
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◆
（青少年育成施策大綱（前大綱）の策定）（前大綱策定後の関連諸施策の推進）
政府は，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」において，平成15年
12月に我が国における青少年の育成に係る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」
（前大綱）を策定し，青少年育成施策の推進に取り組んできた。
また，前大綱策定後，少子化社会対策，子どもを犯罪から守るための取組，非行少年対策，食育の推進，若
者の社会的自立の支援など，様々な分野において，法令等の整備や関連諸施策の取りまとめ等が行われてきた
（第45図）。
平成20年度は，社会保障国民会議の最終報告（平成20 年11月）において，少子化問題は，最優先で取り組
むべき「待ったなし」の課題であるとされたとともに，国が責任をもって財源の確保を図った上で，大胆かつ
効率的な財政投入を行い，サービスの質・量の抜本的な拡充を図るための新たな制度体系の構築が必要不可欠
とされた。上記最終報告も踏まえて作成された，持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた「中期
プログラム」（平成20年12月）においては，子育て支援の給付・サービスの強化などの機能強化と効率化を図
ることとされ，その確立・制度化に必要な費用について安定財源を確保した上で，段階的に内容の具体化を図
ることとされている。
平成18年12月の教育基本法の改正を受け，平成20年７月には，今後10年間を通じて目指すべき教育の姿と
して，「義務教育修了までに，すべての子どもに，自立して社会で生きていく基礎を育てる」ことなどを掲げ
た教育振興基本計画が策定されている。
さらに，平成20年６月に成立した「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に
関する法律」（平20法79。以下，「青少年インターネット環境整備法」という。）を受け，同年10月より「青少
年のインターネット環境の整備等に関する検討会」を開催するなど，関係閣僚からなる「インターネット青少
年有害情報対策・環境整備推進会議」で策定する「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるよう
にするための施策に関する基本的な計画」に向けた検討を進めている。
なお，この検討会の提言を参考に，平成21年６月頃に同計画を策定することとしている。

（新しい「青少年育成施策大綱」の策定）
前大綱では，おおむね５年を目途に見直すこととされていたため，政府では，平成19年度から，内閣府特
命担当大臣（青少年育成）と青少年育成活動に取り組む有識者や青少年との懇談の開催，子どもたちからの意
見募集等を実施し，平成20年７月には新しい大綱の枠組みを青少年育成推進本部において決定した。
新しい大綱の策定に当たって，政府は，ニートやフリーターなど，若者の抱える様々な問題が複雑化してい
く危険性や，情報化の一段と急速な進展に伴う子どもへの影響，若者による重大事件などの続発など，近年の
状況のめまぐるしい変化に対応し，我が国のすべての青少年が健やかな成長を遂げていけるよう，「児童の権
利に関する条約」等に示されている青少年の人権の尊重及び擁護の観点も踏まえ，前大綱に盛り込んだ青少年
育成の理念等を継承しつつ，時代の変化に対応した青少年育成施策の一層の推進を図るため，平成20年12月
に新しい「青少年育成施策大綱」を青少年育成推進本部において決定した。
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第45図　青少年に関する関係法令等の動向（平成15年～平成20年）
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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，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，都道府県
が定める医療計画を通じて，小児医療（小児救急医療を含む。）に係る医療提供施設相互の医療連携体制
の構築を推進するとともに，小児初期救急センター，小児救急医療拠点病院等の整備を支援する等によ
り，小児救急医療を含め，小児医療の充実を図っている。平成20年度診療報酬改定においても，人員配
置が手厚い子ども病院等の入院料の引き上げや地域の医療機関が連携して夜間や休日の診療に当たった場
合の診療料の引き上げなど，小児医療を重点的に評価したところである。

（子育て支援の充実）
○　厚生労働省では，平成20年８月から，更なる仕事と家庭の両立支援の推進を図るため，労働政策審議
会雇用均等分科会において育児・介護休業法の見直しについて議論を行い，同年12月に同審議会により
建議が行われたところである。建議においては，①短時間勤務制度，所定外労働の免除の義務化，②父母
ともに育児休業を取得する場合の休業取得可能期間の延長，③子の看護休暇の拡充や介護のための短期の
休暇制度の創設などが提言され，厚生労働省では，この建議に基づき，平成21年４月に「育児休業，介
護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案」
を，第171回国会に提出し，同国会において成立した。
○　待機児童数は，平成15年をピークに４年連続で減少してきたが，平成20年４月１日現在では５年ぶり
に増加に転じ約２万人となっている。
このような状況等を踏まえ，厚生労働省では，平成20年２月，「希望するすべての人が安心して子ども

