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付
録

地方公共団体の
青少年育成行政の概要4

都道府県名 総合調整組織
子ども・若者総合相談センター 子ども・若者支援地域協議会

名称 管内市区町村
策定数・割合 名称 管内市区町村

策定数・割合

北海道 北海道青少年健全育成推進連絡会議 1 (0.6%) 北海道子ども・若者支援地域協議会 3 (1.7%)

青森県 青森県青少年行政連絡会議 0 (0.0%) 青森県子ども・若者支援地域協議会 1 (2.5%)

岩手県 岩手県子ども・若者施策推進会議
青少年なやみ相談室
岩手県ひきこもり支援センター（岩手県
精神保健福祉センター）

0 (0.0%) 岩手県子ども・若者自立支援ネットワーク会議 0 (0.0%)

宮城県 青少年健全育成推進本部 4※1� (11.8%) 宮城県子ども・若者支援地域協議会 3※1� (8.8%)

秋田県 2 (8.0%) 秋田県子ども・若者支援ネットワーク会議 2 (8.0%)

山形県 山形県子ども・若者育成支援推進本
部

若者相談支援拠点（認定NPO法人発達
支援研究センター）
若者相談支援拠点（クローバーの会＠や
まがた）
若者相談支援拠点（NPO法人オープンハ
ウスこんぺいとうフリースペースまちか
どカフェたまりば）
若者相談支援拠点（NPO法人With優）
若者相談支援拠点（NPO法人から・ころ
センター）
若者相談支援拠点（NPO法人一歩、自立
支援センターふきのとう【共同事業者】）

1 (2.9%) 山形県子ども・若者支援協議会 0 (0.0%)

福島県 福島県青少年健全育成推進本部 0 (0.0%) 福島県青少年支援協議会 0 (0.0%)

茨城県 茨城県青少年育成推進本部 0 (0.0%) 茨城県子ども・若者支援地域協議会 0 (0.0%)

栃木県 栃木県青少年行政連絡会議 栃木県子ども若者・ひきこもり総合相談
センター（愛称：ポラリス☆とちぎ） 1 (4.0%) 栃木県子ども・若者支援地域協議会 2 (8.0%)

群馬県 群馬県子ども・若者育成支援推進連
絡会議 0 (0.0%) 群馬県子ども･若者支援協議会 0 (0.0%)

埼玉県 埼玉県青少年健全育成推進会議 1 (1.6%) 埼玉県若者支援協議会 1 (1.6%)
千葉県 千葉県青少年総合対策本部 千葉県子ども・若者総合相談センター

「ライトハウスちば」 2 (3.8%) 千葉県子ども・若者支援協議会 0 (0.0%)

東京都 東京都若者総合相談センター（愛称：若
ナビα） 7 (11.3%) 東京都子供・若者支援協議会 8 (12.9%)

神奈川県 神奈川県子ども・青少年みらい本部 かながわ子ども・若者総合センター（ひ
きこもり地域支援センター） 0 (0.0%) 神奈川県子ども・若者支援連携会議 0 (0.0%)

新潟県 新潟県青少年総合対策本部 3 (10.3%) 5 (17.2%)

富山県 富山県子ども・若者総合相談センター 0 (0.0%) 富山県子ども・若者支援地域協議会 0 (0.0%)

石川県 0 (0.0%) 石川県子ども・若者支援地域協議会 0 (0.0%)
福井県 福井県青少年総合対策本部 1 (5.9%) 福井県子ども・若者支援地域協議会 1 (5.9%)
山梨県 山梨県青少年総合対策本部 0 (0.0%) 山梨県子ども・若者支援地域協議会 0 (0.0%)

長野県 長野県子ども・若者育成支援推進本
部 0 (0.0%)

長野県東信子ども・若者サポートネット
長野県中信子ども・若者サポートネット
長野県北信子ども・若者サポートネット
長野県南信子ども・若者サポートネット

0 (0.0%)

岐阜県 岐阜県青少年SOSセンター 1 (2.4%) 岐阜県子ども・若者支援地域協議会 0 (0.0%)
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4.地方公共団体の青少年育成行政の概要

