
施　策　・　事　業
平成26年度
当初予算額

平成27年度
概算要求額

対 前 年 度
増 △ 減 額

施策・事業の概要

百万円 百万円 百万円

Ⅰすべての子ども・若者の健やかな成長を支援する

１ 子ども・若者の自己形成支援

（１） 日常生活能力の習得 事項小計（ただし、再掲を除く） 1,078 1,860 782

ア 基本的な生活習慣の形成

【文部科学省】 子供の生活習慣づくり支援事業 19 65 46 啓発資料の作成や、地域を中心として学校や家庭が
連携した具体的な取組を支援するとともに、中高生を
中心とした子供の自律性を高める生活習慣づくりを
推進する。

食育の推進 285 389 104 栄養教諭を中心に地域と連携した食育指導体制の
充実を図ることにより、学校における食育を推進す
る。

イ コミュニケーション能力や規範意
識等の育成

【文部科学省】 新 課題解決に向けた主体的・協働的な学びの推進事業（再
掲）

〈0〉 － － これからの学校教育において、子供たちが課題の解
決に向けて主体的・協働的に学ぶ授業を推進するた
め、学習プログラムの開発や、指導方法・指導体制
の工夫・改善、国際バカロレアのカリキュラム分析を
行い、その成果の普及を図る。

ウ 体力の向上

【文部科学省】 子どもの体力の向上の推進 472 551 79 児童・生徒を対象とした体力調査（全国体力・運動能
力、運動習慣等調査）の実施、及び地域の人的資源
を活用した体力向上の取組の支援。ならびに幼児期
運動指針に基づく運動プログラムの作成とその検
証、及び指導参考資料の作成を行う。

運動部活動指導の工夫・改善支援事業 302 540 238 スポーツ医科学等を活用した運動部活動指導体制
の構築や、女子生徒の参加しやすい運動部活動づく
り等の多様な指導内容・方法の工夫改善を推進す
る。体罰根絶や指導体制の充実を図り指導者の資
質向上を推進する。

新 武道等指導充実・資質向上支援事業 0 315 315 若手教員をはじめとした指導者の資質向上推進のた
め、教育委員会と大学・地域等が連携した先導的な
取り組みを支援する。特色ある武道指導の実践を目
指すとともに、武道等を必修化したことによる成果等
の検証を行う。

（２） 多様な活動機会の提供 事項小計（ただし、再掲を除く） 1,277 1,602 325

ア 集団遊びの機会の確保

【文部科学省】 学校・家庭・地域の連携協力推進事業（再掲） 〈3,814〉 〈5,659〉 〈1,845〉 地域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・家庭・地域の連携協力による様々な
取組を推進し、社会全体の教育力の向上及び地域
の活性化を図る。
学校を核とした地域力強化プラン
平成27年度　8,374の内数

イ 読書活動の推進

【文部科学省】 司書教諭及び学校司書の資質の向上等を通じた学校図
書館改革

30 67 37 学校図書館が確かな学力や豊かな人間性の育成に
おいて果たす重要な役割や、学校図書館法の一部
改正等を踏まえ、司書教諭と学校司書が連携した学
校図書館の利活用の促進や、学校司書の資質向上
等を行う。

ウ 地域等での多様な活動

【文部科学省】 学校・家庭・地域の連携協力推進事業（再掲） 〈3,814〉 〈5,659〉 〈1,845〉 地域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・家庭・地域の連携協力による様々な
取組を推進し、社会全体の教育力の向上及び地域
の活性化を図る。
学校を核とした地域力強化プラン
平成27年度　8,374の内数

地域の豊かな社会資源を活用した土曜日の教育支援体
制等構築事業（再掲）

〈1,333〉 〈2,126〉 〈793〉 全ての子供たちの土曜日の教育活動を充実するた
め、地域の多様な経験や技能を持つ人材・企業等の
協力を得て、土曜日に体系的・継続的な教育プログ
ラムを企画・実施する学校・市町村等の取組を支援
することにより、教育支援に取り組む体制を構築し、
地域の活性化を図る。

健全育成のための体験活動推進事業 46 207 161 児童生徒の豊かな人間性や社会性を育み、自己有
用感を高め、将来のキャリアへの意欲を喚起するた
め、農山漁村等における様々な体験活動を推進す
る。
一部は、学校を核とした地域力強化プラン
平成27年度　8,374の内数

伝統文化親子教室事業 1,200 1,319 119 子供たちが親と共に、民俗芸能、工芸技術、邦楽、
日本舞踊、茶道、華道などの伝統文化・生活文化を
体験・修得できる機会を提供する。

平成27年度子ども・若者育成支援施策関係予算概算要求額内訳 【新規・拡充施策】

事　　　項
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【環　 境　 省】 自然公園等利用ふれあい推進事業費 1 9 8 子供たちが自然豊かな農山漁村に滞在することを通
じ、自然への畏敬の念を持つとともに、生きる力を育
むために、国立公園において自然観察会、外来生物
駆除などの自然体験教育プログラムを開発。また、
パークボランティアの連絡会議を開催。
パークボランティア及び自然体験教育活動推進事業
を計上
平成27年度　10の内数
平成26年度　2の内数

【農林水産省】 新 新たな木材需要創出総合プロジェクト 0 － － 木づかい・森づくり活動の全国的な展開（幅広い普及
啓発・木育等の取組を支援）
平成27年度 3,066の内数

エ 生涯学習への対応

オ 多様な価値観に触れる機会の確
保等

【内　 閣　 府】 新 次世代グローバルリーダー事業「シップ・フォー・ワールド・
ユース・リーダーズ」（再掲）

〈0〉 〈524〉 〈524〉 日本青年と世界各国の青年をあつめて船上等での
集中的な研修と交流を実施し、国際社会・地域社会
で活躍できるグローバルリーダーを育成するととも
に、人的ネットワークの形成に資する。

【総　 務　 省】 先導的教育システム実証事業（ＩＣＴドリームスクールイノ
ベーション実証研究）（再掲）

〈550〉 〈1,100〉 〈550〉 教育分野のＩＣＴ化を促進するため、学校・家庭・民間
教育等をシームレスに繋ぐ教育・学習環境を実現す
る教育ＩＣＴシステムの実証研究を実施。多様な端末
に対応した低コストの普及モデルの標準化により、導
入コスト削減を実現
名称変更（旧：先導的教育システム実証事業）

【文部科学省】 青少年の国際交流の推進（再掲） 〈150〉 〈413〉 〈263〉 青少年に対し、国内外における異文化体験や青少年
交流等の機会を充実させ、次代を担うグローバル人
材の育成につながるきっかけを提供する。

（３） 学力の向上 事項小計（ただし、再掲を除く） 10,180 13,326 3,146

ア
知識・技能や思考力・判断力・表
現力、学習意欲等の「確かな学
力」の確立

【文部科学省】 新 課題解決に向けた主体的・協働的な学びの推進事業 0 － － これからの学校教育において、子供たちが課題の解
決に向けて主体的・協働的に学ぶ授業を推進するた
め、学習プログラムの開発や、指導方法・指導体制
の工夫・改善、国際バカロレアのカリキュラム分析を
行い、その成果の普及を図る。

全国学力・学習状況調査の実施 6,124 7,043 919 義務教育の機会均等とその首位順の維持向上の観
点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把
握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改
善を図るとともに、学校における児童生徒への教育
指導の充実や学習状況の改善等に役立て、さらに、
そのような取組を通じた教育に関する継続的な検証
改善サイクルを確立する。

