第２ 東京子ども応援協議会

青少年施策
第１

１

東京都子供・若者計画

１

計画策定の趣旨
全ての子供・若者が健やかに成長し、円滑に社会生
活を営むことができる社会の形成を目指し、都の子
供・若者育成支援施策の一層の推進を図るため、平成
27 年８月に策定しました。
２ 計画の位置づけ
○子ども・若者育成支援推進法第９条に基づく、都道
府県の子供・若者計画として「東京都長期ビジョン」
との整合を図っております。
○これまでに策定されてきた様々な分野の計画等の
中から、子供・若者支援に係る施策等を集めて一覧
化することで、都における取組の現状を示すととも
に、今後の施策の枠組みづくりを推進します。
○乳幼児期からポスト青年期までの切れ目ない支援
の構築を目指し、社会生活を円滑に営む上で様々な
困難を有する子供・若者を支援するため、都や区市
町村だけでなく、国や民間の関係機関等との連携を
含む地域における子供・若者育成支援のネットワー
クづくりを推進していきます。
○既存の支援の仕組によって対応していくことが望
ましい課題は、既存の施策等の充実で対応し、支援
体制が十分でない課題については、本計画の対象と
して支援の仕組を構築します。

目的
青少年育成のための成果をあげるためには、東京都
のみならず都民、区市町村や事業者、地域で活躍する
様々な団体の総力を結集することが不可欠です。こう
した推進体制を整備するため、「東京都青少年の健全
な育成に関する条例」に基づき、平成 17 年６月に「東
京子ども応援協議会」を設置しました。
２

構成
会 長 東京都知事
副会長 副知事、教育長、警視庁副総監、東京都商
工会議所連合会会長、こころの東京革命協
会会長
委 員 行政関係者、教育関係者、事業者団体、そ
の他青少年健全育成にかかわる団体の代
表 現在 52 団体

３

会の役割
○青少年健全育成に関する都の施策・事業への協働
表明
○青少年健全育成に関する施策・事業の傘下団体へ
の周知
○青少年健全育成に関する意見の交換及びアピー
ル

４

推進体制
総

会

○協働表明

３

計画の理念
国の「子ども・若者ビジョン」の理念等を踏まえ、
全ての子供・若者が、青年期に社会的自立を果たすこ
とができるよう、その成長を社会全体で応援すること
としています。

○周知
○意見交換
○部会を通じて施策・事業を推進
部

会

幹事会

４

基本方針
（基本理念の実現に向けて取り組むべき方向性）
基本方針１ 全ての子供・若者の健やかな成長と社
会的自立を支援
基本方針２ 社会的自立に困難を有する子供・若者
やその家族への支援
基本方針３ 子供・若者の健やかな成長を社会全体
で支えるための環境整備

○連絡調整

子供に万引をさせない連絡協議会
中学生の職場体験推進協議会
地域教育推進ネットワーク東京都協議会

事務局 東京都青少年・治安対策本部
５ 計画期間
平成 27 年度から平成 31 年度まで（５ヶ年）

第３

６ 計画の対象
乳幼児期（概ね０歳）から青年期（30 歳未満）の
子供・若者
施策によっては、ポスト青年期（40 歳未満）も対象
７ 東京都子供・若者支援協議会
子ども・若者育成支援推進法第 19 条の規定に基づ
き、平成 26 年３月に設置しました。本計画で掲げる
理念を実現するため、関係部局等との連携、協力を密
にし、総合的かつ着実に子供・若者施策を推進します。
事務局 東京都青少年・治安対策本部