付
録

子ども・若者計画※2 青少年に関する条例※3 地方青少年問題協議会※4

名称 管内市区町村
策定数・割合 名称 管内市区町村

制定数（割合） 名称 管内市区町村
設置数・割合

第２次北海道青少年健全育成基本計画 1 (0.6%)
北海道青少年健全育成条例�
北海道子どもの未来づくりのための少
子化対策推進条例

61 (34.3%)（北海道青少年健全育成審議会） 96 (53.9%)

第２次青森県子ども・若者育成支援推
進計画 0 (0.0%) 青森県青少年健全育成条例 1 (2.5%)（青森県青少年健全育成審議会） 24 (60.0%)

いわて青少年育成プラン（2020～
2024） 2 (6.1%) 青少年のための環境浄化に関する条例 10 (30.3%) 岩手県青少年問題協議会 19 (57.6%)

みやぎ子ども・若者育成支援計画（青
少年の健全な育成に関する基本計画
（第３次））

0 (0.0%)
宮城県青少年健全育成条例�
みやぎ子ども・子育て県民条例�
子どもを犯罪の被害から守る条例

1 (2.9%) 宮城県青少年問題協議会 15 (44.1%)

第３次あきた子ども・若者プラン 1 (4.0%)
秋田県青少年の健全育成と環境浄化に�
関する条例�
秋田県子ども・子育て支援条例

3 (12.0%)（秋田県青少年健全育成審議会） 13 (52.0%)

山形県子ども・若者ビジョン 0 (0.0%) 山形県青少年健全育成条例�山形県子育て基本条例 6 (17.1%)（山形県青少年健全育成審議会） 8 (22.9%)

ふくしま青少年育成プラン 1 (1.7%) 福島県青少年健全育成条例�子育てしやすい福島県づくり条例 18 (30.5%)（福島県青少年健全育成審議会） 34 (57.6%)

いばらき青少年･若者プラン（第２次） 1 (2.3%)
茨城県青少年の健全育成等に関する条
例�
茨城県子どもを虐待から守る条例

14 (31.8%)（茨城県青少年健全育成審議会） 16 (36.4%)

とちぎ青少年プラン2021～2025�
とちぎ子ども・子育て支援プラン 3 (12.0%)

栃木県青少年健全育成条例�
栃木県子どもを犯罪の被害から守る条
例�
とちぎの子ども・子育て支援条例

8 (32.0%)（栃木県青少年健全育成審議会） 19 (76.0%)

ぐんま子ども・若者未来ビジョン2020 0 (0.0%)
群馬県青少年健全育成条例�
ぐんまの家庭教育応援条例�
群馬県虐待から子どもの生命と権利を
県民全体で守る条例�

1 (2.9%)（群馬県青少年健全育成審議会） 28 (80.0%)

埼玉県青少年健全育成・支援プラン 6 (9.7%) 埼玉県青少年健全育成条例 20 (32.3%)（埼玉県青少年健全育成審議会） 41 (66.1%)
第３次千葉県青少年総合プラン 2 (3.8%) 千葉県青少年健全育成条例�千葉県子どもを虐待から守る条例 9 (17.0%) 千葉県青少年問題協議会 35 (66.0%)

東京都子供・若者計画（第２期） 21 (33.9%) 東京都青少年の健全な育成に関する条例 20 (32.3%) 東京都青少年問題協議会 54 (87.1%)

かながわ青少年育成・支援指針 4 (13.3%)
神奈川県青少年保護育成条例�
神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例�
神奈川県子ども・子育て支援推進条例

2 (6.7%) 神奈川県青少年問題協議会 28 (93.3%)

新潟県子ども・子育て支援計画 2 (6.9%) 新潟県青少年健全育成条例 1 (3.4%) 新潟県青少年問題協議会 21 (72.4%)
次世代につなぐ　とやまっ子　みらい
プラン�
～みんなで創る　子どもの笑顔があふ
れる未来を～

2 (13.3%)
富山県青少年健全育成条例�
とやまの未来をつくる子育て支援その
他の少子化対策の推進に関する条例

2 (13.3%)（富山県青少年健全育成審議会） 6 (40.0%)

いしかわエンゼルプラン2020 0 (0.0%) いしかわ子ども総合条例 5 (26.3%)（石川県子ども政策審議会） 5 (26.3%)
福井の青少年 1 (5.9%) 福井県青少年愛護条例 5 (29.4%)（福井県青少年愛護審議会） 10 (58.8%)
やまなし子ども・若者育成指針 2 (7.4%) 青少年保護育成のための環境浄化に関する条例 6 (22.2%) 山梨県青少年問題協議会 4 (14.8%)

