
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年から平成21年にかけては，同協
議会の下で，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」が開催され，活発な議論が
行われた。同協議会は，平成21年に，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23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
―法教育の授業例を踏まえて―」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，法教育推進協議会賞，日本司法支
援センター賞及び社団法人商事法務研究会
賞が各１通ずつ選出された。
　 　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※５。
イ 　租税教育（国税庁，文部科学省，総務

※５　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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省）
　 　国税庁では，租税教育は基本的には学校
教育の中で実施されるとともに，社会全体
で継続的，段階的に取り組むべきものとの
考え方の下，小学生から社会人となる手前
までの学生等を対象に，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
育の充実に向けた環境整備や支援に努めて
いる。
　 　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」※６において，「租税
教育の充実」が明記されたことを受けて，
関係省庁（国税庁,文部科学省,総務省）で
協議し，平成23年11月に「租税教育推進関
係省庁等協議会」を発足させ，租税教育の
充実に向けて，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
行っていくこととしている。
　 　これまでの租税教育の充実のための取組
としては，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・配付，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，学生等が自ら税に
ついて学習できるよう，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,
クイズやゲーム等のコンテンツを用意して
いるほか，学校の教員をはじめ，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，国税庁ホームページで税
務手続・案内,通達等を掲載するほか,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～」を配信してい
る。また,ポスター，パンフレット等,様々
な広報媒体を通じて広く税に関する情報を
提供するとともに,全国各地で講演会や座
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。
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
としたガイドブック「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）

※６　http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/2010/_icsFiles/afi eldfi le/2010/12/20/221216taikou.pdf
※７　http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/gakushu/kyousitu.htm
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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
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23年度においては，ガイドブッ
ク「はじめての金融ガイド」を「基礎から
学べる金融ガイド」として改訂を行い，全
国の高等学校，大学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活用することが
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（平成23

年７月８日一部改訂）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等の推進

106

【第２部】子ども・若者に関する国の施策



（消費者庁）
　　　 　平成23年度は，新学習指導要領の実

施に向けて消費者被害・事故に遭わな
い消費者を育てることを主眼に置いた
若者・高校生向けの消費者教育用副教
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。

　　　 　また，平成22年度に作成，配布した
中学生向け消費者教育用副教材の活用
状況調査を行い，中学校における効果
的な消費者教育の教育手法と効果測定
についての検討を行った。

　　　 　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※８の運用を行っている。平成23年
度は,国の行政機関,地方公共団体等が
作成した教材や出前講座,実践事例等
の取組の情報を再度収集しサイトへ追
加した。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，平成24年度より学校におけ
る消費者教育の推進のため，都道府県
教育委員会等に委託し，教科横断的な
消費者教育のカリキュラム開発，消費
者教育を担う教員のための研修，学校
における外部人材の活用，地域におけ
る教材開発等についての実践的な調査
研究などを行うこととしている。

　　　○　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」の普及及び家庭におけ
る消費者教育の推進を図るため，親子
を対象としたワークショップによる検
証や教材作成などを実施した。これら
の検証等を通じて，今後も引き続き消
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・介護・年金・雇用等の社会保障は，
国民が安心して生活をする上で必須の制度
であり，次世代の主役となるべき子ども・
若者には，社会保障について，給付と負担
の構造を含め，その意義を理解してもらう
とともに当事者意識を持って捉え，考えて
もらうことが重要である。こうした観点か
ら，教育現場で役に立つ副教材の作成に向
けた検討を行うとともに，ホームページ上
での情報提供，白書の作成等の取組を実施
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

※８　http://www.caa.go.jp/kportal/index.php
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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
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23年度は，62講座を開催
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23年度
は，２回開催した。

　　 　なお，平成23年度の「大学生国際問題
討論会2011」では，ОDA等による国際
協力や，EPA等による経済連携の取組
に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）
　内閣府では，子ども・若者に対する施策を
より充実させるとともに，社会への参加意識
を高めてもらうため，子ども・若者から，社
会の様々な課題について，どのように思って
いるか意見を聴く「青少年意見募集事業」を
実施している。公募で約300名の子ども・若
者（中学生から30歳未満）を「ユース特命報
告員」として選抜し，特定の政策課題等につ