こころの東京革命推進会議

こころの東京革命

〔こころの東京革命の意義〕
戦後、我が国は生活の豊かさを求め、大きな経済的
な発展を遂げてきました。
しかし、その一方で精神的な価値よりも金銭的、物
質的な価値が、社会的な責任よりも個人の権利や自由
が優先するなど、社会における価値のバランスが崩れ
てしまいました。このような意識構造の歪みは、子供
の態度や行動に影響を与えています。
また、少子高齢化や核家族化の進展により、家庭、
地域の教育力は著しく低下し、子供の規範意識や倫理
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観に欠ける問題行動だけではなく、挨拶をする、高齢
者や体の不自由な方などに席を譲るといった社会に
おける基本的なルールさえも守れない子供、さらには
大人までもが増加しています。
「こころの東京革命」は、親と大人が責任を持ち、
次代を担う子供の正義感や倫理観、思いやりの心を育
み、自らが手本となりながら、人が生きていく上で当
然の心得を伝えていこうという取組です。
私たち大人は、未来を支えていく子供に、どのよう
な社会にあっても守るべき基本的ルールがあること、
そして、社会の一員として役割と責任を果たしていく
べきことを自らの行動を通して伝えていかなくては
なりません。
こころの東京革命の歩み
東京都は、このような問題意識のもと、具体的な行
動内容を示した「心の東京革命行動プラン」を平成 12
年８月に策定し（平成 15 年１月一部改訂）、こころの
東京革命の普及啓発を進めてきました。
「こころの東京革命」の運動が始まって 14 年、こ
の取組は区市町村や民間団体の協力を得て、徐々に広
がってきています。こころの東京革命協会の会員は
260 団体、4,882 名（平成 27 年８月現在）を数えるな
ど、区市町村や青少年対策地区委員会、各団体でも、
こころの東京革命の理念を踏まえた独自の取組が広
がっています。
平成 26 年９月、社会経済状況の変化や 2020 年オリ
ンピック・パラリンピックの開催を踏まえ、こころの
東京革命の一層の推進を目的に、スローガンや具体的
な行動内容を示した行動プランを一部見直しました。
併せて、こころの東京革命の表記を「心の東京革命」
から「こころの東京革命」に変更し、ロゴについても
リニューアルをしました。

３

こころの東京革命の具体的行動
2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催
に向けた取組

○困っている人を積極的に助けよう
○世界には色々な国や地域があり、異なる言葉や文化がある
ことを教えよう

家庭への期待
○一日は「おはよう」で始め、
「おやすみ」で終わらせよう
○善い行いは褒め、人に迷惑をかけたときはきちんと叱ろう
○他人や学校の先生が子供を叱ってくれたら親は感謝の気持
ちをもとう

１

○欲しいものを何でも与えずにがまんを教えよう
○スポーツや武道で心と体を鍛えよう
○父親も積極的に子育てをしよう
○子供のネット・ケータイ使用に関わろう
○家族団らんの食事をしよう
○わが家のきまりや行事をもとう
○親子で共通の趣味をもとう
○子供部屋に閉じこもらせないようにしよう
○近所の子供を叱れる家族づきあいをしよう
○お年寄りをいたわることを教えよう
○自然の厳しさ、自然の美しさを肌で学ばせよう
○子供のために親がいかに働いているかを教えよう

学校での取組
○子供があいさつするよう先生から声をかけよう
○叱るべきときはきちんと叱ろう
○しつけは本来家庭の責任であることを親に伝えよう

２ こころの東京革命の取組の方向
⑴ 子供の育成の方向
○社会の「きまり」や人との約束を守る
○思いやりをもつ
○自らを律する
○責任感、正義感をもつ
○人々や社会のために役立つことに喜びを見いだす
⑵ こころの東京革命の取組の主体
○親と大人が責任をもつ
「こころの東京革命」の取組の主体は大人です。
子供は大人を映す鏡であり、大人は子供の鑑（手
本）です。大人は、その行動が子供に大きな影響を
与えることを自覚し、良き手本となるよう努めると
ともに、家庭、学校、地域における教育に責任をも
って取り組む必要があります。しかし、改めて自身
の行動を考えてみると、子供の範となるような行動
がとれていないことも多いのではないでしょうか。
私たち大人一人一人が、社会の一員としての役割
と責任を理解し、解釈し、自らの行動で子供に示し
ていかなければなりません。
○社会全体で取り組んでいく
子供を「社会の子」ととらえ、愛情と勇気をもっ
て他人の子供でも褒める、叱るという行為を実践し
なければなりません。また、子供に影響力のあるマ
スコミや企業も含め、地域や社会全体で、子供を健
全に育んでいく必要があります。

