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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，平成16年10月に完全施行された

「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）

には，環境保全に関する理解と取組への

意欲を高めるため，環境教育・環境学習

の推進や自然体験等の機会や情報の提供

などの措置が盛り込まれており，同法7条

に基づく「環境保全の意欲の増進及び環

境教育の推進に関する基本的な方針」（平

成16年9月閣議決定）には，環境教育を通

して命の大切さを学ぶことなどの基本的

な考え方を明らかにするとともに，発達段

階に応じた環境教育の推進や自然体験活

動等の推進のための基盤整備等に関する

具体的な施策を定めたところであり，今後

同法及び基本方針に基き，人材育成，拠

点の整備等を推進していく。
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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

（67ページ，第2章第2節1�ア参照）

イ 学校における食育の推進

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。このことを踏まえつつ，

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。（67ページ，第2章第2節1

�イ参照）

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。（68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

意識をかん養し，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

（68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

妊娠中絶の実施率や性感染症罹患率及び女

性の思春期やせ症の発生頻度の減少を実現

することを目標とし，正しい知識の普及啓発

など各種の取組を推進している。

「健康日本21」及び「健やか親子21」にお

いても未成年者による喫煙及び飲酒の根絶

を目標に掲げており，シンポジウム，ホーム

ページ等の手段を活用して，喫煙及び飲酒

による健康影響について情報提供を行って

いる。また，薬物乱用防止については，薬物

乱用防止キャラバンカー等による学校，地域
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等における教育の充実，「『ダメ。ゼッタイ。』

普及運動」等における広報啓発の積極的な

展開，少年に対する薬物の供給源となってい

る外国人密売人等に対する取締りの強化，

保健所，精神保健福祉センター等における相

談活動の実施と相談窓口の周知等の各種施

策を実施している。

学校における飲酒・喫煙防止教育につい

ては，未成年の段階から飲酒や喫煙をしな

いという態度を育てることをねらいとして，学

校の教育活動全体を通じて指導を行ってい

る。

文部科学省においては，平成16年度に

小・中・高校生向けの喫煙防止教育教材を

作成する等，学校における喫煙防止教育や

飲酒防止教育の充実を図るための施策を推

進している。

また，学校における性教育は，学習指導要

領にのっとり，児童生徒の発達段階に応じて

性に関する科学的知識を理解させるととも

に，これに基づいた望ましい行動がとれるよ

うにすることをねらいとしており，体育科，保

健体育科，特別活動，道徳等を中心に学校

教育活動全体を通じて指導することとしてい

る。

文部科学省においては，平成17年度から，

学校において性に関する適切な指導が行わ

れるよう，教職員等を対象とした指導講習会

を実施する等，学校における性教育の充実

を図るための施策を推進することとしてい

る。

2.学力の向上
� 教育内容の充実

（72ページ，第2章第2節3�参照）

� 全国的な学力の把握・評価

（72ページ，第2章第2節3�参照）

3.就業能力・意欲の習得
� 勤労観・職業観と職業に関する知識・技能

の育成

ア　キャリア教育の推進

近年，若者のフリーター志向の広がりや

就職後の早期離職の問題など，勤労観，

職業観の未熟さ，職業人としての基本的な

資質・能力の低下等が各方面から指摘さ

れている。こうした中，学校教育において，

児童生徒が「生きる力」を身に付け，激し

い社会の変化に対応し，主体的に自己の

進路を選択・決定できる能力，明確な目的

意識を持って日々 の学業生活に取り組む姿

勢やしっかりした勤労観，職業観を身に付

け，社会人・職業人として自立していくこと

ができるようにするキャリア教育の推進が

強く求められている。

文部科学省においては，こうした状況の

下，平成15年6月に関係4閣僚（文部科学大

臣，厚生労働大臣，経済産業大臣，経済財

政政策担当大臣）により取りまとめられた

「若者自立・挑戦プラン」や平成16年1月に

まとめられたキャリア教育の推進に関する

有識者会議の提言などを踏まえ，平成16

年度から，新キャリア教育プラン推進事業

を実施している。具体的には，小・中・高

等学校で一貫したキャリア教育を行うた

めの指導内容・方法等について地域ぐる

みで実践研究を行うキャリア教育推進地

域の指定やキャリア教育の普及・啓発を

図るためのフォーラム及びインターンシップ

連絡協議会の開催などを通じ，キャリア教

育を推進している。さらに，平成16年12月

に関係5閣僚（内閣官房長官，文部科学大

臣，厚生労働大臣，経済産業大臣，経済財

政政策担当大臣）により取りまとめられた

「若者の自立・挑戦のためのアクションプラ

ン」に基づき，平成17年度においては，各

都道府県等において，職場体験等を推進
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するためのシステムづくりや中学校を中心