長野県子ども・若者支援総合計画 2 (2.6%)
長野県の未来を担う子どもの支援に関
する条例�
長野県子どもを性被害から守るための
条例

26 (33.8%) 長野県青少年問題協議会 35 (45.5%)

岐阜県青少年健全育成計画 2 (4.8%)
岐阜県青少年健全育成条例�
安心して子どもを生み育てることがで
きる岐阜県づくり条例�
家庭教育支援条例

15 (35.7%)（岐阜県青少年育成審議会） 14 (33.3%)

令和4年1月1日現在
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付
録

都道府県名 総合調整組織
子ども・若者総合相談センター 子ども・若者支援地域協議会

名称 管内市区町村
策定数・割合 名称 管内市区町村

策定数・割合

静岡県 静岡県青少年対策本部 3 (9.1%) 静岡県子ども・若者支援ネットワーク 6 (18.2%)

愛知県 愛知県青少年育成推進本部 17 (32.1%) 16※1� (30.2%)

三重県 みえ子どもスマイルプラン推進本部 0 (0.0%) 三重県子ども・若者支援地域協議会 0 (0.0%)

滋賀県 滋賀県子ども・若者総合相談窓口 4 (21.1%) 滋賀県子ども・若者支援地域協議会 4 (21.1%)

京都府 0 (0.0%) 0 (0.0%)

大阪府 大阪府子ども青少年施策・少子化対
策推進本部 4 (9.8%) 大阪府子ども・若者支援地域協議会 4 (9.8%)

兵庫県 兵庫県子ども・子育て支援推進本部 ひょうごユースケアネット推進会議ほっ
とらいん相談 4 (9.8%) ひょうごユースケアネット推進会議 2 (4.9%)

奈良県 5 (12.8%) 奈良地域若者自立支援ネットワーク連絡会議 5 (12.8%)

和歌山県 和歌山県青少年総合対策本部

若者サポートステーションＷｉｔｈ　Ｙ
ｏｕ　わかやま�
若者サポートステーションＷｉｔｈ　Ｙ
ｏｕ　きのかわ�
若者サポートステーションＷｉｔｈ　Ｙ
ｏｕ　南紀

0� (0.0%) 和歌山県子ども・若者支援地域協議会 0� (0.0%)

鳥取県 0 (0.0%) 0 (0.0%)
島根県 9 (47.4%) 島根県子ども・若者支援地域協議会 5 (26.3%)

岡山県 岡山県青少年総合対策推進会議 岡山県青少年総合相談センター 2 (7.7%) おかやま子ども・若者サポートネット 3 (11.5%)

広島県 0 (0.0%) 広島県子ども・若者支援協議会 0 (0.0%)

山口県 1 (5.3%) 山口県子ども・若者支援地域協議会 1 (5.3%)

徳島県 徳島県青少年対策本部 徳島県子ども・若者総合相談センター 3※1� (12.5%) 徳島県子ども・若者支援地域協議会 3※1� (12.5%)

香川県 香川県青少年活動推進本部 0 (0.0%) 香川県子ども・若者支援地域協議会 1 (5.9%)

愛媛県 愛媛県青少年対策本部 1 (5.0%)
東予地方青少年対策班�
中予地方青少年対策班�
南予地方青少年対策班

1 (5.0%)

高知県 高知県青少年対策推進本部 0 (0.0%) 0 (0.0%)

福岡県 福岡県青少年健全育成対策推進本部 福岡県若者自立相談窓口 0 (0.0%) 福岡県子ども・若者支援地域協議会 0 (0.0%)
佐賀県 佐賀県子ども・若者総合相談センター 0 (0.0%) 佐賀県子ども・若者支援地域協議会 0 (0.0%)

長崎県 長崎県青少年対策本部 長崎県子ども・若者総合相談センター
「ゆめおす」 0 (0.0%) 長崎県子ども・若者支援地域協議会 0 (0.0%)

熊本県 熊本県子ども・若者総合相談センター～
COCON（ここん）～ 0 (0.0%) 熊本県子ども・若者支援地域協議会 0 (0.0%)

