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第1節 青少年育成推進本部の取組

次代を担う青少年の健全な育成は，21世紀の我

が国社会の在り方にかかわる重要な課題である。

我が国の将来を担う青少年が健やかに成長するよ

う，政府は青少年育成施策を推進しているが，その

範囲は，家庭，学校，職場，地域等の生活領域を通じ，

保健，福祉，教育，労働，非行対策等の各分野にわた

っており，関係する行政機関は多数に及んでいる。

内閣府では，青少年の健全な育成に関する事項の

企画・立案及び総合調整，関係行政機関の事務の

連絡調整等を行っている。

平成15年６月に，関係行政機関の緊密な連携を

より高いレベルで図りつつ，青少年育成施策を一

層強力に推進する体制として，内閣に内閣総理大

臣を本部長とし，全閣僚を構成員とする「青少年育

成推進本部」が設置され（第2－1－1図），あわせて，

内閣総理大臣により青少年育成推進本部担当大臣

が指名された。その後，同年９月に行われた内閣改

造により，青少年育成及び少子化対策を担当する

内閣府特命担当大臣が置かれた。同年12月，同本部

において青少年の育成にかかる政府の基本理念と

中長期的な施策の方向性を示す「青少年育成施策

大綱」（参考資料3�参照）が決定され，本大綱に基

づき青少年育成施策の推進を図っている。

第2節 青少年育成施策大綱の策定とその推進

1.青少年育成施策大綱の策定
青少年育成施策大綱（以下「大綱」という。）は，少

子高齢化，情報化，国際化等の社会の変化と社会的

自立の遅れや非行等青少年をめぐる今日的課題を

踏まえ，21世紀の社会を形成する青少年の育成に

かかる政府の基本理念とおおむね５年を目途とす

る中長期的な施策の方向性を明確に示すものであ

る。

大綱は，平成15年４月に内閣官房長官に提出さ

れた「青少年の育成に関する有識者懇談会報告書」

を踏まえて案を作成し，また，青少年育成推進本部

担当大臣主宰の「少年非行対策のための検討会」に

おける検討も反映し，同年12月に青少年育成推進

本部において決定された。

大綱では，０歳からおおむね30歳未満までの年

齢層にある者の健全な育成を目的としており，青

少年育成施策を推進するに当たっての基本理念

や，今日的状況を踏まえて設定した４つの重点課

題を挙げているほか，乳幼児期，学童期，思春期，青

年期という年齢期ごとの施策の基本的方向，様々

な事情で不利な立場に置かれている青少年等に関

する施策の基本的方向，支援を効果的に実施する

環境を整備するための施策の基本的方向，施策の

推進体制などを盛り込んでいる。

2.関係行政機関間の連携・協力
大綱に基づき，関係省庁の緊密な連携・協力の下

に諸施策を総合的・効果的に推進していくに当た

り，具体的な施策の推進について，行政機関の密接

な連絡，協議等を行うため，課長クラスで構成され

る各種会議を機動的に開催し，大綱に盛り込まれ

た施策の着実な推進を図っている。（第2－1－1

図）

3.地方公共団体や青少年も含めた民間
団体との連携・協力
� 地方公共団体等との連携・協力

地方公共団体との緊密な連携を図るため，

「都道府県・指定都市青少年行政主管課長等会

議」を開催し，内閣府及び関係省庁の施策・事

業の説明，地方における青少年行政の紹介，

国・地方相互の情報交換を行うなど，国と地方，
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本 部 長：内閣総理大臣  

