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第２節 子ども・若者の社会形成・社会参加支援
１ 社会形成への参画支援
⑴ 社会形成・社会参加に関する教育（シティ
ズンシップ教育）の推進
社会の一員として自立し，権利と義務の行

使により，社会に積極的に関わろうとする態
度等を身に付けるため，社会形成・社会参加
に関する教育（シティズンシップ教育）を推
進することが必要である。
学校教育においては，学習指導要領に基づ

き，小・中学校の社会科や高等学校の公民科
を中心に従来から民主政治や政治参加，法律
や経済の仕組み，勤労の権利と義務等につい
ての教育を行ってきた。さらに，平成２０年３
月に公表された小・中学校学習指導要領及び
平成２１年３月に公表された高等学校学習指導
要領では，社会の変化を踏まえ，社会参画と
いう視点を重視し，「社会生活を営む上で大
切な法やきまり」，「国民の司法参加」，「契約
の重要性」，「消費者の基本的な権利と責任」
等を扱うこととするなど教育内容の充実を
図っている。
ア 法教育（法務省）

法務省では，法律専門家ではない一般の
人々が，法や司法制度及びこれらの基礎に
なっている価値を理解し，法的なものの考
え方や公正な判断力及び社会への参加意識
を身に付けるための教育（法教育）の普及・
発展のため，様々な取組を行っている。
具体的には，平成１６年１１月に，中学生を

対象とした法教育教材を作成し，中学校に
おいて，この教材に基づいた授業を実践す
ることにより，社会経済活動と法との関係
についての理解を深め，社会経済活動に主
体的にかかわっていく意識を養うととも
に，法や司法を身近なものと感じ，法に
よって紛争を解決する態度，法（ルール）
を自分で創り出し，遵守し，必要に応じて

改善していく態度を身に付けるための取組
等を促進している。
また，法教育の一層の普及・発展を図る

ため，平成１７年５月に「法教育推進協議会」
を発足させ，平成１８年度には，上記法教育
教材を更に分かりやすく，使いやすくする
ためのQ&A集及びDVDを作成した。
平成１９年には，同協議会の下に，私法分

野における法教育の在り方に関する検討等
を行うための「私法分野教育検討部会」及
び小学生を対象とした法教育教材の作成等
を行うための「小学校教材作成部会」が設
置され，活発な議論が行われた。平成２１年
に，同協議会は，両部会の検討結果を報告
書及び教材として取りまとめた。
さらに，平成２２年からは，同協議会にお

いて，法教育の普及・発展の一方策とし
て，法教育をテーマに，教育関係者，法律
専門家，学生等を対象とする論文コンクー
ルを開始した。平成２２年は，「学校現場に
おいて法教育を普及させるための方策につ
いて」をテーマとして論文を募集したとこ
ろ，教員等から多数の応募があり，同年１２
月の同協議会において，最優秀賞１通，優
秀賞２通及び佳作４通が選出された。
なお，平成２１年から法務省内にプロジェ

クトチームを設置し，新たな法教育教材の
作成等を行うとともに，法務省職員等を講
師として中学校・高等学校等に派遣する法
教育授業を実施している※６。

イ 租税教育（国税庁）
国税庁では，租税教育は基本的には学校

教育の中で充実されるとともに，社会全体
として取り組むべきものとの考え方の下，
次代を担う児童生徒が，国の基本となる租
税の意義や役割を正しく理解し，健全な納
税者意識を養うことができるよう，租税教

※６ http://www.moj.go.jp/housei/shihouhousei/index２．html。教材等をダウンロードできる。
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育の充実に向けた環境整備や支援に努めて
いる。
具体的には，各都道府県に設置した租税

教育推進協議会（国，地方公共団体，教育
関係者等で構成）を中心に，広く関係民間
団体の協力を得て，学校の教員を対象とし
た講習会のほか，学校からの要請に基づく
租税教室の講師派遣や租税教育用副教材の
作成・配布，税に関する作文募集等を行っ
ている。
また，国税庁ホームページに「税の学習