○チームワークの中で競争と協力を学ばせよう
○奉仕活動を通して人に喜ばれる経験をさせよう
○仕事の体験を通して働くことの尊さを学ばせよう
○動物や植物の世話をさせ、命の尊さを学ばせよう
○学校を地域の人と子供がふれあえる舞台にしよう
○豊かな経験をもつ人や個性ある人材を講師として招こう
○ネット・ケータイとの関わりについて考えさせよう

地域への期待・社会全体での取組
○地域や近所の大人から子供に声をかけよう
○地域の歴史、文化を大切にする心を育てよう
○子供と一緒にまちをきれいにしよう
○まちの行事に子供を積極的に参加させよう
○群れ遊びを復活させよう
○身近な地域で子供の体験学習に協力しよう
○お年寄りから子供に知恵や経験を伝える場を作ろう
○近所どうしで子育ての「こつ」を教え合おう
○「ありがとう」や「ごめんなさい」を自然に交わそう
○迷惑行為を勇気をもって注意しよう
○有害情報を子供の目にふれさせないようにしよう
○子供が安全安心にインターネットを利用できる仕組みを作
ろう
○子供の育成に企業も貢献しよう
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〔こころの東京革命協会〕
１ 設立の経緯
東京都では、次代を担う青少年の健全な育成をはか
るため、青少年関係団体及び青少年対策関係者、並び
に区市町村と連携し、平成２年に「東京都青少年協会」
を設立し、幅広い都民運動を推進してきました。
平成 11 年には、石原元知事が「心の東京革命」を
提唱し、次代を担う子供に対し、人が生きていく上で
当然の心得を伝えていくための取組について、その必
要性を都民に訴えました。平成 12 年８月には、都民
一人一人の行動指針を明らかにした、「心の東京革命
行動プラン」が策定されました。
そして、同年 10 月 18 日に、東京国際フォーラムに
おいて、約 4,000 人の都民参加による「心の東京革命
都民集会」が開催され、「心の東京革命推進協議会」
が設立されました。その後、平成 14 年４月１日、東
京都における青少年健全育成のための都民運動体と
しての一元化を図り、都・区市町村の青少年行政と運
動体との相互連携を強めるとともに、心の東京革命運
動の一層の推進を図るため、既存の「東京都青少年協
会」と統合して「心の東京革命推進協議会（青少年育
成協会）」が設立されました。
さらに、平成 26 年９月、社会経済状況の変化や 2020
年オリンピック・パラリンピックに向けた取組を通じ
た「こころの東京革命」の一層の推進を目的に一部の
見直しを行い、「こころの東京革命協会」に改称しま
した。
２

設立の目的
「こころの東京革命」の推進と青少年の健全な育成
を図るため、都民、民間団体及び企業、並びに東京都・
区市町村が相互に連携し、幅広い都民運動を効果的に
展開することを目的に設立されました。
３ 役員（平成 27.6.29 現在）
名誉会長 舛添 要一（東京都知事）
会
長 川淵 三郎（公益財団法人日本サッカー協会最高顧問、
公立大学法人首都大学東京理事長）
特任会長代行 多湖
輝（千葉大学名誉教授、
東京未来大学名誉学長）
副 会 長 大塚 多惠子（一般社団法人東京母の会連合会理事長）
小野 清子（公益財団法人笹川スポーツ財団理事長）
伊東 孝紳（東京商工会議所副会頭）
４ こころの東京革命協会事業
＜自主事業＞
事

業 名

内

⑵内閣府の「子ども・若者育成支援強調月間」
などの事業に参画する。
親子の絆コ
ン サ ー ト

妊娠中の母親及び父親、乳幼児期の子を持つ
親を対象に、
「こころの東京革命」の趣旨を伝
えるとともに、幼児教育の重要性を訴える講
演と、リラックスタイムを提供するピアノコ
ンサート等を開催する。
（区部1回、市町村部1回（11～12月）
）