を預けて働くことができるためのサービスの受け皿を確保し，待機児童をゼロにする」という目標を掲
げ，保育所等の待機児童解消を始めとする保育施策を質・量ともに充実・強化し，推進していくこととす
るための「新待機児童ゼロ作戦」を策定した。
具体的には，10年後の姿として，保育サービス（３歳未満児）の提供割合を20％から38％に，放課後

児童クラブ（小学校１年から３年）の提供割合を19％から60％に引き上げる目標を掲げ，特に，平成20
～22年度の３年間を集中重点期間として取組を進めることとしている。
なお，平成20年度補正予算において，「新待機児童ゼロ作戦」による保育所の整備等，認定こども園等

の新たな保育需要への対応及び保育の質の向上のための研修などを実施し，子どもを安心して育てること
ができるような体制整備を行うための「安心こども基金」を都道府県に創設した。

（保育所・幼稚園等での養護・教育の充実）
○　平成18年10月から，幼稚園，保育所等のうち，就学前の子どもに教育・保育を提供する機能及び地域
における子育て支援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，各般の特例措置を講じている。
認定こども園は，保護者や認定を受けた施設から評価されている一方で，施設や地方公共団体からは，

運用上の課題も指摘されている。
これを受けて，①認定こども園に対する，幼稚園・保育所の枠組みを超えた新たな財政措置，②平成

20年７月に文部科学省及び厚生労働省の両省局長級検討会でとりまとめられた，会計処理の改善や制度
の普及啓発などの改善方策に基づいた運用改善に取り組んでいる。併せて，同年10月に，内閣府特命担
当大臣（少子化対策），文部科学大臣，厚生労働大臣の３大臣合意により立ち上げた「認定こども園制度
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の在り方に関する検討会」において，①財政支援の充実，②二重行政の解消，③教育と保育の総合的な提
供の推進，④家庭や地域の子育て支援機能の強化，⑤質の維持・向上への対応などの認定こども園におけ
る課題について議論を進め，平成21年３月に報告をとりまとめた。

◆第２節　学童期◆
（健康の確保・増進）
○　平成20年６月には「学校保健法」（昭33法56）が改正され，養護教諭を中心とした関係教職員等と連携
した組織的な保健指導や地域の医療関係機関等との連携による児童生徒等の保健管理の充実等が図られた
ところであり，平成20年度から，専門医を学校に派遣し児童生徒等の健康相談を実施する「子どもの健
康を守る地域専門家総合連携事業」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。

○　平成20年６月には，「学校給食法」（昭29法160）が改正され，その目的に「学校における食育の推進」
が明記されるとともに，栄養教諭が学校給食を活用した食に関する指導を行うことや，その指導に当たっ
ては地域の産物を学校給食へ活用すること，また，校長が食に関する指導の全体計画を作成することなど
が規定された。

（日常生活能力の習得）
○　平成21年４月から一部先行実施されている新学習指導要領では，特に小学校低学年において，挨拶な
どの基本的な生活習慣，社会生活上のきまりを身に付け，善悪を判断し，人間としてしてはならないこと
をしないことの指導を重視するなど，道徳教育について充実を図っている。

（学力の向上）
○　文部科学省では，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とし，国語及び算
数・数学，並びに生活習慣や学習環境に関する質問紙調査について，平成19年度から全国学力・学習状
況調査を実施しており，３回目となる平成21年度調査について，平成21年４月21日に実施した。

（社会的自立につながる活動機会の保障）
○　文部科学省では，平成20年３月に公示された小・中学校の学習指導要領に体験活動の一層の充実につ
いて記載され，また，平成20年７月に閣議決定された教育振興基本計画に「様々な体験活動を行う機会
を提供」することと記載されていることから，子どもたちの体験活動機会の充実を図る施策を推進してき
ている。

