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取りまとめ，平成17年度に試行事業を先行実

施するなど様々な準備を行い，平成18年度か

らの本格実施を目指すこととしている。

� 保育所・幼稚園と小学校との連携推進

幼児期の教育と小学校教育との間で円滑な

移行や接続を図るため，文部科学省では，幼稚

園・保育所・小学校間の連携体制の構築や免

許・資格併有の促進に関する大学等教員養成

機関，教育委員会，教育機関等の連携の在り方

などについての調査研究を実施している。

� 安全教育

ア　保育所・幼稚園における安全教育

保育所・幼稚園においては，子どもが危険

な場所・遊び方を認識し，災害や犯罪等の被

害を防止するための行動の仕方を身に付け

るため，安全教育を推進しており，警察では，

保育所・幼稚園と連携して，子どもが犯罪の

被害に遭わないための防犯教室・訓練を行

うとともに，保護者に対しても講習を実施

している。

文部科学省においては，幼稚園における

安全教育の充実を図るため，防犯や応急処

置等の訓練により，幼児の安全対応能力の

向上を図る「防犯教室」の開催の支援を行う

等の施策を推進している。

イ　交通安全教育

警察では，基本的な交通ルールを遵守し，

交通マナーを実践する態度とともに，安全

な通行に必要な基本的技能と知識を習得さ

せるため，保育所・幼稚園等において，家庭

及び関係機関・団体等と連携・協力を図りな

がら，交通安全教育を計画的かつ継続的に

実施している。

ウ　防災教育

幼稚園，保育所等を通じて，子供たちに正

しい火の取扱いや，災害時の行動，消防の仕

事への理解，防災思想の普及を目的とした

防災教育を推進している。また，e－ラーニ

ング（防災・危機管理e－カレッジ）において，

子供たちに向けたコンテンツを平成16年度

内に開発する。

第2節 学童期

1.健康の確保・増進
� 学校における教育・相談体制の充実

ア　学校における健康教育

学校においては，子どもの健康や安全に

関する様々な課題に対応するため，専門家

の協力も得ながら，学校の教育活動全体を

通じて，心の健康に関する指導，薬物乱用防

止教育，発達段階に応じた性に関する指導，

感染症対策，環境衛生への適切な対応，安全

教育，食に関する指導等，健康教育の充実を

図っている。

文部科学省では，平成16年度から，学校と

地域保健の連携を図り，子どもの心身の健

康相談活動の充実に資する「学校・地域保健

連携推進事業」を実施する等，学校における

健康教育の充実を図るための施策を推進し

ている。

イ　食に関する指導

平成16年１月，中央教育審議会において，

答申「食に関する指導体制の整備について」

が取りまとめられた。この答申では，学校と

家庭，地域社会が連携して食に関する指導

の充実を図ることが重要であり，そのため，

「栄養教諭」制度を創設し，学校栄養職員が

持つ食に関する専門性に加え，教育に関す

る資質を併せ持つ者が中心となって食に関

する指導を担っていくことが重要であるこ

となどが提言されている。この答申を受け
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て栄養教諭の創設を内容とする「学校教育

法等の一部を改正する法律」が第159回国会

において成立した。

また，従来より食に関するシンポジウム

の開催，食生活学習教材を配布するなどの

食に関する指導の充実に関する取組を進め

てきたところであるが，平成16年度におい

ては地場産物を活用した学校給食を用いて

行った食に関する指導の事例集の作成，学

校・家庭・地域社会が一体となって食育の推

進に取り組むモデル事業の展開など諸事業

の実施を通じて食に関する指導の一層の充

実を図ることとしている。

ウ　スクールカウンセラーの配置等による教

育相談体制の充実

児童生徒の問題行動や不登校の未然防止

及び早期発見，早期対応のためには，子ども

たちの悩みや不安を受け止めて相談に当た

ることが大切であり，学校におけるカウン

セリング等の機能の充実を図ることが重要

な課題である。このため，「心の専門家」であ

るスクールカウンセラーの配置の促進を図

るほか，公立小学校に「子どもと親の相談員」

を配置し，不登校などの未然防止や早期発

見・早期対応，学校運営の課題や児童虐待へ

の対応等に関する調査研究を実施してい

る。

� 地域における相談

都市化，核家族化の進行に伴い，育児の負担

や不安で悩む親の増加，地域の子育て支援機

能の低下という状況の中で，子育て中の親子

が気軽に集い，相談・交流できる「つどいの広

場」の身近な場所での設置を推進している。

� 小児医療の充実

（62ページ，第２章第１節１�参照）

� メディアを通じた広報啓発

文部科学省においては，薬物乱用防止教育

の充実を図るため，競技場等の大型ディスプ

レイを活用した広報啓発活動の推進や，ホー

ムページの開設等，広報啓発活動を推進して

いる。

2.日常生活能力の習得
� 基本的生活習慣の形成

ア　学校教育における取組

学校教育においては，学習指導要領に基

づき，道徳や特別活動をはじめ学校の教育

活動全体を通じて，基本的な生活習慣の形

成を図るための指導が行われている。

イ　放課後児童に関する取組

放課後児童健全育成事業は，保護者が労

働等により昼間家庭にいない小学校に就学

しているおおむね10歳未満の児童に対し，

授業の終了後に児童館等を利用して適切な

遊び及び生活の場を提供するものであり，

新エンゼルプラン及び「仕事と子育ての両

立支援策の方針について」（平成13年７月６

日閣議決定）に基づき大都市周辺部を中心

に整備し，平成16年度までに全国で15，000

か所とすることとしている。

ウ　家庭教育支援の充実

平成16年度においては，子育てサポータ

ーの資質向上を図るリーダーの養成や子育

て中の親等に対する様々な機会を活用した

家庭教育に関する学習機会の提供等を行う

「家庭教育支援総合推進事業」や，全国的な

家庭教育支援の機運を高めるための「全国

家庭教育フォーラム」（全国２地域）を新た

に実施する。また，これまでの「家庭教育手

帳」等を2分冊から３分冊にするなど，より

子どもの発達段階に応じた内容に充実を図

った上で新たに作成した「家庭教育手帳」の

配布等を行うこととしている。

エ 「食育」活動の推進

農林水産省では，食育推進の一環として，

子どもたちに対し，①地場農産物を使った
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学校給食を活用して，地域食材の生産，流通