大分県 大分県青少年対策本部 おおいた子ども・若者総合相談センター 0 (0.0%) 大分県子ども・若者支援地域協議会 0 (0.0%)

宮崎県 宮崎県子ども若者総合相談センター「わ
かば」 0 (0.0%) 宮崎県子ども・若者支援地域協議会 0 (0.0%)

鹿児島県 鹿児島県青少年対策本部 かごしま子ども・若者総合相談センター 1 (2.3%) かごしま子ども・若者支援地域協議会 0 (0.0%)

沖縄県 沖縄県青少年行政連絡会議 子ども若者みらい相談プラザ�
sorae 1 (2.4%) 沖縄県子ども・若者支援地域協議会 1 (2.4%)
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4.地方公共団体の青少年育成行政の概要

付
録

子ども・若者計画※2 青少年に関する条例※3 地方青少年問題協議会※4

名称 管内市区町村
策定数・割合 名称 管内市区町村

制定数（割合） 名称 管内市区町村
設置数・割合

夢へはばたけ！ふじのくに若い翼プラ
ン�
－第３期静岡県子ども・若者計画－

2 (6.1%)
静岡県青少年のための良好な環境整備
に関する条例�
静岡県家庭教育支援条例

8 (24.2%) 静岡県青少年問題協議会 29 (87.9%)

あいち子ども・若者育成計画2022 3 (5.7%)
愛知県青少年保護育成条例�
愛知県少子化対策推進条例�
愛知県子どもを虐待から守る条例

11 (20.8%) 29 (54.7%)

1 (3.4%) 三重県青少年健全育成条例�三重県子ども条例 4 (13.8%)（三重県青少年健全育成審議会） 11 (37.9%)

淡海子ども・若者プラン 3 (15.8%) 滋賀県青少年の健全育成に関する条例�滋賀県子ども条例 3 (15.8%)（滋賀県子ども若者審議会）　 11 (57.9%)

0 (0.0%)
京都府青少年の健全な育成に関する条
例�
京都府子育て支援条例

4 (16.0%)（京都府青少年健全育成審議会） 7 (28.0%)

大阪府子ども総合計画後期計画 7 (17.1%)
大阪府青少年健全育成条例�
大阪府子ども条例�
大阪府子どもを虐待から守る条例�
大阪府子どもを性犯罪から守る条例

9 (22.0%) 大阪府青少年健全育成審議会 20 (48.8%)

ひょうご子ども・子育て未来プラン 3 (7.3%) 兵庫県青少年愛護条例 11 (26.8%)（兵庫県青少年愛護審議会） 29 (70.7%)

奈良県すべての子ども健やかはぐくみ
プラン 0 (0.0%)

奈良県青少年の健全育成に関する条例�
子どもを犯罪の被害から守る条例�
奈良県少年補導に関する条例

4 (10.3%) 奈良県青少年問題協議会 11 (28.2%)

和歌山県子供・若者計画 1� (3.3%)
和歌山県青少年健全育成条例�
和歌山県子どもを虐待から守る条例�
和歌山県未成年者喫煙防止条例

1� (3.3%) 和歌山県青少年問題協議会 4� (13.3%)

とっとり若者自立応援プラン 0 (0.0%) 鳥取県青少年健全育成条例 14 (73.7%) 鳥取県青少年問題協議会 3 (15.8%)
しまね青少年プラン 0 (0.0%) 島根県青少年の健全な育成に関する条例 1 (5.3%) 0 (0.0%)

第２次岡山県子ども・若者育成支援計
画 2 (7.7%)

岡山県青少年健全育成条例�
岡山県青少年によるインターネットの
適切な利用の推進に関する条例�
岡山県子どもを虐待から守る条例

7 (26.9%) 岡山県青少年問題協議会 18 (69.2%)

子ども・若者育成支援推進法に基づく
対応方針 0 (0.0%) 広島県青少年健全育成条例 1 (4.5%)（広島県青少年健全育成審議会） 12 (54.5%)

第２期やまぐち子ども・若者プラン 0 (0.0%)
山口県青少年健全育成条例�
子育ての文化の創造のための子育て支
援・少子化対策の推進に関する条例

3 (15.8%) 山口県青少年問題協議会 16 (84.2%)

