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第2部　青少年に関する国の施策
第1章　青少年育成施策の総合的・計画的な推進

◆第1節　青少年育成推進本部の取組◆

青少年育成施策を一層強力に推進する体制を整備するために，平成15年6月，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」を設置した。
また，青少年育成推進本部の下に，同本部の副本部長からなる会議（内閣府特命担当大臣（青少年育成）主
宰）や関係府省の課長等からなる会議を設置し，密接に連携して，青少年育成に関する基本的事項の検討，情
報交換等を実施している。
平成15年12月には，同本部において，青少年の育成に係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」を決定した。
また，平成18年6月，子どもを非行や犯罪被害から守るため，今後特に強化・加速化していくべき施策を取
りまとめた「子ども安全・安心加速化プラン～非行や犯罪被害から子どもたちを守るために～」を同本部にお
いて了承した。
さらに，平成18年12月，キャリア教育等の推進に向けた取組を強化・加速化するための関連施策を取りまとめる
ため，同本部の下に，内閣府特命担当大臣（青少年育成），文部科学大臣，厚生労働大臣及び経済産業大臣で構成
するキャリア教育等推進会議を設置し，平成19年5月，同会議において「キャリア教育等推進プラン」を取りまとめた。

◆第2節　青少年育成施策大綱の策定とその推進◆

（関係行政機関間の連携・協力）
大綱に基づき，男女共同参画，少子化社会，障害者に関する施策など関連する分野との連携にも留意しつつ，
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ている。

（青少年育成国民運動）
昭和40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
青少年育成国民運動の一層の推進を図るため，様々な協力や連携を行っている。
なお，青少年育成国民運動は平成18年に発足40周年を迎え，国民運動の更なる推進・普及を図る契機とすべ
く，同年11月11日，皇太子殿下御臨席の下，「青少年育成国民運動発足40周年記念式典」（主催：（社）青少年育
成国民会議）が東京で開催された。

◆第3節　関連諸施策の推進◆

（「新しい少子化対策について」等の推進）
○　少子化の進行に対処し，出生率の低下傾向の反転に向け，少子化対策の抜本的な拡充，強化及び転換を
図るため，政府・与党の合意を得て，平成18年6月20日，少子化社会対策会議において「新しい少子化対
策について」が決定された。
○　また，国民の結婚や出産に関する希望が実現するには何が必要であるかに焦点を当て，制度・政策・意
識改革など，あらゆる視点からの効果的な対策の再構築及び実行を図るため，「子どもと家族を応援する日
本」重点戦略を策定することとした。平成19年2月，内閣官房長官が議長を務める「子どもと家族を応援
する日本」重点戦略検討会議を開催し，6月に中間報告を取りまとめたところである。

（「再チャレンジ支援総合プラン」の策定とその推進）
○　勝ち組，負け組が固定化せず，働き方，学び方及び暮らし方が多様で複線化している社会，すなわちチ
ャンスにあふれ誰でも再チャレンジ可能な社会を目指すため，「再チャレンジ支援総合プラン」（平成18年
12月）に基づき，237項目の支援策を一体的かつ総合的に推進している。



（「イノベーション25」）
○　平成19年6月，政府は，2025年までを視野にいれ，豊かで希望にあふれる日本の未来をどのように実現
していくか，そのための研究開発の推進，社会制度の刷新などの短期，中長期にわたって取り組むべき政
策を，長期戦略指針「イノベーション25」として提示した。今後，同指針に基づき，社会システムの改革，
技術革新に向けた総合的かつ効果的な取組を推進していくこととしており，次世代を担う若者への投資の
充実と強化を図ることが必要であり，若手研究者，意欲的・挑戦的研究への投資や多様性を受け入れ，出
る杭となる「人」づくり，科学技術イノベーションを支える理数系人材の育成等の取組を実施する。

（自殺対策の総合的な推進）
○　国を挙げた自殺対策を総合的に推進するため，平成18年10月，「自殺対策基本法」（平18法85）が施行された。
また，平成19年6月，政府は，自殺対策基本法に基づき，政府が推進すべき自殺対策の指針として「自
殺総合対策大綱」を策定した。同大綱に示した，自殺予防のための当面の重点施策のうち，児童生徒の自
殺予防についての調査の推進や教職員に対する普及啓発，学校における相談体制の整備，子どもの心の診
療体制の整備，インターネット上の自殺予告事案への対応，いじめを苦にした子どもの自殺の予防，自殺
遺児へのケアの充実等について，今後，地方公共団体を始め，学校，医療機関，民間団体等の関係者と密
接な連携を図りつつ，自殺対策を強力に推進していくこととしている。

