています。また、都道府県は、同法第９条第１

項に基づき、子どもの貧困対策についての計画を定めるよう努めるこ

ととされています。 

  愛媛県では、子どもの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、また、貧困が世代を超えて連鎖することのない

よう、必要な環境整備と教育の機会均等を図る子どもの貧困対策を総

合的に推進するため、「子どもの貧困対策計画」の性格を合わせ持つ

「第２期えひめ・未来・子育てプラン（前期計画）」を平成27年３月

に策定しました。 

  これまでにも、子どもの貧困対策への取組みは重要であるとの認識

のもと、ひとり親家庭に対する就業支援、修学資金の貸付などの経済

的支援や生活支援の取組みを進めてきましたが、当計画では、貧困対

策大綱の趣旨を踏まえ、今後も引き続き、教育現場と福祉の連携強化

など、市町や関係機関と緊密に連携し、子どもの貧困問題に正面から

向き合い、教育・生活・保護者に対する就労・経済的支援など、地域

の実情に応じた取組みを積極的に進めていくこととしています。 

 

４ ひきこもり ５ ひきこもり 



８ 

現       行 改   定   案 

  厚生労働省による「ひきこもり」の定義は、「様々な要因の結果と

して社会的参加を回避し、原則的には６ヶ月以上にわたって概ね家庭

にとどまり続けている状態」とされています。 

  厚生労働省の研究事業として平成16年から３年間で行なわれた調査

によると、ひきこもりの子どもがいる世帯は全国で約25万世帯と推計

されています。（厚生労働省：「こころの健康についての疫学調査に

関する研究」） 

  また、内閣府が平成22年に15歳～39歳の子ども・若者を対象に行っ

た調査によると、全国で狭い意味でのひきこもりの子ども・若者は23.6

万人いると推計されており、そのきっかけは仕事や就職に関するもの

が多く、相談機関の充実を始め、地域の人々が連携し見守る必要性が

指摘されています。（内閣府：「若者の意識に関する調査（ひきこも

りに関する実態調査）」） 

  愛媛県では、23年4月から、心と体の健康センターに「ひきこもり相

談室」を設置し、第一次相談窓口として、当事者やその家族からの電

話・窓口相談に応じており、平成26年度には、電話延べ168件、来所延

べ486件の相談が寄せられました。 

  心と体の健康センターでは、ひきこもりからの回復を目指す方を中

心とした思春期のつどいを行っているほか、保健所とともに精神保健

に関する相談に応じています。また、相談内容に応じ、各関係機関と

連携を図っているところであり、今後も支援ネットワークが広がるよ

う取り組んでいくこととしています。 

 

  厚生労働省による「ひきこもり」の定義は、「様々な要因の結果と

して社会的参加を回避し、原則的には６ヶ月以上にわたって概ね家庭

にとどまり続けている状態」とされています。 

  厚生労働省の研究事業として平成16年から３年間で行なわれた調査

によると、ひきこもりの子どもがいる世帯は全国で約25万世帯と推計

されています。（厚生労働省：「こころの健康についての疫学調査に

関する研究」） 

  また、内閣府が平成22年に15歳～39歳の子ども・若者を対象に行っ

た調査によると、全国で狭い意味でのひきこもりの子ども・若者は23.6

万人いると推計されており、そのきっかけは仕事や就職に関するもの

が多く、相談機関の充実を始め、地域の人々が連携し見守る必要性が

指摘されています。（内閣府：「若者の意識に関する調査（ひきこも

りに関する実態調査）」） 

  愛媛県では、23年4月から、心と体の健康センターに「ひきこもり相

談室」を設置し、第一次相談窓口として、当事者やその家族からの電

話・窓口相談に応じており、平成26年度には、電話延べ134件、来所延

べ269件の相談が寄せられました。 

  心と体の健康センターでは、ひきこもりからの回復を目指す方を中

心とした思春期のつどいを行っているほか、保健所とともに精神保健

に関する相談に応じています。また、相談内容に応じ、各関係機関と

連携を図っているところであり、今後も支援ネットワークが広がるよ

う取り組んでいくこととしています。 

５ インターネット上の違法・有害環境 

  平成26年度に県教育委員会が行った調査             

６ インターネット上の違法・有害環境 

        県教育委員会が行った調査（小中学校は26年度調査、
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         によると、児童生徒の携帯電話等        

   所持率は、学年が上がるとともに上昇しており、小学6年生で

38.0％、中学3年生で48.1％、高校生では96.0％となっています。       

                                 

                       

  また、フィルタリングの利用率については、小学6年生の18.1％、中

学3年生の34.0％、高校生では60.0％がフィルタリングを利用していま

す。 

  また、「被害を受けた経験の有無」についても、学年が上がるとと

もに上昇しており、例えば「ネット上に悪口を書かれた」「知らない

人からメールや電話があった」等の経験は、小学6年生で8.6％、中学3

年生で21.4％となっています。 

  さらに、携帯電話・インターネットの危険性に関する学習について

は、学校が中心となっており、中学3年生の91.3％、小学6年生の85.7％

がそれぞれ「学校で指導を受けた」と答えています。 

  次に多いのが「親（保護者）から教えてもらった」であり、小学6

年生においては62.2％、中学３年生では47.9％と、いずれも昨年度よ

り２％ほど高くなっており、保護者の意識が徐々に高まっていること

が伺えます。 

 

  以上、５つの問題について県内の子ども・若者の現状を把握しまし

たが、本章で取上げた問題以外にも児童虐待や     自殺、家庭

や学校における暴力等深刻な問題は少なくありません。 

  内閣府が平成22年２月に決定した「子ども・若者支援地域協議会設

置・運営指針」にも、子ども・若者が抱えている困難や置かれている

高等学校は27年度調査）によると、児童生徒の携帯電話又はスマート

フォンの所持率は、学年が上がるとともに上昇しており、小学6年生で

38.0％、中学3年生で48.1％、高校生では96.1％となっています。特に、

高校生については、スマートフォンの所持率が93.3％となっており、

スマートフォンの普及が顕著となっています。 

  また、フィルタリングの利用率については、小学6年生の18.1％、中

学3年生の34.0％、高校生では63.4％がフィルタリングを利用していま

す。 

  また、「被害を受けた経験の有無」についても、学年が上がるとと

もに上昇しており、例えば「ネット上に悪口を書かれた」「知らない

人からメールや電話があった」等の経験は、小学6年生で8.6％、中学3

年生で21.4％となっています。 

  さらに、携帯電話・インターネットの危険性に関する学習について

は、学校が中心となっており、中学3年生の91.3％、小学6年生の85.7％

がそれぞれ「学校で指導を受けた」と答えています。 

  次に多いのが「親（保護者）から教えてもらった」であり、小学6

年生においては62.2％、中学３年生では47.9％と、いずれも昨年度よ

り２％ほど高くなっており、保護者の意識が徐々に高まっていること

が伺えます。 

 

  以上、６つの問題について県内の子ども・若者の現状を把握しまし

たが、本章で取上げた問題以外にも児童虐待や発達障害、自殺、家庭

や学校における暴力等深刻な問題は少なくありません。 

  平成26年７月に、国における「子ども・若者育成支援推進大綱（「子

ども・若者ビジョン」）の総点検報告書」においても、これらの問題
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状況は一人一人異なることや、ひきこもりや不登校の背景に発達障害

がある例が示されており、このような子ども・若者を支援していくた

めには、様々な関係機関が連携・協力し、きめ細かな支援を行なって

いくことが必要である旨指摘されています。 

が相互に影響し合い、様々な問題を複合的に抱え、非常に複雑で多様

な状況となっていることなどが指摘されています。 
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第Ⅲ章 基本方針 

 

  明日の愛媛を担う子ども・若者が、心身ともに健全に成長すること

は、県民すべての願いです。 

  本県における少年非行の総数は減少傾向にあるものの、内容におい

ては、非行の低年齢化が一層顕著となる等、依然、憂慮すべき状況に

あります。 

  また近年、いじめや不登校、ひきこもり、ニート、虐待等、子ども・

若者の抱える問題の複雑化、深刻化が懸念されています。 

  これらの背景には、急激な社会構造の変化に伴う家庭・学校・地域

社会の大きな変化の中、平成22年7月に政府が決定した「子ども・若者

ビジョン」にも、情報化の更なる進展による負の影響の懸念、非正規

労働者の増大等の不安定な就労環境、経済的格差の拡大と世代をまた

がる固定化、家庭や地域における養育力の低下等、子ども・若者を取

巻く環境が厳しさを増している現状が指摘されています。 

  これらの影響を受け、子ども・若者自身にも、忍耐力の欠如、規範

意識の希薄化、思いやりの心の不足、集団生活への不適応、社会的自

立の遅れなど、たくましさや心の豊かさに欠ける面が生じてきていま

す。 

  しかし、子ども・若者は、本来、たくましく成長する「素地」と「可

能性」を秘めており、その開花を図り、健全に育成する対策を積極的

に講じていく必要があります。 

  このような実態の上に立ち、愛媛県では、子ども・若者ビジョンを

踏まえ、 

第Ⅲ章 基本方針 

 