とくしま青少年プラン2017 0 (0.0%)
徳島県青少年健全育成条例�
徳島県青少年によるインターネットの
適切な利用の推進に関する条例

4 (16.7%)（徳島県青少年健全育成審議会） 5 (20.8%)

かがわ�子ども・若者育成支援ビジョン 0 (0.0%) 香川県青少年保護育成条例�子育て県かがわ少子化対策推進条例 2 (11.8%) 香川県青少年問題協議会 0 (0.0%)

えひめ子ども・若者育成ビジョン 0 (0.0%) 愛媛県青少年保護条例 2 (10.0%)（愛媛県青少年保護審議会） 11 (55.0%)

高知県次世代育成支援行動計画（改定
版）�
高知家の少子化対策総合プラン（後期
計画）

0 (0.0%) 高知県青少年保護育成条例�高知県子ども条例 12 (35.3%) 高知県青少年問題協議会 5 (14.7%)

福岡県青少年健全育成総合計画 1 (1.7%) 福岡県青少年健全育成条例 8 (13.8%) 福岡県青少年問題協議会 40 (69.0%)
佐賀県次世代育成支援地域行動計画
（第４期） 0 (0.0%) 佐賀県青少年健全育成条例 1 (5.0%)（佐賀県青少年健全育成審議会） 11 (55.0%)
長崎県子育て条例行動計画�
（令和２年度～６年度） 0 (0.0%) 長崎県少年保護育成条例�長崎県子育て条例 4 (19.0%)（長崎県少年保護育成審議会） 4 (19.0%)

子ども・若者支援施策方針 0 (0.0%) 熊本県少年保護育成条例�熊本県子ども輝き条例 1 (2.3%) 熊本県青少年問題協議会 5 (11.4%)
大分県青少年健全育成基本計画�
（大分県子ども・若者プラン2015） 0 (0.0%) 青少年の健全な育成に関する条例 1 (5.6%)（大分県青少年健全育成審議会） 6 (33.3%)

みやざき子ども・子育て応援プラン 0 (0.0%) 宮崎県における青少年の健全な育成に�関する条例 0 (0.0%)（宮崎県青少年健全育成審議会） 10 (38.5%)
かごしま子ども未来プラン2020 0 (0.0%) 鹿児島県青少年保護育成条例 12 (27.9%) 鹿児島県青少年問題協議会 34 (79.1%)

1 (2.4%)
沖縄県青少年保護育成条例�
沖縄県子どもの権利を尊重し虐待から
守る社会づくり条例

0 (0.0%)（沖縄県青少年保護育成審議会） 10 (24.4%)
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付
録

指定
都市名 総合調整組織

子ども・若者総合相談センター 子ども・若者支援地域協議会
名称 名称

札幌市 札幌市子どもの権利総合推進本部
札幌市子どもの権利救済機関子どもアシストセンター
（子ども）�
札幌市若者支援総合センター（若者）

さっぽろ子ども・若者支援地域協議会

仙台市
さいたま市 さいたま市子ども・若者支援ネットワーク
千葉市 千葉市こども施策等連絡会議 千葉市子ども・若者総合相談センターLink 千葉市子ども・若者支援協議会
横浜市 横浜市子ども・若者支援協議会
川崎市 川崎市こども施策庁内推進本部会議
相模原市 相模原市子ども・若者支援協議会
新潟市 新潟市若者支援センター「オール」 新潟市若者支援協議会
静岡市 静岡市子ども未来局青少年育成課子ども若者相談セン

ター 静岡市子ども・若者支援地域協議会
浜松市 浜松市子ども・若者支援推進会議 浜松市若者支援地域協議会
名古屋市 名古屋市次世代育成支援対策等推進

会議 名古屋市子ども・若者総合相談センター 名古屋市子ども・若者支援地域協議会

京都市 子ども・若者総合相談窓口
大阪市
堺市 堺市子ども・子育て支援推進庁内委

員会 堺市ユースサポートセンター 堺市子ども・若者支援地域協議会
神戸市 神戸市青少年育成推進本部
岡山市 岡山市子ども・若者応援パートナーズ

広島市

北九州市 北九州市「青少年の非行を生まない
地域づくり」推進本部 北九州市子ども・若者応援センター「YELL(エール)」 北九州市子ども・若者支援地域協議会

福岡市 福岡市こども・子育て審議会
熊本市 子ども・若者総合相談センター 子ども・若者支援地域連絡会議

※1． ここでいう「管内市区町村」には、指定都市を含まない。また、共同設置・圏域設置している市区町村があるが、本表では設置数ではなく市区町村数で計上している。
2． 「子ども・若者計画」とは、「子ども・若者育成支援推進法」（平成21年法律第71号）第９条に基づくものを指す。次のような計画は対象外。法に基づく計画ではないが同趣旨の計画