コーナー」※７を開設し，児童・生徒が自ら
税について学習できるように，税の意義，
役割を分かりやすく解説したページを提供
するとともに，楽しみながら税を学習でき
るようにクイズやゲーム等のコンテンツを
用意している。
このほか，学校の教員を始め，租税教育

を行う指導者が利用できる電子媒体の教材
である「租税教育用教材」を提供している。
さらに，国税庁では，青年層を含む納税

者が，租税の意義や役割，税務手続につい
て，正しく理解し，自らが適正な申告と納
税を行えるよう，様々な広報媒体を通じて
広く税に関する情報を提供している。
具体的には，納税者が知りたい情報をい

つでも入手できるようにするため，国税庁
ホームページで税務手続・案内，統計情
報，通達，報道発表資料等の様々な情報を
掲載したり，動画と図解で分かりやすく税
情報等を解説するインターネット番組
「Web-TAX-TV～ジャンルで選べる税
金ガイド～」を配信するなどインターネッ
トを中心とした情報提供に努めるほか，ポ
スター，パンフレット等の各種広報媒体も
活用している。
また，全国的な広報活動として，毎年１１

月１１日～１７日の啓発活動期間を中心に全国
各地で講演会，座談会等の各種施策を実施

し，納税者意識の高揚に努めている。
今後は，平成２２年１２月１６日に閣議決定し

た「平成２３年度税制改正大綱」※８において，
「租税教育の充実」が明記されたことを受
けて，社会人となる手前の高等学校や大学
等の段階における租税教育の充実に向け，
関係省庁及び関係民間団体と連携しなが
ら，効果的な支援策の検討を行っていく。

ウ 金融経済教育（金融庁）
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，金融経済教
育に関する様々な取組を実施している。
具体的には，金融を取り巻く環境が大き

く変化している中，金融に関する知識が不
十分なために，金融取引に関するトラブル
に巻き込まれることがないよう，平成１９年
２月に，これから新社会人となる者を対象
としたパンフレット「はじめての金融ガイ
ド」を一般社会人にも役立つよう大幅に改
訂し，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
等を盛り込み，全国の高等学校のほか，大
学生協，消費生活センター，ハローワーク
等に広く配布した。平成１９年３月に，中学
校・高等学校向け副教材「わたしたちの生
活と金融の働き」を，最新の制度改正やト
ラブル事例を踏まえて改訂し，中学校向け
生徒用パンフレット，高等学校向け生徒用
CD-ROMを作成して全国の中学校・高等
学校に配布した。
平成１９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員との

※７ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/gakushu/kyousitu.htm
※８ http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/２０１０/_icsFiles/afieldfile/２０１０/１２/２０/２２１２１６taikou.pdf
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懇談会を実施した。また，平成２０年３月
に，多重債務，振り込め詐欺，偽造盗難
キャッシュカード等の金融トラブルの未然
防止等を目的として，「はじめての金融ガ
イド」DVD版を作成し，全国の高等学校
等に配布した。
なお，平成２２年度においては，「はじめ

ての金融ガイド」パンフレット及びDVD
を全国の高等学校等へ配布するとともに要
望部数調査等を実施し，要望があった先に
希望部数を配布したほか，高等学校等へ財
務局・財務事務所から講師を派遣し，金融
経済教育に関する講演等を実施した。

エ 労働者の権利・義務に関する教育（厚生
労働省）
実際に労働関係法制度を利用することが

できるように，労働者としての権利，義務
及び各種制度について，理解の促進を図る
ため，教育や啓発活動を推進している。

オ 消費者教育
① 消費者教育の意義（消費者庁）

消費者基本法（昭４３法７８）では，第２
条において消費者政策の基本理念が示さ
れ，消費者に対し必要な情報及び教育の
機会が提供されることが消費者の権利で
あること等を尊重するとともに，消費者
が自らの利益の擁護及び増進のため自主
的かつ合理的に行動することができるよ
う消費者の自立を支援することとされて
いる。また，同法第７条では，消費者に
対し，自ら進んでその消費生活に関して
必要な知識を習得し，必要な情報を収集
する等自主的かつ合理的な行動に努めな
ければならないとされている。消費者教
育は，この消費者の取組を支援するもの
であり，同法第１７条では，国及び地方公
共団体が消費生活に関する教育を充実さ
せることとされている。
近年，経済の仕組みの変化や規制緩和

