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基本目標１ 支え手、担い手をつくる   

 

 

 目標数値  

項 目 現 状 目 標 

里親登録世帯数 153 世帯 (H30 年度末) 222 世帯 (R６年度末) 

子どもの居場所地域ネットワーク数 ３箇所 (H30 年度末) 13 箇所 (R６年度末) 

 
 
（１）子ども・若者の支援者の確保 次世代 子・若 貧困 子育て   

 

 現状と課題  

○ 子ども・若者の周囲の支援者の不足 

 地域社会は、個人、家庭、近隣(自治会など)、学校、企業、地方公共団体、ＮＰＯ法人など多様

な主体が社会的・経済的活動を営むことによって成り立っています。 

 しかし、就学前の子どもを持つ保護者を対象に行った県の調査によると、居住地域と十分に関わ

っている割合が増えている一方、地域とほとんど関わっていない割合も増加しています。また、支

援機関等の職員を対象に行った調査によると、相談支援を受けている子どもや保護者の周囲には、

協力者が少ない場合が多いと考えられます。 

また、自主防犯ボランティア団体による登下校時の見守り活動・パトロール活動が実施されてい

ますが、構成員の減少や高齢化等が進んでいます。 

基本方針Ⅳ 社会全体で子ども・若者の育ちや自立を支える 

 子ども・若者の育ちや自立のためには、学校や行政だけではなく、地域の力が不可欠です。 

 地域社会の中にある「人々の支援の力」が、実際の子ども・若者の支援へと結びつくよう、支援者となる人

材の発掘や育成を行います。 

 また、地域の支援者等が創意工夫を生かした活動を行えるよう、運営への支援や情報提供を行います。

そして、支援者を含めた行政、学校等による連携のネットワークづくりなど、地域の力が支援を必要とする子

ども・若者に効果的に届くよう、連携・協働の推進を図ります。 
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○ それぞれの課題に応じた支援者の必要性 

地域における課題は、それぞれ異なり、複雑化・多様化しています。 

行政だけでなく、地域の実情に精通したＮＰＯ法人やボランティアによる地域課題の解決を図る

ため、新たな担い手を増やす必要があります。 

要保護児童を家庭的な環境で養育するためには、十分な数の里親の存在が必要です。 

また、高校中退者や中学校卒業後進路未決定者が、早い段階で再び社会的なつながりが持てるよ

う、それぞれの若者の困難な状況に寄り添いながら支援を行う人材が必要です。 

さらに、地域や学校での子どもの安全確保や、体験活動を通した健全な子どもの育ちのためには、

地域の大人たちの適切な関わりが不可欠です。 
 
 
 施策の方向と具体的施策  

○ ボランティア活動支援や人材発掘 

  ＮＰＯ法人やボランティアの活動を支援します。 

警察では、企業が行う防犯ＣＳＲ活動が活性化するよう、防犯情報の提供や活動方法について助

言等を行います。 

 また、セミナーや研修等の開催により、子どもの居場所に関わるボランティアの増加に取り組む

ほか、養育里親を中心に里親制度の認知度向上を図り、里親登録世帯を増やします。 

 

○ 資質向上と支援者のネットワークづくり 

 子ども・若者の支援者を対象とした研修会等を開催し、資質の向上を図ります。 
また、支援者や支援を実施する団体相互の情報共有の場を設け、支援者のネットワークづくりを

推進します。 
 
 
 

相談を通じて感じること(地域からの支援について) 
 

・ 「相談を受ける子どもや保護者の周囲には、問題解決のために協力を仰げる祖父母や親戚、友人が少

ないと感じる。」（公立学校の教員） 

（出典）県子どもの生活実態調査（H28 年度） 
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ア 人材発掘 

① ボランティア活動の

支援 

 

 

○「ＮＰＯ・ボランティアサロンぐんま」における相談や情報提供、

ＮＰＯ法人に対する制度融資などを行い、ＮＰＯ法人やボランテ

ィア活動団体の活動を支援します。 

○子どもの安全確保に向け、従来からの防犯ボランティア参加者層

に加え、多様な担い手による防犯ボランティア活動の活性化を支

援します。 

○防犯ＣＳＲ活動への支援を行い、防犯ボランティアの活性化を図

るとともに参加者の裾野を広げていきます。 

【連動施策：Ⅲ-1-(3)子ども・若者の犯罪被害の防止と被害者支援】 

② 子どもの居場所づく

りに関わるボランティ

アの確保 

○子どもの居場所に関するセミナーや研修等を実施し、学習支援や

子ども食堂運営などへのボランティア協力者を増やします。 

③ 里親のリクルート 

 