教育課程の実施状況等に関する総合的な調査研究 212 414 202 各地域・学校での学習指導要領に基づく取組状況や
児童生徒の習得状況の把握・分析、次期改訂に必
要となる事項等の整理等を実施する。

地域の豊かな社会資源を活用した土曜日の教育支援体
制等構築事業（再掲）

〈1,333〉 〈2,126〉 〈793〉 全ての子供たちの土曜日の教育活動を充実するた
め、地域の多様な経験や技能を持つ人材・企業等の
協力を得て、土曜日に体系的・継続的な教育プログ
ラムを企画・実施する学校・市町村等の取組を支援
することにより、教育支援に取り組む体制を構築し、
地域の活性化を図る。

イ 基礎学力の保障等

【文部科学省】 補習等のための指導員等派遣事業 3,294 4,118 824 補充学習や発展的な学習などの実施による学力向
上方策等に対応するため、都道府県及び指定都市
が地域のシルバー人材や教員志望の学生等をサ
ポートスタッフとして学校に配置する事業を支援す
る。

ウ 高校教育の質の保証

【文部科学省】 新 多様な学習を支援する高等学校の推進事業 0 150 150 生徒の多様な学習ニーズに応じた教育活動を展開
する定時制・通信制課程の高等学校や総合学科を
設置する高等学校、遠隔教育を実施する高等学校
における生徒への支援体制の充実を図り、生徒に確
かな学力や学習意欲の向上等を身に付けさせるな
ど、高校教育の質の確保・向上に向けた一層の取組
を推進。

エ 学校教育の情報化の推進

【総　 務　 省】 先導的教育システム実証事業（ＩＣＴドリームスクールイノ
ベーション実証研究）

550 1,100 550 教育分野のＩＣＴ化を促進するため、学校・家庭・民間
教育等をシームレスに繋ぐ教育・学習環境を実現す
る教育ＩＣＴシステムの実証研究を実施。多様な端末
に対応した低コストの普及モデルの標準化により、導
入コスト削減を実現
名称変更（旧：先導的教育システム実証事業）
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【文部科学省】 新 人口減少社会におけるICTの活用による教育の質の維
持向上に係る実証事業

0 201 201 過疎化や少子高齢化が進む人口過少地域におい
て、ICTの活用により、遠隔地間における児童生徒の
協働学習の充実や、社会教育施設等を連携した遠
隔講座の実施など、学校教育及び社会教育におけ
る教育の質の維持向上を図るための実証研究を実
施する。

新 ICTを活用した教育推進自治体応援事業 0 300 300 教員のＩＣＴ活用指導力の向上を図るため教員養成
課程を有する大学と連携した研修プログラムの策定
に取り組む自治体や、ＩＣＴを活用した多様な学びの
実践体制構築を図るためのカリキュラム策定に取り
組む自治体の支援を行う。また、ＩＣＴ環境の整備・充
実を図る取組を支援するため、「ＩＣＴ活用教育アドバ
イザー」の自治体への派遣を行う。

（４） 大学教育等の充実 事項小計（ただし、再掲を除く） 3,430 4,908 1,478

ア 教育内容の充実

【文部科学省】 大学間連携共同教育推進事業 2,430 2,908 478 地域や分野に応じて大学が相互に連携し、社会の要
請に応える教育・質保証システムを構築する取組を
支援する。

大学教育再生加速プログラム 1,000 2,000 1,000 国として進めるべき大学教育改革を一層推進するた
め、教育再生実行会議等で示された長期学外学修
プログラムの推進等新たな方向性に合致した先進的
な取組を実施する大学を支援する。

イ 高度な大学教育の充実

ウ 専修学校教育の充実

【文部科学省】 成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推
進（再掲）

〈1,679〉 〈2,390〉 〈711〉 専門学校等と産業界等がコンソーシアムを組織し、
その下で展開される就労、キャリアアップ、キャリア
転換を目指す社会人、生徒・学生、育児休業中・子
育てのために離職している女性等に必要な実践的な
知識・技術・技能を身につけるための教育カリキュラ
ム開発等を支援する。

（５） 経済的支援 事項小計（ただし、再掲を除く） 104,399 128,188 23,789

ア 児童手当

イ 高校生等への修学支援

【文部科学省】 高校生等奨学給付金 2,804 11,553 8,749 全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよ
う、授業料以外の教育費負担を軽減するため、低所
得世帯の生徒に対して高校生等奨学給付金を支
給。

ウ 経済的支援の充実

【文部科学省】 大学等奨学金事業の充実 100,482 113,242 12,760 意欲と能力のある学生等が、経済的理由により進学
等を断念することなく、安心して学ぶことができる環
境を整備するため、大学等奨学金事業の充実を図
る。
平成27年度概算要求無利子奨学金事業費324,437

私立高等学校等の授業料減免への支援 276 691 415 私立高等学校等が実施する授業料減免措置に対し
都道府県が支援する場合に、国がその一部を補助

新 専門学校生の授業料等負担軽減事業 0 471 471 意欲と能力のある専修学校専門課程の生徒が経済
的理由により修学を断念することなく安心して学べる
よう、特に経済的に修学困難な私立専門学校の生徒
に対して、授業料等の経費の一部を支援し、修学に
かかる経済的負担を軽減する。

義務教育段階における就学支援の充実 837 2,231 1,394 家庭における学習活動を支援するため、低所得世帯
に対する、学習活動支援費(辞書・事典の購入費等)
補助の創設や、子供の貧困問題に関する理解を増
進するため教職員を対象とした研修会の開催を支援
するとともに、引き続き、要保護児童生徒援助費補
助を実施

２ 子ども・若者の社会形成・社会参加支援

（１） 社会形成への参画支援 事項小計（ただし、再掲を除く） 144 159 15

ア 社会形成・社会参加に関する教
育（シティズンシップ教育）の推進

【国　 税 　庁】 租税教育推進事業 144 159 15 小学生から社会人となる手前までの学生などを対象
とし、国の基本となる租税の意義や役割を正しく理解
し、健全な納税意識を養うことができるよう、租税教
育の充実に向けた環境整備や支援を行う。

【文部科学省】 新 課題解決に向けた主体的・協働的な学びの推進事業（再
掲）

〈0〉 － － これからの学校教育において、子供たちが課題の解
決に向けて主体的・協働的に学ぶ授業を推進するた
め、学習プログラムの開発や、指導方法・指導体制
の工夫・改善、国際バカロレアのカリキュラム分析を
行い、その成果の普及を図る。

イ 子ども・若者の意見表明機会の確
保
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（２） 社会参加の促進 事項小計（ただし、再掲を除く） 150 937 787

ア ボランティアなど社会参加活動の
推進

【文部科学省】 健全育成のための体験活動推進事業（再掲） 〈46〉 〈207〉 〈161〉 児童生徒の豊かな人間性や社会性を育み、自己有
用感を高め、将来のキャリアへの意欲を喚起するた
め、農山漁村等における様々な体験活動を推進す
る。
一部は、学校を核とした地域力強化プラン
平成27年度　8,374の内数