  県では、第六次愛媛県長期計画において、「愛のくに愛
え

顔
がお

あふれる

愛媛県」を基本理念に掲げ、前向きな気持ちと思いやりの心が結集し

た「愛
え

顔
がお

」の輪を、県内一円に力強く、大きく広がっていく、愛媛な

らではの幸せのかたちを県民の皆さんと一緒に創っていくことを目指

しております。 

  本県における少年非行の総数は減少傾向にあるものの、非行の低年

齢化が顕著となる等、依然、憂慮すべき状況にあり、また近年の少子

高齢化や地域のつながりの希薄化など社会構造の急激な変化や高度情

報化の進展などを背景に、子ども・若者を取り巻く環境が厳しさを増

し、いじめや不登校、ひきこもり、貧困、虐待等、子ども・若者の抱

える問題の複雑化、深刻化が懸念されています。 

  しかしながら、子ども・若者は、本来、たくましく成長する「素地」

と「可能性」を秘めております。 

  明日の愛媛を担う子ども・若者が、心身ともに健全に成長すること

は、県民すべての願いであり、そのためには、子ども・若者が自立し

た個人として自己を確立し、自らの力で未来の社会をよりよいものに

変えていく力を身に付けることができるよう、支援していく必要があ

ります。 

  一方で、子ども・若者が持つ能力や可能性、抱えている困難の程度

はさまざまであることから、一人ひとりの置かれた状況や発達段階に

配慮し、きめ細やかな支援を行っていく必要があります。 
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  「たくましく心豊かな子ども・若者の育成」 

  「家庭、学校、地域社会が一体となった非行・被害防止の推進」 

  「子ども・若者の社会的自立の促進」 

を基本方針に、家庭・学校・地域・諸機関等社会全体で子ども・若者

を見守り、育てる機能を果たし、地域ぐるみで子ども・若者対策を推

進します。 

  また、子ども・若者の育成支援は、家庭を中心として、行政、学校、

地域、事業者、諸機関等がそれぞれの役割を果たし、相互に連携・協

力して取り組むべき課題であり、支援が適切に行われるよう人材の養

成や資質の向上を図ることが重要であることから、社会全体で支える

ための環境の整備を行う必要があります。 

  このようなことから、愛媛県では、 

  ○たくましく心豊かな子ども・若者の育成支援と社会的自立の促進 

  ○困難な状況を抱える子ども・若者の支援と被害防止の 

  推進 

  ○子ども・若者を社会全体で支えるための環境の整備 

を基本方針に、子ども・若者の最善の利益を尊重しながら、健やかな

成長と自立に向けた総合的な施策を地域ぐるみで推進します。 
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第Ⅳ章 具体的施策の推進 

 

(2) 「生きる力」を育む学校教育の推進 

 

 イ 心豊かな人間の育成 

  （省略） 

 

第Ⅳ章 具体的施策の推進 

 

(1) 「生きる力」を育む  教育の推進 

 

 ア 心豊かな人間の育成 

  （省略） 

 

 ア 確かな学力の定着と向上 

  ○愛媛県学力向上５か年計画に基づき、悉皆による県独自の学力調

査の実施及びその結果を生かした各市町や各学校におけるＰＤＣ

Ａサイクルの確立など、継続的な学力向上システムの構築に取り

組みます。 

  ○「確かな学力」を育成するために、基礎的・基本的な知識・技能

を確実に習得させ、そ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、表現力その他の能力を育む教育を推進します。 

  ○全国学力・学習状況調査や県独自の学力診断調査を活用し、学習

指導の一層の改善・充実を図ることにより、市町（学校組合）教

育委員会や学校における学力向上の検証改善サイクルの確立を支

援します。 

  ○高等学校においては、学校や生徒の実態等に応じ、必要がある場

合には、各教科・科目の指導に当たり、義務教育段階での学習内

容の確実な定着を図るための学習機会を、適宜設けます。また、

家庭との連携を図りながら、生徒の学習習慣を確立します。 

  ○障害のある児童生徒については、個別の指導計画の作成・活用を

 イ 確かな学力の定着と向上 

  ○愛媛県学力向上５か年計画に基づき、悉皆による県独自の学力調

査の実施及びその結果を生かした各市町や各学校におけるＰＤＣ

Ａサイクルの確立など、継続的な学力向上システムの構築に取り

組みます。 

  ○「確かな学力」を育成するために、基礎的・基本的な知識・技能

を確実に習得させ、そ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、表現力その他の能力を育む教育を推進します。 

  ○全国学力・学習状況調査や県独自の学力診断調査を活用した学習

指導の   改善・充実により、児童生徒の確かな学力の一層の

向上が図れるよう支援します。                

         

  ○高等学校においては、学校や生徒の実態等に応じ、必要がある場

合には、各教科・科目の指導に当たり、義務教育段階での学習内

容の確実な定着を図るための学習機会を、適宜設けます。また、

家庭との連携を図りながら、生徒の学習習慣を確立します。 

  ○障害のある児童生徒については、個別の指導計画の作成・活用を
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推進し、一人一人の学習上の困難を改善・克服できるよう、個に

応じた指導方法や指導体制の工夫改善に努めます。 

  ○多様な研修の確保に努め、教師の自己研修を奨励するとともに、

授業評価システムガイドラインを活用した授業評価の実施や新学

習指導要領に対応した教科等の研究を推進することにより、教師

の実践的指導力の向上を図ります。 

  ○学校評価の充実を図り、特色ある開かれた学校づくりに取り組む

とともに、家庭・地域との連携を推進し、児童生徒のよりよい学

習習慣、生活習慣の定着に努めます。 

 

 

推進し、一人一人の学習上の困難を改善・克服できるよう、個に

応じた指導方法や指導体制の工夫改善に努めます。 

  ○多様な研修の確保に努め、教師の自己研修を奨励するとともに、

授業評価システムガイドラインを活用した授業評価の実施や新学

習指導要領に対応した教科等の研究を推進することにより、教師

の実践的指導力の向上を図ります。 

  ○学校評価の充実を図り、特色ある開かれた学校づくりに取り組む

とともに、家庭・地域との連携を推進し、児童生徒のよりよい学

習習慣、生活習慣の定着に努めます。 

  ○児童・生徒の科学技術、理科・数学・算数への興味・関心を高め、

主体的な学びを深化・発展させ、「将来の夢」「科学を楽しむ心」

を育成するとともに、将来の優れた科学技術人材の育成に努めま

す。 

 

 ウ 健康教育の充実 

  （省略） 

 

 ウ 健康教育の充実 

  （省略） 

 エ 読書活動     の推進 

  ○子どもたちが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力

を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けることが

できるよう、朝の読書活動の実施など、読書活動の推進に努めま

す。 

  ○児童生徒の自由な読書活動や読書指導の場であるとともに、想像

力を培い学習に対する興味・関心等を呼び起こすなどの学習情報

センターとしての機能を持つ、学校図書館の充実に努めます。 

 エ 読書活動と生涯学習の推進 

  ○子どもたちが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力

を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けることが

できるよう、朝の読書活動の実施など、読書活動の推進に努めま

す。 

  ○児童生徒の自由な読書活動や読書指導の場であるとともに、創造

力を培い学習に対する興味・関心等を呼び起こすなどの学習情報

センターとしての機能を持つ、学校図書館の充実に努めます。 
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  ○その一環として、司書教諭の配置促進を図り、学校図書館資料の

選択・収集・提供や子どもの読書活動に対する指導等を行います。 

  ○県立図書館においては、関係機関との連携・協力を深め、子ども

への読み聞かせや地域の指導者の養成等を推進するとともに、子

どもの読書に関する情報の収集・発信、子ども読書推進グループ

の育成など、子ども読書活動の推進支援センターとしての機能の

充実に努めます。 

  ○県立図書館を始めとする地域の図書館と学校図書館の連携を更に

深め、調べ学習用の図書・資料の貸出や職場体験学習に対する協

力、キャリア教育への支援など、学校図書館への支援に努めます。 

  ○「愛媛県子ども読書活動推進計画」に基づき、子どもの読書環境

の充実を図るとともに、地域の活動リーダー、ボランティア等の

養成に努めます。 

 

 

 

  ○その一環として、司書教諭の配置促進を図り、学校図書館資料の

選択・収集・提供や子どもの読書活動に対する指導等を行います。 

  ○県立図書館においては、関係機関との連携・協力を深め、子ども

への読み聞かせや地域の指導者の養成等を推進するとともに、子

どもの読書に関する情報の収集・発信、子ども読書推進グループ

の育成など、子ども読書活動の推進支援センターとしての機能の

充実に努めます。 

  ○県立図書館を始めとする地域の図書館と学校図書館の連携を更に

深め、調べ学習用の図書・資料の貸出や職場体験学習に対する協

力、キャリア教育への支援など、学校図書館への支援に努めます。 

  ○「愛媛県子ども読書活動推進計画」に基づき、子どもの読書環境

の充実を図るとともに、地域の活動リーダー、ボランティア等の

養成に努めます。 

  ○多様な学習ニーズに対応する「生涯学習社会」を実現するため、

学習機会を充実する取組みや学習した成果が適切に評価されるた

めの仕組み作りを推進します。 

 

 オ 生徒指導推進体制の充実 

  （省略） 

 オ 生徒指導推進体制の充実 

  （省略） 

 