普 及 啓 発
※自主・補
助共管事業

・協会ホームページのリニューアル及び運営
・協議会機関紙（会報）の発行
（年３回、１回６万部程度発行）

正会員団体
へのサポー
ト 強 化

正会員団体が「こころの東京革命」の普及啓
発活動を実施する際、幟旗等の啓発品を配
布・貸出するなどサポートの強化を実施

東京都との
共催協定の
締
結

こころの東京革命協会が実施する「こころの
東京革命」普及啓発事業について、東京都と
共催協定を締結し実施

そ

いわゆる「青少年育成県民会議」の窓口とし
て、内閣府や各県の青少年育成県民会議と連
携

の

他

＜補助事業＞
事

業 名

内

容

体験を通じ スポーツや文化、芸術体験など、子供に様々
た子どもの な体験活動の場を提供することで、あいさつ
健全育成事 の大切さや他者との関わり方などを学ばせ、
業（あいさ 社会性や他人を思いやる心を育む。
つ運動の全 《参加型大規模イベント》
今年度はオリンピック・パラリンピック２０
都 展 開 ）
２０開催を見据え、子供に夢や目標を持つこ
と、スポーツ等を通じた親子・地域のふれあ
いを持つことの大切さを訴え、更には世界に
向けて日本の良さをアピールできるような
イベントを実施
（ジュニアサッカーフェスティバル(10月18
日 味の素スタジアム）等)
《こころのチャレンジプロジェクト》
アスリートが小学校等を訪れ、子供や保護者
と交流し、
「努力すること」
「相手を思いやる
こと」
「ルールを守ること」
「自分をきたえる
こと」
「がまんをすること」
「あいさつをする
こと」の大切さを訴える。（年間25回程度を
予定）
《あいさつキャラバン》
楽しみながら「あいさつ」の大切さを学ぶイ
ベントを実施（年間５回程度を予定）
《あいさつソング「あいさつは魔法の力」の活用》
各種イベントや学校行事等での活用
《親子が集まるイベントにおける普及啓発》
スポーツ博覧会等、親子で多くの来場が見込
まれるイベント等においてブース出展等を
行い、こころの東京革命の普及啓発を実施
《会員団体との共催事業》
会員団体から「こころの東京革命」の推進に
資する事業の提案を受け、協定を締結し、共
催実施

容

「家族ふれ
あいの日」
普 及 事 業

「家族ふれあいの日」リーフレットの配布に
より周知を図るとともに、趣旨に賛同する企
業、施設等の協力を得て利用優待等を設定し、
家族がふれあう機会の増大に努める（通年実
施）
。

体験記事業

子供の成長の過程で、様々な体験を通して接
する人々とのふれあいを表現した作品を募集
し、優秀作品を表彰するとともに作品集を発
行する。
（表彰式：3月6日、都庁）
平成27年度は「家族とのふれあい」をテーマ
に小学生の絵を募集する。

キャンペー
ン 事 業

区市町村、団体等と連携して、以下のキャン
ペーン活動を実施
⑴会員団体から「こころの東京革命」の推進
に資する事業の提案を受け、協定を締結し、
共催実施をする。

ネット・ケ
ータイ等に
関するルー
ルづくり
（大人のル
ール・子供
のルール）
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インターネットサイト、ケータイやゲーム（ネ
ット・ケータイ等）の中には青少年健全育成
に害を及ぼすおそれのあるものもあり、また、
ネット・ケータイ等の長時間使用により時間
をとられ、家庭内でのコミュニケーションの
妨げになっている事例も多い。
そこで、家庭でのルールづくりを具体的に実
践できるよう支援することで、親子の絆を強
固にさせ、さらに有害情報から青少年を守る
一助としていく。
（ファミリｅルール講座、出前講演会の通年
開催）
また、SNS等の普及により青少年同士のトラブ
ルも多くなってきている。そこで、学校教職
員等に対し、生徒自身による自主ルールづく
りの支援を行う。
（生徒自身によるルールづくり支援の通年実
施）