イ 国際交流活動

【内　 閣　 府】 新 次世代グローバルリーダー事業「シップ・フォー・ワール
ド・ユース・リーダーズ」

0 524 524 日本青年と世界各国の青年をあつめて船上等での
集中的な研修と交流を実施し、国際社会・地域社会
で活躍できるグローバルリーダーを育成するととも
に、人的ネットワークの形成に資する。

【文部科学省】 青少年の国際交流の推進 150 413 263 青少年に対し、国内外における異文化体験や青少年
交流等の機会を充実させ、次代を担うグローバル人
材の育成につながるきっかけを提供する。

３ 子ども・若者の健康と安心の確保

（１） 健康の確保・増進 事項小計（ただし、再掲を除く） 1,733 1,959 226

ア 安全で安心な妊娠・出産の確保、
小児医療の充実等

【厚生労働省】 健やか親子２１の推進 5 20 15 「健やか親子２１」は、関係者が一体となって推進す
る母子保健の国民運動計画であり、21世紀の母子
保健の取組の方向性と目標や指標を示すもの。

小児がん拠点病院の機能強化 200 240 40 地域の医療機関や地方自治体等との連携のもと、患
者・家族を含めた関係者が一体となって、小児がん
患者・家族が診断時から切れ目のない安心・納得し
た支援を受けられるよう、地域ブロック協議会の開催
や小児がん医療に携わる医療従事者向けの研修や
相談支援等を行う。

イ 思春期特有の課題への対応

【厚生労働省】 健やか親子２１の推進（再掲） 〈5〉 〈20〉 〈15〉 「健やか親子２１」は、関係者が一体となって推進す
る母子保健の国民運動計画であり、21世紀の母子
保健の取組の方向性と目標や指標を示すもの。

特定感染症検査等事業費 1,528 1,699 171 性感染症については、若年層において罹患率が高
い状態であり、正しい知識の普及啓発など、その発
生の予防及びまん延の防止を図る必要があることか
ら、性感染症等の検査及び相談事業を実施。

ウ 健康教育の推進

（２） 相談体制の充実 事項小計（ただし、再掲を除く） 0 0 0

ア 学校における相談体制の充実

【文部科学省】 スクールカウンセラー等活用事業
いじめ対策等総合推進事業の一部につき（再掲）

〈3,856〉 〈4,622〉 〈766〉 地方自治体・学校におけるいじめ問題等の対応への
支援体制の構築、いじめの未然防止、早期発見・早
期対応等に総合的に取り組む。
いじめ対策等総合推進事業
平成26年度　4,797
平成27年度　6,586の内数

スクールソーシャルワーカー活用事業
いじめ対策等総合推進事業の一部につき（再掲）

〈394〉 〈1,324〉 〈930〉 地方自治体・学校におけるいじめ問題等の対応への
支援体制の構築、いじめの未然防止、早期発見・早
期対応等に総合的に取り組む。
いじめ対策等総合推進事業
平成26年度　4,797
平成27年度　6,586の内数

イ 地域における相談、医療機関で
の対応

４ 若者の職業的自立、就労等支援

（１） 就業能力・意欲の習得 事項小計（ただし、再掲を除く） 10,392 17,659 7,267

ア 勤労観・職業観と職業的自立に必
要な能力の形成

【文部科学省】 将来の在り方・生き方を主体的に考えられる若者を育む
キャリア教育推進事業

52 88 36 学校現場や地域の取組の支援や産業界等との連携
を促進し、学校におけるキャリア教育の推進、地元に
根付く人材育成・地元での就労促進による地域活性
化を図る。

地域を担う人材育成のためのキャリアプランニング推進
事業

0 127 127 地元就職につなげるキャリアプランニングを推進する
「キャリアプランニングスーパーバイザー」を配置し、
地域を担う人材育成・就労促進により、地域の活性
化につなげる。
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施　策　・　事　業
平成26年度
当初予算額

平成27年度
概算要求額

対 前 年 度
増 △ 減 額

施策・事業の概要

平成27年度子ども・若者育成支援施策関係予算概算要求額内訳 【新規・拡充施策】

事　　　項

スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール 84 155 71 社会の変化や産業の動向等に対応した、高度な知
識・技能を身につけ、社会の第一線で活躍できる専
門的職業人を育成するため、先進的な卓越した取組
を行う専門高校を指定し、調査研究を行う。

イ 能力開発

【文部科学省】 成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推
進

1,679 2,390 711 専門学校等と産業界等がコンソーシアムを組織し、
その下で展開される就労、キャリアアップ、キャリア
転換を目指す社会人、生徒・学生、育児休業中・子
育てのために離職している女性等に必要な実践的な
知識・技術・技能を身につけるための教育カリキュラ
ム開発等を支援する。

【厚生労働省】 ジョブ・カード制度（若年者関係分） 8,577 14,899 6,322 ジョブ・カードを活用した実践的な職業訓練の実施を
推進するとともに、ジョブ・カード制度の普及促進を実
施

（２） 就労等支援の充実 事項小計（ただし、再掲を除く） 566 835 269

ア 高校生等に対する就職支援

イ 大学生等に対する就職支援等

ウ 職業的自立に向けての支援

【農林水産省】 新規漁業就業者総合支援事業 566 835 269 意欲ある若者が漁業に新規参入し、継続して漁業に
携わるための環境を整えるとともに、漁業の高付加
価値化を担う人材を確保・育成する。

エ 起業支援

Ⅱ困難を有する子ども・若者やその家族を支援する

１ 困難な状況ごとの取組

（１） 事項小計（ただし、再掲を除く） 102 4,914 4,812

ア 社会生活を円滑に営む上での困
難を有する子ども・若者を地域に
おいて支援するための取組

【内　 閣　 府】 困難を有する子供・若者に関する調査研究 12 20 8  「ひきこもり」に該当する子供・若者がどの程度存在
し、どのような支援を必要としているのかを把握する
ことで、地域支援ネットワークの形成促進につなげる
ための調査を行うもの。
名称変更（旧：困難を有する子ども・若者に関する調
査研究）

イ ニート等の若者への支援

【厚生労働省】 若者職業的自立推進事業 90 4,850 4,760 「地域若者サポートステーション」において、地方自
治体と協働し 、職業的自立に向けての専門的相談
支援、就職後の定着・ステップアップ支援、若年無業
者等集中訓練プログラムを実施。※一部推進枠
（平成27年度実施分）
平成27年度については、地域若者サポートステー
ション事業と統合して要求。（一部新しい日本のため
の優先課題推進枠〔要望額　2,427〕）
（平成26年度実施分）
地域若者サポートステーション事業の平成26年度実
施分については平成25年度補正予算に計上　3,463

ウ ひきこもりへの支援

エ 不登校の子ども・若者への支援

【文部科学省】 新 フリースクール等に関する検討会 0 44 44 国内外におけるフリースクール等の教育制度及び運
用の実態について調査を行い、今後の位置付け等
について検討を行う。

新 学校復帰や社会復帰を支援しているフリースクールを含
めた学校外の不登校支援施設・機関による指導体制等
の在り方に関する先進的調査研究の実施
いじめ対策等総合推進事業の一部につき（再掲）

〈0〉 〈54〉 〈54〉 いじめ防止対策推進法や不登校追跡調査の結果を
受け、学校復帰や社会復帰を支援しているフリース
クールを含めた学校外の不登校支援施設・機関によ
る指導体制や先進的な指導方法について地方公共
団体、ＮＰＯ、民間教育事業者等に先進的調査研究
を委託
いじめ対策等総合推進事業
平成26年度　4,797
平成27年度　6,586の内数