  カ 「少年の日」による自己確立の促進 

  ○県社会福祉協議会の主唱により定めた「少年の日」を通じて、社

会の一員としての自覚を新たにするとともに、将来を見据えて志

を立て、心身共に健康で自律的に行動できる生徒の育成に努めま

す。 
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  ○式典や集会、記念行事などの学校行事を通して、喜びや苦労を分

かち合いながら、共通の目標を達成することにより、共に協力し、

信頼し合える望ましい人間関係づくりに努めます。 

  ○学校、家庭、地域が連携して、「少年の日」の行事に取り組むこ

とにより、地域を挙げての青少年の健全育成に努めます。 

  ○県、教育委員会及び愛媛県青少年育成協議会が連携・協力し、「少

年の日」の三つの目標（自覚、立志、健康）を記載した啓発資料

を中学校２年生に配付し、大人への成長の自覚を促します。 

 

 ク 情報・消費など社会環境の変化への対応 

  （省略） 

 

 キ 情報・消費など社会環境の変化への対応 

  （省略） 

 ク グローバル社会で活躍する人材の育成 

  ○言語や文化に対する理解を深めさせるとともに、積極的にコミュ

ニケーションを図ろうとする態度を育成し、情報や考えなどを的

確に理解したり適切に伝えたりすることのできる能力を養う外国

語教育を推進します。 

  ○国等が実施する事業等を積極的に活用し、意欲と能力のある生徒

に対し、海外への留学機会を付与するための支援を充実させます。

また、留学生の受入れ体制を整え、国際的に開かれた学校づくり

を推進します。 

  ○生徒の国際交流の機会を積極的に設け、あらゆる教育活動の場を

通して国際感覚を大切にする指導を行い、国際化時代に主体的に

対応できる人材の育成に努めます。 

  ○内閣府が行う青年国際交流事業に係る参加青年の募集等に協力す
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ることにより、国際的視野と国際協調の精神を身に付けた次代を

担うにふさわしい青少年の育成支援に努めます。 

 

(3) 地域における健全育成活動の推進         

 

 イ 青少年スポーツ活動の推進 

  （省略） 

 

(2) 地域における健全育成活動の推進と社会参加の促進 

 

 ア 青少年スポーツ活動の推進 

  （省略） 

 

 ウ 体験活動の推進 

  ○少年少女が主体的に参加できる、社会体験、自然体験、交流体験

などさまざまな体験活動を促進し、創造力、忍耐力、社会性、協

調性、連帯感などを身につけさせるとともに、自然や科学、読書、

環境問題など子どもと大人が一緒に体験できる教室や講座を開催

し、豊かな体験活動の推進を図ります。 

  ○えひめ青少年ふれあいセンターにおいては、共同宿泊生活を通し

たスポーツや文化活動などの体験活動を支援し、「規律・共同・

友愛・奉仕の精神」を育み、心豊かで健全な青少年の育成を推進

します。 

 

 イ 体験活動の推進 

  ○少年少女が主体的に参加できる、社会体験、自然体験、交流体験

などさまざまな体験活動を促進し、創造力、忍耐力、社会性、協

調性、連帯感などを身につけさせる。また 、自然や科学、読書、

環境問題など子どもと大人が一緒に体験できる教室や講座を開催

し、豊かな体験活動の推進を図ります。 

  ○えひめ青少年ふれあいセンターにおいては、共同宿泊生活を通し

たスポーツや文化活動などの体験活動を支援し、「規律・協同・

友愛・奉仕の精神」を育み、心豊かで健全な青少年の育成を推進

します。 

 

 ウ 青少年の社会参加活動の推進 

  （省略） 

 

 ウ 青少年の社会参加活動の推進 

  （省略） 

 

  エ 青少年の政治参画の促進 

  ○教育基本法や学習指導要領に基づき、政治的教養の教育を充実さ

せ、国家及び社会の形成者として必要な資質を養います。 
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  ○生徒が有権者としての判断を適切に行うことができるよう、系統

的、計画的な指導を実施するとともに、選挙管理委員会等との連

携を進め、生徒が有権者としての権利を円滑に行使することがで

きるよう、より実践的な教育活動を推進します。 

 

  オ スポーツ・文化活動の次世代育成 

  ○東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の国際大会やえひ

め国体をはじめとする全国レベルの大会で、自らの能力を最大限

発揮することができる練習環境の整備や、トップアスリートの育

成強化に努めます。 

  ○豊かな文化や優れた芸術に気軽に親しめる環境づくりに努め、文

化の創造や次代への継承を支える人材の育成に努めます。 

 

(4) 青少年の社会的自立と社会参加の促進 

 ア 学校における進路指導の充実 

 イ 職場体験活動の充実 

 エ 就職支援の充実 

  （省略） 

(3) 青少年の社会的・職業的自立の支援 

 ア 学校における進路指導の充実 

 イ 職場体験活動の充実 

 ウ 就職支援の充実 

  （省略） 

 

 オ ニート（若年無業者）支援体制の整備 

  ○働いておらず、学校へ 通ってもいない、職業訓練も  受けて

いない、いわゆる「ニート」と呼ばれる若者の職業的自立を支援

するため、地域若者サポートステーションにおいてきめ細かな個

別相談やキャリア形成のためのセミナー等を実施します。   

  ○地域若者サポートステーションを拠点として、      ジョ

 エ ニート（若年無業者）支援体制の整備 

  ○働いておらず、学校へも通って いない、職業訓練なども受けて

いない、いわゆる「ニート」と呼ばれる若者の職業的自立を支援

するため、地域若者サポートステーションにおいてきめ細かな個

別相談やセミナー等を実施し、就職等の進路決定に導きます。 

  ○地域若者サポートステーションを中心に、様々な関係機関（ジョ
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ブカフェ愛workやハローワークなどの就職支援機関をはじめとし

た、地域・学校・企業・行政・ＮＰＯ等とのネットワーク化を図

り、社会全体でニート支援に取組む体制を整備します。 

 

ブカフェ愛workやハローワークなどの就職支援機関、職業訓練機

関、教育機関、保健・福祉機関等）が互いの強み＝専門性を理解

し、支援のネットワーク化を形成して対応します。   

 カ 職業能力の開発 

  ○ものづくりや高度な技能の魅力を若い世代に発信するため、学校

や地域における「ものづくり」体験や企業見学の機会を設けます。 

                                 

        

  ○技能検定等の資格取得促進や熟練技能者等による技術・技能指導

を推進します。 

  ○学卒者向け公共職業訓練については、産業界のニーズに柔軟に対

応した訓練内容の充実を図ります。 

  ○若年就労者等に対して企業等が自ら行う職業訓練の実施等に対す

る支援を行います。 

 

 オ 職業能力の開発 

  ○ものづくりや高度な技能の魅力を若い世代に発信するため、学校

や地域における「ものづくり」体験や企業見学の機会を設けると

ともに、技能検定等の受検促進や熟練技能者等による指導を推進

します。 

                                 

                

  ○学卒者向け公共職業訓練については、産業界のニーズに柔軟に対

応した訓練内容の充実を図ります。 

  ○企業等が自ら若年労働者等に行う職業訓練に対する支援を行いま

す。       

 

(5) 障害のある青少年等の支援 

 

 ア 障害のある青少年等の支援 

  ○障害の早期発見・早期療育を推進するとともに、福祉総合支援セ

ンター による相談指導や、子ども療育センター等を活用した療

育指導、機能回復訓練などサービスの充実を図り、将来の自立に

向けて関係機関の連携を推進します。 

  ○広域特別支援連携協議会を開催して、教育、福祉、医療等の関係

機関のネットワーク形成による円滑な連携協力を図り、広域的見

(4) それぞれの困難な状況に応じた支援 

 

 ア 障害のある青少年等の支援 

  ○障害の早期発見・早期療育を推進するとともに、福祉総合支援セ

ンター等による相談指導や、子ども療育センター等を活用した療

育指導、機能回復訓練などサービスの充実を図り、将来の自立に

向けて関係機関の連携を推進します。 

  ○広域特別支援連携協議会を開催して、教育、福祉、医療等の関係

機関のネットワーク形成による円滑な連携協力を図り、広域的見
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地から特別支援教育を推進します。 

  ○また、各学校においては、特別支援教育の理念を踏まえ、特別な

支援が必要な児童生徒等の実態把握、校内委員会の設置、特別支

援教育コーディネーターの指名、個別の指導計画及び個別の教育

支援計画の作成・活用等、特別支援教育を推進するための体制を

整備し、支援の充実を図ります。 

  ○市町教育委員会には、県教育委員会や各学校の取組みを踏まえ、

障害の早期発見・早期支援、就学指導・就学相談の充実を図ると

ともに、関係部局・機関等の関係者からなる特別支援連携協議会

を設置し、特別支援教育を総合的に推進することを期待していま

す。 

  ○県立しげのぶ特別支援学校をはじめ、医療的ケアが必要な児童生

徒が在籍する学校に看護師を適切に配置するとともに、特別支援

学校教員がたん吸引等の実施のための研修を受講し、看護師と教

員との連携による医療的ケアの実施体制を整備します。 

    また、県立みなら特別支援学校、県立今治特別支援学校、県立

宇和特別支援学校においては、障害のため通学して教育を受ける

ことが困難な児童生徒に対し、訪問教育による支援を行います。 

  ○病弱・身体虚弱のある児童生徒を対象として、小・中学校に特別

支援学級を設置する他、県下４箇所の病院には院内学級を設置し、

支援に努めます。 

 