の流れの中で，消費者トラブルは多発
し，その内容も複雑化・高度化してい

る。この中で，個々の消費者が豊かな生
活を実現していくためには，早い段階か
ら経済行為の主体たる消費者としての基
礎的な知識を身に付け，主体的に責任を
持って意思決定を行いうる能力を持った
消費者となることが重要であり，自立的
な消費者を育成していくための消費者教
育の一層の推進が必要である。

② 消費者基本計画における消費者教育の
取組（消費者庁，文部科学省）
平成２２年３月３０日に閣議決定した消費

者基本計画においては，消費者が，生涯
にわたって消費生活について学習する機
会があまねく求められている状況にかん
がみ，以下のとおり，学校，家庭，地
域，職域その他の様々な「場」において，
消費生活に関する教育が充実するよう必
要な施策を講ずることとしている。
・消費者教育の体系的・総合的推進
・学校における消費者教育の推進・支援
・地域における消費者教育の推進・支援

③ 各府省の施策（消費者庁，文部科学省）
○ 消費者教育の体系的・総合的推進
（消費者庁）
消費者庁のリーダーシップの下，文

部科学省と密接に連携をとり，学識経
験者，消費者団体・NPO，教育関係
者，事業者団体，関係省庁等をメン
バーとする「消費者教育推進会議」を
開催し，これまでに蓄積された研究・
実践の成果を生かして，小学校から大
学生，そして成人に至るまでの多様な
消費者教育を，連携して体系的に進
め，消費者教育の推進を図っている。

○ 消費者教育用教材の活用の推進（消
費者庁）
平成２２年度は，消費者被害及び事故

に遭わない消費者を育てることに主眼
を置いた，中学校家庭科における効果
的な消費者教育の教育手法と効果測定
手法に関する調査研究を行った。
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また，新学習指導要領の実施に併せ
て，中学生向けの消費者教育用教材
（冊子教材，映像教材）・教師用解説
書の作成を行い，学校における消費者
教育の推進を支援している。
さらに，消費者教育の基盤整備とし

て，関係行政機関等で作成された消費
者教育関連の教材及び実践事例等に関
する情報等を集約したポータルサイ
ト※９の運用を行っている。平成２２年
度は出前講座の紹介コーナーを設置す
るとともに，消費者団体，企業・事業
者団体が作成した教材の追加を行っ
た。本ポータルサイトを継続して運用
し，機能や教材を拡充することによ
り，消費者教育に関する情報と知見の
共有を進めている。

○ 学校教育（文部科学省）
学校教育においては，消費者として

の正しい態度や知識を身に付けるた
め，学習指導要領に基づき社会科，家
庭科等を中心に児童生徒の発達段階に
応じた指導が行われている。
平成２０年３月に小・中学校，平成２１

年３月に高等学校の学習指導要領を改
訂し，今日の消費行動の複雑化，多様
化等を踏まえ，児童生徒が消費者とし
ての自覚を持ち，主体的に判断し責任
を持って行動できるようにする観点か
ら，消費者教育に関する内容の充実を
図った。
また，学校における消費者教育の充

実のためには，学習指導要領の改訂に
より充実を図った消費者教育の内容に
加え，各学校において消費者教育推進
の核となる教員の育成等が求められて
いる。このため，文部科学省において
は平成２２年度から，消費者教育の企
画・調整等を担う教員を養成するた