オ 心の問題への対応

【文部科学省】 学校・家庭・地域の連携協力推進事業（再掲） 〈3,814〉 〈5,659〉 〈1,845〉 地域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・家庭・地域の連携協力による様々な
取組を推進し、社会全体の教育力の向上及び地域
の活性化を図る。
学校を核とした地域力強化プラン
平成27年度　8,374の内数

ニート、ひきこもり、不登校の子ども・
若者への支援等
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施　策　・　事　業
平成26年度
当初予算額

平成27年度
概算要求額

対 前 年 度
増 △ 減 額

施策・事業の概要

平成27年度子ども・若者育成支援施策関係予算概算要求額内訳 【新規・拡充施策】

事　　　項

スクールカウンセラー等活用事業（再掲） 〈3,856〉 〈4,622〉 〈766〉 地方自治体・学校におけるいじめ問題等の対応への
支援体制の構築、いじめの未然防止、早期発見・早
期対応等に総合的に取り組む。
いじめ対策等総合推進事業
平成26年度　4,797
平成27年度　6,586の内数

スクールソーシャルワーカー活用事業（再掲） 〈394〉 〈1,324〉 〈930〉 地方自治体・学校におけるいじめ問題等の対応への
支援体制の構築、いじめの未然防止、早期発見・早
期対応等に総合的に取り組む。
いじめ対策等総合推進事業
平成26年度　4,797
平成27年度　6,586の内数

【厚生労働省】 健やか親子２１の推進（再掲） 〈5〉 〈20〉 〈15〉 「健やか親子２１」は、関係者が一体となって推進す
る母子保健の国民運動計画であり、21世紀の母子
保健の取組の方向性と目標や指標を示すもの。

カ 高校中途退学者への支援

（２） 障害のある子ども・若者の支援 事項小計（ただし、再掲を除く） 12,924 14,539 1,615

ア 障害のある子ども・若者の支援

【文部科学省】 特別支援教育充実事業 2,773 2,955 182 改正障害者基本法の趣旨等を踏まえ、インクルーシ
ブ教育システムの構築に向けた取組として、特別支
援教育の専門支援人材の配置・活用等を推進しつ
つ、早期からの教育相談・支援体制の構築、合理的
配慮の充実、データベースの整備、医療的ケアのた
めの看護師配置等を行う。

特別支援教育就学奨励費負担等 10,151 11,584 1,433 特別支援学校及び特別支援学級等への就学の特殊
事情を踏まえ、これらの学校に就学する障害のある
児童生徒等の保護者の経済的負担を軽減するた
め、「特別支援学校への就学奨励に関する法律」等
に基づき、通学費、学用品費等の就学に必要な経費
を援助する。

イ 発達障害のある子ども・若者の支
援

【文部科学省】 特別支援教育充実事業（再掲） 〈2,773〉 〈2,955〉 〈182〉 改正障害者基本法の趣旨等を踏まえ、インクルーシ
ブ教育システムの構築に向けた取組として、特別支
援教育の専門支援人材の配置・活用等を推進しつ
つ、早期からの教育相談・支援体制の構築、合理的
配慮の充実、データベースの整備、医療的ケアのた
めの看護師配置等を行う。

特別支援教育就学奨励費負担等（再掲） 〈10,151〉 〈11,584〉 〈1,433〉 特別支援学校及び特別支援学級等への就学の特殊
事情を踏まえ、これらの学校に就学する障害のある
児童生徒等の保護者の経済的負担を軽減するた
め、「特別支援学校への就学奨励に関する法律」等
に基づき、通学費、学用品費等の就学に必要な経費
を援助する。

ウ 障害者に対する就労支援等

（３） 非行・犯罪に陥った子ども・若者の支援等 事項小計（ただし、再掲を除く） 40,144 44,389 4,245

ア 総合的取組

【法　 務　 省】 中学生サポート・アクションプランの実施（再掲） － － － 青少年保護観察の充実
平成27年度　19,282の内数
平成26年度　18,220の内数

イ 非行防止、相談活動等

【法　 務　 省】 社会を明るくする運動の実施（再掲） － － － 青少年保護観察の充実
平成27年度　19,282の内数
平成26年度　18,220の内数

【厚生労働省】 個別対応できる一時保護所の環境改善（再掲） － － － 児童福祉施設等に係る施設整備について、都道府
県・市区町村が作成する整備計画に基づく施設の整
備を推進し、次世代育成支援対策の充実を図る。
次世代育成支援対策施設整備交付金
平成27年度　5,950の内数
平成26年度　3,500の内数

ウ 薬物乱用防止

【警　 察　 庁】 新 薬物乱用防止講習会用ＤＶＤ 0 3 3 各都道府県警察において実施している薬物乱用防
止活動を一層効果的なものとするため、覚醒剤や危
険ドラッグ等の害悪について視覚に訴える広報啓発
用ＤＶＤを制作し、「薬物乱用防止講習会」等におい
て活用する。

エ 少年審判

【最高裁判所】 少年事件処理経費 7 8 1 少年や保護者に対して，少年の再非行を防止するた
めの講習を行うほか，少年保護事件処理態勢を充実
強化するため，関係機関との間で定期的な連絡協議
を行う。
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平成26年度
当初予算額

平成27年度
概算要求額
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平成27年度子ども・若者育成支援施策関係予算概算要求額内訳 【新規・拡充施策】

事　　　項

オ 被害者への配慮

カ 少年鑑別所等

キ 少年院・児童自立支援施設等

【法　 務　 省】 少年院における矯正教育の充実 21,543 24,622 3,079 【拡充】少年院法改正に伴う体制整備等

社会奉仕活動等院外教育の実施 － - － 【拡充】少年院法改正に伴う体制整備等
平成27年度　24,622の内数
平成26年度　21,543の内数

ク 更生保護、自立・立ち直り支援

【法　 務　 省】 青少年保護観察の充実 18,220 19,282 1,062

社会を明るくする運動の実施 － － － 青少年保護観察の充実
平成27年度　19,282の内数
平成26年度　18,220の内数

中学生サポート・アクションプランの実施 － － － 青少年保護観察の充実
平成27年度　19,282の内数
平成26年度　18,220の内数

保護観察中の無職少年に対する就労支援の実施 － － － 青少年保護観察の充実
平成27年度　19,282の内数
平成26年度　18,220の内数

保護司に対する研修の実施 － － － 青少年保護観察の充実
平成27年度　19,282の内数
平成26年度　18,220の内数

ケ 非行少年に対する就労支援等

【法　 務　 省】 少年刑務所等における職業訓練の実施 374 474 100 【拡充】雇用ニーズに応じた職業訓練の充実、拡大
等

少年院における職業補導の実施 － - － 【拡充】少年院法改正に伴う体制整備等
平成27年度　24,622の内数
平成26年度　21,543の内数

保護観察中の無職少年に対する就労支援の実施（再掲） － － － 青少年保護観察の充実
平成27年度　19,282の内数
平成26年度　18,220の内数

コ いじめ・暴力対策

【文部科学省】 いじめ対策等総合推進事業（再掲） 〈4,797〉 〈6,586〉 〈1,789〉 地方自治体・学校におけるいじめ問題等の対応への
支援体制の構築、いじめの未然防止、早期発見・早
期対応等に総合的に取り組む。