地から特別支援教育を推進します。 

  ○また、各学校においては、特別支援教育の理念を踏まえ、特別な

支援が必要な児童生徒等の実態把握、校内委員会の設置、特別支

援教育コーディネーターの指名、個別の指導計画及び個別の教育

支援計画の作成・活用等、特別支援教育を推進するための体制を

整備し、支援の充実を図ります。 

  ○市町教育委員会には、県教育委員会や各学校の取組みを踏まえ、

障害の早期発見・早期支援、就学指導・就学相談の充実を図ると

ともに、関係部局・機関等の関係者からなる特別支援連携協議会

を設置し、特別支援教育を総合的に推進することを期待していま

す。 

  ○県立しげのぶ特別支援学校をはじめ、医療的ケアが必要な児童生

徒が在籍する学校に看護師を適切に配置するとともに、特別支援

学校教員がたん吸引等の実施のための研修を受講し、看護師と教

員との連携による医療的ケアの実施体制を整備します。 

    また、県立みなら特別支援学校、県立今治特別支援学校、県立

宇和特別支援学校においては、障害のため通学して教育を受ける

ことが困難な児童生徒に対し、訪問教育による支援を行います。 

  ○病弱・身体虚弱のある児童生徒を対象として、小・中学校に特別

支援学級を設置する他、県下４箇所の病院には院内学級を設置し、

支援に努めます。 

 イ 発達障害のある青少年の支援 

  （省略） 

 

 イ 発達障害のある青少年の支援 

  （省略） 
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 ウ 障害のある青少年の就労支援 

  ○県立松山高等技術専門校における訓練や企業、民間教育訓練機関

等に委託して行う訓練を実施するとともに、各高等技術専門校に

就労支援を担当するスタッフを配置することにより、障害のある

青少年の就職及び職場定着を支援します。 

  ○県立特別支援学校においては、早期から家庭及び地域や福祉・労

働等の業務を行う関係機関との連携を十分図ることにより、進路

指導を充実させます。 

  ○事業所等における就業体験の機会を積極的に設けるなど、    

                      児童生徒等の好ましい

勤労観・職業観を育てるキャリア教育を推進します。   

  ○法定雇用義務のない事業主が障害者雇用を拡大した場合の税制上

の優遇措置をはじめ、障害者雇用優良事業所の顕彰制度、事業主

に対する雇用要請、さらには、就労先企業の開拓強化      

        などにより、愛媛労働局等関係機関との連携のもと、

県内企業等における障害者雇用の促進を図ります。 

  ○就業やこれに伴う日常生活、社会生活上の支援を要する障害者に

対しては、県が指定した「障害者就業・生活支援センター」が主

体となって、関係機関と連携しながら、身近な地域において必要

な指導、助言等の支援を行います。 

 

 

 ウ 障害のある青少年の就労支援 

  ○県立松山高等技術専門校における訓練や企業、民間教育訓練機関

等に委託して行う訓練を実施するとともに、各高等技術専門校に

就労支援を担当するスタッフを配置することにより、障害のある

青少年の就職及び職場定着を支援します。 

  ○県立特別支援学校においては、早期から家庭及び地域や福祉・労

働等の業務を行う関係機関との連携を十分図ることにより、キャ

リア教育を推進します。 

  ○事業所等における就業体験の機会を積極的に設けるほか、特別支

援学校技能検定を充実させることにより、児童生徒等の好ましい

勤労観・職業観を育てるとともに、進路先拡大を図ります。 

  ○法定雇用義務のない事業主が障害者雇用を拡大した場合の税制上

の優遇措置をはじめ、障害者雇用優良事業所の顕彰制度、事業主

等に対する雇用要請、さらには、職場実習・見学・就労先の企業

開拓の強化などにより、愛媛労働局等関係機関との連携のもと、

県内企業等における障害者雇用の促進を図ります。 

  ○就業やこれに伴う日常生活、社会生活上の支援を要する障害者に

対しては、県が指定した「障害者就業・生活支援センター」が主

体となって、関係機関と連携しながら、身近な地域において必要

な指導、助言等の支援を行います。 

  ○障害の状態等により、一般就労が困難な人の働く機会を確保する

ため、就労継続支援事業等の充実に努めるとともに、利用者の就

労意欲の向上や障害者就労施設等の工賃向上を図ります。 

 

  エ 子どもの貧困に対する支援 



２２ 

現       行 改   定   案 

  ○「第２期えひめ・未来・子育てプラン（前期計画）」に盛り込ん

だ「子どもの貧困対策計画」に基づく取組みについて、各担当部

局が必要に応じて連携を図りながら、推進します。 

  ○全ての子どもが基礎学力を身につけ、希望する進路が実現できる

よう、また、確かな学力の育成を支えることや経済的な問題で子

どもたちが夢をあきらめることがないよう、学習環境の整備や進

学の支援に取り組んでいきます。 

  ○貧困世帯に属する子どもたちが地域社会からの孤立などにより、

一層困難な状況に置かれてしまうことがないよう、相談事業や交

流事業の充実を図ります。 

  ○保護者に対する就労やキャリアアップ支援による世帯所得の向上

を図るため、ハローワークと連携した就労支援や、スキルアップ

のための各種講習会の開催、自立に向けた資格取得の支援等、保

護者の置かれている状況に応じた細やかな支援を行います。 

  ○世帯の状況や所得に応じ、各種手当や給付、貸付制度などにより

世帯の生活の基礎を支えます。 

 

 キ ひきこもり等支援策の充実 

  （省略） 

 

 オ ひきこもり等支援策の充実 

  （省略） 

 

 カ いじめ・不登校等への適切な対応 

  ○いじめは、児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心

身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみなら

ず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがありま

す。 

 カ     不登校等への適切な対応 

 

 （いじめと不登校等を分割。いじめは(5)に区分） 

 

 



２３ 
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  ○「愛媛県いじめの防止等のための基本的な方針」に基づき、学校・

家庭・地域・関係諸機関が連携した組織的な取組を推進し、迅速

かつ適切な対応に努めるとともに、いじめの未然防止につながる、

社会性の育成に関する取組をはじめ、ネット上のいじめ対策にも

力を入れ、いじめを絶対に許さないとの強い姿勢で、いじめの根

絶に向けた取組の充実に努めます。 

  ○不登校児童生徒の減少を図るため、不登校が特別な状況下で起こ

るのではなく、どの児童生徒にも起こり得ることを理解し、社会

的自立に向けて自らの進路を主体的に形成していくための、生き

方支援を行います。 

  ○入学・進学など、成長の節目においては学校や学年の移行が円滑

に進むよう細やかな配慮を行い、全ての児童生徒にとって居場所

があり、楽しく通える魅力ある学校づくりに努めます。 

  ○不登校から中途退学になるケースも多いため、高等学校において

は、中学校と連携し、十分な学校説明と体験入学等を行い、高等

学校での不適応を事前に防止するよう努めます。 

  ○入学後は教育相談活動を充実させ、生徒一人一人が孤立し、孤独

に陥らないように、日頃から生徒の悩みを聞く体制を構築してい

きます。 

  ○性的マイノリティーが、自分らしく生きることのできる社会を築

いていくために、学校教育においても、性同一性障害等について

の正しい理解や認識を深める取組の充実に努めます。 

 

 （いじめと不登校等を分割。いじめは(5)に区分） 

 

 

 

 

 

 （変更なしのため記載省略。） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 キ      教育相談の充実 

  ○児童生徒や家族が抱える、身体的な悩みや性格、友人関係、学業

 キ 学校における教育相談の充実 

  ○児童生徒や家族が抱える、身体的な悩みや性格、友人関係、学業



２４ 

現       行 改   定   案 

成績や部活動、将来の進路、家庭生活に関すること、さらには、

ネットや携帯電話を介した              いじめ

やトラブルなどの問題に対応するため、            

                  教育相談体制の一層の充実に努

め、種々の悩みの解決や生き方についての援助を行います。 

  ○教員に対しカウンセリング等の研修を充実し、教育相談の力量の

向上を図ります。 

  ○児童生徒一人一人をより深く理解し、それぞれの発達に即して、

好ましい人間関係を育て、自己理解を深めさせることにより、児

童生徒の健全な心身の育成に努めます。 

 

成績や部活動、将来の進路、家庭生活に関すること、さらには、

携帯電話やスマートフォンなどのインターネットを介したいじめ

やトラブルなどの問題に対応するため、スクールカウンセラーや

ソーシャルワーカー等を活用した教育相談体制の一層の充実に努

め、種々の悩みの解決や生き方についての援助を行います。 

  ○教員に対しカウンセリング等の研修を充実し、教育相談の力量の

向上を図ります。 

  ○児童生徒一人一人をより深く理解し、それぞれの発達に即して、

好ましい人間関係を育て、自己理解を深めさせることにより、児

童生徒の健全な心身の育成に努めます。 

(9) 覚醒剤・シンナー等薬物乱用防止対策の推進 

 ア 関係機関・団体との連携強化 

 イ シンナー等取扱業者等への指導 

 ウ 啓発活動の強化 

  （省略） 

 