め，都道府県教育委員会との連携・協
力の下，教員の指導力向上のための講
座等を実施している。

○ 社会教育（文部科学省）
社会教育においては，公民館等の社

会教育施設等において，消費者に関す
る学習機会が提供されている。文部科
学省においては，平成２２年度に作成し
た「大学等及び社会教育における消費
者教育の指針」の普及及び将来自立し
た消費者となるための基礎的・基本的
な知識・態度を育成する場である家庭
における消費者教育の内容及び方法に
ついての実証的な調査研究の実施等を
通して，消費者教育のより一層の充実
を図ることとしている。

カ 社会保障制度についての情報提供・意識
啓発（厚生労働省）
医療・雇用・年金・介護等の社会保障

は，国民が安心して生活をする上で必須な
制度となっているが，社会保障制度に対す
る理解不足が，生活への不安につながって
いる例も指摘されている。このため，まず
は，社会人になる前の小学生，中学生又は
高校生に対し，体系的に社会保障制度を学
ぶ機会を作ることが，国民生活の安心・安
定及び制度の安定的な運営につながるもの
と考えられることから，従来から行ってい
るホームページ上での情報提供，ポスター
の配布，白書の作成等に加え，分かりやす
いパンフレットの作成を検討することとし
ている。

キ 公的制度に関する情報提供・意識啓発
① 外交（外務省）

外交問題に関する青少年層の理解を深
めるために，外務省ホームページにおい
て，動画や画像等を含む理解しやすいコ
ンテンツの制作に努力するとともに，外
交をより身近に感じられるよう，外務省

※９ http://www.caa.go.jp/kportal/index.php
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職員のエッセイ，インタビュー記事等
「生の声」を掲載している。
また，国際社会における我が国の役割

と責任がますます大きくなっている情勢
の下，将来，我が国の様々な分野で活躍
すると考えられる大学生が，国際情勢・
外交問題に関心を持ち，理解を深めるこ
とを目的に，外務省職員等が全国各地の
大学に赴き，講演を行っている。この
「外交講座」を平成２２年度は，６８講座開
催した。
さらに，若手外務省職員との直接的な

意見交換・交流の機会を設けることによ
り，大学生が国際情勢や外交政策に対す
る理解を深め，国際社会に対する関心を
高めることを目的に，外務省セミナー
「学生と語る」を実施している。平成２２
年度は，２回開催した。
なお，平成２２年度の「大学生国際問題

討論会２０１０」では，温室効果ガス２５％削
減に関する論題について，質の高い議論
が行われた。

② 防衛（防衛省）
自衛隊に対する青少年の理解を一層深

めるため，ホームページを活用した情報
提供，大学生等を対象とした隊内生活体
験等の広報活動を実施している。

⑵ 子ども・若者の意見表明機会の確保（内閣
府，各省庁）
平成１４年度から平成２０年度までは，日本の

社会や青少年を取り巻く様々な問題等につい
て，インターネットを利用して青少年から意
見要望等を聴取する「青少年電子モニター」
制度を実施し，適宜インターネット上のメー
ルで青少年の意見等を受け付けた。
平成２１年度からは，毎年，公募で３００名の

若者（小学生～３０歳未満）を「ユース特命報
告員」に選抜し，特定の政策課題等について，
メールにより意見等の報告を受ける「青少年
目安箱事業」を実施している。
なお，「子ども・若者ビジョン」の策定に

当たっては，内閣府特命担当大臣と子ども・
若者との対話集会を実施し，これらを踏ま
え，平成２２年７月に子ども・若者育成支援推
進本部において，「子ども・若者ビジョン」
を決定した（第１章第１節参照）。

２ 社会参加の促進
⑴ ボランティア等社会参加活動の推進
ア ボランティア活動の支援・推進（文部科
学省）
青少年教育施設においては，青少年が地

域社会へ参画することを支援するため，ボ
ランティアに関する事業を実施し，ボラン
ティア活動を通じて社会性を育む機会を提
供している。

イ 土砂災害防止に関する取組への参加（国
土交通省）
国土交通省では，都市域における土砂災

害に対する安全性を高め，緑豊かな都市環
境，景観等を創出するため，学校の裏山等
の山麓斜面に一連の樹林帯（グリーンベル
ト）を形成することを推進しており，その
形成に当たっては，子ども・若者を含めた
地域住民が積極的に参加している。