（４） 子どもの貧困問題への対応 事項小計（ただし、再掲を除く） 14,865 17,166 2,301

ア 経済的困難を抱える家庭への支
援)

【文部科学省】 高校生等奨学給付金（再掲） 〈2,804〉 〈11,553〉 〈8,749〉 全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよ
う、授業料以外の教育費負担を軽減するため、低所
得世帯の生徒に対して高校生等奨学給付金を支
給。

大学等奨学金事業の充実（再掲） 〈100,482〉 〈113,242〉 〈12,760〉 意欲と能力のある学生等が、経済的理由により進学
等を断念することなく、安心して学ぶことができる環
境を整備するため、大学等奨学金事業の充実を図
る。
平成27年度概算要求無利子奨学金事業費324,437

私立高等学校等の授業料減免への支援（再掲） 〈276〉 〈691〉 〈415〉 私立高等学校等が実施する授業料減免措置に対し
都道府県が支援する場合に、国がその一部を補助

新 専門学校生の授業料等負担軽減事業（再掲） 〈0〉 〈471〉 〈471〉 意欲と能力のある専修学校専門課程の生徒が経済
的理由により修学を断念することなく安心して学べる
よう、特に経済的に修学困難な私立専門学校の生徒
に対して、授業料等の経費の一部を支援し、修学に
かかる経済的負担を軽減する。

義務教育段階における就学支援の充実（再掲） 〈837〉 〈2,231〉 〈1,394〉 家庭における学習活動を支援するため、低所得世帯
に対する、学習活動支援費(辞書・事典の購入費等)
補助の創設や、子供の貧困問題に関する理解を増
進するため教職員を対象とした研修会の開催を支援
するとともに、引き続き、要保護児童生徒援助費補
助を実施

イ ひとり親家庭への支援

【厚生労働省】 新 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業 0 － － 高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を修
了した際に、受講費用の２割を支給し、その後一定
期間内に高卒認定試験に合格した場合、受講費用
の４割を追加で支給する。
母子家庭等対策総合支援事業
平成27年度　　　　8,193の内数

ひとり親家庭への総合的な支援体制の強化に係る調査
研究等事業

20 77 57 ひとり親家庭への相談支援についてのマニュアル策
定や子どもの貧困に資するひとり親家庭等の実態を
把握・分析するための調査等を行う。
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施　策　・　事　業
平成26年度
当初予算額

平成27年度
概算要求額

対 前 年 度
増 △ 減 額

施策・事業の概要

平成27年度子ども・若者育成支援施策関係予算概算要求額内訳 【新規・拡充施策】

事　　　項

特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者雇用開発
助成金）（※母子家庭の母等分）

14,845 16,291 1,446 就職が特に困難な者（母子家庭の母等）を、ハロー
ワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介によ
り、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業
主に対して、賃金の一部を助成

ウ 世代を超えた貧困の連鎖の防止

【文部科学省】 スクールソーシャルワーカー活用事業（再掲） 〈394〉 〈1,324〉 〈930〉 地方自治体・学校におけるいじめ問題等の対応への
支援体制の構築、いじめの未然防止、早期発見・早
期対応等に総合的に取り組む。
いじめ対策等総合推進事業
平成26年度　4,797
平成27年度　6,586の内数

新 子供の貧困や虐待問題への対応の在り方に関する先進
的調査研究の実施
いじめ対策等総合推進事業の一部につき（再掲）

〈0〉 〈54〉 〈54〉 スクールソーシャルワーカーを含め福祉の専門家
が、学校と福祉にかかわる関係機関をコーディネート
することによる貧困・虐待問題に対する組織的な対
応方法等について、地方公共団体、ＮＰＯ、民間教育
事業者等に先進的調査研究を委託
いじめ対策等総合推進事業
平成26年度　4,797
平成27年度　6,586の内数

【厚生労働省】 新 生活困窮者自立支援法施行関係 0 － － 生活困窮者自立支援法に基づき、生活保護手前の
段階にある生活困窮者に対し包括的な支援を行う仕
組みを新たに構築。
事項要求

新 子どもを有する生活保護受給世帯等への支援の充実 0 798 798 「貧困の連鎖」の防止を図るため、福祉事務所に「子
ども健全育成支援員（仮称）」を配置し、子どもを有す
る生活保護受給世帯等の抱える課題に即した個別
支援を継続的に行う。

新 児童養護施設等入所児童に対する学習支援事業（再掲） － － － 児童養護施設等入所児童に対し、標準的な学力を
備えさせ、退所後の自立支援のため学習支援の充
実を図る。
児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業
平成27年度　5,166の内数

エ 状況把握

（５） 困難を有する子ども・若者の居場所づくり 事項小計（ただし、再掲を除く） 0 0 0

ア 非行少年の立ち直り支援

【法　 務　 省】 青少年保護観察の充実（再掲） 〈18,220〉 〈19,282〉 〈1,062〉 〈0〉

イ 要保護児童の居場所づくり

ウ グループホーム等の居場所づくり

（６） 事項小計（ただし、再掲を除く） 99 319 220

ア 外国人の子どもの教育の充実等

【文部科学省】 新 定住外国人の子供の就学促進事業拠出金 0 118 118 不就学・自宅待機となっている外国人の子供につい
て、国籍の多様化や過年齢の子供への対応等の課
題も踏まえ、NPO等の知見を活用した外国人の子供
の就学促進事業を実施する。

公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ
細かな支援事業

99 201 102 都道府県等の教育委員会の担当指導主事を対象に
した研究協議・情報交換、教員を中心とする関係者
による適切な適応指導・日本語指導を行えるための
環境づくりの支援、各自治体が行う公立学校への受
入促進・日本語指導の充実・支援体制の整備に係る
取組の支援を行う。

イ 定住外国人の若者の就職の促進
等

ウ 性同一性障害者等

【法　 務　 省】 子どもの人権問題対策（再掲） 〈613〉 〈1,041〉 〈428〉 子どもの人権SOSミニレター、子どもの人権１１０番
やインターネット人権相談等の人権問題に係る相談
体制の整備及びいじめ等の子どもの人権問題対策
の強化等を実施し、啓発活動や調査救済活動に取り
組む。

【文部科学省】 スクールカウンセラー等活用事業（再掲） 〈3,856〉 〈4,622〉 〈766〉 地方自治体・学校におけるいじめ問題等の対応への
支援体制の構築、いじめの未然防止、早期発見・早
期対応等に総合的に取り組む。
いじめ対策等総合推進事業
平成26年度　4,797
平成27年度　6,586の内数

外国人等特に配慮が必要な子ども・
若者の支援
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施　策　・　事　業
平成26年度
当初予算額

平成27年度
概算要求額

対 前 年 度
増 △ 減 額

施策・事業の概要

平成27年度子ども・若者育成支援施策関係予算概算要求額内訳 【新規・拡充施策】

事　　　項

スクールソーシャルワーカー活用事業（再掲） 〈394〉 〈1,324〉 〈930〉 地方自治体・学校におけるいじめ問題等の対応への
支援体制の構築、いじめの未然防止、早期発見・早
期対応等に総合的に取り組む。
いじめ対策等総合推進事業
平成26年度　4,797
平成27年度　6,586の内数