に5日間以上の職場体験の実施など，地域

の教育力を最大限活用し，キャリア教育の

更なる推進を図ることとしている。

経済産業省では，「若者の自立・挑戦の

ためのアクションプラン」に基づき，平成17

年度から，地域のNPO・企業等の民間の

経験やノウハウを最大限活用し，産業界・

教育界が連携した小中高校段階における

キャリア教育が，各地域で自律的に進めら

れていくためのモデル事業を実施してい

る。

イ 職業に関する体験学習のためのプロ

グラム等

厚生労働省では，企業人等働く者を講

師として学校に派遣し，職業や産業の実

態，働くことの意義，職業生活等に関して

生徒に理解させ自ら考えさせるキャリア探

索プログラムを高等学校のほか小中学校

でも実施している。

また，「私のしごと館」（関西文化学術研

究都市（京都府精華・西木津地区））にお

いて多種多様な職業体験や総合的な職業

情報の提供，相談の実施等，若年者の

キャリア形成を総合的に支援する。

ウ 起業家教育促進事業

経済産業省では，今後の我が国経済を

担うチャレンジ精神旺盛で創造性に富ん

だ自律的能力を有する起業家的人材の輩

出を目指し，小・中・高校生を対象とした

起業家教育促進事業を実施している。「体

験参加型」の起業家教育プログラムを通

じ，子どもたちがビジネスや商売の面白

みに対する「気づき」，「きっかけ」を得る

ことにより，早い段階から起業・独立を含

む将来の就業意識を醸成することを目的

に，平成16年度においては約40自治体に

おいて，約2万人の生徒を対象に同事業

を実施した。

エ　女性若年層に対する就業促進

内閣府では，平成17年度において,「若

者自立・挑戦プラン」の一環として，女性若

年層に対して，女性の進出が遅れている

理工系等の分野に関する情報提供・意識

啓発キャンペーンを関係府省・機関と連携

して実施する。また，独立行政法人国立女

性教育会館において，多様なキャリア形

成を支援するための情報提供システムを

構築する。

� 就職支援

文部科学省では，進路指導主事等と連携

して就職希望生徒に対する就職相談，求人

企業の開拓などを行う「高等学校就職支援

教員」（ジョブ・サポート・ティーチャー）を配

置し，高等学校において活用している。

厚生労働省では，在学中の早い段階から

の職場見学等による職業理解の促進から，

就職後の職場定着までの各段階を通じて一

貫した支援を行う若年者ジョブサポーターを

全国の公共職業安定所に配置している。

また，平成16年度に引き続き，若年者向け

のキャリア・コンサルタント（職業選択，将来

の職業生活設計に関する専門的な相談を行

う人材）を職業能力開発大学校等で養成す

るとともに，平成17年度においては，市町村

の既存施設等を活用したキャリア・コンサル

ティング等を実施する。（123ページ，第4章第1

節1�参照）

4.社会生活能力の習得
� 社会や経済の仕組みについての現実的理

解と知識の習得

学校教育においては，社会科や公民科な

どの学習を通じて，労働関係法規や公的年

金制度の仕組みなどを含む社会や経済の仕

組みについて理解を深めさせることとしてい

る。その際，体験的な学習や問題解決的な

学習を積極的に取り入れている。
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文部科学省では引き続き現行学習指導要