(6) 覚醒剤・シンナー等薬物乱用防止対策の推進 

 ア 関係機関・団体との連携強化 

 イ シンナー等取扱業者等への指導 

 ウ 啓発活動の強化 

  （省略） 

 

 エ 薬物相談等の充実 

  ○県下６保健所と愛媛県心と体の健康センターに定期相談日を設

け、広く一般県民や薬物依存者及びその家族等からの薬物関連等

相談に対応するとともに、薬物依存者等の社会復帰の支援と再乱

用の防止を推進し、薬物乱用防止の徹底を図ります。 

    また、県薬務衛生課及び保健所に危険ドラッグ相談窓口を常時

開設し、危険ドラッグに関する相談、情報提供等を受け付けます。 

 

 エ 薬物相談等の充実 

  ○県下６保健所と   心と体の健康センターに定期相談日を設

け、広く一般県民や薬物依存者及びその家族等からの薬物関連等

相談に対応するとともに、薬物依存者等の社会復帰の支援と再乱

用の防止を推進し、薬物乱用防止の徹底を図ります。 

    また、県薬務衛生課及び保健所に危険ドラッグ相談窓口を常時

開設し、危険ドラッグに関する相談、情報提供等を受け付けます。 
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 オ 街頭補導活動の強化 

  （省略） 

 

 オ 街頭補導活動の強化 

  （省略） 

 

(7) 非行   防止対策の強化 

 

 ア 少年補導活動への支援と相互連携 

 イ 少年非行・被害防止活動の推進 

 ウ 非行少年の立ち直り対策の推進 

  （省略） 

 

(5) 非行・被害防止対策の強化 

 

 ア 少年補導活動への支援と相互連携 

 イ 少年非行・被害防止活動の推進 

 ウ 非行少年の立ち直り対策の推進 

  （省略） 

 

 カ いじめ・不登校等への適切な対応 

  ○いじめは、児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心

身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみなら

ず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがありま

す。 

  ○「愛媛県いじめの防止等のための基本的な方針」に基づき、学校・

家庭・地域・関係諸機関が連携した組織的な取組を推進し、迅速

かつ適切な対応に努めるとともに、いじめの未然防止につながる、

社会性の育成に関する取組をはじめ、ネット上のいじめ対策にも

力を入れ、いじめを絶対に許さないとの強い姿勢で、いじめの根

絶に向けた取組の充実に努めます。 

 

  （以下、不登校等について、記載省略） 

 

 エ いじめ    への適切な対応 

 

 （変更なしのため記載省略。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （いじめと不登校等を分割。不登校等は(4)に区分） 

 

 カ 児童虐待防止体制の強化  オ 児童虐待防止体制の強化 
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  ○近年、児童虐待の増加が問題となっています。虐待の発生には様々

な原因が考えられますが、個々の事案に応じて、タイミングを失

することなく、発生予防からアフターケアまで、切れ目なく子ど

もの権利擁護に配慮しながら適切に対応する必要があります。 

  ○そのため、児童相談所に児童福祉司、心理判定員等を配置し、相

談援助活動を行うほか、児童相談所ごとの地域連絡会や夜間相談

体制の実施、弁護士・精神科医・カウンセラーなどの協力を得た 

                              親子

関係の修復や家族再生 の取組み強化を行い、児童相談所による

支援体制の充実強化に努めます。 

  ○児童相談所が中心となり、各市町の要保護児童対策地域協議会の

活動支援や児童問題の市町相談窓口の専門性向上のための研修を

実施するほか、市町における虐待の発生予防への取組を支援しま

す。 

  ○市町による乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業の実施を

促進します。 

  ○家族と離れて暮らす子どもが、家庭的な温もりを感じられる養育

環境を確保するため、「愛媛県家庭的養護推進計画」に基づき、

小規模グループケア及び地域小規模児童養護施設の設置、ファミ

リーホームの開設等による家庭的養護の促進やケア担当職員の充

実を図るとともに、里親の資質向上や新規開拓、里親家庭支援に

努めます。 

  ○児童虐待防止推進月間を中心にオレンジリボンキャンペーンを実

施し、児童虐待防止に向けた普及啓発に努め、社会全体の児童虐

待を防止する機運を高めます。 

  ○近年、児童虐待の増加が問題となっています。虐待の発生には様々

な原因が考えられますが、個々の事案に応じて、タイミングを失

することなく、発生予防からアフターケアまで、切れ目なく子ど

もの権利擁護に配慮しながら適切に対応する必要があります。 

  ○そのため、児童相談所に児童福祉司、心理判定員等を配置し、相

談援助活動を行うほか、児童相談所ごとの地域連絡会や夜間相談

体制 の実施、弁護士・精神科医・カウンセラーなどの協力を得て、

ペアレント・トレーニングやカウンセリング等の実施による親子

関係の改善や家族再統合の取組み強化を行い、児童相談所による

支援体制の充実強化に努めます。 

  ○児童相談所が中心となり、各市町の要保護児童対策地域協議会の

活動支援や児童問題の市町相談窓口の専門性向上のための研修を

実施するほか、市町における虐待の発生予防への取組を支援しま

す。 

  ○市町による乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業の実施を

促進します。 

  ○家族と離れて暮らす子どもが、家庭的な温もりを感じられる養育

環境を確保するため、「愛媛県家庭的養護推進計画」に基づき、

小規模グループケア及び地域小規模児童養護施設の設置、ファミ

リーホームの開設等による家庭的養護の促進やケア担当職員の充

実を図るとともに、里親の資質向上や新規開拓、里親家庭支援に

努めます。 

  ○児童虐待防止推進月間を中心にオレンジリボンキャンペーンを実

施し、児童虐待防止に向けた普及啓発に努め、社会全体の児童虐

待を防止する機運を高めます。 



２７ 
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  ○警察官１名を愛媛県福祉総合支援センターに出向させ、児童虐待

事案の早期対応に努めます。 

 

  ○警察官１名を   福祉総合支援センターに出向させ、児童虐待

事案の早期対応に努めます。 

 

 

 

 

 カ ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）被害の防止 

  ○若い世代の交際相手からの暴力である「デートＤＶ」が問題化し

ています。将来にわたりＤＶの加害者にも被害者にもならないた

めに、若い世代に対しＤＶに対する正しい認識と、男女が対等な

立場でお互いの人権を尊重できる関係について学ぶ機会を提供す

る必要があります。 

  ○県内大学、短期大学において、大学生、短期大学生を対象とした

デートＤＶ防止啓発講座を開催するほか、県教育委員会と連携し、

高校生を対象としたデートＤＶ防止啓発講座を開催します。 

  ○学校におけるＤＶ未然防止教育の取組みを促進するため、県教育

委員会と連携し、中学校・高校教職員に対するＤＶ未然防止教育

研修を開催します。 

  ○若い世代が気兼ねなく交際相手からの暴力について相談できるよ

う、配偶者暴力相談支援センター等の相談窓口の周知を図ります。 

  ○配偶者に対する暴力（ＤＶ）が児童虐待に当たる可能性もあるこ

とから、教育関係者、放課後児童支援員、保育士等に対し、児童

虐待に関する留意事項に加え、ＤＶの特性、子どもや被害者の立

場や配慮すべき事項等について研修を通じて周知徹底を図るよう

市町、市町教育委員会及び関係機関へ協力を要請します。 

  ○福祉総合支援センターは、ＤＶ被害者の同伴児童に対し、通所や

訪問により児童の状況に応じた適切な対応に努めます。 

  ○また、各市町及び各市町の要保護児童対策地域協議会において、



２８ 
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ＤＶによる児童虐待についても早期発見と再発防止、必要に応じ

た母子保健サービスや子育て支援サービス等による援助が行える

ように情報を共有し、一層の連携に努めます。 

 

 エ 被害少年保護対策の推進 

  （省略） 

 キ 被害少年保護対策の推進 

  （省略） 

 

(9) 覚醒剤・シンナー等薬物乱用防止対策の推進 

 ア 関係機関・団体との連携強化 

 イ シンナー等取扱業者等への指導 

 ウ 啓発活動の強化 

 エ 薬物相談等の充実 

 オ 街頭補導活動の強化 

  （省略） 

 

(6) 覚醒剤・シンナー等薬物乱用防止対策の推進 

 ア 関係機関・団体との連携強化 

 イ シンナー等取扱業者等への指導 

 ウ 啓発活動の強化 

 エ 薬物相談等の充実 

 オ 街頭補導活動の強化 

  （省略） 

 

(1) 健全な家庭づくりの推進と子育て支援の充実 

 ア 温かい家庭づくりの推進 

  （省略） 

(7) 健全な家庭づくりの推進と子育て支援の充実 

 ア 温かい家庭づくりの推進 

  （省略） 

 

 イ 家庭の教育力の向上 

  ○家庭が子どもの基本的な倫理観や生活習慣、自制心、自立心など

を培う重要な責任主体であることについて、県民の理解促進に努

めます。 

  ○子育て学習         の全県展開に努めることとし、県

下各地において、家庭教育・子育てに悩む保護者への相談対応や

 イ 家庭の教育力の向上 

  ○家庭が子どもの基本的な倫理観や生活習慣、自制心、自立心など

を培う重要な責任主体であることについて、県民の理解促進に努

めます。 

  ○子育て学習会や家庭教育講座等の全県展開に努めることとし、県

下各地において、家庭教育・子育てに悩む保護者への相談対応や
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学習機会の提供、啓発活動を実施することを通じ、地域における