エ 十代の親への支援

オ 嫡出でない子

２ 子ども・若者の被害防止・保護

（１） 児童虐待防止対策 事項小計（ただし、再掲を除く） 0 0 0

【法　 務　 省】 子どもの人権問題対策（再掲） 〈613〉 〈1,041〉 〈428〉 子どもの人権SOSミニレター、子どもの人権１１０番
やインターネット人権相談等の人権問題に係る相談
体制の整備及びいじめ等の子どもの人権問題対策
の強化等を実施し、啓発活動や調査救済活動に取り
組む。

【文部科学省】 学校・家庭・地域の連携協力推進事業（再掲） 〈3,814〉 〈5,659〉 〈1,845〉 地域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・家庭・地域の連携協力による様々な
取組を推進し、社会全体の教育力の向上及び地域
の活性化を図る。
学校を核とした地域力強化プラン
平成27年度　8,374の内数

【厚生労働省】 個別対応できる一時保護所の環境改善 － － － 児童福祉施設等に係る施設整備について、都道府
県・市区町村が作成する整備計画に基づく施設の整
備を推進し、次世代育成支援対策の充実を図る。
次世代育成支援対策施設整備交付金
平成27年度　5,950の内数
平成26年度　3,500の内数

（２） 社会的養護の充実 事項小計（ただし、再掲を除く） 0 0 0

【厚生労働省】 新 児童養護施設等入所児童に対する学習支援事業 － － － 児童養護施設等入所児童に対し、標準的な学力を
備えさせ、退所後の自立支援のため学習支援の充
実を図る。
児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業
平成27年度　5,166の内数

（３） 子ども・若者の福祉を害する犯罪対策 事項小計（ただし、再掲を除く） 13 14 1

【警　 察　 庁】 援助交際防止に向けたサイバー補導の推進 13 14 1 児童が援助交際を求める等の、インターネット上の
不適切な書き込みをサイバーパトロールによって発
見し、書き込みを行った児童と接触して直接に注意・
指導等を行う。

（４） 事項小計（ただし、再掲を除く） 0 0 0

【文部科学省】 スクールカウンセラー等活用事業（再掲） 〈3,856〉 〈4,622〉 〈766〉 地方自治体・学校におけるいじめ問題等の対応への
支援体制の構築、いじめの未然防止、早期発見・早
期対応等に総合的に取り組む。
いじめ対策等総合推進事業
平成26年度　4,797
平成27年度　6,586の内数

スクールソーシャルワーカー活用事業（再掲） 〈394〉 〈1,324〉 〈930〉 地方自治体・学校におけるいじめ問題等の対応への
支援体制の構築、いじめの未然防止、早期発見・早
期対応等に総合的に取り組む。
いじめ対策等総合推進事業
平成26年度　4,797
平成27年度　6,586の内数

（５） いじめ被害、自殺対策 事項小計（ただし、再掲を除く） 5,410 7,627 2,217

ア いじめ被害対策

【法　 務　 省】 子どもの人権問題対策 613 1,041 428 子どもの人権SOSミニレター、子どもの人権１１０番
やインターネット人権相談等の人権問題に係る相談
体制の整備及びいじめ等の子どもの人権問題対策
の強化等を実施し、啓発活動や調査救済活動に取り
組む。

【文部科学省】 いじめ対策等総合推進事業 4,797 6,586 1,789 地方自治体・学校におけるいじめ問題等の対応への
支援体制の構築、いじめの未然防止、早期発見・早
期対応等に総合的に取り組む。

イ 自殺対策

【文部科学省】 いじめ対策等総合推進事業（再掲） 〈4,797〉 〈6,586〉 〈1,789〉 地方自治体・学校におけるいじめ問題等の対応への
支援体制の構築、いじめの未然防止、早期発見・早
期対応等に総合的に取り組む。

（６） 被害防止のための教育 事項小計（ただし、再掲を除く） 135 293 158

犯罪被害に遭った子ども・若者とその
家族等への対応
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施　策　・　事　業
平成26年度
当初予算額

平成27年度
概算要求額

対 前 年 度
増 △ 減 額

施策・事業の概要

平成27年度子ども・若者育成支援施策関係予算概算要求額内訳 【新規・拡充施策】

事　　　項

ア 安全教育

【文部科学省】 防災教育推進事業 135 293 158 東日本大震災を踏まえ、防災教育において自らの命
を守り抜こうとする「主体的に行動する態度」等を育
成するとともに、地域住民や保護者・関係機関との連
携体制を構築・強化する防災訓練などの手法を開
発・普及する。また、防災教室等の講師となる教職員
等を対象とした講習会を実施する。

イ メディアを活用する能力の向上

ウ 消費者教育

【文部科学省】 新 課題解決に向けた主体的・協働的な学びの推進事業（再
掲）

〈0〉 － － これからの学校教育において、子供たちが課題の解
決に向けて主体的・協働的に学ぶ授業を推進するた
め、学習プログラムの開発や、指導方法・指導体制
の工夫・改善、国際バカロレアのカリキュラム分析を
行い、その成果の普及を図る。

エ 女性に対する暴力

Ⅲ

１ 環境整備

（１） 事項小計（ただし、再掲を除く） 6,218 9,268 3,050

ア 保護者等への支援を行う「家庭を
開く」取組

【文部科学省】 学校・家庭・地域の連携協力推進事業（再掲） 〈3,814〉 〈5,659〉 〈1,845〉 地域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・家庭・地域の連携協力による様々な
取組を推進し、社会全体の教育力の向上及び地域
の活性化を図る。
学校を核とした地域力強化プラン
平成27年度　8,374の内数

子供の生活習慣づくり支援事業（再掲） 〈19〉 〈65〉 〈46〉 啓発資料の作成や、地域を中心として学校や家庭が
連携した具体的な取組を支援するとともに、中高生を
中心とした子供の自律性を高める生活習慣づくりを
推進する。

イ 外部の力も活用した「開かれた学
校」づくり

【文部科学省】 学校・家庭・地域の連携協力推進事業 3,814 5,659 1,845 地域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・家庭・地域の連携協力による様々な
取組を推進し、社会全体の教育力の向上及び地域
の活性化を図る。
学校を核とした地域力強化プラン
平成27年度　8,374の内数

地域の豊かな社会資源を活用した土曜日の教育支援体
制等構築事業

1,333 2,126 793 全ての子供たちの土曜日の教育活動を充実するた
め、地域の多様な経験や技能を持つ人材・企業等の
協力を得て、土曜日に体系的・継続的な教育プログ
ラムを企画・実施する学校・市町村等の取組を支援
することにより、教育支援に取り組む体制を構築し、
地域の活性化を図る。

協働による地域とともにある学校づくりの推進 103 155 52 保護者や地域住民の力を学校運営に生かす「地域と
ともにある学校づくり」の推進等により、社会総掛かり
で教育再生を実行し、子供や地域等が抱える課題を
地域ぐるみで解決する仕組みづくり等を推進するとと
もに、地域コミュニティの活性化等を図る。
名称変更（旧：コミュニティ・スクールによる地域ととも
にある学校づくりの推進）

新 コミュニティ・スクール導入等促進事業 0 203 203 地域住民等が学校運営に参画するコミュニティ・ス
クールについて、未導入地域への支援の拡充や学
校支援等の取組との一体的な推進等により、一層の
拡大・充実を図る。
学校を核とした地域力強化プラン
平成27年度　8,374の内数