（新しい教育基本法と教育再生に向けた取組）
○　平成18年12月，第165回国会において，約60年ぶりに，我が国の教育をめぐる諸情勢の変化にかんがみ，
時代の要請にこたえる教育の基本を確立するため，改正教育基本法（平18法120）が成立した。
また，平成18年10月，21世紀の日本にふさわしい教育体制を構築し，教育の再生を図っていくため，教
育の基本にさかのぼった改革を推進する「教育再生会議」の設置が閣議決定された。
教育再生会議では，学力や教員など学校の問題，規範意識や家庭，地域社会の教育力の問題及びより大
きな教育の改革の問題について，3つの分科会，総会等で議論を行い，平成19年1月及び6月に，提言をま
とめた報告を行った。
その後，教育基本法の改正，中央教育審議会の答申及び教育再生会議における報告等も踏まえ，平成19
年3月，「学校教育法等の一部を改正する法律案」，「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改
正する法律案」及び「教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律案」が第166回国会に
提出された。

◆第4節　児童の権利に関する条約の実施の確保◆

○　我が国は，平成13年11月に第2回政府報告を提出し，平成16年1月に，ジュネーブの国連本部において
児童の権利委員会による審査が行われ，同委員会の「最終見解」が採択された。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つつ，「最終見解」については十分検討の上適切に対処
してきており，引き続き，条約の実施の確保に努めることとしている。
○　また，我が国は，「児童の権利に関する条約」を補完する「武力紛争における児童の関与に関する児童の
権利に関する条約の選択議定書」を平成16年8月2日に，また,「児童の売買，児童買春及び児童ポルノに
関する児童の権利に関する条約の選択議定書」を平成17年1月24日にそれぞれ締結しており，これらの議
定書の実施の確保にも取り組んでいる。

第2章　年齢期ごとの施策

◆第1節　乳幼児期◆

（母子の健康の確保・増進）
○　厚生労働省では，健やかな成長・発達とともに健やかな親子関係の形成の重要な時期にある乳児期にお
いて，保健医療従事者による適切な支援が推進されるよう，母乳育児の推進や離乳食の進め方の目安等を
盛り込んだ「授乳・離乳の支援ガイド」を平成19年3月に公表した。
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（子育て支援の充実）
○ 「次世代育成支援対策推進法」（平15法120）に基づき，企業が仕事と子育ての両立を図るために必要な
雇用環境の整備等を進めるための「一般事業主行動計画」について，平成19年4月から，行動計画に掲げ
た目標を達成するなど，次世代育成支援に熱心に取り組む企業に対する認定が始まるため，できるだけ多
くの企業が，認定を目指した取組を行うよう周知・啓発を実施することとしている。
○　農山漁村の女性の育児と労働の両立支援のため，平成19年度は，出産・育児期等の女性に対し在宅農業
学習（e-ラーニング）体制を整備することとしている。
○　内閣官房長官が主宰し関係閣僚（内閣府特命担当大臣（男女共同参画），内閣府特命担当大臣（経済財政政
策），内閣府特命担当大臣（少子化政策），文部科学大臣，厚生労働大臣，経済産業大臣及び再チャレンジ担当大
臣で構成する「女性の再チャレンジ支援策検討会議」において，平成18年12月，子育て等でいったん離職した女性
の再就職・起業等の総合的な支援策である「女性の再チャレンジ支援プラン」を改定し，支援策の強化を図った。
平成19年度は，本プランに基づき，関係府省が連携・協力し，
①　再チャレンジしやすい地域環境づくり
②　学習・能力開発支援
③　再就職支援
④　起業支援及び社会参加の促進
⑤　国における総合的な情報提供・調査等

について関係施策の着実な推進を図り，女性の再就職・起業等の一層の支援に努める。
○　児童手当については，我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ，総合的な少子化対策を推進する
一環として，子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図る観点から，平成19年4月から，3歳未満の乳幼児
に対する児童手当等の額を，第1子及び第2子について月5千円増額し，出生順位にかかわらず一律1万円
に引き上げることを内容とする，「児童手当法の一部を改正する法律」（平19法26）が第166回国会で成立した。