副本部長：内閣官房長官 

国家公安委員会委員長 
法務大臣 
厚生労働大臣 
本部長が指名する国務大臣 
（内閣府特命担当大臣（青少年育成及び少子化対策）） 

本 部 員：他のすべての国務大臣 

文部科学大臣 

青少年育成推進本部 

青少年育成推進課長会議 

青少年国際交流関係省庁連絡会議 

少年非行対策課長会議 

第2-1-1図　政府における青少年育成施策の推進体制 

地方相互の連携の確保に努めている。

�　青少年育成国民運動

青少年育成国民運動（以下，本節において

「国民運動」という。）は，すべての国民が互い

に力を合わせ，社会のあらゆる分野で青少年

健全育成のための運動を展開しようとするも

のである。

国民運動は，昭和40年９月に中央青少年問

題協議会が行った青少年の非行対策に関する

意見具申等を契機として，同年11月に，政府が

国民の総力を結集した青少年健全育成のため

の運動を提唱したことから始められた。

国民運動を推進するため，昭和41年�青少

年育成国民会議が発足し，42年度末ごろまで

に，全国に青少年育成都道府県民会議が結成

された。また，市町村段階では現在全国の約７

割において青少年育成市町村民会議が結成さ

れ，国民運動の推進が図られている。

内閣府では，国民運動の一層の推進を図る

ため，�青少年育成国民会議と各都道府県に

対して様々な支援を行っている。

ア　中央における国民運動

中央における国民運動の推進は�青少年

育成国民会議が当たっており，内閣府では，

同法人の事業に補助を行っている。

現在，�青少年育成国民会議では，青少年

育成国民運動推進のため，家庭の教育力の

再生を支援する地域づくりの促進，青少年

の自尊感情や社会性をはぐくむ場づくりの

促進，青少年の非行や問題行動の未然防止

と地域環境整備の促進，青少年育成基盤や

運動推進体制の充実強化についての取組を

重点的に進めている。

平成14年度からは，現在の青少年を取り

巻く状況を踏まえ，新たに，ふれあいハート

コミュニティーフォーラム，全国青年イン

ターネットシンポジウム，青少年有害環境

モニター事業，青少年と社会環境に関する

ブロック大会の開催等の諸事業を展開して

いる。
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また平成10年８月から「大人が変われば，

子どもも変わる運動」が推進されている。こ

の運動は，今日，青少年をめぐる状況が深刻

な局面を迎えており，より広がりを持った

国民的な組織や関係機関・団体のネットワ

ーク化に基づく国民運動の新たな展開が求

められていることから�青少年育成国民会

議が提唱し，推進しているものである。「子

どもは社会を映す鏡」といわれるように，青

少年が身近な人々や社会環境から強く影響

を受けながら育っていることなどを踏ま

え，「まず，親や大人が姿勢を正して，モラル

の向上や地域の教育力を高めていくことが

特に重要」との考え方に立って始められた

ものであり，内閣府では，警察庁，法務省，文

部科学省，厚生労働省とともに，この運動を

後援している。

主な事業の概要は，第2－1－1表のとお

りである。

イ　地方における国民運動

地方における国民運動は，青少年育成都

道府県民会議が主体となり，都道府県青少

年主管部局や�青少年育成国民会議と連携

をとりながら，青少年育成市町村民会議の

第2-1-1表　平成15年度に実施された主な事業 

事業名等 実施時期・場所 内　　　　　　　　容 

全国ユース 
フォーラム 

ふれあいハート 
コミュニティー 
フォーラム 

全国青年 
インターネット 
シンポジウム 

大人が変われば， 
子どもも変わる 
運動の推進 

青少年と社会 
環境に関する 
中央大会 

青少年有害環境 
モニター事業 

運動推進者や 
指導者等の 
養成・研修 

広報啓発活動 
会議の開催 

少年の主張 
全国大会 

平成15年11月 
東京都 

平成15年11月茨城
県，12月宮城県，平
成16年１月愛知県 

平成15年８月 
東京都 

平成15年11月～ 
平成16年2月 

通年 

平成16年2月 
東京 

平成15年９月～ 

通年 

通年 

事　　　項 

青少年の自立と 
社会参加活動の 
促進 

親・大人の意識 
啓発 

地域の環境浄化 
活動の推進 

民間の育成指導 
者の資質向上 

国民運動の普及 
と基盤整備 

○中学生を対象として，日ごろから考えていること，将来の夢，社会に対する希望な
どを「少年の主張」として作文にまとめ，発表する事業 
○全国で53万人の中学生が応募し，全国大会には，代表13名が参加。このうち
特に優れた発表者３名に対し，内閣総理大臣賞，文部科学大臣奨励賞及び青
少年育成国民会議会長特別賞を授与 

○高校生による社会貢献をはじめとした社会活動に対する取組の在り方，その効果
的な促進方策について，高校生が主体となって意見交換や討論を行う大会を実施 

○参加者は，高校世代の若者約300名 

○子育て支援の事例発表，情報交換，意見交換等を行うフォーラムを開催 

○インターネットを介して全国各地の青年が青年の果たすべき役割等について
意見交換，情報交換，討議を行える場を開設 

○青年の社会参加，社会貢献活動への意欲を促進することをねらいに電子会議
室を設置　 

○「大人が変われば，子どもも変わる運動」事例集の作成と実践活動の促進 
○冊子“子ども・若者が主体的に関わる活動事例32”の普及を通じた啓発活動の推進 
○「地域のおじさん・おばさん（ソシアル・アンクル）運動」の推進　等 