独立行政法人教員研修センター運営費交付金 963 1,100 137 校長、教員その他の学校教育関係職員に対する研
修等を行うことにより、その資質の向上を図ることを
目的とする「独立行政法人教員研修センター」の事
業の運営に要する経費を交付する。

スクールカウンセラー等活用事業（再掲） 〈3,856〉 〈4,622〉 〈766〉 地方自治体・学校におけるいじめ問題等の対応への
支援体制の構築、いじめの未然防止、早期発見・早
期対応等に総合的に取り組む。
いじめ対策等総合推進事業
平成26年度　4,797
平成27年度　6,586の内数

スクールソーシャルワーカー活用事業（再掲） 〈394〉 〈1,324〉 〈930〉 地方自治体・学校におけるいじめ問題等の対応への
支援体制の構築、いじめの未然防止、早期発見・早
期対応等に総合的に取り組む。
いじめ対策等総合推進事業
平成26年度　4,797
平成27年度　6,586の内数

子ども・若者の健やかな成長を社会全体で支
えるための環境を整備する

家庭、学校及び地域の相互の関係の
再構築
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事　　　項

ウ 放課後の居場所やさまざまな活
動の場づくり

【文部科学省】 学校・家庭・地域の連携協力推進事業（再掲） 〈3,814〉 〈5,659〉 〈1,845〉 地域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・家庭・地域の連携協力による様々な
取組を推進し、社会全体の教育力の向上及び地域
の活性化を図る。
学校を核とした地域力強化プラン
平成27年度　8,374の内数

地域の豊かな社会資源を活用した土曜日の教育支援体
制等構築事業（再掲）

〈1,333〉 〈2,126〉 〈793〉 全ての子供たちの土曜日の教育活動を充実するた
め、地域の多様な経験や技能を持つ人材・企業等の
協力を得て、土曜日に体系的・継続的な教育プログ
ラムを企画・実施する学校・市町村等の取組を支援
することにより、教育支援に取り組む体制を構築し、
地域の活性化を図る。

司書教諭及び学校司書の資質の向上等を通じた学校図
書館改革（再掲）

〈30〉 〈67〉 〈37〉 学校図書館が確かな学力や豊かな人間性の育成に
おいて果たす重要な役割や、学校図書館法の一部
改正等を踏まえ、司書教諭と学校司書が連携した学
校図書館の利活用の促進や、学校司書の資質向上
等を行う。

エ 子ども・若者が犯罪等の被害に遭
いにくいまちづくり

【警　 察　 庁】 新 コンパクトシティの形成に対応した交通環境の整備 0 - - 生活道路対策やITS（高度道路交通システム）の推
進により、コンパクトシティの形成に資する交通環境
を整備することで、交通の安全と円滑を確保し、誰も
が安全・安心に暮らすことができる社会を実現。

【消 費 者 庁】 子どもの不慮の事故防止 5 25 20 子どもの不慮の事故防止に関する情報を、効果的・
効率的に、その情報を必要とする保護者等の意識を
高めるための啓発活動に取り組む。

（２） 多様な主体による取組の推進 事項小計（ただし、再掲を除く） 0 0 0

ア 相談体制の充実

イ 民間団体等の取組の推進

（３） 事項小計（ただし、再掲を除く） 0 1,699 1,699

ア 専門職の養成・確保

【法　 務　 省】 保護司に対する研修の実施（再掲） － － － 青少年保護観察の充実
平成27年度　19,282の内数
平成26年度　18,220の内数

法務教官に対する各種研修の充実 － - － 【拡充】少年院法改正に伴う体制整備等
平成27年度　24,622の内数
平成26年度　21,543の内数

【厚生労働省】 新 職員の資質向上・人材確保等研修事業 0 1,573 1,573 保育士等専門資格を有する職員等を主な対象とした
資質・技能の維持向上、人材の確保等を行う研修

新 指導者養成等研修事業 0 126 126 各自治体で研修を実施するための講師や、各施設
における指導者に位置づけられる者の養成を行う研
修

イ 地域における多様な担い手の育成

【法　 務　 省】 保護司に対する研修の実施（再掲） － － － 青少年保護観察の充実
平成27年度　19,282の内数
平成26年度　18,220の内数

（４） 事項小計（ただし、再掲を除く） 374,503 433,654 59,151

ア 子どもと子育てを応援する社会の
実現に向けた取組

【文部科学省】 学校・家庭・地域の連携協力推進事業（再掲） 〈3,814〉 〈5,659〉 〈1,845〉 地域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・家庭・地域の連携協力による様々な
取組を推進し、社会全体の教育力の向上及び地域
の活性化を図る。
学校を核とした地域力強化プラン
平成27年度　8,374の内数

【厚生労働省】 育児休業給付 374,503 433,654 59,151 労働者が育児休業を取得しやすく、職業生活の円滑
な継続を援助、促進することを目的として、１歳未満
の子を養育するための育児休業を行う場合に、休業
開始から６月までは休業開始前賃金の67％相当額、
それ以降は休業開始前賃金の50％相当額を支給す
る。

【国土交通省】 新 住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業 0 － － 子育て世帯等の住宅確保要配慮者に対して良質な
民間賃貸住宅を供給するため、既存ストックを活用
し、住宅確保要配慮者の居住の安定の確保に資す
るリフォームやコンバージョンを行う事業への支援を
行う。

関係機関の機能強化、地域における
多様な担い手の育成

子育て支援等の充実
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施　策　・　事　業
平成26年度
当初予算額

平成27年度
概算要求額

対 前 年 度
増 △ 減 額

施策・事業の概要

平成27年度子ども・若者育成支援施策関係予算概算要求額内訳 【新規・拡充施策】

事　　　項

（５） 子ども・若者を取り巻く有害環境等への対応 事項小計（ただし、再掲を除く） 68 142 74

ア 青少年インターネット環境整備法
の的確な施行等

【内　 閣　 府】 青少年のインターネット利用環境実態調査 20 25 5 青少年及びその保護者を対象として、インターネット
の利用状況、フィルタリングの認知・普及状況等を調
査し、青少年インターネット環境整備法の施行状況
のフォローアップのための基礎データを得るもの。

【警　 察　 庁】 有害環境から少年を保護するための広報啓発活動 10 13 3 有害環境の実態とその浄化活動の必要性につい
て、保護者を始め、関係機関・団体、地域住民等に
対して広報・啓発をする。

【文部科学省】 青少年を取り巻く有害環境対策の推進（再掲） 〈38〉 〈44〉 〈6〉 インターネット上の違法・有害情報サイトを通じた犯
罪やいじめ等に青少年が巻き込まれるとともに、
「ネット依存」による生活習慣の乱れなどが課題に
なっていることから、関係府省庁と連携し、保護者と
青少年に直接働きかける啓発と教育活動を推進す
る。

新 情報モラル教育推進事業 0 60 60 スマートフォンの急速な普及に伴い、子供が被害者
や加害者となる深刻な事案が発生しているため、情
報化の影の側面に対応した指導の充実を図るため
の取組を実施することにより、情報モラル教育の一
層の充実を図る。

イ 携帯電話等をめぐる問題への取
組 【文部科学省】 青少年を取り巻く有害環境対策の推進 38 44 6 インターネット上の違法・有害情報サイトを通じた犯

罪やいじめ等に青少年が巻き込まれるとともに、
「ネット依存」による生活習慣の乱れなどが課題に
なっていることから、関係府省庁と連携し、保護者と
青少年に直接働きかける啓発と教育活動を推進す
る。