家庭教育支援の基盤づくりを推進していきます。 

  ○愛媛県青少年育成協議会が主唱する、家族が集い、家庭生活につ

いて率直に話し合い、反省することにより、家庭内の愛情と信頼

で結ばれた温かい人間関係を育む、「家庭の日」運動を支援しま

す。 

 

学習機会の提供、啓発活動を実施することを通じ、地域における

家庭教育支援の基盤づくりを推進していきます。 

  ○愛媛県青少年育成協議会が主唱する、家族が集い、家庭生活につ

いて率直に話し合い、反省することにより、家庭内の愛情と信頼

で結ばれた温かい人間関係を育む、「家庭の日」運動を支援しま

す。 

 

 ウ 子育て支援体制の充実強化 

  ○核家族化や都市化の進行等により、家庭や地域の子育て力は低下

しているといわれています。そこで、子育て家庭が地域に支えら

れていることを実感し、安心して子どもを産み育てることができ

るよう、市町・企業・地域団体・地域住民等が一体となって、地

域社会全体で子育てを支援していく体制づくりを計画的に進めて

いくこととしています。 

  ○「第２期えひめ・未来・子育てプラン（前期計画）」に基づき、

地域子ども・子育て支援事業（延長保育、病児・病後児保育、一

時預かりなど）への対応や、保育所等の関係者が参加する研修機

会を充実させ、保育実践の改善・向上、保育士等の資質・専門性

の向上を図るとともに、認定こども園の設置を促進し、教育と保

育それぞれの特徴を活かしたサービスの提供に努めます。 

  ○女性の就労の増大などによる昼間保護者のいない家庭の放課後児

童に対する健全育成施策の充実が必要です。総合的な放課後児童

対策を推進し、放課後児童クラブを拡充するとともに、これらの

サービスの質の向上を図ることにより、昼間保護者のいない児童

に対する安心・安全な放課後の生活の場の提供に取り組みます。 

 ウ 子育て支援体制の充実強化 

  ○核家族化や都市化の進行等により、家庭や地域の子育て力は低下

しているといわれています。そこで、子育て家庭が地域に支えら

れていることを実感し、安心して子どもを生み育てることができ

るよう、市町・企業・地域団体・地域住民等が一体となって、地

域社会全体で子育てを支援していく体制づくりを計画的に進めて

いくこととしています。 

  ○「第２期えひめ・未来・子育てプラン（前期計画）」に基づき、

地域子ども・子育て支援事業（延長保育、病児・病後児保育、一

時預かりなど）への対応や、保育所等の関係者が参加する研修機

会を充実させ、           保育士等の資質・専門性

の向上を図るとともに、認定こども園の設置を促進し、教育と保

育それぞれの特徴を活かしたサービスの提供に努めます。 

  ○女性の就労の増大などによる昼間保護者のいない家庭の放課後児

童に対する健全育成施策の充実が必要です。総合的な放課後児童

対策を推進し、放課後児童クラブを拡充するとともに、これらの

サービスの質の向上を図ることにより、昼間保護者のいない児童

に対する安心・安全な放課後の生活の場の提供に取り組みます。 
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  ○子どもや子育て家庭の視点に立ち、子育て家庭が安心して子育て

ができるようきめ細やかな子育て支援サービスを提供する「地域

子育て支援拠点」の設置を促進し、地域における子育てへの理解

促進、身近な場所での子育て相談体制の充実に努めます。 

  ○ＮＰＯ法人と協働し、子育て支援情報のより一層の充実と利便性

の向上を図り、子育て家庭が気軽に外出できる環境づくりを推進

します。 

  ○母子・父子家庭が増加傾向にある中、    ひとり親の下で養

育監護される子どもたちの貧困が深刻となっていることから、生

活の安定や子どもの健全な成長のために、子育て・生活支援や総

合的な就業支援体制の充実に努めるとともに、児童扶養手当等の

経済的支援や児童養育等に関する相談・支援体制を推進していき

ます。 

  ○生活保護受給者の子どもに対し、学校等と連携し、日常的な生活

習慣を身につけるための生活指導、進路指導、不登校解消などの

支援を行うとともに、受給者の就労による経済的自立も支援しま

す。 

  ○                              

               企業における働き方の見直しを進め、 

   仕事と子育てが両立しやすい職場環境の整備を促進するため、労

使の意識改革や企業の主体的な取組を支援していきます。 

 

  ○子どもや子育て家庭の視点に立ち、子育て家庭が安心して子育て

ができるよう、相互交流や相談の場となる       「地域

子育て支援拠点」の設置を促進し、地域の支え合いや子育て力向

上                   に努めます。 

  ○ＮＰＯ法人と協働し、子育て支援情報のより一層の充実と利便性

の向上を図り、子育て家庭が気軽に外出できる環境づくりを推進

します。 

  ○経済的に厳しい状況に置かれている割合が高いひとり親の下で養

育監護される子どもたちの貧困が深刻となっていることから、生

活の安定や子どもの健全な成長のために、子育て・生活支援や総

合的な就業支援体制の充実に努めるとともに、児童扶養手当等の

経済的支援や児童養育等に関する相談・支援体制を推進していき

ます。 

  ○生活保護受給者の子どもに対し、学校等と連携し、日常的な生活

習慣を身につけるための生活指導、進路指導、不登校解消などの

支援を行うとともに、受給者の就労による経済的自立も支援しま

す。 

  ○ワーク・ライフ・バランスの実現を図り、家族との充実した時間

を持つことができるよう、企業における働き方の見直しを進め、

仕事と子育てが両立しやすい職場環境の整備を促進するため、労

使の意識改革や企業の主体的な取組を支援していきます。 

 

 エ 男女共同参画による家庭づくりの推進 

  ○男女が互いに人権を尊重しつつ、個性と能力を発揮する社会―男

女共同参画社会の実現は重要な課題であり、その実現のために、

 エ 男女共同参画による家庭づくりの推進 

  ○男女が互いに人権を尊重しつつ、個性と能力を発揮する社会―男

女共同参画社会の実現は重要な課題であり、その実現のために、
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男女共同参画による家庭づくりを推進します。 

  ○父親の家庭教育参加やその役割意識の高揚を図るため、県民の意

識啓発に努めていきます。 

 

 

男女共同参画による家庭づくりを推進します。 

  ○父親の家庭教育参加やその役割意識の高揚を図るため、県民の意

識啓発に努めていきます。 

  ○中高校生が、男女共同参画の視点に立って、主体的に自分自身の

職業人生、キャリアについて構想し、実現していくキャリアデザ

インを支援していきます。 

 

 オ 家庭教育上の相談活動の充実 

  （省略） 

 

 オ 家庭教育上の相談活動の充実 

  （省略） 

(6) 家庭・学校・地域・諸機関の連携強化       

 

 ア 青少年団体の育成と指導者の養成確保 

  ○青少年団体を育成し、自主的活動を支援するとともに、研修会・

講習会等の充実に努め、指導員の養成と資質の向上を図り、活動

の一層の活性化を図っていきます。 

  ○児童関連施設職員や放課後児童指導員、ボランティアスタッフな

ど、児童の健全育成に資する人材の育成に努めます。 

 

(8) 家庭・学校・地域・諸機関の機能強化と連携の促進 

 

 ア 青少年団体の育成と指導者の養成確保 

  ○青少年団体を育成し、自主的活動を支援するとともに、研修会・

講習会等の充実に努め、指導員の養成と資質の向上を図り、活動

の一層の活性化を図っていきます。 

  ○児童関連施設職員や放課後児童支援員、ボランティアスタッフな

ど、児童の健全育成に資する人材の育成に努めます。 

 

  イ 地域のスポーツ指導者と連携した学校体育の充実 

  ○地域のスポーツ指導者を学校に派遣し、運動部活動及び授業の充

実と教員の資質の向上に努めます。 

 

 エ 拠点整備の推進 

  （省略） 

 ウ 拠点整備の推進 

  （省略） 



３２ 

現       行 改   定   案 

  

 オ 子どもの居場所づくり・生涯学習の推進 

  （省略） 

 

 エ 子どもの居場所づくり         

 （居場所づくりと生涯学習を分割。生涯学習は(1)に区分） 

 ア 青少年育成県民運動の推進 

  ○家庭、学校、地域社会が密接に連携し、県民総ぐるみによる青少

年健全育成活動を展開するため、11月の「子ども・若者育成支援

強調月間」にあわせた啓発活動を重点的に実施します。 

  ○この一環として、青少年関係17団体で構成する愛媛県青少年育成

協議会と市町民会議が、東・中・南予の県下３会場で開催する「青

少年健全育成推進ブロック大会」を支援し、青少年健全育成活動

に対する県民の理解を深めていきます。 

  ○７月には「青少年の非行・被害防止全国強調月間」にあわせた県

民大会を県、県教育委員会、県警察、愛媛県青少年育成協議会が

共催し、青少年の非行・被害防止と健全育成に対する県民意識の

高揚を図ります。 

 

 

 

 

 

 