○　農林水産省では，文部科学省，総務省と連携して，小学生が農山漁村で１週間程度の長期宿泊体験活動
を行う「子ども農山漁村交流プロジェクト」を推進し，受入地域の拡大の核となるモデル地域を選定し，
受入体制の整備への支援を行うほか，受入地域と小学校とのコーディネートに向けた情報の受発信の整備
などを支援することとしている。
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◆第３節　思春期◆
（職業能力・意欲の習得）
○　文部科学省では，平成19年度から経済産業省と，平成20年度からは国土交通省及び農林水産省とも連
携し，専門高校と地域産業界が連携して地域のものづくりや食・くらし産業を担う専門的職業人を育成す
る取組を支援する事業「地域産業の担い手育成プロジェクト」を実施している。また，今後の学校におけ
るキャリア教育・職業教育の在り方について，平成20年12月，中央教育審議会に対して諮問を行ったと
ころである。
○　経済産業省では，平成17年度から３年間，民間主体のコーディネーターを活用し，小・中・高等学校
の段階から働く意義や面白さの理解を深める「地域自律・民間活用型キャリア教育プロジェクト」を行っ
た。平成20年度は，こうしたコーディネーターへのニーズの高まりを受け，ノウハウの更なる普及を図
る観点から，コーディネーターを育成・評価する事業を全国８地域で実施した。
○　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，平成20年７月に閣議決定された「教育
振興基本計画」においては，今後５年間に取り組むべき施策の中で「特に重点的に取り組むべき事項」と
して，キャリア教育の推進が盛り込まれている。

◆第４節　青年期及びポスト青年期◆
（大学教育等の充実）
○　大学の人材育成機能について，大学が注力している点と産業界が大学側に期待する点は必ずしも一致し
ていないというミスマッチを背景に，文部科学省と経済産業省は連携の下，産学双方の対話と取組の場で
ある，「産学人材育成パートナーシップ」を推進しており，平成20年７月に中間取りまとめが公表された。
文部科学省と経済産業省は，産学連携による人材育成プログラム開発・実証等の取組に対する支援を通じ
て，大学の教育機能の強化を図っている。
○　文部科学省では，平成21年度において，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，就業を希望するが技術・知識等の不足からそれが叶わない若
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
「専修学校を活用した就業能力向上支援事業」として実施するほか，若年者の職業意識の涵養を図るため，
高等学校と連携し，高校生に対して多種多様な職業体験の機会を提供する「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）
○　経済産業省では，職場や地域社会で求められている力を，「社会人基礎力」（「前に踏み出す力」，「考え
抜く力」，「チームで働く力」）として整理し，その育成や評価の取組の普及を図っている。平成20年度に
は，９つのモデル大学で，様々な科目等により，体系的に社会人基礎力の育成・評価を実施した。また，
大学における授業や活動等の中で，学生がどれだけ成長できたかを競い合う「社会人基礎力育成グランプ
リ2009」を開催し，全国から40大学チームからの参加を得た。
○　厚生労働省では，フリーター等の職業能力形成機会に恵まれない者が，その能力を向上させ，安定した
雇用へと移行できるようにするため，平成20年４月に「ジョブ・カード制度」（きめ細かなキャリア・コ
ンサルティングを通じた意識啓発や，課題の明確化を行った上で，企業実習と座学を組み合わせた実践的
な職業訓練を提供し，企業からの評価結果や職務経歴等を「ジョブ・カード」として取りまとめることに
より，就職活動等に活用する制度）を創設した。
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第３章　困難を抱える青少年等に対する施策
◆第１節　困難な状況ごとの取組◆

（障害のある青少年の支援）
○　文部科学省では，従来の盲・聾・養護学校の制度を複数の障害種別を受け入れることができる特別支援
学校の制度に転換することや，小・中学校等においても特別支援教育を推進することを法律上明確に規定
すること等を主な内容とする「学校教育法等の一部を改正する法律」（平18法80）なども踏まえ，平成21
年3月に特別支援学校の学習指導要領等を改訂するなどした。

○　平成20年度から学校の教職員や保護者等に対し，発達障害に関する正しい理解や支援等に関する様々
な教育情報，また教員研修用の講座等をWEBサイトにて提供する中核センターとして「発達障害教育情
報センター」を独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に開設した。今後は厚生労働省とも連携を図り
ながら，必要なコンテンツ等を充実することとしている。

