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本書の位置付け
本書は、山形県青少年健全育成条例第6条の9に基づき、本県の青少年及び青少年
を取り巻く環境の状況並びに青少年の健全な育成に関する施策の実施状況をとり
まとめ、県民の皆様に広く紹介するために作成するものです。
また、掲載内容は、平成27年３月に策定した「山形県子ども・若者ビジョン」を
考慮しています。

用語説明
本書は、０歳から40歳未満までの者を対象とします。
○「子ども・若者」の呼称について
子ども：乳幼児期、学童期及び思春期の者。
若 者：思春期、青年期の者。施策によっては、40歳未満までのポスト青年期の
者も対象とします。
青少年：乳幼児期から青年期までの者。なお、乳幼児期からポスト青年期までを
広く支援対象とするということを明確にするため、「青少年」に代えて
「子ども・若者」という言葉を用いています。
・

乳幼児期は、義務教育年齢に達するまでの者。

・

学童期は、小学生の者。

・

思春期は、中学生からおおむね18歳までの者。

・

思春期の者は、子どもから若者への移行期として、施策により、子ども、若者
それぞれに該当する場合があります。

・

青年期は、おおむね18歳からおおむね30歳未満までの者。

・

ポスト青年期は、青年期を過ぎ、大学等において社会の各分野を支え、発展さ
せていく資質・能力を養う努力を続けている者や円滑な社会生活を営む上で困
難を有する、40歳未満の者。
若者
子ども

乳幼児期
0歳

学童期
6歳

思春期
12歳
青少年

青年期
18歳

ポスト青年期
30歳

40歳