いてインターネット上の電子メールで意見を
募集し，受け付けた意見を子ども・若者育成
支援施策の企画・立案に役立てている。

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各種事業を実施し，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。
　 　また，独立行政法人国立青少年教育振興
機構では，東日本大震災への対応として，
民間団体と連携し，ボランティアコーディ
ネーター研修を実施するとともに，震災ボ
ランティアに関心がある学生や青年を対象
に，「緊急青年ボランティアミーティング」
を開催した（計３回実施し，627名が参加）。
さらに，実際にボランティアとして活動し
た学生や青年を対象に，今後の復興支援の
ボランティア活動につなげる機会として，
「青年ボランティアフォローミーティング」
を開催した（102名が参加）。
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。
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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，「グローバル人材育成
推進会議中間まとめ」（平成23年６月22日）
などを踏まえ，24年度から，海外に留学す
る高校生に対して留学費用の一部を支援す
る「高校生の留学促進」事業の対象者数を
300人（23年度50人）に大幅拡充すること
としている。
　 　また，新たに，「国際的視野の涵養と留
学機運の醸成」事業として，海外勤務や海
外留学の経験者などを特別非常勤講師とし
て高等学校等に派遣し，国際理解教育や国
際的な職業への関心を高めるための授業等
を行うなど，児童生徒に国際的視野を持た
せ，海外留学への感心を持ってもらうため
の取組を行う都道府県を支援することとし
ている。
　 　このほか，民間の高校生留学・交流を扱っ
ている団体（㈶エイ・エフ・エス日本協会
及び㈶ワイ・エフ・ユー日本国際交流財団）
を通じて，外国で日本語を専攻している高
校生を６週間程度日本に招致し，日本の高
等学校への体験入学等を行う「外国人高校
生（日本語専攻）短期招致事業」を実施し
ており，平成23年度は92人の高校生を招致
しているが，平成24年度は拡充を図り，
115人の高校生を招致することとしている。
　 　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　海外の青少年の招へい（外務省）
　 　学校訪問・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青少年の国際
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。
　 　特に，東アジア地域においては，青少年
交流を通じた相互理解の促進を図ることに

より，アジア地域に強固な連帯を構築する
ためのしっかりとした土台を与え，かつ同
域内の良好な対日感情の形成を促進するた
め，平成19年度から５年間，東アジア首脳
会議参加国を中心に，「21世紀東アジア青
少年大交流計画」（JENESYS）を実施し，
すでに，４万人程の青少年の招へい・派遣
を実施している。
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23年度は，この
「高校講座」を119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。平
成23年度は，計47校，880名が訪問した。
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。また，我が国
青年の広い国際的視野の涵養や帰国した協
力隊員の知識・経験の日本社会への還元と
いう点においても成果を上げている。
　 　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24年３月末現在，74か国に対し，2193
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名（うち女性は，1276名）を派遣中であり，
累積の派遣人数は，３万6951名（うち女性
は，１万6625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
共にし，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
することを目的として，今上天皇の御成婚
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。この事業は，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
るものでもある。
　 　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23年度は，合計46
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23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23年度は，27名
の日本青年を15日間派遣するとともに，29
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（地）で
各種交流活動を行うもので，平成23年度は，
131名の日本青年等と12か国131名の外国青
年等とが日本国内での出航前研修等を行っ
た後，35日間の航海を行い，インド及びス
リランカ民主社会主義共和国で寄港地活動
を行った。なお，平成24年度については，
日本参加青年約110名と世界10か国の青年
約100名が，日本国内での出航前研修等を
行った後，船内での共同生活と日本国内３
か所での寄港地活動を含む19日間の船上プ
ログラムを行い，その後，日本参加青年は
８日間の日程で参加国の１つを航空機で訪
問する。
　 　「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
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年が，日本国内活動を行った後，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23年度は，39名の日本青年
等とASEAN10か国の合計289名の外国青
年等とが43日間の航海を行い，途中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，関係者と
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23年度は，合
計27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39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１万5600名，外国青
年は約１万9200名を数える。事業に参加し
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。
また，昨年の東日本大震災においては，世
界中に広がるネットワークを通じて，寄附

