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��に�たって 
 

滋賀の未来を担っていく子どもや若者が、日々の生活の中で幸せや豊かさ

を実感しながら心身ともに健やかに成長することは、私たちみんなの願いで

す。 

しかしながら、核家族化や急速な都市化の進展により、地域社会での人と

人とのつながりが弱まる中、子育ての孤立感や負担感が増しており、特に、

平成20年秋以降の経済危機による雇用不安なども加わり、子育て家庭を取

り巻く環境は大変厳しくなっています。また、児童虐待に関する相談件数は

年々増加しており、学校現場におけるいじめや不登校も大きな問題となってい

ます。さらには、子ども・若者の健やかな育ちを阻害する有害情報の氾濫、ニ

ートやひきこもりなど若者の自立をめぐる問題も深刻化しています。 

こうした中で、県では、平成22年３月に「淡海子ども・若者プラン」を

策定し、子どもが生まれる前から自立した社会の担い手になるまでを切れ目

なく支える施策を総合的に進めているところです。 

また、国においては、平成24年8月に「子ども・子育て支援法」を始めと

する子ども・子育て関連３法を公布され、法の施行に向けて県内においても

今後様々な準備が必要となってまいります。 

本書では、本県の子ども・若者を取り巻く現状と「淡海子ども・若者プラ

ン」の関連事業の実績・成果を紹介しています。本書が広く活用されること

により、県民の皆さまに子ども・若者育成に対する理解と関心を深めていた

だくための一助となれば幸いです。 

 

    平成2５年2月 

 

                 滋賀県健康福祉部子ども・青少年局 
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