や伝統的な食文化等に対する関心を持たせ

るための取組や，②農業・栄養・衛生・食文化

等の知見を有する食育推進ボランティアを

育成し，学校給食等の場を通じて，食べ物の

選び方や食の安全等を教える取組等の多様

な活動を総合的に展開している。また，地方

農政局，地方農政事務所においても，学校や

地域に出向いて子どもたちに食生活等につ

いて説明や実習を行う出張講座を実施して

いる。さらに，平成12年３月に文部省，厚生

省，農林水産省（名称はいずれも当時）が策

定した「食生活指針」の普及・定着を通じ，子

どもたちの食生活改善の取組を推進してい

る。

� 体力の向上

ア　子どもの体力向上

社会環境や生活様式の変化などにより，

運動の機会の減少や生活習慣の乱れが生じ

てきており，子どもの体力・運動能力は長期

的に低下傾向にある。この点に関し，中央教

育審議会に平成13年４月に諮問がなされ，

翌年９月に「子どもの体力向上のための総

合的な方策」として答申されている。この答

申では，体力は人間の活動の源であり，健康

の維持のほか意欲や気力といった精神面の

充実にも大きくかかわっていることや，子

どもの体力低下の問題が子ども自身のみな

らず将来の社会全体へ影響を及ぼすことに

ついて指摘している。また，子どもがより一

層体を動かすとともに適切な生活習慣を身

に付けていくために，行政や学校，家庭，地

域社会が取り組むべき具体的な施策につい

て提言している。

この答申を受け，平成15年度より文部科

学省では，子どもの体力を向上させるため

の全国的なキャンペーンを展開するほか，

子どもたちがスポーツに親しむきっかけづ

くりとして地方公共団体などが行うスポー

ツイベントにトップレベルのスポーツ選手

を派遣する「スポーツ選手ふれあい指導事

業」の実施，子どもたちが日常的に活用でき

る「元気アップハンドブック（スポーツ・健

康手帳）」の作成・配布などを行っている。

イ　学校におけるスポーツの振興

学校における体育は，生涯にわたってス

ポーツに親しむ基礎を培う大切なものであ

り，近年子どもの体力の低下傾向が続く中

で，学校体育の重要性は一層高まっている。

小学校における体育の授業は年間90時間

実施されている。体育科においては，心と体

を一体としてとらえ，適切な運動の経験と

健康・安全についての理解を通して，運動に

親しむ資質や能力を育てるとともに，健康

の保持増進と体力の向上を図り，楽しく明

るい生活を営む態度を育てることを目標と

しており，文部科学省では，この目標を実現

するため，指導者の資質向上のための研修

会・講習会を実施している。

ウ　地域スポーツの振興

少子高齢化の進展や余暇時間の増大，生

活の利便化等，社会環境が変化する中，学童

期の児童も含めて国民の誰もが生涯の各時

期にわたり，いつでもどこでもスポーツに

親しむことのできる生涯スポーツ社会の実

現は重要な課題となっている。

文部科学省では，平成12年９月に21世紀

の最初の10年間におけるわが国のスポーツ

政策の方向性を示す「スポーツ振興基本計

画」を策定した。その中でも，生涯スポーツ

社会の実現を政策目標の柱のひとつとして

掲げ，そのための必要不可欠の施策として

地域住民が身近にスポーツに親しむことが

できる総合型地域スポーツクラブの全国展

開を推進している。平成16年度からは，従来

の取組に加え，民間スポーツ団体の活用に
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よる地域住民の主体性をより発揮したクラ

