
88

第２部　子ども・若者に関する国の施策

88

１　日常生活能力の習得
⑴  基本的な生活習慣の形成
　ア　学校教育における取組（文部科学省）
　　 　学校教育においては，学習指導要領等に

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。

　　 　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，あいさつ等の基本的な生活習
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。

　イ 　早寝早起き朝ごはん国民運動の推進（文
部科学省）

　　 　文部科学省では，平成18年度から，早寝
早起きや朝食をとるなど，子どもの望まし
い基本的な生活習慣を育成し，生活リズム
を向上させるため，「早寝早起き朝ごは
ん」全国協議会や民間団体と連携して「早
寝早起き朝ごはん」国民運動を推進してい
る。平成21年度においては，学校関係者等
を対象とした研究協議会等を開催し，ま
た，地域における子どもの生活習慣の大切
さについて，研究成果の普及啓発を図るた
め，全国7ブロックで「子どもの生活習慣
づくり研究フォーラム」を行った。平成22
年度は家庭や企業への更なる理解を求める
ための普及啓発等を行うとともに，地域貢
献活動を行っている Jリーグとも新たに連
携し，「早寝早起き朝ごはん」国民運動を
推進することとしている。

　ウ 　「食育」活動の推進（内閣府，文部科学
省，厚生労働省，農林水産省）

　　 　国民が生涯にわたって健康で豊かな人間

性をはぐくむためには，「食育」を知育，
徳育及び体育の基本となるべきものと位置
付けるとともに，食に関する知識と食を選
択する力を習得し，健全な食生活を実践す
ることができる人間を育てる「食育」を推
進することが必要である。

　　 　このような観点から平成17年７月，「食
育基本法」（平17法63）が施行された。同
法に基づき，平成18年３月には，内閣府に
置かれている「食育推進会議」において，
「食育推進基本計画」（平成18年度から平成
22年度まで）が決定され，国及び地方公共
団体を始めとした関係者が，同計画に基づ
いて，「食育」の推進に関する施策の総合
的かつ計画的な推進を図っている。

　　 　特に，子どもたちに対する食育は，心身
の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼ
し，生涯にわたって健全な心と身体を培
い，豊かな人間性をはぐくんでいく基礎と
なるものであることから，家庭，学校，地
域において，子どもたちが食生活に関して
基本的な知識や習慣が身に付けられるよ
う，関係府省では，以下のような様々な活
動及び取組を推進している。

　　 　文部科学省では，食に関する内容等を盛
り込んだ家庭教育に関するヒント集とし
て，家庭教育手帳を文部科学省ホームペー
ジに掲載するとともに，全国の教育委員会
等への電子コンテンツの提供により，家庭
教育に関する学習機会等への更なる活用を
図っている。

　　 　さらに，近年，偏った栄養摂取等子ども
たちの食生活の乱れや肥満・痩身傾向が見
られることから，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，学校における「食育」
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年３月作成）を，平成22年３月に改訂した
ところである。

　　 　平成22年度においては，「栄養教諭を中
核とした食育推進事業」，「食生活学習教材
の作成・配布」等の取組を通じて，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。

　　 　厚生労働省では，出産前から適切な食生
活を支援し，乳幼児期からの望ましい食習
慣の定着を図るため，妊産婦や子育て家庭
を対象とした食に関する学習機会や情報の
提供を推進している。

　　 　食を通じた妊産婦の健康支援の観点か
ら，妊娠期・授乳期における食事の望まし
い組合せ，量，妊娠中の適切な体重増加に
関する目安等を盛り込んだ「妊産婦のため
の食生活指針」を平成18年２月に作成，公
表した。

　　 　また，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
月に作成，公表した。乳幼児期における望
ましい食習慣の定着及び食を通じた人間性
の形成・家族関係づくりによる心身の健全
育成を図るため，保育所では食に関する取
組を積極的に進めていくことが求められて
おり，平成21年４月に施行された新たな保
育所保育指針においても，保育所における
食育は，「健康な生活の基本としての「食
を営む力」の育成に向け，その基礎を培
う」ことを目標としている。そして，子ど
もが毎日の生活と遊びの中で，食に関わる
体験を積み重ね，食べることを楽しみ，食
事を楽しみ合う子どもに成長していくこと
等に留意して実施しなければならないとし
ている。