（少年非行対策等）
○　関係省庁では，「少年非行事例等に関する調査研究」として，少年非行の原因・背景として考えられる
事項を踏まえた上で，これに対応する現在の少年非行対策の整理・集約と，これに関する分析，検討を実
施するとともに，新たな対策の検討を行っている。平成21年３月には，「いきなり型」非行に関する報告
書を取りまとめた。

○　文部科学省では，青少年の活動拠点として求められる機能など地域社会全体での立ち直りを支援する体
制づくりを行う事業や，立ち直りのための活動を円滑にすすめるための方策等新たな社会活動の場を開拓
する取組を推進している。

（不登校・ひきこもり対策等）
○　文部科学省では，不登校児童生徒に多様な支援を行うため，不登校児童生徒及び保護者への指導・支援
を行っているNPO，民間施設及び公的施設に対し，不登校児童生徒の実態に応じた効果的な学習カリキュ
ラム，活動プログラム等の開発を委託しており，平成21年度も引き続き実施している。

（労働市場で不利な条件下にある青少年の自立支援）
○　平成18年度から，各地域に「地域若者サポートステーション」を設置し，若者の置かれた状況に応じ
た専門的な相談を行うとともに，地域若者支援機関のネットワークの中核として各機関のサービスが効果
的に受けられるようにしているところであり，平成21年度においては，設置拠点を拡充（77か所→92か
所）するとともに，教育機関等とのネットワーク機能を強化し，若者・保護者に対し能動的に働き掛ける
モデル事業等を実施している。

（青少年の被害防止・保護）
○　子どもの生命が奪われるなど重大な児童虐待事件が跡を絶たず，全国の児童相談所における児童虐待に
関する相談対応件数も増加を続け，平成19年度には児童虐待防止法制定直前の約3.5倍に当たる４万639
件となるなど，依然として，社会全体で早急に取り組むべき重要な課題となっている。

○　文部科学省では，平成21年度においては，児童虐待防止法の趣旨を踏まえ，学校における児童虐待の
早期発見・通告，関係機関との連携，虐待を受けた子どもへの対応等について，教職員の意識啓発と対応
スキルの向上を図るため，「児童虐待防止と学校」というタイトルで研修教材を都道府県・指定都市教育
委員会に配布した。
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○　児童虐待による死亡事例等の検証は，事件の再発防止と対策を講ずる上での課題を抽出するために重要
な意義を持つことから，社会保障審議会児童部会の下に設置されている「児童虐待等要保護事例の検証に
関する専門委員会」において，平成16年から実施されており，これまで４次にわたる報告が取りまとめ
られている。平成20年６月，同検証委員会において，第１次から第４次までの報告の総括報告書が取り
まとめられた。
○　平成19年には，児童虐待防止法及び児童福祉法の改正が行われ，平成20年４月に施行された。主な改
正事項は，次のとおりである。なお，これに伴い，児童相談所運営指針の改正等が行われている。
・　児童の安全確認等のため，裁判官の許可状を得た上で，解錠等を伴う立入を可能とする立入調査等の
強化

・　保護者に対する面会・通信等の制限の強化，都道府県知事が保護者に対し児童へのつきまといや児童
の住居等付近でのはいかいを禁止できる制度の創設等

・　保護者に対する指導に従わない場合の措置の明確化
また，平成20年11月，新たな子育て支援サービスの創設，虐待を受けた子ども等に対する家庭的環境に
おける養育の充実等の措置を講ずる「児童福祉法等の一部を改正する法律」が成立した。主な内容としては，
・　すべての乳児のいる家庭を訪問することにより，子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握，
相談助言等の援助を行う「乳児家庭全戸訪問事業（旧生後４か月までの全戸訪問事業）」や，養育支援
が必要な家庭に対して，訪問による養育に関する相談，指導・助言等の支援を行う「養育支援訪問事業
（旧育児支援家庭訪問事業）」，乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を開設し，子育てについて
の相談，情報提供，助言等の援助を行う「地域子育て支援拠点事業」等の子育て支援サービスの法定化