が策定されている（次世代育成支援対策行動計画を除く。）場合は、当該計画の名称を括弧書きで記載している。
 （1）国の大綱（平成22年７月）以前に作成され、その後、改訂（子ども・若者育成支援推進法に基づく計画であることの明確化を含む。）されていないもの。
 （2）計画内や計画を掲載するホームページで、子ども・若者育成支援推進法に基づく計画であるとの位置付けが明確にされていないもの。
 （3）主たる対象が青少年（０～29歳）でないもの。

3． ここでいう「青少年に関する条例」とは、子供や若者の育成、支援、保護を主たる目的とし、おおむね０～29歳を射程とするもの。名称や条例で使用される子供を表す用語の如何は
問わない。次のような条例は対象外。

 （1）主たる対象が青少年（０～29歳）でないもの（例：子供や若者も含まれているが主として30歳以上が対象となるもの）
 （2）主たる目的が子供や若者の育成、支援、保護ではないもの（例：性風俗関連特殊営業の規制、環境保全やまちづくり、暴力団対策などが主たる目的のもの）
 （3）地方公共団体の組織（例：附属機関）について定めたもの
 （4）主として表彰について定めたもの
 （5）主として医療費助成その他の支援金・助成金などについて定めたもの

4． 「地方青少年問題協議会」とは、「地方青少年問題協議会法」（昭和28年法律第83号）に基づくものを指す。この協議会の代わりに同様の所掌を担う審議会等を設置している場合は、
当該審議会等の名称を括弧書きで記載している。
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4.地方公共団体の青少年育成行政の概要

付
録

子ども・若者計画※2 青少年に関する条例※3 地方青少年問題協議会※4

名称 名称 名称

第４次さっぽろ子ども未来プラン 札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例 （札幌市子ども・子育て会議）

仙台市すこやか子育てプラン2020 （仙台市社会福祉審議会児童福祉専門分科会）
第２期さいたま子ども・青少年のびのび希望（ゆめ）
プラン さいたま市青少年問題協議会
千葉市こどもプラン（第２期） 千葉市青少年問題協議会

横浜市子供を虐待から守る条例
川崎市子ども・若者の未来応援プラン 川崎市子どもの権利に関する条例�

川崎市子どもを虐待から守る条例 川崎市青少年問題協議会
第２次相模原市子ども・子育て支援事業計画 相模原市子どもの権利条例 相模原市青少年問題協議会

新潟市青少年問題協議会
静岡市子ども・子育て・若者プラン
第２期浜松市子ども・若者支援プラン 浜松市子ども育成条例
なごや子ども・子育てわくわくプラン2024 なごや子どもの権利条例�

名古屋市児童を虐待から守る条例
京都市はぐくみプラン（京都市子ども・若者総合計画）子どもを共に育む京都市民憲章の実践の推進に関する条例 （京都市はぐくみ推進審議会）
大阪市こども・子育て支援計画（第2期） 大阪市児童を虐待から守り子育てを支援する条例 大阪市青少年問題協議会
堺市子ども・子育て総合プラン�
（第2期堺市子ども・子育て支援事業計画）

堺市子ども青少年の育成に関する条例�
堺市子どもを虐待から守る条例 （堺市子ども・子育て会議）

（神戸っ子すこやかプラン2024） 神戸市こどもを虐待から守る条例
岡山市子ども・子育て支援プラン 岡山市市民協働による自立する子どもの育成を推進す

る条例 岡山市青少年問題協議会

（第２期広島市子ども・子育て支援事業計画） 広島市青少年と電子メディアとの健全な関係づくりに
関する条例 広島市青少年問題協議会

元気発進！子どもプラン（第３次計画） 北九州市子どもを虐待から守る条例 北九州市青少年問題協議会
第５次福岡市子ども総合計画 （福岡市こども・子育て審議会）
熊本市子ども輝き未来プラン 熊本市青少年問題協議会