（保育所・幼稚園等での養護・教育の充実）
○ 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」（平成15年6月閣議決定）等を踏まえ，実施すること
とされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」（認定こども園）については，平成
18年6月9日に「就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律」（平18法77）
が成立し，平成18年10月から施行された。この法律では，幼稚園，保育所等のうち，
①　就学前の子どもに教育・保育を提供する機能（保育に欠ける子どもも欠けない子どもも受け入れ
て教育・保育を一体的に行う機能）
②　地域における子育て支援機能（すべての子育て家庭を対象に，子育て不安に対応した相談や親子
のつどいの場の提供などを行う機能）

を備える施設について，都道府県が「認定こども園」として認定する仕組みを設けるとともに，各般の特
例措置を講ずることとしている。

◆第2節　学童期◆

（健康の確保・増進）
○　子ども等がいつでも相談できるよう，各都道府県及び指定都市の教育委員会が実施している電話相談に
ついて，夜間・休日も対応できる体制を充実している。

（日常生活能力の習得）
○　平成19年度からは，文部科学省と厚生労働省が連携し，放課後等に子どもたちの安全で健やかな居場所
づくりを推進するため，総合的な放課後対策として「放課後子どもプラン」を創設し，必要なすべての小
学校区での実施を目指し，推進を図っている。
○　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，公表するとともに，
平成18年5月に非行防止教室に関する教師用指導資料を作成し，非行防止教室の全国的な推進を図っている。
さらに，平成19年2月に都道府県教育委員会等に通知を発出し，問題行動を起こす児童生徒に対する指
導については，十分な教育的配慮の下，出席停止や懲戒を含めた適切な措置を講じることにより，毅然と
した対応の充実を図るよう指導を行った。
○　総務省では，子どもがインターネット等を安心して利用できるようにするため，ICT（Information and



Communications Technology）メディア・リテラシーを養うプログラムについて，平成18年度に調査，開
発を行い，平成19年度から広く普及を図ることとしている。
○　金融庁では，金融やその背景となる経済についての基礎知識に立脚しつつ，自立した個人として判断し
意思決定する能力である「金融経済リテラシー」を，国民一人一人に身に付けてもらうため，各年齢期に，
金融経済教育に関する様々な取組を実施している。
平成18年5月には，小学校高学年を対象に遊びながら金融について学べるキッズ向けコンテンツ「カネ
ールのKIN☆YOUランド」をホームページに掲載した。
さらに，平成18年度においては，金融広報中央委員会が行った学習指導要領の趣旨を踏まえた教育プロ
グラム（金融教育プログラム）の作成に参画したほか，学校における金融経済教育の一層の推進を図るた
め，全国の財務局・財務事務所において現場教師との懇談会を実施した。

（学力の習得）
○　平成18年12月，第165回国会において，改正教育基本法が成立した。
また，教育基本法の改正，中央教育審議会の答申及び教育再生会議における報告等も踏まえ，平成19年
3月には，義務教育の目標を定め，各学校種の目的・目標を見直すこと等を内容とする「学校教育法等の一
部を改正する法律案」等関連3法案が第166回国会に提出された。
○　義務教育における各学校段階の最終学年における学力・学習状況を把握するため，小学校第6学年及び
中学校第3学年の原則として全児童生徒を対象に，平成19年4月24日に国語及び算数・数学について「全
国学力・学習状況調査」を実施した。
調査の目的は，全国的な義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から，各地域における児童生
徒の学力・学習状況を把握・分析することにより，国として教育及び教育施策の成果と課題を検証し，そ
の改善を図ること，また，各教育委員会，学校等がすべての子どもが必要な学力を身に付けているか，全
国や都道府県の状況と比べてどうか，学習状況や生活習慣等を含めてどこに課題があるか等をきめ細かく
把握・分析し，その改善を図ることである。
調査では，質問紙調査を併せて行い，児童生徒の学習意欲，学習方法等に関する調査結果，児童生徒の
学習環境，生活の諸側面等と学力との相関関係や学校における教育条件の整備状況等と学力との関係等を
分析する予定である。
なお，結果の公表に当たっては，市町村間及び学校間の序列化や過度の競争につながらないよう配慮す
ることとしている。

（社会的自立につながる活動機会の保障）
○　文部科学省と厚生労働省が連携し，地域社会の中で，放課後等に子どもたちの安全で健やかな居場所づ
くりを推進するため，平成19年度から，総合的な放課後対策として「放課後子どもプラン」を創設し，す
べての小学校区での実施を目指す。
このうち，文部科学省が行う「放課後子ども教室推進事業」においては，放課後や週末等に小学校の余
裕教室等を活用して，地域の多様な人々の参画を得て，様々な体験・交流活動や学習活動等を推進する。
また，厚生労働省が行う「放課後児童健全育成事業」においては，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与えて，その健全な育成を図っている。
○　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，豊かな心や感性をはぐくむよう，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ことは重要である。平成19年度については，
学校内外の文化活動を地域で支援する「地域人材の活用による文化活動支援事業」に新たに取り組むなど，
子どもの文化芸術体験活動の推進のための施策の一層の充実を図ることとしている。
○　子育て中の当事者や経験者を活用して，民営の児童館内で一定時間，つどいの場を設ける「地域子育て
支援拠点事業（児童館型）」を平成19年度から実施する。