領の定着を図り，社会や経済の仕組みに関

する学習の充実を図っていくこととしている。

社会保険庁では，公的年金制度について，

将来の公的年金制度を担う中学生・高校生

に対して，公的年金制度の基本理念である

世代間扶養の考え方を正しく理解してもらう

ことを目的に，平成5年度から学校教育の場

における年金教育を実施している。

具体的には，年金広報専門員が，中学校・

高校を訪問し，生徒用副読本等を用いて生

徒に対して公的年金制度について説明を行

うことや，主に中学校・高校の社会科担当教

員を対象に年金セミナーを開催し，年金教

育の必要性を説き，公的年金の意義・役割

等について社会科の授業で取り上げてもら

うよう要請を行うとともに，年金セミナーに参

加した中学校・高校に対して，授業の教材と

して活用してもらうため，生徒用副読本等を

配付することにより，年金教育を行っている。

なお，学校における年金教育を促進する

ため，平成15年度から都道府県ごとに地方

社会保険事務局の関係者，教育委員会及び

学校の関係者から構成される年金教育推進

協議会を設置し，連携の強化を図っている。

法務省では，法律専門家ではない一般の

人々が，法や司法制度，これらの基礎になっ

ている価値を理解し，法的なものの考え方

を身に付けるための教育（法教育）の普及・

発展のため，様々な取組を行っている。

具体的には，平成16年11月に中学生を対

象とした法教育教材を作成し，中学校にお

いて，この教材に基づいた授業を実践するこ

とにより，社会経済活動と法との関係につい

ての理解を深め，社会経済活動に主体的に

関わっていく意識を養うとともに，法や司法を

身近なものと感じ，法によって紛争を解決す

る態度，法（ルール）を自分で創り出し，遵守

し，必要に応じて改善していく態度を身に付

けるための取組などを促進している。

法務省では，法教育をより推進するため，

平成17年5月に法教育推進協議会を発足さ

せ，法教育の実践，教員の指導力の向上及

び裁判員制度を題材とした教材の作成など

について検討することとしている。

� メディアを活用する能力

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

図るとともに，中学校において技術・家庭科

の「情報とコンピュータ」，高等学校において

普通教科「情報」を必修化する等情報教育を

推進することを通じて，メディアを活用する能

力を身に付けさせるようにしている。（そのほ

か，72ページ，第2章第2節2�参照）

� 規範意識の醸成

（70ページ，第2章第2節2�参照）

� 安全教育

ア　思春期における安全教育

学童期に比べ，思春期の少年は通勤・

通学等により行動範囲や交友関係が急激

に広がり，保護者の目が届きにくくなること

などから，思わぬ犯罪に巻き込まれる可

能性が高くなる。

罪種別に見ると，思春期の女性は性犯

罪等の被害，男性は暴行・傷害及び恐喝

等の被害に遭う割合が高いことから，警察

では，

① 人通りの少ない道路や歓楽街等犯罪

の多発する場所への立寄りを避ける。

②　防犯ブザー等防犯器具を携帯する。

③ 家族に行き先，帰宅時間等の連絡を

必ず行う。

などについて意識啓発を行っている。

イ 学校における安全教育

（71ページ，第2章第2節2�イ参照）

ウ 交通安全教育

第
1
部

第
2
部

資
料
編



第2章　年齢期ごとの施策

83

警察では，中学生及び高校生について

は，交通安全活動への参加を促すことなど