  ○あらゆる機会を捉え、関係団体・機関やＮＰＯ、ボランティアグ

ループ等と連携を密にした啓発活動、実践活動を展開し、地域住

民総ぐるみの健全育成活動、非行・被害防止活動を推進していき

 オ 青少年育成県民運動の推進 

  ○家庭、学校、地域社会が密接に連携し、県民総ぐるみによる青少

年健全育成活動を展開するため、11月の「子ども・若者育成支援

強調月間」にあわせた啓発活動を重点的に実施します。 

  ○この一環として、青少年関係17団体で構成する愛媛県青少年育成

協議会と市町民会議が、東・中・南予の県下３会場で開催する「青

少年健全育成推進ブロック大会」を支援し、青少年健全育成活動

に対する県民の理解を深めていきます。 

  ○７月には「青少年の非行・被害防止全国強調月間」にあわせた県

民大会を県、県教育委員会、県警察、愛媛県青少年育成協議会が

共催し、青少年の非行・被害防止と健全育成に対する県民意識の

高揚を図ります。 

  ○県、県教育委員会、愛媛県青少年育成協議会等との共催で「愛媛

の未来をひらく少年の主張大会」を開催し、作文発表を通じて、

中学生が日頃考えていることや感じていることを広く社会に訴え

ることにより、未来を担う少年に社会の一員としての自覚と行動

を促すとともに、少年の健全育成に対する一般の理解と関心を深

めていきます。 

  ○あらゆる機会を捉え、関係団体・機関やＮＰＯ、ボランティアグ

ループ等と連携を密にした啓発活動、実践活動を展開し、地域住

民総ぐるみの健全育成活動、非行・被害防止活動を推進していき
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ます。 ます。 

 

 イ いじめ・不登校対応、非行防止、安全確保等に向けての地域ぐる

みの推進体制の強化 

  ○携帯電話、インターネットなど            情報化

社会の進展により、児童生徒の行動範囲が広がり、学校だけでは

児童生徒の行動を把握できにくい状況となっています。 

  ○そこで、学校と警察の連携による「えひめ児童生徒をまもり育て

るサポート制度」を適切に運用し、児童生徒の非行等の問題につ

いて連携することにより、問題の所在を相互に理解し、それぞれ

の役割を果たしつつ、緊密な連携を図って、非行や被害のより効

果的な未然防止、児童生徒の立ち直り支援等を実施します。 

  ○近年の児童生徒に係る安全管理や非行の低年齢化などに対応する

ため、「児童生徒をまもり育てる連絡会」を開催するなど、教育

関係者、警察、家庭及び地域の連携を強化します。 

  ○学校と警察等が連携し非行防止教室等を開催し、児童生徒に対し

て「社会のルールを守ること」や「自分の行動に責任を持つこと」

を教え、規範意識を養い、児童生徒の健全育成を推進します。 

  ○少子化等児童を取り巻く環境が目まぐるしく変化していることか

ら、民生・児童委員や主任児童委員と児童相談所等の児童福祉関

係機関、市町、学校等の教育機関などとの連携強化に努めます。 

  ○思春期特有の精神的な悩みや不安に対する専門的な相談体制を整

備すること等により、思春期を中心とした青少年の健全な育成を

図っていきます。 

  ○若者の自殺防止のため、自殺予防週間・自殺対策強化月間中の啓

 カ いじめ・不登校対応、非行防止、安全確保等に向けての地域ぐる

みの推進体制の強化 

  ○携帯電話やスマートフォンなどのインターネットを介した情報化

社会の進展により、児童生徒の行動範囲が広がり、学校だけでは

児童生徒の行動を把握できにくい状況となっています。 

  ○そこで、学校と警察の連携による「えひめ児童生徒をまもり育て

るサポート制度」を適切に運用し、児童生徒の非行等の問題につ

いて連携することにより、問題の所在を相互に理解し、それぞれ

の役割を果たしつつ、緊密な連携を図って、非行や被害のより効

果的な未然防止、児童生徒の立ち直り支援等を実施します。 

  ○近年の児童生徒に係る安全管理や非行の低年齢化などに対応する

ため、「児童生徒をまもり育てる連絡会」を開催するなど、教育

関係者、警察、家庭及び地域の連携を強化します。 

  ○学校と警察等が連携し非行防止教室等を開催し、児童生徒に対し

て「社会のルールを守ること」や「自分の行動に責任を持つこと」

を教え、規範意識を養い、児童生徒の健全育成を推進します。 

  ○少子化等児童を取り巻く環境が目まぐるしく変化していることか

ら、民生・児童委員や主任児童委員と児童相談所等の児童福祉関

係機関、市町、学校等の教育機関などとの連携強化に努めます。 

  ○思春期特有の精神的な悩みや不安に対する専門的な相談体制を整

備すること等により、思春期を中心とした青少年の健全な育成を

図っていきます。 

  ○若者の自殺防止のため、自殺予防週間・自殺対策強化月間中の啓
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発事業や、地域における心の健康づくり、精神保健相談の充実等

を推進します。 

  ○学校・地域におけるいじめの防止等に資する「愛媛県いじめ問題

対策連絡協議会」を開催するなど、教育関係者、関係機関、家庭

及び地域の連携を強化します。 

 

発事業や、地域における心の健康づくり、精神保健相談の充実等

を推進します。 

  ○学校・地域におけるいじめの防止等に資する「愛媛県いじめ問題

対策連絡協議会」を開催するなど、教育関係者、関係機関、家庭

及び地域の連携を強化します。 

 

 ウ 青少年対策関係機関の連携強化 

  ○県庁に青少年対策本部を、地方局に地方青少年対策班を設置する

等、関係機関・団体との連携を強化し、県内の青少年の現状を把

握し、青少年対策を効果的に推進していきます。 

  ○子ども・若者育成支援推進法に、地方公共団体の努力義務として

規定されている事項についても適切な対応を検討することとし、

「子ども・若者支援地域協議会」については、第Ⅱ章の現状と、

県内の「社会生活を営む上で困難を有する子ども・若者に対する

支援」の実情を踏まえ、県として果たすべき役割を整理・検討の

上、地方青少年対策班を国・市町等の参加・協力を得て改編し、

適切に対応していきます。 

 キ 青少年対策関係機関の連携強化 

  ○県庁に青少年対策本部を、地方局に地方青少年対策班を設置する

等、関係機関・団体との連携を強化し、県内の青少年の現状を把

握し、青少年対策を効果的に推進していきます。 

  ○県民と市町に“より近い”地方局に設置している地方青少年対策

班については、子ども・若者育成支援推進法第19条の「子ども・

若者地域協議会」として位置付け、県の地方機関、教育事務所、

地元警察署、相談機関等での構成に加え、国や市町の関係機関等

にも参加・協力を求め、地域における青少年の非行の現状や対応

すべき課題の共有、情報交換を行うとともに、各機関の連携のあ

り方などを協議し、同法の「子ども・若者育成支援に関連する関

係機関が連携し適切な支援を行う」との趣旨を踏まえた施策を推

進していきます。 

 

 

 

 

 ク 「えひめ教育の日」及び「えひめ教育月間」の普及・定着 

  ○教育に対する県民の理解と関心を深め、学校や家庭、地域住民、

企業、行政等がそれぞれの役割を担い、県民総ぐるみで愛媛の教

育について考え、行動する機運を醸成するため、県内教育関係団

体、県教育委員会、市町教育委員会等で組織する「えひめ教育の
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日」推進会議を中心に、11月1日の「えひめ教育の日」及び11月の

「えひめ教育月間」に合わせた普及・啓発活動や関連事業を実施

します。 

 

  ケ 青少年施策に関する情報提供 

  ○青少年に関わる各種啓発を推進するため、関係機関・団体等と連

携・協力し、パンフレットや機関誌の発行を行うとともに、イン

ターネットを活用して、各種大会等の開催や支援情報・相談機関

の周知など、必要な情報が適確に青少年や保護者の手元に届くよ

う情報の提供に努めます。 

 

(8) 有害な環境の浄化活動の推進 

 ア 環境浄化重点地区活動などの促進 

 イ 関係業者の指導強化と自主規制の促進 

  （省略） 

(9) 有害な環境の浄化活動の推進 

 ア 環境浄化重点地区活動などの促進 

 イ 関係業者の指導強化と自主規制の促進 

  （省略） 

 

 ウ            関係団体との連携 

  ○ＰＴＡ、愛護班、少年補導関係機関など、関係団体と連携を密に

し、さらに青少年をとりまく環境の浄化活動に努めます。 

 

 ウ 有害な環境浄化に向けた関係団体との連携 

  ○ＰＴＡ、愛護班、少年補導関係機関など、関係団体と連携を密に

し、さらに青少年をとりまく環境の浄化活動に努めます。 

 

 エ インターネットの適正な利用の促進 

  ○青少年がインターネット上に蔓延する違法・有害な情報、サイト

に触れる機会が増大し、健全育成に悪影響を与えることが懸念さ

れる状況に対応するため、いわゆる「青少年インターネット環境

整備法」が施行されました。 

 エ インターネットの適正な利用の促進 

  ○急速なスマートフォン等の普及により、子ども・若者がインター

ネット上に蔓延する違法・有害な情報に触れる機会が増大し、ま

た、子ども・若者自身がインターネットに起因する犯罪被害に遭

うケースも増えている。こうした子ども・若者の健全育成に悪影
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  ○この「青少年インターネット環境整備法」         の 