ウ 性風俗関連特殊営業の取締り等

エ 酒類、たばこの未成年者に対する
販売等の禁止

２ 大人社会の在り方の見直し

（１） 雇用・労働の在り方の見直し 事項小計（ただし、再掲を除く） 24,641 33,673 9,032

【厚生労働省】 次世代育成支援対策に必要な経費 25 28 3 多くの事業主が次世代育成支援対策推進法に基づ
く認定を目指して取組を行うよう周知・啓発に取り組
む。

仕事と家庭両立支援事業費 8,748 9,737 989 労働者の円滑な育休取得・職場復帰を図るため、育
休復帰支援プランの策定支援、期間雇用者の育休
取得促進、育休中の代替要員確保等を行う事業主
への両立支援等助成金の拡充などを行う。

非正規の雇用労働者のキャリアアップ事業の実施 15,868 23,908 8,040 有期契約労働者の正規雇用への転換や、人材育
成、処遇改善など、そのキャリアアップに取り組む企
業を総合的に支援するため、「キャリアアップ助成
金」の支給等を行う。

（２） 乳幼児と触れ合う活動の推進 事項小計（ただし、再掲を除く） 0 0 0

（３） 虐待を行った保護者に対する対応等 事項小計（ただし、再掲を除く） 0 0 0

【厚生労働省】 個別対応できる一時保護所の環境改善（再掲） － － － 児童福祉施設等に係る施設整備について、都道府
県・市区町村が作成する整備計画に基づく施設の整
備を推進し、次世代育成支援対策の充実を図る。
次世代育成支援対策施設整備交付金
平成27年度　5,950の内数
平成26年度　3,500の内数

（４） 事項小計（ただし、再掲を除く） 0 0 0

（５） 事項小計（ただし、再掲を除く） 0 0 0

Ⅳ

１

（１） 調査研究 事項小計（ただし、再掲を除く） 0 20 20

【内　 閣　 府】 青少年問題調査研究会経費 0.4 1 1 青少年に関係が深い分野における学識経験者や現
場で実務を担っている方を講師として招き、関係府
省、地方自治体職員等と意見交換を行う。

子ども・若者に関する実態等の把握、知見
の集積と共有

今後の施策の推進体制等

少年院在院者の保護者等に対する指
導・助言等

家族や地域の大切さ等についての理
解促進
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施　策　・　事　業
平成26年度
当初予算額

平成27年度
概算要求額

対 前 年 度
増 △ 減 額

施策・事業の概要

平成27年度子ども・若者育成支援施策関係予算概算要求額内訳 【新規・拡充施策】

事　　　項

困難を有する子供・若者に関する調査研究（再掲） 〈12〉 〈20〉 〈8〉  「ひきこもり」に該当する子供・若者がどの程度存在
し、どのような支援を必要としているのかを把握する
ことで、地域支援ネットワークの形成促進につなげる
ための調査を行うもの。
名称変更（旧：困難を有する子ども・若者に関する調
査研究）

青少年のインターネット利用環境実態調査（再掲） 〈20〉 〈25〉 〈5〉 青少年及びその保護者を対象として、インターネット
の利用状況、フィルタリングの認知・普及状況等を調
査し、青少年インターネット環境整備法の施行状況
のフォローアップのための基礎データを得るもの。

【警 　察　 庁】 新 新区分中型免許等に係る新教習カリキュラム等に関する
調査研究

0 14 14 18歳で取得可能な新たな免許区分の導入に向け
て、新教習カリキュラムを検討して実験教習を実施す
ることにより、その妥当性を検証する。

【法 　務　 省】 新 青少年の立ち直り（デシスタンス）に関する調査（2年計画
初年次）

0 5 5 少年院出院者について、出院後の長期間の追跡調
査（郵送調査及び面接調査等）を行い、再犯に至らな
かった者について、その要因等を明らかにし、再犯防
止、社会復帰の在り方の検討に資する基礎資料を提
供するための研究を実施する。

（２） 事項小計（ただし、再掲を除く） 0 0 0

２

（１） 広報啓発・情報提供等 事項小計（ただし、再掲を除く） 0 217 217

【内　 閣　 府】 新 官公民の連携プロジェクト・国民運動の展開 0 200 200 国、地方公共団体、民間の企業・団体等によるネット
ワークを構築し、各種支援情報等の収集・提供や子
供の貧困対策に関する優れた取組等に対する表彰
事業の実施、民間資金を活用した支援など、官公民
の連携・協働プロジェクトを推進。

新 子供の貧困対策に係る地方連携体制支援事業 0 17 17 子供の貧困対策を推進するため、地方における連携
体制を支援するための協議会・研修等を行う。

【法　 務　 省】 社会を明るくする運動の実施（再掲） － － － 青少年保護観察の充実
平成27年度　19,282の内数
平成26年度　18,220の内数

子どもの人権問題対策（再掲） 〈613〉 〈1,041〉 〈428〉 子どもの人権SOSミニレター、子どもの人権１１０番
やインターネット人権相談等の人権問題に係る相談
体制の整備及びいじめ等の子どもの人権問題対策
の強化等を実施し、啓発活動や調査救済活動に取り
組む。

３

（１） 国際機関等における取組への協力 事項小計（ただし、再掲を除く） 1,131 1,659 528

【外　 務　 省】 国際機関における邦人職員増強 1,131 1,659 528 JPO（ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー）派遣
制度により，若手日本人を国際機関に派遣し，勤務
経験を積ませることにより将来の正規採用への途を
開き，国際機関に勤務する邦人職員の増強を図るも
の

（２） 情報の収集・発信 事項小計（ただし、再掲を除く） 0 0 0

４

（１） 地域における取組の推進 事項小計（ただし、再掲を除く） 0 0 0

（２） 関係施策の実施状況の点検・評価 事項小計（ただし、再掲を除く） 0 0 0

（３） 子ども・若者の意見聴取等 事項小計（ただし、再掲を除く） 0 0 0

（４） ビジョンの見直し 事項小計（ただし、再掲を除く） 0 0 0

合計（ただし、すべての再掲を除く） 613,602 741,026 127,424

注) １．事項は、子ども・若者育成支援推進法に基づく大綱（「子ども・若者ビジョン」）の事項に基づき整理している。

２．新規施策、拡充施策（原則、予算額が前年度比５％以上増えている施策）を記載。

５．再掲の予算額については〈　〉書きで表示した。

国際的な連携・協力

広報啓発等

４．施策・事業の予算額の内数等となっているため、子ども・若者育成支援施策関係予算部分を切り離して金額を表示することができないものや、事項要求であることにより金額が表示できないものについては「－」と表示し、当該施策
　　・事業の予算全体額が特定できるものについては備考欄に記載した。計は、金額を表示できるもののみを合計した額である。

６．各事項の先頭に当該事項の小計を記載した（網掛け部分。再掲を除く。）。

３．施策・事業のうち複数の項目にわたるものについては、主となる事項に太字ゴシック体で事業名等及び予算額を表示し、その他従となるものには明朝体で（再掲）と表示した（このため、整理の都合上、（再掲）と表示した施策・事業
　　が、予算額を表示した主となる事項よりも先に表記される場合がある。）。

施策の推進等

調査データ等の共有・活用のための
環境整備
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