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（2）　大人社会の在り方の見直し
　　　（雇用・労働の在り方の見直し）
　　　 　意欲と能力に応じ，非正規雇用から正規雇

用へ移行できるようにするとともに，就業形
態にかかわらず，公正な処遇や能力開発の機
会が確保されるようにするなど，非正規雇用
対策を推進します。

　　　 　併せて，家族との充実した時間を持つこと
ができるよう，「仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）」の実現に向け，国
民運動を通じた気運の醸成，制度的枠組みの
構築や環境整備などの促進・支援策に積極的
に取り組むとともに，ディーセントワーク
（働きがいのある人間らしい仕事）の実現を
図るための取組を進めます。

　　　（乳幼児と触れ合う活動の推進）
　　　 　中学生，高校生が，親と同じような立場に

立って実際に乳幼児と触れ合い，遊び，さら
に進んで世話をするといった体験活動を推進
します。

　　　（虐待を行った保護者に対する対応等）
　　　 　家族再統合や家族の養育機能の強化を図る

ための支援を充実し，在宅支援を強化します。
　　　 　また，虐待を行った保護者に対する指導法

の研究等を進めます。
　　　 （少年院在院者の保護者等に対する指導・助

言等）
　　　 　少年院在院者の保護者に対する実効性のあ

る指導・助言を行うなど，適切な措置の充
実・強化を図ります。

　　　 　保護観察に付されている少年の保護者に対
して，引受人会を実施するほか，少年の監護
に関する責任を自覚させ，監護能力が向上す
るよう働き掛けを行います。

　　　（家族や地域の大切さ等についての理解促進）
　　　 　「家族の日」や「家族の週間」における啓

発，地域や企業の取組等の表彰を通じて，家
族や地域の大切さ等についての理解を促進し
ます。

築についての検討を行います。

　⑤　子ども・若者を取り巻く有害環境等への対応
　　　 （青少年インターネット環境整備法の的確な

施行等）
　　　 　いわゆる「青少年インターネット環境整備

法」１に基づき，青少年のインターネットの適
切な利用に関する教育及び啓発活動，フィル
タリングの性能向上及び利用普及，民間団体
等の取組の支援等の関連施策を推進します。
また，インターネット上の違法情報・有害情
報の把握に努め，これらの情報に起因した悪
質な違法行為について積極的に取締りを進め
るとともに，プロバイダ，サイト管理者等に
対し，削除等の依頼を積極的に行います。さ
らに，インターネットで閲覧・視聴可能なも
のに限らず，青少年に有害な情報に対する自
主規制等の取組の促進を図ります。また，
ゲーム等の利用に係る親子のルールづくり等
家庭における取組を支援します。

　　　 　出会い系サイトの利用に起因する児童被害
を防止するため，いわゆる「出会い系サイト
規制法」２を効果的に運用し，悪質なサイト事
業者に対する取締りを推進します。

　　　（携帯電話等をめぐる問題への取組） 
　　　 　携帯電話の利用実態の把握，学校における

携帯電話の取扱いに関する方針の明確化，社
会全体で見守る体制づくりを推進します。

　　　（性風俗関連特殊営業の取締り等）
　　　 　性風俗関連特殊営業等に関し，関連法令に

違反する行為に対する積極的な取締りを行い
ます。

　　　 （酒類，たばこの未成年者に対する販売等の
禁止）

　　　 　酒類やたばこの販売時における年齢確認等
の強化・徹底を要請する等，関係業界への働
き掛けを行います。法令違反については，所
要の捜査及び適正な処分を行います。

１ 　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（平成20年法律第79号）
２　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（平成15年法律第83号）
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（3）　国際的な連携・協力
　　　（国際機関等における取組への協力）
　　　 　国連等の国際機関における子どもについて