ブ育成を推進する「総合型地域スポーツク

ラブ育成推進事業」を開始する。

また，誰でも気軽に参加し，楽しめるスポ

ーツ・レクリエーションの全国的な祭典と

して，昭和63年度から全国スポーツ・レクリ

エーション祭を実施しており，第16回は平

成15年11月に香川県で開催した。

さらに，平成14年度からスポーツ振興く

じ（toto）の収益金により，総合型地域スポ

ーツクラブの創設・活動に対する助成や，地

方公共団体が地域住民を対象に行うスポー

ツ大会，スポーツ教室等の事業に対する助

成などを行っている。

エ　都市公園の整備　

都市公園においては，学童期の子どもな

どが手軽に各種のスポーツが行える拠点的

公園の整備や健康運動を楽しめる施設を有

する公園の整備を行っている。

� コミュニケーション能力の育成

学校教育においては，学習指導要領に基づ

き，国語や道徳，特別活動をはじめ学校の教育

活動全体を通じて，だれに対しても思いやり

の心をもつことや，広い心で自分と異なる意

見や立場を大切にすることなどについて指導

するとともに，伝え合う力の育成を重視し，発

表・討論を積極的に取り入れた学習活動が行

われている。

� 規範意識の醸成

ア　学校教育における取組

社会体験，生活体験の希薄化する中で，善

悪の判断などの規範意識や倫理観などの育

成を図ることがこれまで以上に求められて

おり，学校，家庭，地域等が十分連携を図り，

児童の豊かな人間性や社会性などをはぐく

む道徳教育の充実に取り組む必要がある。

文部科学省では，児童が身に付ける道徳

の内容をわかりやすく表した「心のノート」

の作成・配布や，体験活動や地域の人材の活

用による道徳教育等に取り組む「児童生徒

の心に響く道徳教育推進事業」の実施など，

道徳教育の充実のための施策を進めてきて

おり，平成16年度においても引き続き，その

充実を図ることとしている。

また，警察では，警察職員や少年警察ボラ

ンティアを学校に派遣して少年非行防止教

室を開催し，具体的な非行事例等を題材に

して直接少年に語りかけることにより，少

年自身に罪を犯すことの社会的意味等を認

識させ，少年の非行防止を図っている。

文部科学省では，警察庁と協力して，学校

と警察等関係機関の連携による非行防止教

室の先進的な取組事例の情報提供等を通じ

て，非行防止教室の全国的な推進を図るこ

ととしている。

イ　青少年の薬物乱用防止対策

警察庁では，平成15年４月に「少年の薬物

乱用防止対策強化旬間」を，６～７月に「少

年の薬物乱用防止広報強化期間」を実施し，

家庭・地域に対する広報啓発活動の推進を

図った。

警察では，ポスター及びリーフレットを

作成・配布するとともに，全国に配備された

薬物乱用防止広報車を活用した薬物乱用防

止教室の開催や地域社会での各種会合等に

おける広報啓発活動の充実を図っている。

� 安全教育

ア　子どもの防犯

近年，子どもを対象とした暴行・傷害，強

姦，強制わいせつ，略取誘拐事件などの犯罪

が多数発生していることから（第2－2－1

表），警察では，教育委員会，地域住民等と連

携して，通学路や公園などのパトロールや

子どもを対象とする犯罪の発生状況や防犯

対策に関する情報の提供を行うとともに，

学校等における防犯教室，防犯訓練を実施
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し子どもを犯罪から守る対策を推進してい

る（第2－2－2表）。

また，モデル事業として，平成15年４月に

は，全国の小学校（都道府県ごとに１通学区

のモデル校に７基設置）の通学路，児童公園

等において，緊急時に警察署に直接通報で

きる「子ども緊急通報装置」の運用を開始す

るとともに，子どものための防犯テキスト

「みんなで気をつけようね」を作成して全国

の小学校に配布し，学校での子どもへの防

犯教室・訓練，保護者に対する講習会でも活

用している。また，15歳以下の子どもが被害

者となった略取誘拐事件や所在不明事案の

分析を行い，被害防止のため指導啓発すべ

きポイントを定め，子ども，保護者，地域住

民に対しての防犯教育で活用している。

「子ども緊急通報装置」の設置モデル校に

あっては，使用方法の訓練も実施している。

また，学校への不審者侵入時の訓練も学校

の要請を受けて実施している。

イ　学校における安全教育

学校においては，子どもが交通事故等の

事故，災害，犯罪被害等の危険から自らの身

を守る能力を養うため，学校の教育活動全

体を通じて，子どもの発達段階に応じた安

全教育を推進している。

文部科学省においては，学校における安

全教育の充実を図るため，防犯や応急処置

等の訓練により，児童生徒の安全対応能力

の向上を図る「防犯教室」の開催の支援を行

う等の施策を推進している。

ウ　交通安全教育

第2-2-1表　少年の主な犯罪被害（平成15年） 

暴　行 

うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 

傷　害 恐　喝 強　姦 強制わいせつ 略取誘拐 

少年被害者計 

うち） 未就学 

うち） 小学生 

うち） 中学生 

うち） その他 

6,129 

70 

747 

1,391 

3,921

3,388 

27 

432 

680 

2,249

7,502 

117 

325 

1,991 

5,069

1,688 

55 

96 

456 

1,081

8,871 

4 

372 

3,107 

5,388

735 

2 

45 

309 

379

1,143 

2 

70 

196 

875

1,143 

2 

70 

196 

875

6,233 

170 

1,789 

889 

3,385

5,974 

156 

1,650 

841 

3,327

217 

28 

101 

23 

65

182 

16 

86 

21 

61

第2-2-2表　学校（幼稚園）における主な犯罪認知件数 

「学校（幼稚園）」には，学校教育法第1条に掲げる学校（小学校，中学校，高等学校，大学，高等専門学校，盲学校，聾学校，養護学校， 
幼稚園），同法第82条の2の専修学校及び同法第83条の各種学校のほか，その実態が幼稚園と同視されるような保育所を含む。 