 

○県内各市町村で毎月「里親相談会(里親制度説明会)」を実施し、

広く里親制度を周知します。 

特に、「養子縁組里親」の希望者に「養育里親」についての情報に

も触れてもらえるよう、各種のメディアを活用し、日常生活の中

で里親制度に触れる機会を数多く作る「攻めるリクルート」に取

り組みます。 

 

イ 人材育成・資質向上 

① 相談支援者の資質向

上 

 

○県子ども・若者支援協議会では、高校中退者や中卒後進路未決定

者など、社会生活を円滑に営む上で困難を抱える子ども・若者の

相談支援者の資質向上を図るための研修会を実施するとともに、

研修内容の充実を図ります。 

② 支援者間の情報共有

やネットワークづくり 

 

 

○民間支援団体との連携強化を図り、困難を有する子ども・若者へ

の支援の充実及び支援者間の情報共有を図るため、群馬県青少年

育成推進会議(県委嘱の青少年育成推進員の県域組織)と群馬県青

少年補導センター補導員会連絡協議会との共催により研修会を開

催します。 

○不登校やひきこもり等の困難な状況にある子ども・若者を支援す

る親の会等、民間の活動団体による交流や連携を図るためのフォ

ーラムの開催を支援します。 
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（２）地域や企業との連携 次世代 子・若 貧困 子育て  

 

 現状と課題  

○ 家庭や学校だけでは対応できない時代 

子どもを取り巻く課題が複雑化、多様化する中で、不登校、高校中退、子どもの貧困など、学校

だけでは対応することが困難な課題が多くあります。 

また、家族機能の脆弱化や地域社会のつながりや支え合いの希薄化が指摘されています。 

子ども・若者が幅広い視野を持つためには、多様な立場・価値観を持つ人と関わることが必要で

す。また、支援を必要とする子どもやその親を、必要な支援に結びつけ、子ども・若者の育ちを支

えるには、家庭または行政だけで全てを行うのではなく、家庭に身近な地域の企業や団体など、多

様な主体同士が連携・協働していくことが必要です。 

 

○ 地域社会の力 

「子ども食堂」や「無料学習支援」などへの来所をきっかけに、福祉的な支援を受け、社会的な

つながりを得る例が見られるようになりました。しかし、子ども食堂や学習支援をはじめとする現

場では、活動資金、食材、物資、人材の不足等の声が聞かれます。また、社会貢献活動に積極的な

企業からは、寄付や食品・食材の提供等の相談が寄せられています。 

 県内のＮＰＯ法人及び社会福祉法人のうち、約５割の法人が何らかの子どもや家庭を支援する活

動しており、現在実施していない法人を含めて、保護者の相談活動や学習支援等を実施する意欲を

持っています。 

 

○ 本県の取組と課題 

本県では、小売業者、運送業者、保険会社、金融機関など、様々な分野の企業と「地域活性化包

括連携協定」を締結しています。また、不登校、高校中退、ひきこもり、貧困など、深刻化する子

ども・若者が抱える問題に対応するための支援機関同士の連携・協働、子ども食堂等の子どもの居

場所と食品ロス等の課題を抱える企業とのマッチングコーディネート、学校を核とした地域との協

働を実施しています。 

さらに、民間団体が主体的に実施している取組との連携や協働活動の拡大に加え、子どもの居場

所づくりなどにおいて、支援を実施・検討している企業・団体を、地域や県民のニーズとマッチし

た具体的な取組につなげることが重要です。 

また、学校教育においては、子どもたちが、地域社会と向き合い関わり合いながら学ぶことがで

きるよう、学校に加えて、家庭及び地域住民等がそれぞれの役割を自覚しつつ、地域全体で教育に

取り組む「社会に開かれた教育課程」を実現する必要があります。 
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 施策の方向と具体的施策  