の条約や行動計画等の取組に積極的に参画す
るとともに，その内容の周知に努め，相互交
流等の国際協力を推進します。

　　　（情報の収集・発信）
　　　 　諸外国の子ども・若者育成支援施策の現状

等に関する情報の収集，提供等に努めるとと
もに，我が国の国内施策について，諸外国に
向けた情報発信を行います。

（4）　施策の推進等
　　　（国の関係機関等の連携・協働の促進）
　　　 　本ビジョンに基づく施策を総合的かつ効果

的に推進するため，子ども・若者育成支援推
進本部を中心として，内閣総理大臣のリー
ダーシップの下に関係行政機関相互間の緊密
な連携・協力を図るとともに，施策相互間の
十分な調整を図ります。

　　　 　また，地方公共団体との間でも，緊密な連
携・協力を図ります。

　　　（地域における取組の推進）
　　　 　地域において，地方公共団体，民間，学識

経験者，その他の関係者による子ども・若者
育成支援に関する様々な仕組みづくりを進め
ることとし，先進事例の情報提供等により全
国的な取組内容の向上を図ります。

　　　（関係施策の実施状況の点検・評価） 
　　　 　本ビジョンに基づく子ども・若者育成支援

施策の実施状況について点検・評価を実施す
るため，子ども・若者育成支援推進本部の下
で，有識者や子ども・若者の意見を聴きなが
ら点検・評価を行う仕組みを設けます。

　　　（子ども・若者の意見聴取等）
　　　 　子ども・若者自身も含めた国民の意見聴取

を適切に行い，子ども・若者育成支援施策の
企画・立案，実施に当たって，その反映に努
めます。

　　　 　地方公共団体においても，子ども・若者の
意見聴取の取組が進められるよう，事例の紹

第４　今後の施策の推進体制等

（1） 　子ども・若者に関する実態等の把握，知
見の集積と共有

　　　（調査研究）
　　　 　子ども・若者育成支援施策の企画・立案，

実施に際し客観的で幅広い情報の十分な活用
等に資するため，心身の状況，成育環境，非
行，社会的自立の状況等に関する子ども・若
者やその保護者の実態・意識等について調査
研究を推進します。

　　　 　その際，男女別に実態把握を進めるととも
に，子ども・若者の育成支援や課題の解決に
は幅広い分野の関わりが必要なことを踏ま
え，行政分野横断的・学際的・国際的な調査
研究の充実を図ります。

　　　（調査データ等の共有・活用のための環境整備）
　　　 　調査研究等により得られた調査データや知

見が積極的に活用されるよう，調査データ等
の一元管理の仕組の整備を推進するととも
に，統計データの二次利用の適切な運用を図
ります。

（2）　広報啓発等
　　　（広報啓発・情報提供等）
　　　 　子育て支援，体力の向上，子ども・若者の

人権尊重，自殺予防，防犯，非行防止・更生
その他困難を有する子ども・若者の支援など
子ども・若者の育成支援に関する国民の理
解・協力を促進するため，強調月間の設定や
民間主体との連携・協力等により広報啓発や
情報提供を実施します。

　　　 　また，「児童の権利に関する条約」の趣旨
にのっとった取組がなされるよう，条約の内
容について普及を図ります。

　　　 　さらに，各種の情報が子ども・若者に届き
やすく，かつ，分かりやすいものとなるよう，
子ども・若者向けの情報提供を実施します。

　　　 　上記のほか，子ども・若者育成支援施策に
係る情報を適時適切に公開します。
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介を行います。
　　　（ビジョンの見直し）
　　　 　本ビジョンについては，おおむね５年を目

途に見直しを行います。
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（困難を有する子ども・若者等への支援に関するも
の）
・ ニート等の若者に対する職業的自立支援活動
・ ひきこもり等の若者に対する相談・自立支援活動
・ 不登校の子どもに対する相談活動
・ 障害のある子ども・若者の自立や社会参加に向け
た支援活動
・ 非行少年やその家族に対する相談活動
・ 非行防止や立ち直り支援活動（街頭パトロール，
清掃作業等のボランティア活動など）
・ 薬物依存者やその家族に対する立ち直り支援活動
（ピア・カウンセリングなど）
・ 定住外国人の子どもの公立学校等への円滑な転入
を目指すための日本語指導や学習習慣の確保等の
支援活動
・ 定住外国人の若者に対する就職支援活動