○青少年を取り巻く社会環境浄化の重要性を多くの人々に訴えるとともに，業界
の自主規制強化を求めることを目的として開催 
○マスコミ関係者と青少年育成関係者が一堂に会し，問題点の指摘と関係業界
の自主規制の促進を要請し，その結果を報告書としてまとめ，配布 
○研究協議を基にした関係業界に対する要望活動　等 

○青少年を取り巻く社会環境についての情報提供 
○社会環境の改善・浄化についての意識の高揚と業界の取組を促進 

○青少年指導者のための通信教育 
○青少年ボランティア指導者等の研修 
○青少年育成都道府県民会議事務担当者の研修　等 

○雑誌「青少年」の発行 
○啓発ポスターの配布 
○調査研究会の開催 
○会員の拡充等運動の基盤整備 
○壁新聞発行　等 
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育成を始めとする地域における国民運動の

普及啓発を図るため，青少年育成国民運動

推進指導員や青少年育成国民運動推進員の

設置，講演・発表・討論等を行う青少年育成

地方大会や各種のイベントの開催，「家庭の

日」等の子育て中の親・家庭を支援する地域

づくり事業，各種広報啓発資料の作成等，各

都道府県の実情に即した幅広い事業を実施

している。

ウ　国民運動の活性化に向けた取組

内閣府では，平成10年度から，最近の青少

年をめぐる諸問題への的確な対応等を図る

ため，国民運動の中核となって活動してい

る地域の青少年指導者等を対象とした「青

少年健全育成活性化方策研究協議会」の開

催を，さらに，11年度からは，市町村レベル

での国民運動の充実を図るため，関係機

関・団体等から成るネットワークを構築す

るための実践的な研究を行う「青少年育成

国民運動実践調査研究事業」を�青少年育

成国民会議に委嘱して展開している。

4.情報公開と青少年も含めた意見の反映
日本の社会や青少年を取り巻く様々な問題など

について，広く青少年から意見・要望等を聴取する

ため，内閣府では，平成14年４月から，インターネ

ットを利用しての「青少年電子モニター」の募集を

行い，広く全国の青少年から直接意見を募ってい

る。大綱の策定に当たっては，青少年電子モニタ

ーを含む広く一般からの意見募集を実施するな

ど，施策の推進に当たって青少年自身も含めた幅

広い国民の意見の聴取に努めている。

第3節 児童の権利に関する条約の実施の確保

青少年育成に関連する国際人権条約として『児

童の権利に関する条約』があり，同条約は締約国に

対し，条約の実施状況につき定期的に報告するよ

う義務づけている。同条約に付随する児童の権利

委員会（各国の専門家により構成）は，これら締約

国により提出された報告を審査し，その結果を『最

終見解（Concluding Observations）』として公表し，

締約国は委員会の指摘を受けた諸点につき改善を

図る形で誠実な遵守を実体的に確保していくこと

が期待されている。

我が国は，平成６年４月に同条約を批准してお

り，平成13年11月に第２回政府報告を提出した。平

成16年１月，ジュネーブの国連本部において同委

員会による審査が行われ，同委員会は，審査を踏ま

え，我が国に対する委員会としての『最終見解』を

採択した。同『最終見解』においては，肯定的側面と

して，児童買春，児童ポルノに係る行為等の処罰及

び児童の保護等に関する法律（平11法52）及び児童

虐待の防止等に関する法律（平12法82）の制定，児

童の商業的性的搾取に対する国内行動計画の策

定，青少年育成施策大綱の策定，就業の最低年齢に

関する条約（ILO第138号），最悪の形態の児童労働

の禁止に関する条約（ILO第182号）の締結などの

法律・行政面での改善が挙げられた。また，我が国

が政府開発援助（ODA）のトップドナーであるこ

と，その多くの額が保健・教育等の社会開発に向け

られていることについて歓迎の意が表された。

他方，留保の撤回，条約の実施体制の強化，男女

の婚姻年齢の同一化，婚外子及び韓国・朝鮮人，ア

イヌ等の児童に対する差別の撤廃，児童の虐待等

の防止策の強化，選択議定書の批准等，多岐にわた

る勧告が行われている。

政府としては，内閣府，外務省及び各省庁が連携

し，市民社会の声も踏まえ，『最終見解』を真摯に受

け止め，条約の実施の確保に努めることとしてい

る。


