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第2部　青少年に関する国の施策

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。

政府において推進している青少年育成施策は，

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，非行対策等の幅広い分野

にわたり，関係行政機関は，多数に及んでいる。

そのため，内閣府において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が，関係行

政機関の緊密な連携をより高いレベルで確保する

とともに，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。

�（175ページ，参考資料3参照）
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。

�（195ページ，参考資料7参照）
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。

�（201ページ，参考資料8参照）
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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

1．青少年育成施策大綱の策定
政府は，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，「少年非行対策のための検討会」（青少

年育成推進本部担当大臣主宰）における検討を反

映し，同年12月，青少年育成推進本部において

青少年育成施策大綱を策定した。

同大綱は，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

青少年の育成に係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示すも

のである。

この大綱では，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，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，

①　社会的自立の支援

②　特に困難を抱える青少年の支援

③　能動性を重視した青少年観への転換

④　率直に語り合える社会風土の醸成

の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，大綱に基づく施策の推進体制などを

盛り込んでいる。

第2節　青少年育成施策大綱の策定とその推進
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第1章■青少年育成施策の総合的・計画的な推進

2．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

（1）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，

地方相互の連携の確保に努めている。

（2）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
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青少年育成推進本部  

本 部 長：内閣総理大臣 

副本部長：内閣官房長官 
　　　　　内閣府特命担当大臣（青少年育成） 
　　　　　文部科学大臣 
　　　　　国家公安委員会委員長 
　　　　　法務大臣 
　　　　　厚生労働大臣 

本 部 員：他のすべての国務大臣 

副本部長会議（上記副本部長により構成） 

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 

キャリア教育等推進関係府省課長等会議 

キャリア教育等推進会議 
（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，経済産業大臣） 

第2-1-1図　政府における青少年育成施策の推進体制
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第2部　青少年に関する国の施策

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5月に青

少年育成国民会議が発足し（昭和42年9月社団

法人化），昭和42年度末ごろまでに，ほぼ全国

の都道府県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，全国約1,600

の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，（社）青少年育成国民会議，各都

道府県民会議等への協力や連携を行い，国民運

動の一層の推進を図っている。

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。

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，（社）青少

年育成国民会議が中心的役割を担っている。

現在，（社）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，青少年の社会性

の伸長と社会的自立の促進，青少年育成に対

する親・大人・社会の意識啓発の促進，青少

年非行の防止と社会環境の浄化・整備促進，

青少年指導者の養成促進等についての取組を

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，青少年と社会環境に関す

る中央大会の開催，平成15年度からは「未

成年者喫煙防止キャンペーン」等の諸事業を

展開している。

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（社）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

閣府は，この運動に協力している。

主な事業の概要は，第2-1-1表のとおりで

ある。
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「青少年育成国民運動発足40周年記念式典」でお言葉を述べられる皇太子殿下
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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（社）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　国民運動の充実強化に向けた取組

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，平成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，平成15年度からは，

地域における国民運動の推進指導者の養成を

目指した「青少年育成運動展開のための指導

者養成事業」等を展開している。

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「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。
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第2節　青少年育成施策大綱の策定とその推進

事　　　項 事業名等 実施時期・場所 内　　　　　　　　容 

社会性の伸長と
社会的自立の促 
進  

親・大人・社会の
意識啓発の促進 

非行の防止と社
会環境の浄化・
整備促進 

運動の充実強化
についての取組 

青少年指導者の
養成促進 

青少年育成国民
運動発足40周年
記念関連行事の
実施 

少年の主張全国大
会 

全国ユースフォーラ
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  

広報啓発活動 

運動推進者や指導
者等の養成・研修  

未成年者喫煙防止
キャンペーン 

中央記念大会の開 
催等 

平成18年11月12日 
東京都 

○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54万人の中学生が応募し，全国大会には，代表12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始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   

○「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及び広報啓発 
○「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 
○業界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   

○全国の都道府県民会議とともに，関係機関，業界団体の協力の下，全国的に未成年者の
喫煙防止についてのキャンペーンを実施 

○各地にポスター及びステッカー等を配布するほか，新聞・交通広告等に啓発広告を掲載    

○青少年指導者のための通信教育 
○青少年育成都道府県民会議事務局長等会議及び担当者の研修　等   

○ホームページ等による運動の広報 
○内閣府とともに主唱した11月の「全国青少年健全育成強調月間」を中心に，全国の都道
府県民会議と連携して広報啓発活動を推進 

○青少年育成国民運動発足40周年の中央記念大会として，全国から青少年育成関係者約
650名が参加し，「青少年育成国民運動発足40周年記念式典」を開催 

○全国の青少年育成都道府県民会議の役職員等の運動関係者の青少年育成に関する想
いや大人や社会への自省などを連歌に託して詠み，作品集を刊行 
○「大人が変われば，子どもも変わる運動」を実効あるものにしていくため，30歳未満の青少
年を対象に「大人たちの，どこが，どう変わって欲しいのか」について，自由に40字で提案
や提言を寄せてもらい，それを基にしたパネル討議等を実施 

平成18年7月28日 
～7月30日 
東京都 

通年  

平成19年2月9日 
東京都 

通年 

通年 

平成18年12月10日
～平成19年3月31日 

平成19年11月11日 
東京都 　　 

 

第2-1-1表　平成18年度に実施された主な事業
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