金や支援物資，応援メッセージが届けられ，
集められた寄附金等は日本青年国際交流機
構や各都道府県事後活動組織を通じ，各地
のニーズに合わせて被災地に届けられてい
る。
　 　その他，被災地における事後活動組織も
活発に活動を行っており，岩手県青年国際
交流機構が中心となって行っている
「IYEO　縁側カフェ」では，仮設住宅な
どで全国のIYEOをはじめ，ドミニカ共和
国大使館やASEAN各国事後活動組織等か
ら届けられたコーヒーやお菓子を提供しな
がら，くつろぎとリフレッシュの時間・空
間，子どもの遊び場の提供，ストレスの軽
減や傾聴による心のケアにつなげようとす
る取組を行っている。
　 　また，宮城青年国際交流機構では，山形
県青年国際交流機構と協力して，被災した
石巻市内で被災者の心と体のケアに従事す
る医療スタッフとその家族を対象に，「リ
ラックス＆リフレッシュ温泉ツアー」を行
い，ケア提供者に対するケアを行った。こ
の取組は世界中の事後活動組織等から集
まった寄附金を活用してこれまでに３回行
われている。
　 　こうした事後活動は，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の開催や，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
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地調査を行うなど，研修を伴った相互交流
事業である「青少年国際交流推進事業」を
実施している。
　 　また，「青少年教育施設を活用した国際
交流事業」では，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，様々な体験活動等を通じたの多
様な国際交流の機会を提供している。
　 　さらに，平成24年度からは新たに，「世

界に雄飛するたくましい青少年を育む国際
交流事業～ジョイン・イン・ジャンボリー」
として，日本と諸外国の青少年との自然体
験・文化体験等の様々なプログラムを通じ
た国際交流事業を実施し，人類全体の未来
に貢献する青少年を育むとともに，イン
ターネット等を活用して，日本の青少年の
活力を世界にアピールすることとしている。
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　和歌山県の「海友会」は，内閣府青年国際交流事業に和歌山県から参加した既参加
青年と和歌山県が行う青年海外派遣事業に参加した既参加青年が集まり，国際化の進
む社会の各分野で活躍できる青年の育成を目指して，昭和46年に設立されました。現
在約1600人の会員がおり，地方議会議員や地方公務員，企業経営者や非営利団体関
係者など，様々な方が属しています。活動は多岐にわたり，独自の国際交流事業や内
閣府青年国際交流事業で行う地方プログラムへの協力，さらには，青少年育成活動を
活発に行っています。海友会全体で事業を行うこともありますが，８つの地域ブロッ
クが活動の中心になっており，さらには，会の中の小グループが多様な活動を行って
います。

　こうした青年活動の一つに，よさこい踊りのチームである「海友会　dance　
team楽

ら

舞
ぶ

和
わ

」があり，今年で設立９年目となります。楽舞和はよさこい踊りを通じて，
人に感動を与え，地域を活性化させることを目的としており，メンバーは20代を中心
に大学生や様々な職業に従事する人が集まっています。和歌山県内各地で行われる大
小の祭りから，高齢者施設・福祉施設からの依頼で演舞披露を行ったり，小学校から
の依頼で子どもたちによさこい踊りの指導を行うといった活動から，外国人への演舞
披露なども行っており，様々な年代，地域，立場の方との交流活動にもなっています。
また，子どもや若者が楽舞和を通じて，海友会の行う国際交流を始めとした事業に参
加することで，いろいろな価値観に触れるとともに，積極的に社会と交流する機会に
なっています。よさこい踊りをきっかけとして，地域や年代を超え，さらには世界に
向けて交流が広がり，人の輪が広がり，地域の活性化につながっています。

海友会ホームページ　http://kaiyukai2010.web.fc2.com/
楽舞和ホームページ　http://www.rabuwa.net/about/about.html

よさこいを通じて人の輪を広げる
C O L U M N

NO.