こころの東
京革命アド
バイザーの
養成・活用

こころの東京革命の普及・啓発と、地域にお
ける実践活動の核となる「こころの東京革命
アドバイザー」を養成し、都内各地域で普及
活動やしつけ等に関して支援、協力
（チーフアドバイザー養成講座（第８期）：2
月頃、地域アドバイザー養成講座：随時）

中学生の主張
（東京都大会）

都内の中学生が、日頃考えていることや、意
見、希望などを文章にまとめ、発表すること
により、自立の心を育む機会とするとともに、
広く青少年の健全な育成への理解を深めるこ
とを目的として実施（東京都大会：９月）
東京都大会で知事賞（最優秀賞）受賞者は、
協会が全国大会に推薦

普 及 啓 発
※自主・補
助共管事業

・協会ホームページのリニューアル及び運営
・協議会機関紙（会報）の発行
（年３回、１回６万部程度発行）

地区委員会
連 絡 会

地区委員会相互の連携を密にするとともに、
情報の共有化を図り、地域において「こころ
の東京革命」の趣旨にあった活動を展開する
ため、連絡会議及び研修会を開催
（連絡会議：４月、研修会：年１回を予定）
家庭、学校、地域社会が互いに協力し合い、
地域ぐるみで子供を育成する取組を「推進モ
デル」として選出する。事例発表や事例集を
通して、こころの東京革命の趣旨の普及、浸
透を図る
地区委員が活動する上で必要な情報をコンパ
クトにまとめた資料集（青少年育成ハンドブ
ック）を作成し、配布

（しつけ）講座の開催を支援しています。
１

こころの東京塾
親が子育てに対する日頃の悩みを言い合う中で、子
育ての不安を軽くし、子育て・しつけのヒントを得て
もらうとともに、親自身の意識や行動を見直してもら
うため、年代層（妊娠時、乳幼児期、思春期）に応じ
て、グループワークを中心とした子育て講座を開催し
ています。
区市町村の保健所、児童館、子育て支援センター、
幼稚園、及び保育園等からの開催希望に応じて、グル
ープワークの進行役として「こころの東京革命アドバ
イザー」を派遣しています。
２

出前講演会
親や地域において青少年の健全育成や子育て支援
活動等に関わっている地区委員等を対象とした講演
を行うことにより、より良い子育て・しつけを考える
機会とするとともに「こころの東京革命」について地
域における具体的な取組を呼びかけ、その推進を図っ
ています。
３

５

こころの東京革命アドバイザー
都民の皆さんが「こころの東京ルール～大人が子供
の手本となろう～」などを実践する際に必要なアドバ
イスをするとともに、地域での活動を通じて「こころ
の東京革命」の普及と都民一人一人の着実な実践行動
をお手伝いする、こころの東京革命協会のボランティ
アの方々です。地域での子育て・しつけの仲間づくり
の核となり、子育て・しつけに困っている人のお手伝
いなどをします。
アドバイザーには、以下のとおりチーフアドバイザ
ーと地域アドバイザーがおります。
⑴ チーフアドバイザー
都内全域で活動し、
「こころの東京塾」での活動（主
に全体進行役）や自主的に行う子育て・しつけ講座の
運営、こころの東京革命の趣旨などについての講演活
動や普及活動等を行います。
※下記「第４

民間事業者による講座
児童館、幼稚園、保育園等で、民間事業者の多様な
プログラムにより、「しつけ」を難しく考えず、子育
てを楽しみながら、出来るところから「しつけ」に取
り組めるよう子育て（しつけ）講座を開催しています。
⑴ しつけの第一歩 ～親学のすすめ～
親学アドバイザーの講話と、グループ別の話し合い
により、親として大切なことについての学び、気付き
を促すとともに、社会性を持った子供を育てるしつけ
について考えます。
⑵ 親子のふれあいから始める子育てしつけ講座
ベビーマッサージの実習を通し、乳児の時期にしつ
けの基盤となる親子の絆を作るとともに、赤ちゃんと
の関わり方などの子育て・しつけについて考えます。