◆第3節　思春期◆

（健康の確保・増進）
○　平成18年8月，文部科学省は，「児童生徒の自殺予防に向けた取組に関する検討会」を立ち上げ，同検討
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会は平成19年3月に「子どもの自殺予防のための取組に向けて（第1次報告）」を取りまとめた。同報告に
おいて，ただちに実施すべき対策として，子どもの自殺に関する実態把握のための体制の整備，自殺が起
きてしまった後の遺された他の子どもたちや家族に対するケア，子どもの自殺予防に関する教師を対象と
した自殺予防教育（プログラム）等があげられており，今後，これらを含めた児童生徒の自殺予防に関す
る取組の充実に向けた検討を文部科学省において行うこととしている。
○　文部科学省では，子どもが自らの心と体の健康を守ることができるよう，喫煙，飲酒，薬物乱用等につ
いて総合的に解説した教材の作成・配布を行うとともに，平成19年度は，新たに学校・家庭・地域が一体
となり，学校内外の専門家の協力を得ながら，学校における薬物乱用防止及び医薬品の適正使用の指導に
関する事業を実施する。

（職業能力・意欲の習得）
○　文部科学省においては，これまで高等学校におけるキャリア教育に関する取組は十分とはいえないとの
指摘があるため，高等学校，特に普通科におけるキャリア教育を充実するため，「高等学校におけるキャリ
ア教育の在り方に関する調査研究」を平成19年度から実施することとしている。
○　キャリア教育等の推進に向けた取組を強化・加速化するため，内閣府特命担当大臣（青少年育成），文部
科学大臣，厚生労働大臣及び経済産業大臣で構成するキャリア教育等推進会議において，平成19年5月に
「キャリア教育等推進プラン」を取りまとめた。

（社会生活能力の習得）
○　金融庁では，平成19年2月に，「はじめての金融ガイド」について，金融に関するトラブル事例，トラブ
ル防止策，困ったことがあった際の相談先等を盛り込むなど大幅に改訂し，全国の高等学校などに配布し
た。平成19年3月には，「インターネットで学ぼう わたしたちの生活と金融の働き」について，最新の制
度改正やトラブル事例を踏まえて改訂し，①中学校向け生徒用パンフレット，②高等学校向け生徒用CD-
ROMを作成し，全国の中学校・高等学校に配布した。
○　国税庁では，次代を担う児童生徒が民主主義の根幹である租税の意義や役割を理解し，租税を通じて社
会や国の在り方を主体的に考えることができるよう，健全な納税者意識（社会の構成員として税金を支払
い，その使い道を監視するという自覚）の涵養

かんよう

の観点から，学校における租税教育のより一層の充実に向
けて，様々な取組を実施している。
具体的には，各都道府県に租税教育推進協議会（国税関係者，地方税関係者及び教育関係者で構成）を
設置し，小・中学生向けの副教材の作成・配布，租税教室の開催，教員を対象とした研修会等の実施，税
の作文募集などの活動を展開している。
また，国税庁においても， 租税教育用ビデオ・CD-ROMの作成やホームページに「税の学習コーナー」
を開設し，租税教育用教材を掲載するなど，学校における租税教育の支援を行っている。
○　厚生労働省では，平成19年度に新たに創設する「地域福祉等推進特別支援事業」において，ボランティ
ア活動振興のための取組を支援していくこととしている。
○　外務省では，平成19年度から「21世紀東アジア青少年大交流計画」（JENESYS）により，東アジア首脳
会議参加国を中心に，今後5年間，毎年6,000人程度の青少年を招へいする予定である。

◆第4節　青年期◆

（大学教育等の充実）
○　高等学校卒業程度認定試験（高卒認定）は，従前の大学入学資格検定の見直しを行い，高等学校卒業者
と同等の学力を認定するための試験として，平成17年1月から創設された。平成19年3月には，平成18年
度の合格者を対象に，進路状況を把握するため調査を実施した。
○　文部科学省では，平成19年度から，新たに，大学・専修学校等における社会人等の学び直しの機会の充
実を図るため，専修学校の機能を活用して新たなチャレンジを目指す若者，中高年，女性，ニート等に対
し，それぞれの特性等に応じた職業能力向上のための学習機会の提供を「大学・専修学校等における再チ
ャレンジ支援推進プラン」において行っているほか，若年者の職業意識の涵養