・　子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）の機能強化
・　里親制度の改正と施設内虐待の防止等の規定等
が盛り込まれたところである（一部を除き平成21年４月１日から施行）。
○　家庭的な環境の下で児童を養育する「里親制度」について，里親への委託を推進し，里親家庭への支援
体制の充実を図るため，平成20年度から「里親支援機関事業」を実施し，里親と関係機関との連絡調整，
里親家庭への訪問支援，里親による相互交流の促進など，里親への子どもの養育に関する支援や里親制度
の積極的な普及啓発等を総合的に実施している。
○　「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する
法律」（平20法52）により，事業者に対する届出制の導入，児童を異性交際の相手方となるように誘う書
き込み等の公衆閲覧防止義務の新設等の規制の強化，児童による出会い系サイトの利用を防止するための
民間活動の促進に関する規定が新たに盛り込まれ，平成20年12月１日から施行されている。
○　平成20年６月には，「学校保健法」（昭33法56）が改正され，「学校保健安全法」と改められた。改正法
においては，総合的な学校安全計画の策定・実施や，危険等発生時の対処要領の作成など学校の施設・設
備の安全点検，日常生活における安全指導等を含めた取組が規定されたところである。
○　文部科学省では，平成20年度から，「いじめ総合対策支援事業」を実施し，いじめ等の問題行動が生じ
た際に外部の専門家の協力を得た効果的な取組の在り方や，いじめの未然防止・早期発見等に関する学校
の取組を推進している。
特に，「ネット上のいじめ」に関しては，平成19年度から，「子どもを守り育てるための体制づくりの

ための有識者会議」を開催し，平成20年６月に，第二次まとめとして，「『ネット上のいじめ』から子ど
もたちを守るために－見直そう！ケイタイ・ネットの利用のあり方を－」を取りまとめた。
また，平成21年１月に各都道府県教育委員会等に向けて通知を発出し，情報モラル教育の充実，家庭

や地域に対する働きかけ等，「ネットいじめ」などから子どもたちを守るための取組等について，各地域
の実情に合わせた更なる取組の推進を行っている。
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（外国人青少年の支援）
○　今般の厳しい雇用情勢の下で，日系人をはじめとする定住外国人の方々が困難な状況に置かれ，特にそ
の子どもたちが就学等の面で厳しい状況にあることに鑑み，平成21年１月内閣府に「定住外国人施策推
進室」を設置し，関係省庁連携の下，「定住外国人支援に関する当面の対策について」（平成21年１月30
日） を取りまとめた。また，平成21年３月27日に「定住外国人施策推進会議」を立ち上げ，政府全体と
しての経済危機対策の取りまとめにあわせ，関係省庁連携の下，「定住外国人支援に関する対策の推進に
ついて」（平成21年４月16日）を取りまとめた。
○　文部科学省では，景気後退によって，ブラジル人学校等に通学しているブラジル人等の子どもの就学が
困難になりつつある状況を受けて，平成21年１月30日に，主に平成20年度内の緊急支援策として，公立
学校に転入する者に対する支援や，子どもたちの居場所づくり等を取りまとめた「定住外国人の子どもに
対する緊急支援　～ 定住外国人子ども緊急支援プラン～」を公表した。さらに，３月27日には，平成21
年度予算の活用や既存の制度等の活用等を中心に取りまとめた「定住外国人の子どもに対する緊急支援
（第２次）　～定住外国人子ども緊急支援プラン～」を公表した。

◆第２節　困難を抱える青少年を総合的に支援するための取組◆
○　政府は，平成21年３月に総合的な青少年育成の推進を図るため，「青少年総合対策推進法案」を第171
回国会に提出した。
この法律案は，

・　青少年総合対策推進大綱を作成し，その実施を推進する特別の機関として，内閣府に内閣総理大臣を
本部長とする青少年総合対策推進本部を設置する。

・　青少年が自立した社会生活を営むことができるようにするための支援の効果的かつ円滑な実施を図る
ため，地方公共団体が地域ネットワークを作り，地域の支援機関が連携して自立まで継続的に支援する
体制を整備する。

ことなどを内容としている。
○　内閣府では，平成19年度に，若者の自立支援に対応する専門的な相談員（以下「ユースアドバイザー」
という。）の研修・養成プログラムを開発し，平成20年度は，全国９地域において，少年補導センター
（少年補導センターとしての機能を有する機関を含む。）を中心とするモデル地域で，研修・養成プログラ
ムに基づき，ユースアドバイザーを養成するための講習会を実施するとともに，同センター等を地域の中
核機関とし，様々な問題を抱える若者を関係機関・団体等と連携して個別的・継続的に支援する体制を整
備するモデル事業を行った。