ウ 学校教育における取組（文部科学省）
学校教育においては，学習指導要領に基

づき，総合的な学習の時間や特別活動等に
おいて，子どもたちの社会性や豊かな人間
性を育むため，ボランティア活動等社会参
加活動を推進している。

⑵ 国際交流活動
ア 高校生の交流（文部科学省）

文部科学省では，高校生留学の教育上の
意義を考慮し，安全で有意義な留学ができ
るよう，関係機関への指導・助言に努めて
いる。
また，高校生留学プログラムを行う団体

により設立された「全国高校生留学・交流
団体連絡協議会」（以下，「高留連」とい
う。）が行う諸事業を支援し，高校生交流
を推進している。具体的には，高留連が実



第２部 子ども・若者に関する国の施策

１０２

施する情報提供事業の支援や，年間留学プ
ログラムに参加する高校生に対し派遣経費
の一部の支援を実施している。
そのほか，（財）エイ・エフ・エス日本

協会及び（財）ワイ・エフ・ユー日本国際
交流財団が行う米国，アジア諸国等からの
日本語専攻高校生の受入れ事業についても
支援している。
さらに，ドイツ等の外国政府や，アジア

諸国等との国際交流事業を行っている各種
団体が主催する高校生派遣・招致事業の募
集・選考等に協力している。

イ 海外高校生の招へい（外務省）
高校訪問・通学，ホームステイ，社会見

学等を通じ，海外の若年層の親日派育成等
を図るとともに，こうした教育分野におけ
る国際交流を通じた我が国の高校生の国際
理解促進や国際的視野の醸成を図ることを
目的として，様々な取組が行われている。
日・EU間では，平成１８年の日・EU定

期首脳協議にて「日・EU間の人的交流と
対話を促進するための枠組み（FRame-
work Initiative for Exchange Networks
and Dialogues：FRIEND）」を発表し，毎
年４０００人の若者の交流を目標としている。
そのうち，我が国では毎年欧州から６０人の
高校生を受け入れることとし，「日欧高校
生交流プログラム」を実施している（平成
２２年度計６２名）。
また，東アジア地域における青少年交流

を通じた相互理解の促進を図ることによ
り，良好な対日感情の形成及び域内のアイ
デンティティー形成を促進し，将来の東ア
ジア共同体構築に向けた土台を形成するた
め，平成１９年度から東アジア首脳会議参加
国を中心に，５年間毎年６０００人程度の青少
年を招へいする「２１世紀東アジア青少年大
交流計画」（JENESYS）を実施し，すで
に，１万８０００人以上の高校生を招へいして
いる。

ウ 高校講座（外務省）

国際化の進展に伴い，外交問題が国民に
より身近なものとなっていることから，次
代を担う高校生が，異文化体験，国際情
勢，外交官の職務等をテーマに外交に関す
る認識を高めることを目的に，外務省職員
を講師として全国各地の高校へ派遣し，講
演する機会を設けている。平成２２年度は，
この「高校講座」を１３１校で実施した。

エ 小中高生の外務省訪問（外務省）
外務省への訪問を希望する小・中・高校

生を受け入れ，外務省の仕事の内容を紹介
し，また，省内見学等を通じて外交に対す
る関心を高めてもらう一助にしている。

オ 青年海外協力隊派遣事業（外務省）
政府ベースの技術協力の一環として，昭

和４０年に発足した「青年海外協力隊派遣事
業」は，開発途上国が要請する技術・技能
を有する青年男女を募集，選考及び訓練の
上，相手国と締結した「派遣取極」に基づ
き，開発途上国へ，原則として２年間派遣
する事業である。派遣された協力隊員は，
相手国の住民と生活を共にしつつ，草の根
レベルの技術協力を行い，相手国の経済・
社会の発展に寄与している。
協力隊の派遣分野は，農林水産，加工，