第５

早期からの「しつけ」の後押し」参照

地域アドバイザー
居住している区市町村内で活動し、「こころの東京
塾」でのグループ進行役や地域のいろいろな会合など
の場でこころの東京革命に関する自主的な普及活動
等を行います。

青少年の有害情報対策

⑵

青少年を様々な有害情報から保護し、青少年の健全
な育成を図るため、青少年の生活環境の整備等様々な
事業を実施しています。
１

携帯電話、インターネットのフィルタリング利用
促進
第４ 早期からの「しつけ」の後押し
平成 22 年の条例改正により、フィルタリング解除手
続きの厳格化を規定しましたが、平成 26 年 12 月に都
我慢のできない子、自分をコントロールできない子、 が行った調査によれば、フィルタリングの未利用率は
自己中心的な子が増えてきたといわれている中で、子
小学生で 24.0%、中学生で 34.0%、高校生で 52.2%であ
り、学齢が上がるほど未利用率が増加している状況で
育て・しつけに対する自信と力を失い、子供に社会の
す。その理由として、フィルタリングを利用すると
基本的なルールやマナーなどをうまく伝えることの
LINE、Twitter、Facebook といった SNS が利用できな
できない親が増えてきています。
くなるために、子供がフィルタリングを設定しない、
東京都とこころの東京革命協会では、「こころの東
または解除するよう保護者に頼み、保護者もそれを安
京革命」の普及啓発の一環として、家庭の教育力を高
易に受け入れてしまっていることが考えられます。そ
め、親が自信を持って子供に接することができるよう、
こで都では、リーフレットを作成し、携帯電話事業者
様々なプログラムを提供し、区市町村等による子育て
に対し、青少年の新規契約者全員に配布するよう依頼
― 10 ―

しています。
２

ネット・ケータイ等に関するルールづくり
インターネットサイトやゲームの中には青少年の
健全な育成に有害なものがあり、それらへの過度なの
めり込みは、家庭内でのコミュニケーションや青少年
の健全な発達の妨げとなることが懸念されます。この
ような中、親子の絆を深めつつ、インターネットやゲ
ームの悪影響から青少年を守るため、各家庭でのルー
ル作りの支援策として、保護者等を対象としたグルー
プワーク形式のファミリeルール講座や講演会形式の
出前講演会を開催しています。
また、ネット社会における危機管理意識を講座の参
加者に持たせるため、インターネット環境に関する幅
広い知識を持つ人材をeメディアリーダーとして養成
し、事業を拡充しています。
さらに、27年度より新規に、生徒自身による自主ル
ール作り支援事業を始めています。本事業は、学校等
において、生徒、教職員に講演を行い、その後で学級
でグループ討議等を行って生徒自らルールを考え作
ることまで支援していきます。
３

東京こどもネット・ケータイヘルプデスク「こた
エール」
インターネットや携帯電話・スマートフォン等の普
及に伴い、青少年が架空請求やネットいじめ、迷惑メ
ール、有害サイト等のトラブルに巻き込まれ、青少年
が加害者・被害者となるケースが増加し、大きな社会
問題となっています。
そこで、青少年や保護者、学校関係者などがインタ
ーネットや携帯電話に関する各種トラブルについて
気軽に相談できる総合的な窓口「こたエール」を平成
21年７月に開設しました。運営に当たっては、教育委
員会「学校非公式サイト等の監視」事業や、都庁内横
断的会議「ネット・ケータイに関する関係局連絡会議」
を構成している関係部局と連携し、取り組んでいます。
※連絡先等については31ページ参照

１

「東京都ひきこもりサポートネット」
ひきこもりの問題で悩んでいる本人や家族、友人等
からの電話や電子メールによる相談に応じ、ひきこも
りの状態から脱する方法や支援機関の紹介等を行っ
ています。
また、平成26年度からは家庭等への訪問相談も実施
しています。区市町村の窓口を通じた申込を受けて、
専門相談員がひきこもりの問題を抱えている家庭を
直接訪問し、本人や家族の状況を把握し、必要に応じ
た支援機関等を紹介しています。
※連絡先等については32ページ参照