1 海友会　dance team楽舞和

小学校にて指導外国人への演舞披露
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　若者チャレンジ支援室は，チャレンジ意欲ある若者が活躍できる機会を増やし，福
井の一層の活性化を図ろうと，平成23年５月に新設されました。
　本県では，「就職」，「起業」や「就農」，「結婚」支援などの分野別に，若者の生活や
目的に合わせた支援をそれぞれの担当課が行ってきました。当室では，こうした分野
別の「タテ割」ではなく，年齢に着目し，いわば「ヨコ割」に「18歳から35歳の若者」
に対して，これまで本県で行ってこなかった新たな支援を始めました。
　プロジェクトの一環として最初に行ったのは，「若者によるふくいの元気創造プラン」
への支援です。県の支援を受けた若者が地域住民と共動して，竹林の整備や海岸の清
掃などの地域活動を実施したり，親子でのアート体験やエコキャンドルづくり，音楽
イベントを開催するなど，約100名が精力的に活動しました。
　もう一つは，「ふくい若者チャレンジクラブ」の設立です。「自分の夢や希望を実現
したい」と意欲に燃える若者や，「何か新しいことを始めてみたい」と新たな一歩を踏
み出そうとする若者を応援することにより，身近な地域を活性化するとともに，次代
のリーダーを育成することを目的に平成23年12月18日に発足しました。
　このクラブには，県内在住だけでなく福井県出身や福井県にゆかりがある若者も登
録できます（登録者数182名。平成24年３月20日現在）。平成23年度には，同世代
の成功者のチャレンジ経験に触れる講演会や仲間づくり・情報交換ができる交流会の
開催，また，県が実施する若者対象の事業だけでなく，若者が主催するイベントやスタッ
フ募集の情報を提供するメールマガジンの発行（月２回程度）などを通じて，若者の
交流や活動を支援しまし
た。
　このほか，メンバーか
らの提案でフェイスブッ
クを活用した交流が進ん
でいます。シェアやイベ
ント機能を使った情報発
信だけでなく，メンバー
が自発的に「ふくい若者
チャレンジクラブ」の
フェイスブックページに
会議室を設置して，オン
ライン上でも意見交換を
行い，交流を深めていま
す。
　平成24年度には，県

若者チャレンジ応援プロジェクト
C O L U M N

NO.

2 福井県総務部男女参画・県民活動課　若者チャレンジ支援室

地域の竹林整備（左），エコキャンドルの点灯（右）をする若者たち

発起人によるクラブの設立宣言（左），交流会（右）の様子
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外の若者グループとの交流する事業を行い，県外に若者のネットワークを広げるほか，
メンバーが「ふくいの応援隊」を結成して，地区の伝統行事の応援や子どもの農業体
験を実施したり，交流会や勉強会をメンバーが自主的に企画し運営するなど，若者が
自らのアイディアを実践する場にしていく予定です。
　クラブを通して若者同士がつながっていくためには，さまざまなジャンルで活躍す
る若者がメンバーになることが重要です。当室の職員が，新聞や人づてで知ることが
できた活動的な若者に直接インタビューを重ね，活動の様子や必要な施策について話
を聞いたり，さまざまな若者イベントに参加して県の若者施策を売り込み，新規メン
バーを獲得するなど東奔西走しています。
　今後とも，若者の活動を支援し，活躍する若者が
増えることによって，地域社会の中心となって福井
を盛り上げていく若いリーダーが育つことを期待し
ています。

・若者チャレンジ応援プロジェクト
　http://www.pref.fukui.jp/doc/danken/uthchallenge/potal.
html 
・フェイスブックページ　「ふくい若者チャレンジクラブ」「福井県若
者チャレンジ支援室」 
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