保守操作，土木建築，保健衛生，教育文
化，スポーツ及び計画・行政の８分野であ
る。平成２３年２月末現在，７６か国に対し，
２６９６名（うち女性は，１５７５名）を派遣中で
あり，累積の派遣人数は，３万５６８５名（う
ち女性は，１万５８６９名）である。

カ 国内外の青年リーダーを育成する国際交
流事業（内閣府，文部科学省）
多様な文化とともに生きていく意識を向

上させ，国際的な活動や地域における社会
的な活動への貢献を促進するためには，次
代を担う青少年が，諸外国の青年と生活を
ともにし，忌たんのない意見交換を行い，
交流を深めることが極めて効果的である。
内閣府では，我が国の将来を担う青年育

成及び我が国外交の確固たる基盤形成に資
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することを目的として，天皇陛下の御成婚
を記念して開始された青年国際交流事業を
実施している。
これは，我が国のイニシアティブの下，

各国政府の協力も得つつ，人材育成という
観点から我が国として目に見えるかたちで
国際社会に貢献しようとするものである。
本事業におけるプログラムは，多様な文

化や価値観を持つ各国青年とのディスカッ
ション活動が中心で，テーマ別の討論や発
表等が行われるほか，自国の文化紹介等の
各種活動，産業・文化・教育施設の訪問，
ホームステイやボランティア活動の体験等
を行っている。
各国参加青年は，各国青年代表として本

事業に参加することにより，我が国青年と
の信頼関係を基礎として我が国への理解及
び友好親善を深め，将来的に親日派とし
て，各国政官財始め各界で活躍することが
期待される。また，日本参加青年は，こう
した各国との有為な人材との交流を通じて
グローバルな知識や発想及び高い国際交渉
能力を身に付けるとともに，本事業におい
て培われた人的つながりを活かしつつ，将
来的に我が国の政官財始め各界で活躍する
ことが期待される。
具体的には，「国際青年育成交流」事業，

「日本・中国青年親善交流」事業，「日本・
韓国青年親善交流」事業，「世界青年の船」
事業，「東南アジア青年の船」事業及び「青
年社会活動コアリーダー育成プログラム」
を実施している。
「国際青年育成交流」事業は，日本青年

を世界各国に派遣し，また，各国の青年を
我が国に招へいし，日本や各国で各種交流
活動を行うもので，平成２２年度は，合計４８
名の日本青年を４か国に１８日間派遣すると
ともに，合計４８名の外国青年を４か国から
１８日間招へいした。
「日本・中国青年親善交流」事業は，日

本青年を中国に派遣し，また，中国の青年

を我が国に招へいし，日本や中国で各種交
流活動を行うもので，平成２２年度は，２８名
の日本青年を１５日間派遣するとともに，２９
名の中国青年を１５日間招へいした。
「日本・韓国青年親善交流」事業は，日

本青年を韓国に派遣し，また，韓国の青年
を我が国に招へいし，日本や韓国で各種交
流活動を行うもので，平成２２年度は，２９名
の日本青年を１５日間派遣するとともに，３０
名の韓国青年を１５日間招へいした。
「世界青年の船」事業は，日本と世界各

国の青年が，船内で共同生活をしながら，
船で各国を訪問し，船内・訪問国で各種交
流活動を行うもので，平成２２年度は，１２６
名の日本青年等と１２か国の合計１３６名の外
国青年等とが４１日間の航海を行い，日本以
外に２か国に寄港した。
「東南アジア青年の船」事業は，日本と

ASEAN（東南アジア諸国連合）各国の青
年が，船内で共同生活をしながら，船で
ASEAN各国を訪問し，船内・訪問国で各
種交流活動を行うもので，平成２２年度
は，４０名の日本青年等とASEAN１０か国の
合計２８７名の外国青年等とが４３日間の航海
を行い，日本以外に５か国に寄港した。
「青年社会活動コアリーダー育成プログ