かんよう

を図るため，高等学校と連
携した高校生に対する多種多様な機会を提供する「専修学校・高等学校連携等職業教育推進プラン」を行
っている。



（職業能力開発・就業支援の充実）
○　厚生労働省では，平成19年度には，職場定着を促進するための支援を行うとともに，各地域のジョブカ
フェが相互に連携を図りつつ就職支援を行うなど，「フリーター25万人常用雇用化プラン」の一環として，
若者の状況に応じたきめ細かな支援を実施している。
○　経済産業省では，平成18年度から，ジョブカフェ・モデル事業の成果・ノウハウを活用し，その事業を
自立して実施するジョブカフェへの支援を通じて，若者と中小企業との接点の拡大，中小企業の魅力を発
信して中小企業の人材確保支援を行う「若者・中小企業ネットワーク事業」を実施しており，平成19年度
は，21地域で同事業を実施している。
○　経済産業省では，平成18年2月，「学んだ知識を実践に活用するために必要な力」を「社会人基礎力」と
定義し，その育成の必要性と，産業界・教育界等を始めとした関係者に期待される役割について，報告書を取
りまとめ（社会人基礎力に関する研究会「中間取りまとめ」），平成19年度から，大学等における課題解決
型授業や実践的インターンシップのような実践型教育について調査し，「社会人基礎力」の育成・評価に取
り組む際のポイントを整理・公表することで，大学における自主的な取組の促進を図ることとしている。
○　厚生労働省では，平成18年10月，「第8次勤労青少年福祉対策基本方針」（平成18年度～平成22年度）を
策定した。本方針では，勤労青少年福祉対策の対象として，無業ながらも職業人としての自立を目指すべ
くその成育を支える必要のある青少年をも視野に入れ，勤労青少年福祉対策の一層の推進を図ることとし
ている。
○　文部科学省では，平成18年度においては，国公私立大学を通じた大学教育改革の支援を行う「現代的教
育ニーズ取組支援プログラム」の公募テーマの一つとして「実践的総合キャリア教育の推進」を設定し，
大学等におけるキャリア教育の取組を支援している。
○　厚生労働省では，平成18年度から，離職等による挫折感や対人関係に係る不安等を有する若年求職者を
対象として，臨床心理士等専門的人材を活用し，個々人の課題に応じた心理面も含む相談サービスを提供
し，その就職促進を図っている。
○　農林漁業に就く意欲を持つ若者の様々な希望や能力に応じるため，農林水産省においては，相談窓口に
おける情報提供，技術習得のための技術・経営研修，就業支援のための資金の貸付等の施策を講じている。
また，漁業の新たな担い手を確保するため，平成19年度では，これまでの漁業就業支援フェアや漁業現
場での研修等の実施に加え，新たに，夜間や土日に参加できる漁業就業に必要な知識等を学べる漁業チャ
レンジ準備講習会を実施することとしている。
○　厚生労働省においては，平成18年度から，農林水産省と連携し，新たに農業への就業を希望するフリー
ター等若者を重点に，「就農等支援コーナー」において，農業で働くことについての理解を深めさせるとと
もに，個人の状況・希望に応じて，農業就業のための情報提供，農業法人等への職業紹介や農業研修施設
へのあっせんを行う等，きめ細かな相談を実施している。

（生活設計・人生設計の支援）
○　平成19年度からは，公営住宅を補完する公的賃貸住宅制度（特定優良賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸住
宅）を再編し，子育て世帯，高齢者世帯等各地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯に施策対象
を重点化し，整備費助成及び家賃低廉化助成を通じて良質な賃貸住宅の供給を促進する「地域優良賃貸住
宅制度」を創設することとしている。

（公共への参画の促進）
○　外務省では，平成18年度は，大学生を対象とした国際問題討論会「フォーラム2006」を開催し，日本外
交が直面する問題について，質の高い議論が行われた。

第3章　特定の状況にある青少年に関する施策

◆第1節　障害のある青少年の支援◆

（障害のある青少年の支援）
○　障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，必要な障害福祉サービスに係
る給付その他の支援を行う「障害者自立支援法」（平17法123）が，平成17年10月に成立し，平成18年10
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