11年 12年 13年 14年 15年 

暴　　行 

傷　　害 

住居侵入 

279 

992 

1,042

327 

1,270 

1,355

321 

1,236 

1,771

316 

1,135 

2,168

311 

1,106 

2,660
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第2章 年齢期ごとの施策

学童期にある子どもに対する交通安全教

育として，歩行者及び自転車の利用者とし

て必要な技能と知識を習得し，危険を予

測・回避して安全に通行する意識と能力を

向上させるため，小学校，家庭及び関係機

関・団体等と連携・協力を図りながら，歩行

者としての心得，自転車の安全な利用，交通

ルールの意味や必要性等を重点に実施する

とともに，保護者に対し交通安全講習会等

を開催している。

エ　防災教育

地域活動や学校等を通じて，地震や風水

害等の災害の知識と対策，火災の予防，火に

ついての問題を身近な生活の中に見いだ

し，友達，家族等に防災や火災予防の啓蒙が

出来るように教育を行っている。

また，e－ラーニング（防災・危機管理

e－カレッジ）において，子どもたちに向

けたコンテンツを平成16年度内に開発する。

� メディアを活用する能力

子どもたちにコンピュータやインターネッ

トを使う技能を習得させるとともに，あふれ

る情報の中から必要な情報を取捨選択し，自

らの情報として主体的に発信できる能力を育

成することは重要な課題である。このため学

校教育においては，平成14年度から実施され

ている学習指導要領において，各教科等や「総

合的な学習の時間」においてコンピュータや

インターネットの積極的な活用を図ることを

通じて，このような力を身に付けさせるため

の情報教育を推進している。

学校におけるIT環境については，「e－

Japan重点計画」等に基づき，平成17年度まで

に「すべての小中高等学校等が各学級の授業

においてコンピュータを活用できる環境を整

備する」ことを目標に，教育用コンピュータの

整備，インターネット接続の高速化，教員の

IT指導力の向上のための施策等を推進して

いる。

また，総務省では，平成11年11月から12年６

月まで，「放送分野における青少年とメディ

ア・リテラシーに関する調査研究会」を開催し，

メディア・リテラシーの向上に向けた施策の

方向性について検討を行った。同研究会の提

言を受け，小・中学生向けの教材を開発し，教

育関係者を中心にひろく一般に貸出しを行

い，その普及に努めている。

3.学力の習得
� 教育内容の充実

平成14年４月から全国の小・中学校で実施

されている新学習指導要領は，子どもたち一

人一人にきめ細かな指導を展開し，知識や技

能に加え，自ら学び自ら考える力などの「確か

な学力」や豊かな人間性などの「生きる力」を

はぐくむことをねらいとしている。そのため，

新学習指導要領では，習熟度別などの児童生

徒一人一人に応じたきめ細かな指導や体験

的・問題解決的な学習を重視している。

文部科学省では，「わかる授業」を一層実現

し，児童の「確かな学力」の向上を図るため，習

熟度別指導等の，児童生徒一人一人に応じた

指導を推進するため，教職員定数改善計画の

着実な実施を行うとともに，平成15年度から，

「学力向上アクションプラン」として①個に応

じた指導の充実，②学習意欲や学力の質の向

上，③個性・能力の伸長，④英語力・国語力の増

進といった4本の柱から成る総合的な施策を

推進している。

また，学習指導要領については，教育課程の

実施状況を実証的なデータに基づいて継続的

に検証・評価する観点から，中央教育審議会に

教育課程部会を常設し，不断の見直しを行っ

ている。

この一環として平成15年10月には，中央教

育審議会から，新学習指導要領のねらいをよ
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りよく実現するための充実・改善方策を提言

する答申が提出された。文部科学省では，答申

を受け，新学習指導要領のねらいの一層の実

現を図るため，その趣旨が今年度からの各学

校における教育課程や指導の改善に着実に反

映されるよう，平成15年12月学習指導要領の

一部改正を行った。

また，全国的な学力調査の結果や文化審議

会答申等を踏まえ，学習指導要領の不断の見

直しをさらに進めるため，中央教育審議会教

育課程部会に，小学校・中学校・高等学校を通

して一貫した教育内容を検討する教科ごとの

「教科専門部会」，学習指導要領の在り方や横

断的な事項等を検討する「教育課程企画特別

部会」が新たに設置され，国語教育や外国語教

育，理数教育などの一層の充実・改善を図るた

めの総合的な検討に着手したところである。

� 全国的な学力の把握・評価

学習指導要領の目標や内容に照らした児童

生徒の学習状況を把握するとともに，各教科

ごとの指導上の課題などを明らかにして，今

後の教育課程の基準や各学校における学習指

導の改善などに資するため，国立教育政策研

究所において教育課程実施状況調査を行って

いる。

旧学習指導要領については，平成13年度に

小・中学校，平成14・15年度に高等学校におい

て調査を実施し，平成15年５月には小・中学校

について各教科ごとに詳細な分析を行い，学

校における指導上の改善点を示した教科別報

告書を公表している。また，新学習指導要領に

ついては，平成16年１・２月に小・中学校につ

いて調査を実施した。

このほか，平成14年度から，教育課程実施状

況調査では把握しにくい生活，音楽，美術，保

健体育，技術・家庭などの教科を含め，研究指

定校による調査を実施している。

4.社会的自立につながる活動機会の保障
� 集団遊びの機会の確保

ア　多様な活動機会・場所づくり

文部科学省では，平成14年度からの完全

学校週５日制の実施を契機として，それま

での実績を踏まえた「新子どもプラン」を策

定し，関係省庁，民間団体等との連携のもと，

地域の人材を活用した子どもの週末等の活

動支援やボランティア活動等の奉仕活動・

体験活動の総合的な推進を図っている。（第

2－2－3表）

さらに，平成16年度からは，心身ともにた

くましい次世代を担う子どもたちを社会全

体で育むため，地域の大人の教育力を結集

し，子どもたちがスポーツや文化活動など

の多彩な活動ができる場づくりを支援する

こととしている。

具体的には，「子どもの居場所づくり新プ

ラン」を策定し，全国の学校等を活用して，

すべての小中学生が安全・安心して多彩な

活動ができる活動拠点を確保し，放課後や

週末におけるスポーツや文化活動などの

様々な体験活動や地域住民との交流活動等

を支援することや，家庭教育への支援の充

実，青少年の問題行動・不登校への対応など

を推進していくこととしている。

イ　放課後児童クラブ・児童館

保護者が労働等により昼間家庭にいない

小学校に就学しているおおむね10歳未満の

児童に対し，授業の終了後に児童館等を利

用して適切な遊び及び生活の場を提供する

放課後児童クラブや，児童に健全な遊びを

与えて，その健康を増進し，情操を豊かにす

ることを目的とする児童館の整備を進める

ことにより，集団遊びの機会を確保してい

る。

ウ　都市公園の整備

都市公園においては，まとまった人数で
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○事業の要旨　　平成14年度からの完全学校週5日制の実施にともない，平成11年度から13年度までの3年間に地域で子どもを育てる環境の整備を目指した，「全国子どもプラン（緊急3ヶ年戦略）」の実績を踏まえ， 
関係省庁の協力を得ながら，継続的に子どもたちの体験活動機会の充実などに資する施策を推進するための「新子どもプラン」を策定する。 

 

第
2-2-3表

　
「
新
子
ど
も
プ
ラ
ン
」〈
平
成
16年

度
主
要
施
策
〉
 

地域の体験活動等の 
体制整備・情報提供 

家庭教育に関する相談体制の 
充実と学習機会の提供等 

「新 子 ど も プ ラ ン 」〈平成16年度主要施策〉 

子どもを核とした地域の様々な活動の機会と場の拡大 

地域教育力・体験活動活性化 
のための推進体制の整備 

 
子ども放送局 

外国語長期体験活動推進事業 

〈全国レベル〉 
全国体験活動ボランティア活動推進協議会 
全国体験活動ボランティア活動総合推進センター 
〈都道府県・市町村レベル〉 
地域教育力・体験活動推進協議会 
体験活動ボランティア活動支援センター 