ラム」は，日本で，青少年関連，高齢者関
連及び障害者関連の各分野で社会活動に携
わっている青年を各国に派遣し，また，各
国で実際に３分野の社会活動を運営してい
るリーダーを我が国に招へいし，両者の交
流により，国際的なネットワークを持っ
た，社会活動の中核を担う青年リーダーを
育成するもので，平成２２年度は，合計２５名
の日本青年を，社会活動の盛んな先進国３
か国に１０日間派遣するとともに，合計３７名
の外国青年を，同じ３か国から１５日間招へ
いした。
内閣府の青年国際交流事業の参加者は，

これまでに日本青年約１万５４００名，外国青
年は約１万８７００名を数える。事業に参加し
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た青年（既参加青年）たちは，事業を通じ
て得た知識や経験，ネットワークを活か
し，各国・各地域で，国際交流や青少年育
成等の社会貢献活動を始め，多くの事後活
動を活発に展開している。また，既参加青
年たちは，各国で自主的に事後活動組織を
立ち上げ，現在，日本を含む世界５０か国以
上で事後活動組織が設立されている。
日本における事後活動組織「日本青年国

際交流機構」（IYEO）が取り組んでいる
活動の例としては，各国への訪問研修，独
自の青年相互交流プログラム，被災国の子
どもたちに絵本を贈る取組等ネットワーク
を活かした国際的な活動から，外国文化の
紹介イベントや在住外国人との交流会と
いった地域密着型の活動まで多岐に渡る。
これらの事後活動は，既参加青年たちが

自主的に行っているものであるが，内閣府
としても，各国事後活動組織の代表者を日
本に招へいし，代表者間で事後活動につい

て意見・情報交換を行う会議を開催した
り，既参加青年向けに各国・各地域の事後
活動を紹介するニュースレターを発行する
など，既参加青年を核とする国際的な人的
ネットワークの充実強化を側面支援し，事
後活動の一層の活性化を推進してきている
ところである。
文部科学省では，我が国及び海外の次代

を担う青年リーダー，高校生等の海外派
遣・日本招へいを行い，両国の共同体験活
動，内外の青少年の現状や問題点等につい
ての意見交換や，青少年育成活動・施設等
の現地調査を行うなど研修を伴った相互交
流事業を実施している。また，平成２３年度
から新たに，東アジアを中心とした海外の
青少年を日本に招き，青少年教育施設にお
いて日本の青少年との交流を行うととも
に，地域の特性を生かし，関係機関と連携
して自然体験・スポーツ体験・文化体験等
の機会を提供することとしている。

第３節 子ども・若者の健康と安心の確保
１ 健康の確保・増進
⑴ 安心で安全な妊娠・出産の確保，小児医療
の充実
ア 安心で安全な妊娠・出産の確保（厚生労
働省）
「子ども・子育てビジョン」に基づき，

安心して妊娠・出産できるよう，妊婦健診
や出産に係る経済的負担の軽減，周産期医
療体制の整備・救急搬送受入体制の確保や
不妊治療への支援を図っている。
また，妊娠期から育児期を通して安心し

て健康に過ごせるよう，妊娠・出産等に関
する情報提供や相談支援体制の整備を行う
とともに，マタニティマーク等の普及啓発
に努め，妊産婦に優しい環境づくりの推進
に取り組んでいる。

イ 地域保健の充実（厚生労働省）
妊産婦と乳幼児の心身の健康保持・増進

のため，市町村において，妊産婦・乳幼児
に対する健康診査や保健指導等の母子保健
事業を推進している。

ウ 小児医療の充実（厚生労働省）
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や小児救
急医療拠点病院，小児救命救急センター等
の整備を支援するなどにより，小児救急医
療を含め，小児医療の充実を図っている。
また，小児救急電話相談事業（＃８０００）

により保護者等の不安を解消するほか，地
域の小児医療を支えようとする地域住民や
関係機関の取組について普及促進を図って
いる。