２

ひきこもり等の若者支援プログラム普及・定着事
業（東京都若者社会参加応援事業）
ＮＰＯ法人等が「ひきこもり等の若者支援プログラ
ム」に沿った支援事業を、適正かつ継続的に実施する
ことができるかを評価して登録し、都民や関係機関等
へ周知します。また、本事業に参加するＮＰＯ法人等
を技術面・経営面でサポートしています。
平成 27 年度参加法人等 14 団体
※連絡先等については 32 ページ参照

４

児童ポルノ対策
児童ポルノの被害防止を図る観点から、児童ポルノ
の根絶に資する被害防止啓発用リーフレットを作成
し、小学校高学年の児童の保護者に配布しています。
また、警視庁と連携して児童ポルノ根絶等の啓発出前
講演会を実施します。

第６

〔ひきこもり対策〕
「ひきこもり」とは、様々な要因によって社会的な
参加の場面が狭まり、就労や就学など自宅以外での生
活の場が長期にわたって失われている状態のことを
指します。また、厚生労働省は「仕事や学校に行かず、
かつ家族以外の人と交流をほとんどせずに、６か月以
上続けて自宅に引きこもっている状態」と定義してい
ます。
平成 19 年度に都が実態調査を実施したところ、
都内の 15 歳から 34 歳までの若者のうち、約 2 万 5 千
人がひきこもりの状態にあると推計されました。
ひきこもりの問題は家庭内で抱えがちであるため
潜在化しやすく、外部の支援機関と結びつくことが難
しい状況にあります。問題が長期化し、本人が高齢化
すれば社会参加も困難となり、生活保護等社会負担の
増加が懸念されることから、ひきこもりの状態にある
若者を早期に発見し、自立と社会参加を促すための取
組を推進することが必要です。

若者の自立支援

〔若者総合相談対応〕
１ 「東京都若者相談（・э・）／若ナビ」
主に18歳以上の若者を対象とした電話、メール、及
び面接による総合的な相談窓口として、人間関係の悩
みや漠然とした不安、孤独などの相談を継続的に受け
止め、相談者本人と一緒に気持ちを整理し、解決に向
けての助言を行い、一歩前に進めるようサポートして
います。必要に応じて関係機関と協議しながら、悩み
や不安の解消を図っています。
※連絡先等については31ページ参照

近年、就労や就学に至らない若年者の問題が、社会
的な関心を集めています。これらの若年者は、社会と
の関係を築けずに自宅以外での生活の場を失った者、
また少年院等を出院し地域での生活に困難を抱える
者など、その態様は様々です。
こうした若年者の実態を把握し、自立支援に向けた
取組を進めるため、以下の事業を実施しています。

〔非行歴のある少年の立ち直り支援〕
警視庁の統計によると、平成26年中の刑法犯少年は
５年連続で減少しました。また、刑法犯少年全体に占
める再犯者の割合は、平成26年は31.2％と、前年より
0.2ポイント減少しましたが、近年増加傾向にあります。
東京都では、少年が再犯の道に陥ることを防ぎ、将
来の犯罪発生を予防するため、非行少年や少年院出身
者をはじめとする非行歴のある少年の立ち直りを地
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域で支援する取組を行っています。
１

「ぴあすぽ」の運営
保護司の活動を支援し、地域社会における非行少年
の立ち直りを支援するため、非行歴のある少年やその
保護者等からの相談対応のほか、就学・就労、生活自
立支援等の取組を行う通所型施設の非行少年立ち直
りワンストップセンター「ぴあすぽ」をNPO法人に委
託し、運営しています。
※連絡先等については33ページ参照

２

再非行防止・社会復帰支援事業
非行歴のある少年が立ち直り、社会の一員としての
自覚と責任を醸成していくためには、就労が重要であ
り、そのための支援環境の整備を図っています。そこ
で都では、保護観察対象少年を臨時職員として雇用す
る取組を行っているほか、非行歴のある少年等を雇用
し、その立ち直りを支援する協力雇用主制度（法務
省・厚生労働省推進）の普及啓発ポスターを作成し、
配布しています。
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