地域子ども教室推進事業（新規） 

未来の日本を創る心豊かでたくましい子どもを社会全体で育むため，学校等を活用して，緊急か
つ計画的（3ヵ年計画,平成16年度4,000校）に子どもたちの居場所（活動拠点）を整備し，地域
の大人の教育力を結集して，安全管理員・活動アドバイザーとして配置し，子どもたちの放課後
や週末におけるスポーツや文化活動などの様々な体験活動や地域住民との交流活動等を支援 

子どもの体力向上推進事業 
（拡充） 

家庭・学校・地域が連携して子
どもの体力向上や望ましい生活
習慣の形成に向けた実践活動を
行う等子どもの体力向上のため
の総合的な方策を展開 

学校の休業土曜日等に，子どもた
ちが集まる全国の図書館，公民館，
博物館等において，双方向通信が
可能な衛星通信設備（エル・ネッ
ト）を活用して，全国の子どもた
ちに，参加型の番組等を提供 

子どもたちがネイティブスピーカー等と長期
にわたり共同生活をするなかで外国語コミュ
ニケーション能力を培うとともに，国際化に
対応できる人材を育成 

大学Jr.サイエンス事業 

大学等の高等教育機関が有する機能等を開放
し、子どもたちの科学技術等への興味・関心
を育み、動機付けとなるような様々な体験的
な講座を実施 

伝統文化こども教室事業 子どもたちがスポーツに 
親しむ機会の充実 

青少年長期自然体験 
活動推進事業 

青少年が野外活動施設や農家
などで，夏休みを中心に2週
間程度の長期間，異年齢集団
を編成して行う自然体験活動
を実施 

国立青少年教育施設において，
豊かな自然の中での集団生活
や自然体験等の様々な活動を
行う機会と場を提供 

子どもを含めた地域住民の継
続的なスポーツ活動を可能と
し，身近な学校や地域のスポ
ーツ施設等を拠点とする総合
型地域スポーツクラブの育成・
定着とその支援を行う広域ス
ポーツセンターの育成 

土・日曜等において学校・文
化施設等を拠点とし，茶道，
華道，日本舞踊，伝統音楽，
郷土芸能などを計画的，継続
的に体験・修得できる機会を
提供 

文化体験プログラム支援事業 省庁連携子ども体験型 
環境学習推進事業 

関係省庁と連携して，地域の
身近な環境をテーマに，子ど
もたちが継続的な体験活動を
自ら企画して行う事業を実施 

子どもたちが様々な機会に多
様な文化に触れ合い，体験す
る機会を提供 

国立青少年教育施設 

民間団体が実施する様々な体験
活動等や読書活動等への助成 

子どもゆめ基金 

TVサイエンス番組の制作 

科学技術に関するトピックス等，
科学技術をわかりやすく紹介す
るための，CS放送等を通じて
提供するTVサイエンス番組の
制作 

家庭教育支援総合推進事業 
（新規） 

すべての教育の出発点である家

庭教育を支援するため，子育て

サポーターの資質向上を図るリ

ーダーの養成，親等に対する様々

な機会を活用した家庭教育に関

する学習機会の提供等を推進 

新家庭教育手帳の作成・配布 

親が家庭を見つめ直し，自信を

持って子育てに取り組んでいく

契機となるよう，新家庭教育手

帳を引き続き作成・配布 

全国家庭教育フォーラム 
の開催（新規） 

家庭教育への支援について全国

的に考え，行動する気運を高め

るため，2地域でフォーラムを

実施 
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手軽にスポーツやレクリエーションを楽し

むことができる拠点的公園の整備，運動広

場や各種の遊戯施設，運動施設等を有する

公園の整備を行っている。

� ボランティアなど社会奉仕体験活動

ア　ボランティア活動の支援・推進

平成13年７月には，青少年の学校内外に

おける奉仕活動・体験活動の促進について

の規定を盛り込む「学校教育法」（昭22法26）

及び「社会教育法」（昭24法207）の改正が行

われた。

文部科学省では，現在，学校内外を通じた

ボランティア活動など社会奉仕体験活動，

自然体験活動その他の体験活動の充実を図

るため，例えば，「豊かな体験活動推進事業」

において，他校のモデルとなる体験活動に

取り組み，ここで得られた実践成果をブロ

ックごとに開催する会議等を通じて広く全

国に普及させるなど，様々な取組を進めて

いる。

また，ボランティア関係者等の取組に資

する事業に対して支援を行う「文化ボラン

ティア活動推進モデル事業」を実施するな

ど文化ボランティアに関する取組を進めて

いる。（第2－2－4表）

イ　山地・河川での活動

第2-2-4表　文部科学省における奉仕活動・体験活動の推進に関する主な施策（平成16年度） 

内　　　　　　　　　　　　　容 施　策　名 

地域の教育力の活性化及び奉仕活動・体験活動の充実を総合的に推進するため，全国的なフォーラム
の開催等の社会的気運の醸成に向けた取組を展開するとともに，推進体制の計画的な整備充実を図る。 

地域と学校が連携協
力した奉仕活動・体
験活動推進事業 

未来の日本を創る心豊かでたくましい子どもを社会全体で育むため，学校等を活用して，緊急かつ計
画的（3ヵ年計画，平成16年度4,000箇所）に子どもたちの居場所（活動拠点）を整備し，地域の大人
の教育力を結集して，安全管理員・活動指導員として配置し，子どもたちの放課後や週末におけるス
ポーツや文化活動などの様々な体験活動や地域住民との交流活動等を支援する。 

地域子ども教室推進
事業 

各都道府県に「体験活動推進地域・推進校」を指定し，他校のモデルとなる体験活動に取り組むとと
もに，都市部から農山漁村や自然が豊かな地域に出かけ，異なる環境における豊かな体験活動を促進
するため，「地域間交流推進校」を指定する。また，長期にわたる集団宿泊等の共同体験等を行う「長
期宿泊体験推進校」を新たに設ける。 

豊かな体験活動推進
事業 

青少年の長期自然体験の一層の普及，定着を図るため，地方公共団体が自然体験活動推進団体の協力
を得ながら，青少年を対象として，野外活動施設や農家などで，２週間程度の長期間，異年齢集団に
よる共同生活を通じた野外活動等の自然体験活動に取り組む事業に対して助成をする。 