   趣旨を踏まえ、青少年がインターネットを適切に活用する能力の

習得に必要な措置を講じること、及び、青少年が有害情報を閲覧

する機会をできるだけ少なくするための措置を講じることによ

り、青少年を守り、安全に安心してインターネットを利用できる

よう取組みを進めていきます。 

  ○そのため、あらゆる機会を捉えた、幅広い啓発を行うこととし、

青少年をはじめ、保護者や健全育成関係者、地域住民等を対象と

した県民大会や啓発講座(出前講座)等の開催、啓発資料の作成・

配布等を行い、青少年を取り巻く有害情報に対する積極的な対策

に努めます。 

響を与えることが懸念される状況に対応するため、いわゆる「青

少年インターネット環境整備法」が施行されたことから、同法の

趣旨を踏まえ、青少年がインターネットを適切に活用する能力の

習得に必要な措置を講じること、及び、青少年が有害情報を閲覧

する機会をできるだけ少なくするための措置を講じることによ

り、青少年を守り、安全に安心してインターネットを利用できる

よう取組みを進めていきます。 

  ○そのため、あらゆる機会を捉えた、幅広い啓発を行うこととし、

青少年をはじめ、保護者や健全育成関係者、地域住民等を対象と

した県民大会や啓発講座(出前講座)等の開催、啓発資料の作成・

配布等を行い、青少年を取り巻く有害情報に対する積極的な対策

に努めます。 

  ○また、子どもにスマートフォンや携帯電話等を持たせる際の保護

者の責任の自覚やルールづくりなどを関係機関と連携・協力して

啓発し、安全・安心な利用の促進に努めます。 

  ○愛媛県青少年保護条例において、青少年が利用する端末機を設置

している者に対してフィルタリング等の措置、また、携帯電話販

売業者・プロバイダーに対して利用者へのフィルタリングに係る

情報等の提供など、少年が有害情報に接することができないよう、

関係者等に対して必要な措置・対策を求めます。 

 

 オ 各種法令等による規制 

  （省略） 

 オ 各種法令等による規制 

  （省略） 
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第Ⅴ章 ビジョンの推進・目標 

 

１ 県の推進体制 

  県は、県庁の各部局、教育委員会、警察本部により組織している愛

媛県青少年対策本部を中心に、全庁的な取り組みとしてこのビジョン

に記載した施策を推進していきます。 

  また、地域の実情を踏まえた対策を推進するため、県の地方機関、

教育事務所、各学校、警察署等により構成し、地方局に設置している

地方青少年対策班を、国、市町の関係機関等の参加協力を得て拡充し、

子ども・若者育成支援推進法第19条の「子ども・若者支援地域協議会」

として改編する等、              地域に根ざした取

組みを進めます。 

  このため県は、市町の区域を越えた広域自治体として、これまで以

上に国、県内市町等の関係機関と緊密な連携を図り、子ども・若者育

成支援を実施していくとともに、市町の子ども・若者育成支援が円滑

に行なえるよう、情報収集や情報提供、連絡調整をはじめとした市町

への支援を積極的に行います。 

第Ⅴ章 ビジョンの推進・目標 

 

１ 県の推進体制 

  県は、県庁の各部局、教育委員会、警察本部により組織している愛

媛県青少年対策本部を中心に、全庁的な取り組みとしてこのビジョン

に記載した施策を推進していきます。 

  また、子ども・若者育成支援推進法第19条の「子ども・若者支援地

域協議会」として位置付け各地方局に設置している地方青少年対策班

については、地域の実情を踏まえた対策を推進するため、県の地方機

関、教育事務所、各学校、警察署、相談機関等により構成するととも

に、国、市町の関係機関等の参加協力を得ながら、地域に根ざした取

組みを進めます。 

  このため県は、市町の区域を越えた広域自治体として、これまで以

上に国、県内市町等の関係機関と緊密な連携を図り、子ども・若者育

成支援を実施していくとともに、市町の子ども・若者育成支援が円滑

に行なえるよう、情報収集や情報提供、連絡調整をはじめとした市町

への支援を積極的に行います。 

 

２ 市町が期待されている役割 

  子ども・若者にとって、生活の基盤は最も身近な「地域」にありま

す。市町は地域の実情を踏まえ、住民の意識を的確に捉えた施策を展

開していますが、今後は、子ども・若者の育成支援に向けた一層きめ

細かく、住民のニーズに直結した取組みが求められています。 

  子ども・若者育成支援推進法にも、「地方公共団体は、子ども・若

２ 市町に期待されている役割 

  子ども・若者にとって、生活の基盤は最も身近な「地域」にありま

す。市町は地域の実情を踏まえ、住民の意識を的確に捉えた施策を展

開していますが、今後は、子ども・若者の育成支援に向けた一層きめ

細かく、住民のニーズに直結した取組みが求められています。 

  子ども・若者育成支援推進法にも、「地方公共団体は、子ども・若
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者育成支援に関し施策を策定し、実施する責務を有する」旨規定され

ており、今後とも、同法の趣旨を踏まえつつ、保育、子育て支援、母

子保健、虐待防止、教育など多岐にわたる分野において、      

          積極的で着実な施策の推進が期待されています。 

者育成支援に関し施策を策定し、実施する責務を有する」旨規定され

ており、今後とも、同法の趣旨を踏まえつつ、保育、子育て支援、母

子保健、虐待防止、教育など多岐にわたる分野において、関係機関等

と連携を図りながら、積極的で着実な施策の推進が期待されています。 

 

 ３ 家庭に期待されている役割 

  家庭においては、しつけや日常の生活習慣など、人間形成にとって

基本となる役割を担っており、子ども・若者が健全に育成するための

第一義的責任を有することを自覚し、自立の基盤となる家庭づくりが

求められています。 

 

 ４ 地域に期待されている役割 

  地域においては、子どもの居場所づくり、学校教育の支援、ボラン

ティアや体験活動の推進、地域の安全対策の推進など、家庭、学校、

民間団体等との連携のもと、地域社会への参加・参画を促す協働の取

組みが期待されています。 

 

 ５ 事業者に期待されている役割 

  事業者においては、行政が行う施策に協力するとともに、供給され

る商品やサービスが子ども・若者に有害な影響を及ぼすことがないよ

う努めることが期待されています。 

 

３ 県民総ぐるみの運動の推進 

  このビジョンを実効性のあるものにし、本県の子ども・若者の健や

かな成長と自立を促進していくためには、行政だけでなく家庭、学校、

６ 県民総ぐるみの運動の推進 
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民間組織をはじめ、県民一人ひとりがそれぞれの立場で役割と責任を

果たし、互いに連携協力しながら、積極的かつ主体的に子ども・若者

に関わっていく必要があります。 

  特に、青少年の健全育成にかかる県民総ぐるみ運動の推進母体とし

て関係民間団体等で組織している愛媛県青少年育成協議会は、各種普

及啓発事業をはじめとした様々な取組みを進めており、県としては、

このような取組みを支援していきます。 

                                 

                                 

                

     青少年の健全育成にかかる県民総ぐるみ運動の推進母体とし

て関係民間団体等で組織している愛媛県青少年育成協議会は、各種普

及啓発事業をはじめとした様々な取組みを進めており、県としては、

このような取組みを支援していきます。 

 

４ 目標 

  平成23年２月に、県が実施した「愛媛県の新しい未来を描くための

アンケート調査」の結果によると、「子供が健やかに生まれ育つこと

ができる県」を10年後の愛媛県の姿として、多くの県民が期待してい

ることがわかりました。 

  一方現状として、「地域の絆が弱くなり、子供の教育や健全育成が

難しくなった。」と感じている県民も多く、「県が“子育て支援の充

実”や“学校教育の充実”に優先して取り組むべきだ。」と考えてい

ることも、この調査でわかりました。 

  県は、これら県民の声を真摯に受け止め、このビジョンの各施策の

着実な実施をはじめとして、あらゆる取組みを進めてまいります。そ

して、一人でも多くの子ども・若者の「元気で希望に満ちた愛顔(えが

お)」が見られるよう、子ども・若者の声を聴き、県民一人ひとりと力

をあわせて支援に努めます。 

６ 目標 

  平成26年に県が大学生を対象に実施した「愛媛県長期計画アクショ

ンプログラムの検証に係るアンケート調査」の結果によると、県の施

策として、「未来を拓く子供たちの育成」が“重要”あるいは“ある

程度重要”と回答した人が93％を占め、重要度が高いことがわかりま

した。 

  この調査結果でもうかがえるよう、次の社会の担い手である子ど

も・若者が夢を持ち、力強く将来に向かって輝いて生きていくことは、

愛媛の明るい未来への発展には欠かせないものであります。 

  すべての子ども・若者の健やかな成長と自立を促進していくために

は、行政だけでなく家族や学校はもちろん、地域、事業者、民間団体

など、県民一人ひとりがそれぞれの立場で役割と責任を果たし、互い

に連携協力をしながら、積極的かつ主体的に子ども・若者と関わりを

持ち、社会全体で支援していくこと必要があります。 

  県では、「一人ひとりが支えあい、子ども・若者が愛
え

顔
がお

で夢に向か

い力強く生きてゆける愛媛づくり」を目標とし、このビジョンの各施
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策の着実な実施をはじめとして、あらゆる取組みを県民総ぐるみで進

めてまいります。 

  

 

 