を推進することが喫緊の課題となっている。
　　 　食育推進基本計画では，朝食を欠食する
国民の割合の減少を目標とし，特に生活習
慣の形成途上にある子ども（小学生）につ
いては，平成12年度に４％となっている
「小学校５年生のうちほとんど朝食を食べ
ないと回答した者」の割合を平成22年度ま
でに０％とすることを目指しており，平成
19年度の調査では1.6％となっている。

　　 　文部科学省では，学校において食育を推
進するためには，指導体制の整備が不可欠
である。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，平成22年４月現在で
全国の公立学校で3,379名が配置されてい
る。

　　 　平成20年３月には小・中学校の，平成21
年３月には高等学校の学習指導要領がそれ
ぞれ改訂され，その総則に「学校における
食育の推進」が明記されるとともに，関連
する各教科等においても食育の観点から指
導の内容の充実が図られた。

　　 　新しい学習指導要領については，小学校
では平成23年度から，中学校では平成24年
度から全面実施され，高等学校では平成25
年度から学年進行で実施されることになっ
ている。

　　 　また，幼稚園においても，平成20年３月
に幼稚園教育要領の改訂を行い，食育の観
点に関する記述を充実した。

　　 　平成20年６月には，「学校給食法」（昭29
法160）が改正され，その目的において，
「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等が規定された。

　　 　これらを踏まえて，学校における食に関
する指導の基本的な考え方や指導方法等を
示した「食に関する指導の手引」（平成19
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はぐくむ取組を進める必要がある。
　ア 　学校教育等における取組（警察庁，文部
科学省）

　　 　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，誰に対しても思
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等につ
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。

　　 　また，青少年教育施設では，社会性や協
調性等をはぐくむため，自然体験や集団宿
泊体験等の様々な体験活動の機会を提供し
ている。

　　 　警察では，警察職員や少年警察ボラン
ティア等を学校に派遣して非行防止教室を
開催し，具体的な非行事例等を題材にして
直接少年に語り掛けることにより，少年自
身の規範意識の向上を図り，少年の非行防
止に取り組んでいる。

⑶ 体力の向上
　ア　子どもの体力向上（文部科学省）
　　 　文部科学省が実施している「体力・運動
能力調査」によると，子どもの体力は，体
力水準の高かった昭和60年度と比較して依
然として低い水準にある。子どもの体力低
下は将来的に国民全体の体力低下につなが
り，ひいては社会全体の活力が失われる事
態が危惧される。このような状況を改善す
るため，文部科学省では，子どもの体力向
上に向けた総合的な施策を推進している。
平成22年度には，小学校５年生及び中学校
２年生の児童生徒の体力の全国的な状況を
調査するとともに，運動習慣，生活習慣及
び食習慣に関するアンケートを実施した。
文部科学省では，本調査結果を活用し，学
校や地域における体力向上に向けた取組を
推進することとしている。また，学校，家
庭，スポーツ団体等，地域社会全体で連携
をとりながら子どもの体力向上に向けた取

　　 　さらに，子どもの健やかな発育・発達を
支援する観点から，児童福祉施設における
具体的な食事計画の作成や評価等栄養管理
の手法について，専門家による検討を行
い，「児童福祉施設における食事の提供ガ
イド」を平成22年３月に取りまとめた。

　　 　農林水産省では，「食事バランスガイ
ド」を活用した「日本型食生活」の普及・
啓発の一環として，NPO，食品企業等が
行う子どもたちを対象とした食育活動（出
前授業・農業体験等）に対し支援をしてい
る。

　　 　食品安全委員会では，ホームページに
「キッズボックス」を設け，イラストを用
いて分かりやすく解説するなど，子ども向
けの食品安全に関する情報の提供に取り組
んでいる。また，小学校５・６年生の児童
及びその保護者に食品安全委員会委員との
意見交換を通して食の安全について楽しく
学び，理解を深めてもらうことを目的とし
て，平成19年以降，夏休み期間中に「ジュ
ニア食品安全委員会」を開催している。