青少年長期自然体
験活動推進事業 

子どもたちの豊かな人間性をはぐくむため，関係省庁と連携して，地域の身近な環境をテーマに，子
どもたちが自ら企画し，継続的な体験学習を行う事業の実施を通して，体験型環境学習を推進する。 

省庁連携子ども体
験型環境学習推進
事業 

市町村において，子どもたちが年間を通じて多様な機会に多種の文化にふれあい体験する文化体験プ
ログラムを作成，実施するモデル事業（47地域）を支援する。 

文化体験プログラ
ム支援事業 

21世紀を担う夢を持った子どもの健全育成の推進を図るため，独立行政法人国立オリンピック記念青
少年総合センターに設置された「子どもゆめ基金」により，民間団体が行う体験活動等への助成を実
施する。 

「子どもゆめ基金」
事業 

屋内に引きこもりがちな青少年等の悩みを抱える青少年に対し，自然体験や生活体験等の体験活動に
取り組む事業の実施を通じて，推進体制の在り方等について実践的に研究することにより，青少年の
社会性を育む体験活動を推進する。 

青少年の「社会性」
を育むための体験
活動総合推進事業 
～悩みを抱える青
少年を対象とした
体験活動推進事業
～ 

 

　21世紀教育新生プランにおいては，「多様な体験を通じた豊かな人間性の育成」を図るため，青少年の体験活動の振興のための 
各種施策を推進していくこととしている。 
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国土交通省では，荒廃山地における山腹

緑化を推進するため，山腹工を行う際に環

境学習等の一環として地元の小中学生によ

る体験植樹を推進する。

また，市民が主体となった良好な河川環

境の保全を進めるため，河川を一定の区間

ごとに区切って堤防・高水敷の除草・清掃等

の管理を，市民の方々に実施していただく

「河川アドプトプログラム制度」を推進す

る。

� 学校での特別活動の推進

学校教育においては，学級活動や児童会活

動，クラブ活動，学校行事からなる特別活動を

行うことにより，望ましい集団活動を通して，

心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図る

とともに，集団の一員としての自覚を深め，協

力してよりよい生活を築こうとする自主的，

実践的な態度を育成している。

第2-2-5表　科学技術に関する理解の増進のための施策 

事　　業　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　容 実施機関 

博物館と学校，関係機関等が連携協力し，様々な事業をモデル的に実施しそ 
の成果を全国に普及させる事業の実施。 

科学系博物館の 
機能の充実と有 
効活用の促進 

文部科学省 

学芸員等博物館職員の資質向上を図るための専門研修を実施。 学芸員等を対象 
とした専門研修 
の実施 

文部科学省 

難解と考えられがちな最先端の科学技術を青少年をはじめとする国民にわか 
りやすく紹介する施設である「日本科学未来館」において，科学技術に関す 
る理解の増進のための様々な取組を実施。 

日本科学未来館 
の運営 

科学技術振 
興機構 

科学技術に関する話題や興味深い科学実験をCS放送等を通じ一般家庭や科 
学館等に提供するためのTV番組の制作。 

サイエンス チャ 
ンネルによる科 
学技術関連の情 
報の提供 

科学技術振 
興機構 

科学館と学校との連携による科学技術・理科教育の実施や科学館の展示手法 
調査等，地域における科学技術理解増進活動の中心として機能する科学館の 
活性化を図る。 

科学館活動の支 
援 

科学技術振 
興機構 

研究機関等の最先端の研究成果を活用した科学技術・理科教育用デジタル教 
材を開発するとともに，全国の教育現場に提供するためのシステムを研究開 
発。 

先進的な科学技 
術・理科教育用 
デジタル教材の 
開発 

科学技術振 
興機構 

国立科学博物館における青少年や家族等を対象とした科学教室・野外観察会 
の開催。 

科学技術等につ 
いての理解を深 
める教育普及活 
動 

文部科学省 

・青少年を含む一般市民を対象にした天文観望会（国立天文台） 
・大学一般公開の中での，中・高校生を対象とした見学コースや産学研究交 
　流の展示の開設（東京大学生産技術研究所）　等 