○　ニートやひきこもり等自立や社会参加に困難を抱える青少年の支援策の検討に当たり，内閣府では，文
部科学省の協力を得て，高等学校中途退学者及び中学校不登校生徒の実態を把握するため，その進路状況
等の調査を平成20年度に実施した。
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第４章　青少年の健やかな成長を社会全体で支えるための環境整備施策
◆第１節　家庭，学校及び地域の相互の関係の再構築◆

（保護者等への支援を行う「家庭を開く」取組）
○　平成20年度においては，身近な地域において「家庭教育支援チーム」を設置し，情報や学習機会の提
供，相談体制の充実をはじめとするきめ細かな家庭教育支援を行うことにより，地域全体で家庭教育を支
えていく基盤を形成する「地域における家庭教育支援基盤形成事業」を実施した。
○　母子家庭等対策については，「生活対策」（平成20年10月30日新たな経済対策に関する政府・与党会議，
経済対策閣僚会議合同会議）に基づき，平成21年２月から高等技能訓練促進費の支給期間の延長を実施
しているところであり，21年度においても，引き続きこれを実施するなど母子家庭の母の就業支援策等
の充実を図ることとしている。

（外部の力も活用した「開かれた学校」づくり）
○　平成21年度においては，子どもたちの学力の向上と規範意識の育成を図るため，教員が子どもと向き
合う環境をつくることができるよう，1,000人の教職員定数の改善を始めとして，14,000人の退職教員等
外部人材活用事業，学校支援地域本部の拡充などを実施している。

（青少年が犯罪等の被害に遭いにくいまちづくり）
○　平成21年度より「都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業」を創設し，都市公園のバリアフリー化
等の安全・安心対策に対する支援を実施している。

◆第２節　総合的なネットワークづくり◆
（関係機関の機能強化，利用しやすいサービス体制づくり）
○　各市区町村においては，地域の関係機関が子どもやその家庭に関する情報や考え方を共有し，適切な連
携の下で対応していくための「子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）」の設置が
進められており，平成20年４月１日現在，要保護児童対策地域協議会又は任意設置の虐待防止ネットワー
クを設置している市区町村の割合は94.1％である。
○　文部科学省では，平成20年度から小学校が実施する長期自然体験活動を支援するための指導者の養成
に取り組んでいる。

◆第３節　情報・消費環境の変化への対応◆
（情報・消費環境の変化に対応した知識・能力の習得支援）
○　文部科学省では，「子どもを守り育てるための体制づくりのための有識者会議まとめ【第２次】」に基づ
き，平成20年11月に『ネット上のいじめ』に関する対応マニュアル・事例集を作成，都道府県教育委員
会及び全国の小学校・中学校・高等学校に配布した。今後，子どもたちの情報活用能力の育成，情報モラ
ル教育について，新学習指導要領の円滑かつ確実な実施に努めていく。
○　総務省では，平成20年度からは，e-ラーニング教材を開発するとともに，「放送分野におけるメディア
リテラシー」サイト（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/hoso/kyouzai.html）を開設
し，更なる普及に努めている。
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○　「内閣府・文部科学省消費者教育連絡会議」を平成20年度は１回開催し，学校教育を含む消費者教育の
推進における消費者担当部局と教育委員会の連携の在り方等について意見交換を行った。引き続き同会議
を開催し，青少年を始めとする消費者への教育・啓発方策について検討する。

○　独立行政法人国民生活センター及び消費生活センターにおける消費者問題講座修了者が学校や社会教育
施設等で専門家として消費者教育を実施できるよう，平成19年度にはその講師育成プログラムを策定し
た。平成20年度からは同プログラムを用いた講師育成講座を開催するとともに同プログラムの検証，改
定等を実施する。

○　各省庁等で作成された消費者教育関連の教材及び実践事例，消費者教育専門家に関する情報等を集約し
たポータルサイトについて平成20年度中に構築し，21年度中に運用を開始する。

（青少年を取り巻く有害環境への対応）
○　平成21年４月１日に施行された青少年インターネット環境整備法においては，
・　内閣総理大臣及び関係閣僚からなる会議を設置し，青少年が安全に安心してインターネットを利用で
きるようにするための施策に関する基本計画を策定し，実施すること