により，自主的に技術と知識を習得し，道

路交通の安全を確保する意識を高めさせ

るように努めている。

中学生に対する交通安全教育としては，

特に，自転車による安全な通行に必要な

技能と知識を十分に習得し，他の人々の

安全にも配慮できるように，中学校，家庭

及び関係機関・団体等と連携・協力を図

りながら，自転車の安全な利用のほか，歩

行者としての心得，道路における危険の予

測と回避等を重点に実施している。

また，高校生に対する交通安全教育とし

ては，特に，二輪車の運転者及び自転車

の利用者として安全な通行に必要な技能

と知識を習得させ，交通社会の一員として

責任を持ち行動できる社会人を育成する

ため，免許取得前の教育として高等学校，

家庭及び関係機関・団体等と連携・協力

を図りながら，自転車の安全な利用，二輪

車・自動車の特性，運転者としての責任の

自覚，応急手当等を重点に実施している。

また，生徒の実態や地域の実情に応じて，

二輪車の安全運転を推進する機関・団体

等と連携しながら，二輪車の安全運転に

関する意識と実践力の向上を図っている。

エ　防災教育

地震や風水害などの災害の知識と対

策，初期消火や，応急手当などを学校，地

域活動を通じて普及を図っている。また，

消防庁では，e－ラーニング（防災・危機管

理e－カレッジ）において，成長に応じた防

災知識の普及を行っている。

� ボランティア活動

文部科学省では，学童期と同様に，学校

内外を通じた奉仕活動・体験活動の充実を

図るため，様々な取組を進めている。

また，地域の教育力の再生を図るため，地

域におけるボランティア活動促進のための多

彩なプログラム開発を行う事業を平成17年

度から実施し，ボランティア活動の全国的な

展開を推進するとともに，国民一人一人が日

常的にボランティア活動を行い，相互に支え

合う地域社会を実現するため，ボランティア

活動推進フォーラムの開催や広報啓発・普及

活動を実施する。（75ページ，第2－2－4表参

照）

厚生労働省では，ボランティア活動の振興

を図るため，市区町村の社会福祉協議会が

行う「ボランティア養成等事業」において，ボ

ランティアの紹介を行うための相談・あっせ

ん窓口を整備するとともに，より多くの人がボ

ランティア活動に参加できるようにするため

ボランティア情報誌の発行，ボランティア入門

講座の開催，ボランティア活動を行うための

拠点づくりへの支援等を実施している。

また，都道府県・指定都市の社会福祉協

議会において，小・中・高校生を対象とした

ボランティア活動の普及，ボランティア活動を

推進するリーダーやコーディネーターの養

成・研修，ボランティア活動の動向や先駆的

な活動を紹介する情報誌の発行等を行う

「ボランティア振興事業」を実施している。

このような事業等を通して，思春期にある

若者がボランティア活動に参加できるように

するための基盤整備を行い，ボランティア活

動の振興を図っている。

� 学校での特別活動の推進

学校教育においては，学童期と同様に，学

級活動や生徒会活動，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

伸長を図っている。また，集団や社会の一員

としてよりよい生活を築こうとする自主的，実

践的な態度を育てるとともに，人間としての

生き方についての自覚を深め，自己を生かす

能力を育成している。
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文部科学省では引き続き現行学習指導要