　エ 　青少年教育施設における取組（文部科学
省）

　　 　青少年教育施設では，集団宿泊体験を通
じて規律ある生活をする態度を養ってお
り，年間約2,200万人が全国の青少年教育
施設を利用している。特に，国立青少年教
育施設では，「早寝早起き朝ごはん運動」
に取り組み，子どもの生活リズムの向上に
努めている。

⑵  コミュニケーション能力や規範意識等の育
成
　 　近年，いじめの社会問題化や少年による重
大事件の続発，小・中学校における暴力行為
の発生件数の増加等，児童生徒の問題行動等
は教育上の大きな課題となっており，善悪の
判断等の規範意識や倫理観等の育成を図るこ
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等を
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　イ　児童館（厚生労働省）
　　 　児童に健全な遊びを与えて，その健康を
増進し，情操を豊かにすることを目的とす
る児童館の整備を進めることにより，集団
遊びや異年齢児との交流の機会を確保して
いる。

　　 　また，児童館には，地域の児童の健全育
成の拠点としての機能を有するもののほ
か，豊かな自然の中で，宿泊施設を備え，
野外活動が可能な大型児童館（B型）もあ
り，自然をいかした遊びを通じて協調性，
創造性及び忍耐力を高めることを目的とし
ている。

　　 　さらに，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，子育
て親子の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
から実施している。

　ウ　都市公園（国土交通省）
　　 　子ども・若者をはじめ幅広い年齢層の
人々が，自然とのふれあいやスポーツ・レ
クリエーション，文化芸術活動等多様な活
動を行う拠点となる都市公園の整備を推進
している。

⑵  読書活動の推進（文部科学省）
　 　読書は，我々の人生をより豊かなものにす
るだけでなく，特に子どもにとっては，言葉
を学び，感性を磨き，表現力を高め，創造力
を豊かなものにし，人生をより深く生きる力
を身につけていく上で欠くことができないも
のである。
　 　子どもの読書活動の推進に関する施策を総
合的かつ計画的に推進するため，平成13年12
月に「子どもの読書活動の推進に関する法
律」（平13法154）が公布・施行され，この法
律に基づき，平成20年３月には，「子どもの
読書活動の推進に関する基本的な計画」（第
２次）が閣議決定された。
　 　本計画では，国は，本計画期間中に50％以
上の市町村において「子ども読書活動推進計
画」（以下，「市町村計画」という。）が策定

組を実施し，その定着を図るモデル事業
や，子どもの発達段階に応じた体力向上プ
ログラムの開発などを実施している。

　イ 　学校におけるスポーツの振興（文部科学
省）

　　 　文部科学省では，平成20年３月に小・中
学校の学習指導要領を改訂するとともに，
平成21年３月に高等学校の学習指導要領を
改訂した。学習指導要領においては，体
育・保健体育は，心と体を一体としてとら
え，運動についての理解と合理的な実践を
通して，生涯にわたって運動に親しむ資質
や能力を育てるとともに，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
ことをねらいとしている。平成21年度にお
いては，中学校における「武道」や「ダン
ス」が円滑に実施できるよう条件整備を行
うための事業や，学習指導要領の趣旨に基
づき適切に学習指導を展開するための指導
資料の作成等を行った。

　　 　また，今回の中学校・高等学校の学習指
導要領の改訂では，部活動を新たに総則に
規定するとともに，その意義，教育課程と
の関連，運営上の工夫を行うとの配慮事項
などについて，記載している。平成21年度
においては，運動部活動などの指導におけ
る外部指導者の活用を促進するための実践
事業や，複数の学校でチームを編成する複
数校合同の運動部活動などについての実践
事業を行った。

２　多様な活動機会の提供
⑴  集団遊びの機会の確保
　ア 　多様な活動機会・場所づくり（文部科学
省，厚生労働省）

　　 　文部科学省及び厚生労働省では，両省が
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
進するための総合的な放課後対策として
「放課後子どもプラン」を平成19年度に創
設し，推進している。


