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得させるため，保育所・幼稚園，家庭，警

察等の関係機関・団体等が連携・協力し

ながら，計画的かつ継続的に教育を実施

している。

ウ 防災教育

幼稚園，保育所等を通じて，子どもたち

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，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，子ど

もたちに向けたコンテンツを平成17年3月

から配信している。

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 学校における「食育」の推進

朝食欠食など子どもたちの食生活の乱

れや肥満傾向などが見られ，子どもたちが

食に関する正しい知識と望ましい食習慣

を身に付けることができるよう，「食育」を

推進することが重要な課題となっている。

また，食を通じた地域や文化の理解など

も望まれている。

このような中，平成17年7月に「食育基本

法」が施行され，政府の「食育推進会議」

において18年3月31日に本法に基づく「食

育推進基本計画」が決定されたところであ

る。「食育基本法」及び「食育推進基本計

画」では，子どもたちに対する「食育」を重

視し，学校における「食育」の推進のため

の取組を強く求めている。

学校において「食育」を推進するために

は，まず，指導体制の整備が不可欠である

ことから，平成17年度に制度が開始され

た栄養教諭について，各都道府県におけ

る配置の促進に努めており，全国で配置

が進んでいるところである。

また，平成18年度において新たに実施

する「食育推進交流シンポジウム」，「栄養

教諭を中核とした学校・家庭・地域の連携

による食育推進事業」，「地域に根ざした

学校給食推進事業」などの取組を通じて，

学校，家庭，地域の連携を図りつつ，各学

校における食に関する指導に係る全体計

画の作成や，各教科等での食に関する指

導の充実に努めていくこととしている。

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
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専門家」であるスクールカウンセラーの全

公立中学校約1万校への配置促進を図る

ほか，公立小学校に「子どもと親の相談員」

等を配置し，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

子どもが地域において，いつでも安心して

医療サービスを受けられるよう，若手小児

科・産科医師の確保・育成に関する調査研

究を行うとともに，小児救急医療体制の評価

の充実を図るなど，小児医療の充実を図っ

ている（詳しくは，71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，道徳や特別活動を始め，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，平成17年5月現在，全国の

15,184か所で実施されている。

さらに，平成16年末策定された「子ど

も・子育て応援プラン」においては，平成

21年度までに全国の17,500か所で実施す

ることを目標としている。

なお，平成19年度からは，文部科学省と

連携して，総合的な放課後児童対策事業

を実施する「放課後子どもプラン（仮称）」

を創設する。

ウ 家庭教育支援の充実

文部科学省では，子育てのヒント集であ

る「家庭教育手帳」の作成・配布やPTA等

民間団体と連携した「早寝早起き朝ごはん

運動」の実施など，家庭教育に関する様々

な学習機会や情報の提供等を通じ，家庭

教育を支援している（詳しくは，75ページ

第2章第1節2�ウ参照）。

エ 「食育」活動の推進

農林水産省では，平成18年3月に決定さ

れた「食育推進基本計画」に基づき，生

産・流通・消費の各段階における「食育」

を推進する一環として，①都市部の児童・

生徒等を対象とした稲作体験学習や，学

校給食における「日本型食生活」の実践を

推進するためのフォーラム等を通して，米

を中心とした「日本型食生活」の普及・啓

発，②「食事バランスガイド」の普及・活用

の促進等，子どもたちの食生活改善の取

組を推進している（「食育基本法」について

は，69ページ，第1章第3節�参照）。

� 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
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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，文部科学省では，①

子どもの体力を向上させるための全国的

なキャンペーンの展開，②子どもの体力の

現状や生活習慣の実態を把握し，地域ご

とに設定した目標に向けて学校・家庭・地

域が連携した実践活動を行う「子どもの体

力向上実践事業」の実施などを行ってい

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，教員の資質向上

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年間における我が国のス

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」を実施し，平成17年7月現在，783市区

町村において，2,155クラブが育成されつ

つある。

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18回

は，平成17年10月に岩手県で開催した。

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

公園の整備を行っている。
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� 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，特別活動を始め，学校の

教育活動全体を通じて，だれに対しても思い

やりの心を持つことや，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

近年，少年による特異・重大な事件が多発

しており，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

求められている。

このため，学校，家庭，地域等が十分連携

を図り，子どもの豊かな人間性や社会性など

をはぐくむ取組を進める必要がある。

ア　学校教育における取組

文部科学省では，児童生徒が身に付け

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18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，平成17年1月に，警察

庁と共同で「非行防止教室等プログラム事

例集」を作成，公表し，本事例集を通じて，

学校と警察等の関係機関とが連携した非

行防止教室等の実施事例を紹介し，非行

防止教室の全国的な推進を図っている。

さらに，各学校における非行防止教室

の効果的な実施を図るため，平成18年5月

に非行防止教室に関する指導資料を作成

したところである。

イ 青少年の薬物乱用防止対策

警察庁では，平成17年6～7月に「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，幼い子どもが被害者となる強制わ

いせつや略取誘拐事件などの犯罪が多発

し，子どもを取り巻く環境は，極めて厳し

い状況にある（第2－2－1表，第2－2－2

表）。

そのため，警察では，子どもへの声かけ

やつきまとい等の子どもに対する犯罪の前

兆と思われる事案については，地域住民

や保護者，教育委員会，学校等に対し，警

察への通報や届出，警察安全相談の利用

等による情報提供を促し，迅速かつ的確

な事案の把握に努めるとともに，子どもの

学年や理解度に応じて，子どもが参加・体

験できる演技式等を用いた実践的な被害

防止教育を推進している。具体的には，

子どもが「自分の身は自分で守る」ための

ポイントである

① 登下校時には通学路を利用し，人

通りの少ない場所では，一人で行動

しない。

② 知っている人でも，保護者の了解
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