（子ども・若者の被害防止・保護に関するもの）
・ 子ども虐待防止オレンジリボン運動
・ 児童虐待の未然防止，早期発見等のための相談活
動
・ 児童ポルノの排除に向けた国民運動
・ 子どもを犯罪被害から守るための運動（地域にお
ける子ども見守り活動など）
・ 交通遺児，自死遺児，犯罪被害者等の支援活動

（子ども・若者を取り巻く有害環境等への対応に関
するもの）
・ 青少年のインターネット利用環境の整備に関する
啓発運動
　 （「もっとグッドネット」活動，「ちょっと待って，
ケータイ」，「e-ネットキャラバン」，「情報通信の
安心安全な利用のための標語」，フィルタリング
の普及キャンペーンなど）
・ メディア等との過剰接触に対する取組（「ノーテ
レビデー」，「ノーゲームデー」など）

（社会の在り方や広範な分野に関するもの）
・ 仕事と生活の調和の推進のための取組
　 （「カエル！ジャパン」キャンペーン，短時間勤務
等の多様で柔軟な働き方など）

（別紙）

子ども・若者の育成支援に関係する地域における 
取組や国民運動の例

（子ども・若者の自己形成支援，社会形成・社会参
加に関するもの）
・ 環境学習，自然体験，集団宿泊体験，スポーツ活
動，芸術・伝統文化体験，ダンス等の創作的活動
等の様々な体験活動
・ 異世代間交流や地域間交流活動，国際交流活動等
・ 命の尊さや思いやりの心を育てるための「人権の
花運動」の取組
・ 食育推進運動（バランスのよい食事，食前食後の
あいさつ習慣や地産地消の推進など）
・ 「早寝早起き朝ごはん」国民運動
・ 読書の推進に関する取組（読み聞かせ運動など）
・ ボランティア活動
　 （福祉活動，伝統文化の継承，行事への参加等を
通じた地域コミュニティの活性化など）

（子ども・若者の健康と安心や子育てに関するもの）
・ 保健センター，保健所と連携した育児困難な母親
たちのグループケア
・ 親子サークル，父親育児教室，父親料理教室等
　 （子育て家族の情報交換の推進や子育ての孤立化
防止など）
・ 地域において親子で参加する交流行事等
・ 子どもの居場所づくりや一時預かり（商店街の空
き店舗の利用など）
・ 小学生を対象とした「心の健康づくり教室」
・ 薬物乱用防止に関する取組
・ 「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
・ 「健やか親子21」国民運動

（子ども・若者の職業的自立・就労等支援に関する
もの）
・ キャリア教育の充実に向けた取組
　 （学校，地元産業界，保護者等が連携した地域に
おける職場体験やインターンシップなど）
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・ 青少年育成のための国民運動
・ 声かけ・あいさつの推進運動
・ 子どもを見守り育てるネットワーク活動の推進
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用語（注）　　　　　　　

子ども・若者等

子ども： 乳幼児期，学童期及び思春期の者
若　者： 思春期，青年期の者。施策によっては，40

歳未満までのポスト青年期の者も対象とし
ます。

青少年： 乳幼児期から青年期までの者。なお，乳幼
児期からポスト青年期までを広く支援対象
とするということを明確にするため，「青
少年」に代えて「子ども・若者」という言
葉を用いています。

※ 乳幼児期は，義務教育年齢に達するまでの者
※ 学童期は，小学生の者
※ 思春期は，中学生からおおむね18歳までの者
※ 思春期の者は，子どもから若者への移行期とし
て，施策により，子ども，若者それぞれに該当す
る場合があります。
※ 青年期は，おおむね18歳からおおむね30歳未満ま
での者
※ ポスト青年期は，青年期を過ぎ，大学等において
社会の各分野を支え，発展させていく資質・能力
を養う努力を続けている者や円滑な社会生活を営
む上で困難を有する，40歳未満の者
※ このほか，法令等により用語が定められており，
それを使用することが適切な場合には，その用語
を使用しています。