大学の研究所・ 
共同利用機関に 
おける一般公開 
・展示等 
 

文部科学省 

研究内容の展示や実験ショーをとおして青少年を含む一般までを対象とした 
研究所の一般公開を実施。 

産業技術総合研 
究所一般公開 

産業技術総 
合研究所 

全国の公民館，教室開放を行っている学校の施設，科学系博物館等において 
開催する科学実験・ものづくり体験教室に対する支援。 

青少年を対象と 
する科学・もの 
づくり教室の全 
国展開 

文部科学省 
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文部科学省では，引き続き新学習指導要領

の定着を図り，学校での特別活動の推進を図

っていくこととしている。

� 地域等での多様な活動

ア　青少年健全育成フォーラムの開催

文部科学省では，青少年育成についての

啓発と健全育成・非行防止の取組への理解

と協力を促し，あわせて関係者の有機的な

連携の促進の契機とするため，地域の育成

指導者，青少年団体関係者，ボランティアリ

ーダーなどの参加の下に，我が国や諸外国

における青少年健全育成の取組や実践活動

などについて，情報交換や協議を行う青少

年健全育成フォーラムを開催している。

イ　全国生涯学習フェスティバル

全国生涯学習フェスティバルは，広く国

民一般に対し生涯学習に係る活動を実践す

る場を全国的な規模で提供すること等によ

り，国民一人一人の生涯学習への意欲を高

めるとともに，学習活動への参加を促進し，

もって生涯学習の一層の促進を図ることを

目的として，文部科学省と開催地都道府県

等との共催で平成元年度から毎年開催され

ている。青少年や青少年教育関係者にとっ

ても，様々なシンポジウム，講演会，展示等

バラエティに富んだ学習活動に取り組む機

会となっている。

ウ　科学技術に関する青少年等の理解の増進

と関心の喚起

創造性と主体性に富み，科学技術に対す

る夢と情熱を持った科学技術関係人材を育

成するとともに，国民が科学技術を身近に

感じ，強い関心を抱くような社会環境をつ

くりあげていくため，関係各省庁では，「科

学技術基本計画」（平成13年３月閣議決定）

を踏まえ，第2－2－5表のような施策を実

施している。

エ　文化活動の奨励

地域や学校教育の場において子どもたち

が，文化活動に参加したり，優れた芸術文化

や歴史的な文化の所産に触れることによ

り，豊かな人間性や多様な個性を育むよう，

学校，地域社会や文化施設等の相互連絡を

密にし，学校の内外における文化活動や鑑

賞の機会を確保するため，第2－2－6表の

ような施策を実施している。

オ　青少年団体への支援

青少年が，集団の中で自己を確立し，連帯

の心を身に付けていく上で，青少年団体活

動が果たす教育的役割は大きい。

青少年団体の活動の振興を図るため，青

少年団体の指導者を対象として，独立行政

第2-2-6表　子どもの文化活動の推進のための施策 

事　　業　　名 内　　　　　　　　　　　容 

本物の舞台芸術に触れる機 
会の確保 

子どもたちが，優れた舞台芸術を鑑賞し，芸術文化団体等による実演指導，ワークショップやこ 
れらの団体等との共演に参加し，本物の舞台芸術に身近に触れる機会を提供することにより，子 
どもたちに芸術を愛する心を育て，豊かな情操を養う。 

芸術家等派遣 児童・生徒が文化活動のすばらしさを知る機会を充実するとともに，学校の文化活動の活性化を 
図るため，優れた活動を行っている芸術家や伝統芸能の保持者などを出身地域の学校に派遣し， 
講話，実技披露等を行うことにより豊かな心をはぐくむ。 

文化体験プログラム支援事 
業 

子どもたちが日常の生活圏の中で，年間を通じて様々な文化に触れ，体験できるプログラムを作 
成し，実施することにより，子どもたちの豊かな人間性と多様な個性をはぐくむ。 

全国高等学校総合文化祭 高校生の芸術文化活動の向上充実を図るため，日ごろの文化活動の成果の総合的な発表の機会を 
提供する。 
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法人国立オリンピック記念青少年総合セン

ターをはじめとする青少年教育施設におい

て研修を行っており，また，同センターに設

置された子どもゆめ基金により，民間団体

が実施する様々な体験活動や読書活動等へ

の助成を行っている。また，文部科学省では，

全国的な組織を持つ青少年団体が実施する

自然体験活動，奉仕活動をはじめとする

様々な体験活動や研究協議会の事業に対

し，補助を行っている。

カ　子どもの読書活動

子どもの読書活動は，人生をより深く生

きる力を身に付けていく上で欠くことので

きないものであり，子どもの読書活動の推

進のための環境整備を図るため，平成13年

12月に，「子どもの読書活動の推進に関する

法律」（平13法154）が公布・施行され，この法

律に基づき，平成14年８月には，「子どもの

読書活動の推進に関する基本的な計画」が

閣議決定された。

文部科学省では，本計画に基づき，子ども

たちが進んで学校図書館を訪れ，読書活動

を楽しむことができるよう，学校図書館の

充実や，家庭・地域と連携協力した読書活動

の推進，司書教諭の養成を図るとともに，公

立図書館の充実を図るほか，家庭における

読み聞かせの重要性などを盛り込んだ家庭

教育手帳の作成・配布などの施策を実施し

ている。

さらに，「子どもの読書活動の推進に関す

る法律」が施行されてからは，毎年「子ども

読書の日」（４月23日）に，広く子どもの読書

活動についての関心と理解を深めるととも

に，子どもの読書活動への意欲を高めるた

め，文部科学省と独立行政法人国立オリン

ピック記念青少年総合センターが共催で，

「子どもの読書活動推進フォーラム」を開催

し，読書活動優秀実践校，図書館，民間団体

（個人含む。）に対する文部科学大臣表彰の

授与，子どもの読書活動推進の実践事例の

発表，著名作家などによる記念講演などを

行っている。

キ　公民館等

子どもたちの地域における多様な活動を

支える施設として公民館等の施設がある。

公民館においては，親子で参加する工作教

室など子どもを対象とした様々な活動が行

われており，また図書館は，読書の楽しみを

知ることのできる場所であり，子どもの読

書活動の推進に資する場となっている。さ

らに博物館は，豊富な学習資源とそれらに

ついての専門家を有しており，その機能を

活用した実験教室を開催するなど，子ども

たちの活動の場となっている。文部科学省

では，こうした公民館等で行われる活動の

活性化を図るため，これまでの施策の評

価・分析や新しい事業の企画・実施やその評

価までを一体的に行う事業を平成16年度か

ら実施することとしている。

ク　児童館等

遊びを通じて，その健康を増進し，情操を

豊かにすることを目的とする施設として児

童館がある。児童館には地域の児童の健全

育成の拠点としての機能を有するもののほ

か，豊かな自然の中で，宿泊施設を備え，野

外活動が可能な大型児童館（B型）もあり，

自然を生かした遊びを通じて協調性，創造

性，忍耐力を高めることを目的としている。

また，放課後児童クラブに伝承遊びのボラ

ンティアを派遣する事業を平成16年度から

実施することとしている。

ケ　自然体験活動

文部科学省では，青少年の社会性や豊か

な人間性を育むため，関係省庁と連携・協力

し，地域の身近な環境をテーマに体験活動

を行う事業，屋内に引きこもりがちになる
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など悩みを抱える青少年に対し体験活動に