○ 地域や企業の活動促進 

市町村や地域の民間団体が実施する子ども食堂や無料学習塾などの活動を支援します。また、地

域や民間の創意工夫を生かした活動が活性化し、県内各地へ広がるよう、団体への支援や情報発信

を行います。 
 

○ 関係機関相互の連携促進 

県、市町村、地域で支援活動を行っている民間団体、民生委員・児童委員等の地域の相談役等

が相互に情報共有を図り、社会全体で支援ができるよう関係機関相互の連携(※１)を促進しま

す。 

また、子どもの居場所について、地域ごと、更には県域レベルで官民一体となったネットワー

クづくりを進めるほか、子どもの居場所づくり等の支援者と、支援を検討している企業や団体と

のマッチングを支援します。 

さらに、学校を核とし、地域の住民や豊富な社会経験を持つ外部人材等の協力を得て、学校内外

の子どもたちの活動支援を行うとともに、地域コミュニティの活性化を図ります。 

 

 

ア 地域や企業との連携・協働による子ども・若者の支援 

① 地域団体等の活動促

進 

 

 

○民間団体が行う、若者の結婚や子育ての学びの場の提供等の取組

を支援します。また、実施団体の増加、活動地域の拡大、活動内

容のレベルアップを図ります。 

○子ども食堂や子どもの学習支援など、地域に根ざした子どもの居

場所の開設支援に意欲的に取り組む団体を支援します。 

○不登校、高校中退者、ひきこもり等の子ども・若者やその親の不

安や悩みを共有する「親の会」の活動状況を広く紹介するなど、

地域に根ざした自発的な取組を県内に広げます。 

② 関係機関との連携や

情報共有 

 

 

○子どもの居場所に関する自治体、団体の連携体制の整備を図ると

ともに、市町村の地域ネットワークづくりを支援します。 

○教育、福祉、雇用、保健・医療、育成支援、矯正・更生保護等の

子ども・若者の相談・支援機関で構成する「群馬県子ども・若者

支援協議会」において、各機関の取組の情報共有を図り、適切な

支援につなげます。 

○「ぐんま食育応援企業登録制度」として、食育活動を応援する企

業等を募集・登録し、従業員やその家族への食育を促進します。

また、県民や食育団体、行政等が行う活動への協力を通して県内

の食育推進を図ります。 

 
 
 
(※１) 関係機関相互の連携 例えば、県社会福祉協議会が実施する「なんでも福祉相談」では、趣旨に賛同した県内社会福祉法

人が配置する「なんでも福祉相談員」が、地域住民の悩みを受け止め、他の参画する社会福祉法人とのネットワークを活用し

て、必要な支援を行っています。 
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③ 支援の現場と社会資

源等とのマッチング 

 

 

○子ども食堂やフードバンクなどの支援者と、食品の提供を検討し

ている食品会社などの企業・団体とが顔を合わせる機会を設け、

互いの持つ資源やニーズのマッチングを図り、支援者同士の連携

を支援します。 

○家庭で余っている食品や未使用の学用品等の寄付を受け付け、子

ども食堂やフードバンク等に寄贈するフードドライブ運動につい

て普及を図ります。 

○子どもの学習支援ボランティア養成セミナーを開催し、大学生を

含め、ボランティアに興味のある方への情報提供や活動内容の紹

介等を行います。 

○県が連携を希望する事業の実現に向けて、地域活性化包括連携協

定締結企業と直接話し合う機会を設け、新たな取組につなげるた

めの情報交換会を開催します。 
④ 地域と学校との協働

活動の推進 

 

 

○放課後に地域の方々の協力を得て多様な体験活動等を実施する

「放課後子ども教室」や、小・中・高校生等に対し地域と学校の

連携・協働による原則無料の学習支援を行う「地域未来塾」等を

実施します。【Ⅱ-2-(3)キャリアと子育ての両立支援、Ⅲ-2-(1)教

育環境の整備と学習支援】 

 

 

地域における子ども・若者支援を支える一員として企業に期待される取組 

取組内容 活動の例 

本来の企業活動 ・ 従業員の仕事と子育ての両立支援 

・ 従業員の家庭教育等の支援(食育等) 

・ 雇用の場の拡大 

・ インターンシップの受け入れ 

・ 多様な人材の受け入れ(ひとり親、障害者)  など 

地域の一員としての取組 

 

・ 防犯ボランティア活動、子どもの見守り 

・ 体験活動の機会の提供(文化・芸術、ものづくり体験等)  

・ 多世代の交流の場の提供(社屋や敷地の活用)  など 

支援者としての取組 ・ 不登校やひきこもりの若者のトライアル雇用の受け入れ 

・ 中学生・高校生等のキャリア教育支援(インターンシップの受け入れ) 

・ 子ども食堂など子どもの居場所への食材や学用品等の提供 

・ 基金等による地域活動支援 

・ 奨学金等による修学支援  など 

 

 

 

 

 

 