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。

� 体力の向上

ア　子どもの体力向上

（69ページ，第2章第2節2�ア参照）

イ 学校におけるスポーツの振興

中学校における保健体育の授業は年間

90時間，高等学校においては年間70～105

時間程度実施されている。保健体育科に

おいては，心と体を一体としてとらえ，運

動や健康・安全についての理解と運動の

合理的な実践を通して，積極的に運動に

親しむ資質や能力を育てるとともに，健康

の保持増進のための実践力の育成と体力

の向上を図り，明るく豊かな生活を営む態

度を育てることを目標としている。文部科

学省では，この目標を実現するため，教員

の資質向上のための研修会・講習会を実

施している。

運動部活動は，部員同士の切磋琢磨や

自己の能力に応じてより高い水準の技能

や記録に挑戦する中で，スポーツの楽しさ

や喜びを味わい，豊かな学校生活を経験

する活動であり，体力の向上や健康の保

持増進にも極めて効果的な活動である。

�日本中学校体育連盟，�全国高等学校

体育連盟及び�日本高等学校野球連盟に

よると，平成16年度における運動部数は

217,444に上っている。文部科学省では，

この運動部活動を更に充実させ，生徒の

健康の保持増進と体力の向上を図るた

め，複数の学校でチームを編成する複数

校合同運動部活動の推進等についての実

践的な調査研究や地域のスポーツ指導者

の活用促進のための調査研究の実施並び

にインターハイなど学校体育大会の大会開

催経費への補助を行うこととしている。

ウ 地域スポーツの振興

（69ページ，第2章第2節2�ウ参照）

エ　都市公園の整備

（70ページ，第2章第2節2�エ参照）

� 国際交流活動

ア　高校生の留学交流

高校生の留学交流の現状は，平成14年

度実績で，外国の高等学校へ3か月以上留

学した者は4,160人，海外から日本の高等

学校へ3か月以上留学した者は1,478人，海

外研修旅行者（語学等の研修や国際交流

などを目的として，外国の高等学校などに3

か月未満の旅行に出た者）は3万3,240人，

外国からの研修旅行生の受入れ者数は

4,986人となっている。

文部科学省では，高校生留学の教育上

の意義を考慮し，安全で有意義な留学が

できるよう，関係機関への指導・助言に努

めている。また，高校生留学プログラムを

行う団体により設立された「全国高校生留

学・交流団体連絡協議会」（以下「高留連」）

が行う諸事業を支援しており，留学交流の

推進を図るため，以下の事業に対して補

助を行っている。

① �エイ・エフ・エス日本協会及び�ワ

イ・エフ・ユー日本国際交流財団が行う

米国及びアジア諸国等からの日本語専

攻高校生の受入れ事業　

② �エイ・エフ・エス日本協会及び�ワ

イ・エフ・ユー日本国際交流財団が行う，

外国語教育の振興に資することを目的と

して文部科学省が指定した外国語教育

多様化推進地域の高校生と，当該地域の

研究対象言語国の高校生との交流事業

また，平成15年度から「『英語が使える

日本人』の育成のための行動計画」（平成

15年3月，文部科学省）に基づき，高留連が

実施する情報提供事業や年間留学プログ

ラムに参加する高校生に対する派遣費の

一部について支援している。
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このほか，文部科学省では，オーストラ

リア，ドイツ政府等が行う高校生招致事業

の募集・選考などに協力している。

イ 海外高校生の招へい

外務省では，高校通学，ホームステイ，

社会見学等を通じ，対日理解の促進等を

図るとともに，こうした教育分野における国

際交流を通じた我が国高校生の国際理解

や国際的視野の醸成を図ることを目的とし

て，団体等を通じ，ASEAN諸国，米国の

次代を担う高校生を我が国に招へいする，

「日・ASEAN高校生交流プログラム」及び

「日米若人交流計画」を実施している。

欧州との間では，平成16年度まで「日蘭

若人交流計画」及び「日英若人交流計画」

を実施してきたが，平成17年度よりEU諸

国等を対象とした「拡大欧州交流プログラ

ム」の一環としてEU諸国等の高校生を招

へいする「日欧高校生交流プログラム」を

実施する。

また，南西アジア諸国の高校生につい

ても，同様の招へいを行っている。

ウ 高校講座

外務省では，国際化の進展に伴い，外

交問題が国民により身近なものとなってい

ることから，次代を担う高校生を対象に，

異文化体験，国際情勢，外交官の職務等

をテーマに外交に関する認識を高めるこ

とを目的とし，若手職員を講師として全国

各地の高校へ派遣し，講演をする機会を

設けている。この「高校講座」を平成16年

度は106校で実施した。

エ　小中高校生の外務省訪問

外務省では，訪問を希望する小中高生

を受け入れ，外務省の仕事の内容を紹介

し，また，国際問題等の質問を受け，国際

情勢に対する関心を高めている。

	 地域等での多様な活動

ア　全国ユースフォーラムの開催

文部科学省では，青少年の健全育成を

推進していくためには，青少年が社会にお

ける自らの役割と責任を自覚することが重

要であることを踏まえ，高校生による社会

貢献活動に対する取組の在り方，効果的

な促進方策等について，高校生が主体と

なって意見交換や討論を行う全国ユース

フォーラムを行っている。

イ 森林環境教育活動の推進

林野庁では，高校生が一定期間山村に

滞在して下刈り，除伐等の森林整備・保全

活動を行う取組みに対して助成を行って

いる。

ウ 家庭教育支援の充実

（66ページ，第2章第1節2�ウ参照）

（その他は，75ページ，第2章第2節4�参照）
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青年期第4節

1.大学教育等の充実
� 教育内容の充実

ア　大学入学者選抜

大学入学者選抜については，常により良

い方途を求めて，不断の努力を続けてい

くべき重要な課題であり，昭和54年に共通

第1次学力試験，またこれに続く大学入試

センター試験が導入され，各大学の個別試

験を適切に組み合わせることにより，国公

私立大学の入学者選抜方法の工夫・改善

が進められてきたところである。

また，各大学では，学力検査だけでなく，

面接や小論文，リスニングテストの実施や，

推薦入学，帰国子女や社会人を対象とし