取り組む機会を提供する事業を実施すると

ともに，地方公共団体が自然体験推進団体

の協力を得ながら実施する２週間程度の長

期にわたる自然体験活動に対する助成など

を行うこととしている。（第2－2－4表（74

ページ）を参照）

コ　子どもたちの農業・農村体験，漁村体験

農林水産省では，平成15年度から，子ども

たちが農業・農村に親しみを感じる機会を

充実するため，全国的な体験学習の推進体

制づくりや調査研究，インターネットを通

じた情報提供，文部科学省と連携したモデ

ル地区の設置のほか，身近な水辺環境の活

用や修学旅行等を通じた学校内外における

農業・農村体験学習の推進を図っている。16

年度においては，文部科学省や農業団体な

どの関係機関と連携しながら，学校教育及

び社会教育において，農業体験学習を引き

続き推進していくとともに，各地で取り組

まれつつある体験学習を一層定着・発展さ

せていくため，全国農業協同組合中央会を

はじめとする関係機関による全国的な組織

作りを支援していくこととしている。

また，学校内外活動の一環として実施さ

れる，体験漁業，自然観察等の体験活動は，

海や水産業，漁村に関する子どもたちの理

解を深めるうえで重要なものであり，水産

庁では，文部科学省が取り組む学習活動の

推進や普及活動への支援と連携した体験活

動の場の整備を行うとともに，体験活動促

進のための漁村の受入体制の整備や都市漁

村交流の啓発普及活動等の支援を実施して

いる。

サ　森林環境教育活動

林野庁では，文部科学省と連携して，子ど

もたちが入門的な森林・林業体験活動を行

う機会を幅広く提供する「森の子くらぶ活

動推進プロジェクト」の受入体制の整備，森

林体験活動の場である学校林の整備・活用，

児童・生徒等に森林・林業への理解を促進す

るための教材の整備など，森林環境教育活

動を推進していくための支援体制の整備に

対する助成を行うとともに，新たに，平成16

年度からNPO等の企画力や教育手法を活

用した山村滞在型の森林・林業体験交流活

動や森林体験学習，人材育成等を行うモデ

ル事業に対する助成を実施している。

また，国有林野事業においては，教育関係

機関等と連携し，森林環境教育活動を実施

するとともに，教職員等を対象として，森林

観察会や体験林業活動における指導的な役

割を担う者への技術的指導等に取り組んで

おり，平成14年度は，延べ約４万人が参加し

た。

そのほか，学校等が国有林野を活用して

体験活動等を実施するための「遊々の森」の

設定に取組んでおり，平成15年度末現在，71

か所，約3，132ヘクタールについて学校等と

協定を締結している。

シ　国民参加の森林づくりの推進

林野庁では，緑と親しみ，緑を愛し，緑を

守り育てる活動を目的とした緑の少年団が

一堂に会する全国大会・活動発表大会に対

する助成を行うとともに，親子や子どもた

ちの行う森林の整備活動や里山林等におけ

る多様な自然・文化体験活動等に対する助

成を行っている。

また，国有林野事業においては，森林ボラ

ンティア等による自主的な森林づくり活動

の場を提供するための「ふれあいの森」の設

定（平成15年度末現在 137か所，4，579ヘク

タール），地域の歴史的木造建造物や伝統文

化等の継承に貢献するための「木の文化を

支える森づくり」に取組んでいる。（平成15

年度末現在，12か所）
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ス　自然とふれあう活動

環境省では，地方公共団体等との協力の

もと，自然とふれあうみどりの日の集い（４

月29日），自然に親しむ運動（７月21日から

８月20日），全国・自然歩道を歩こう月間（10

月）等を通じて，自然観察会や歩こう大会を

行っている。また，全国各地の国立公園等で

は文部科学省と連携して，自然や環境の大

切さを学ぶ機会を提供する子どもパークレ

ンジャー事業を実施している。これらのこ

とにより，青少年が自然とふれあう機会を

提供し，青少年の健全な育成や自然系環境

教育の推進に努めている。

また，このような行事を中心とした自然

系環境教育活動を積極的に推進するため，

自然解説指導者育成事業により活動の指導

的立場にある専門職員の研修を行うととも

に，活動に協力するボランティアの養成・活

動支援等を行うパークボランティア活動推

進事業を実施し，活動を担う人材の養成に

努めている。

さらに，地域における環境活動を支援す

るこどもエコクラブ事業を地方公共団体等

と連携しつつ実施し，環境に関するわかり

やすい情報の提供や，全国交流会の実施等

を行っている。

なお，環境保全への理解と取組への意欲

を高めるために，環境教育の振興や自然体

験等の機会や情報の提供などの措置を盛り

込んだ「環境の保全のための意欲の増進及

び環境教育の推進に関する法律」（平15法

130）が平成15年７月に成立し，同年10月１

日に部分施行された。

第3節 思春期

1.健康の確保・増進
� 学校における教育・相談体制の充実

ア　学校における健康教育

（66ページ，第２章第２節１�ア参照）

イ　食に関する指導

思春期においては，学童期に学習した基

礎的事項を土台として，望ましい食習慣の

形成や食の自己管理能力が身に付くよう食

に関する指導を継続して実施することが重

要である。その際，心身の発育・発達が著し

い本期の発達的特徴に十分に配慮する必要

がある。このことを踏まえ，食生活学習教材

（中学生用）を作成・配布しており，これらを

活用して，学校における食に関する指導の

充実を図ることとしている。

ウ　スクールカウンセラーの配置等による教

育相談体制の充実

「心の専門家」であるスクールカウンセ

ラーの配置の促進を図っている。（67ペー

ジ，第２章第２節１�ウ参照）

� 地域における相談，医療機関での対応

地域において，若者の心の健康，薬物乱用防

止，性，感染症対策等に関する相談の充実を図

るとともに，医療機関による対応の充実を図

っている。特に，性に関する健全な意識を涵養

し，正しい理解の普及を図るため，価値観を共

有する同世代の仲間による相談・教育活動（ピ

ア・カウンセリング，ピア・エデュケーション）

の普及，平成15年度から妊娠について悩んで

いる若者に個別に医学的，精神的，社会的な相

談援助を行う場を医療機関にモデル的に設置

するなど相談体制の充実を進めている。

� メディアを通じた広報啓発

（67ページ，第２章第２節１�参照）

� 思春期特有の課題への対応

10代の喫煙及び飲酒をなくし，10代の人工