・　学校教育，社会教育及び家庭教育におけるインターネットの適切な利用に関する教育・啓発活動の推
進等を図ること

・　携帯電話・PHS事業者，インターネット接続サービスを提供する事業者（ISP），インターネット接
続機器製造事業者などが青少年有害情報のフィルタリングソフトの提供義務などを負うこと

・　国及び地方公共団体がインターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等を支援すること
などを規定している。
今後，同法の施行を受け，基本計画を策定し，関係省庁が連携して施策を実施し，また，同法に基づ

き，民間における有害情報対策が進むよう，関係省庁において同法の周知などを実施する。
○　総務省では，インターネット上の有害な情報から青少年を保護するため，平成20年４月には，総務大
臣から携帯電話事業者等に対し，フィルタリングサービスの改善等に取り組むよう要請を行っている。

○　インターネット上の違法・有害情報への総合的な対策を検討するため，総務省において「インターネッ
ト上の違法・有害情報への対応に関する検討会」が開催され，平成20年４月には携帯電話等のフィルタ
リングサービスの改善とより一層の普及促進に向けた取組を主な内容とする「中間取りまとめ」が取りま
とめられ，平成21年１月には，「最終取りまとめ」が取りまとめられた。総務省では，最終取りまとめに
基づき，インターネット上の違法・有害情報対策の包括的な政策パッケージとなる「安心ネットづくり」
促進プログラムを策定し，安全・安心なインターネット利用環境整備に向けて取組を進めているところで
ある。

○　平成21年２月には，内閣府，内閣官房，警察庁，総務省，文部科学省及び経済産業省が合同で，都道
府県知事，都道府県教育委員会及び都道府県警察等に対し，青少年インターネット環境整備法の施行と子
どもの携帯電話におけるフィルタリングの普及促進について啓発活動に取り組んでもらうよう依頼した。

○　警察では，サイバー犯罪による被害やインターネット上の違法情報，有害情報の影響から子どもを守る
ため，子どもやその保護者等に対する広報啓発を推進している。特に，平成21年２月の広報重点を「サ
イバー犯罪防止のための情報セキュリティ対策の推進」として，全国の小・中学校等においてもサイバー
セキュリティに関する講習を開催した。サイバーセキュリティに関する講習においては，子ども，保護
者，学校職員等に対し，インターネット上の違法情報，有害情報に起因した犯罪，子どもを被害者とする
サイバー犯罪等の具体的事例や対応策を紹介するとともに，フィルタリングソフト又はサービスの導入を
勧めるなどしている。
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○　平成20年９月に，携帯電話利用に際しての犯罪・被害・トラブルの事例を集めた意識啓発DVDを新た
に作成した。また，21年２月には，携帯電話のインターネット利用に際しての留意点などを盛り込んだ
リーフレットを作成し，全国の小学校６年生全員（約120万人）に配布するとともに，携帯電話の親子の
ルールづくりなどに関するリーフレットを作成し，都道府県教育委員会・PTA団体に配布して，啓発活
動を推進している。
また，学校における携帯電話等の取扱い等に関する調査の結果を受けて，小中学校への携帯電話の原則

持込み禁止，高等学校の校内での使用制限などの指針を示した通知を平成21年１月30日付けで発出した。

第５章　推進体制
◆第３節　国際的な連携・協力◆

○　青少年育成に関連する国際人権条約としては，我が国も締約国である「児童の権利に関する条約」と，
同条約を補完する「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」と「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」がある。
児童買春・児童ポルノ等，児童の性的搾取問題は，インターネットやIT技術の発展により一層深刻化

している。平成20年11月，リオデジャネイロで「第３回児童の性的搾取に反対する世界会議」が開催さ
れ，約140カ国からの各国代表団を含む3000人以上が出席した。開会式では，第２回横浜会議の主催国で
ある日本政府を代表し，西村康稔外務大臣政務官がスピーチを行い，今後も我が国が児童の性的搾取の問
題に国際社会と共に積極的に取り組む方針であることを述べた。
本年４月に確定した成果文書「児童の性的搾取を防止・根絶するためのリオデジャネイロ宣言及び行動

への呼びかけ」をふまえ，関係機関との協力の下，同文書の周知に努め，取組を強化している。
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