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第2節 子供・若者の健康と安心安全の確保

1  健康教育の推進と健康の確保・増進等
⑴　健康教育の推進（文部科学省）
学校では，「学校保健安全法」（昭33法56）に基づき，養護教諭と関係教職員が連携した組織的な保

健指導や，地域の医療機関を始めとする関係機関との連携による救急処置・健康相談・保健指導の充実
が図られている。性に関する問題については，子供が心身の発育・発達や健康，性感染症の予防に関す
る知識を確実に身に付け適切な行動を取れるようにすることを目的として，体育科や保健体育科，特別
活動などを中心に学校教育全体を通じた指導が行われている。性に関する指導に当たっては，子供の発
達の段階を踏まえることや学校全体で共通理解を図ること，保護者の理解を得ることに配慮すること，
集団指導と個別指導の連携を密にして効果的に行うことが大切である。（薬物乱用については，第3章
第2節3（3）「薬物乱用防止」を参照。）

⑵　思春期特有の課題への対応（文部科学省，厚生労働省）
◇最近10年，肥満傾向児が減少している一方，痩身傾向児は増加傾向が続いている。

 第2-14図  肥満傾向児・痩身傾向児の出現率
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（出典）文部科学省「学校保健統計調査」
（注）1．平成18年度から算出方法が変更となっている。

2．性別， 年齢別， 身長別標準体重から肥満度を算出し， 肥満度が20% 以上の者が肥満傾向児， - 20% 以下の者が痩身傾向児。
3．高校生は平成18年度から調査されている。

学校では，未成年者が飲酒や喫煙をしないという態度を育てることをねらいとした様々な教育が行わ
れている。文部科学省は，子供が自らの心と体の健康を守ることができるよう，喫煙や飲酒，薬物乱
用，感染症などについて総合的に解説した教材15を作成し，小・中・高校などに配布している。
厚生労働省は，「健康増進法」（平14法103）に基づく基本方針「健康日本21（第二次）」16と，母子
保健の国民運動計画である「健やか親子21」17において，未成年者による喫煙と飲酒の根絶を目標に掲
げ，シンポジウムやホームページを活用して，喫煙と飲酒による健康に対する影響についての情報提供

15 中学生用http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/08111804.htm
高校生用http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/08111805.htm

16 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な事項を示し，平成25（2013）年度から平成34（2022）年度までの国民運動の推
進について定めている。

17 http://rhino.med.yamanashi.ac.jp/sukoyaka/（公式ホームページ）
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第2章 全ての子供・若者の健やかな育成    第2節 子供・若者の健康と安心安全の確保

を行っている。また，「健やか親子21（第2次）」18では，10代の人工妊娠中絶実施率や，10代の性感
染症罹患率，児童・生徒における痩身傾向児割合の減少を実現することなどを目標とし，正しい知識の
普及啓発を始めとする各種の取組を推進している。第2次の計画では，「すべての子どもが健やかに育
つ社会」を実現することを目指し，3つの基盤課題と2つの重点課題を設定し，その一つとして，「学
童期・思春期から成人期に向けた保健対策」を位置付け，指標の目標達成に向けて国民の主体的取組
や，関係者，関係機関・団体や企業などの取組の充実を図っていく（第2-15図）。

 第2-15図  健やか親子21（第2次）イメージ図

（出典）厚生労働省資料

18 平成27（2015）年から平成36（2024）年が計画期間とされている。
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⑶　妊娠・出産・育児に関する教育（文部科学省，厚生労働省）
学習指導要領においては，学校における性に関する指導として，児童生徒が妊娠，出産などに関する

知識を確実に身に付け，適切な行動を取ることができるようにすることを目的とされており，これに基
づき保健体育科を中心に学校教育活動全体を通して指導が行われている。
児童生徒に，家族の一員として家庭生活を大切にする心情を育むことや，子育てや心の安らぎなどの

家庭の機能を理解させるとともに，これからの生活を展望し，問題意識をもって主体的によりよい生活
を工夫できる能力と態度を身に付けさせることが重要である。このため，小学校，中学校，高等学校に
おいて，発達の段階を踏まえ，関連の深い教科を中心に，家庭・家族の役割への理解を深める教育がな
されている。2008（平成20）年3月には小・中学校，2009（平成21）年3月には高等学校の学習指
導要領を改訂し，家庭と家族の役割に気付かせる実践的・体験的な学習活動を一層重視するなど，教育
内容の充実を図っている。
国立青少年教育振興機構では，親子や幅広い年齢の子供が参加する体験活動等を実施している。
厚生労働省は，専門的知識を有する医師や保健師等による健康教室や講演会の実施等により，妊娠・

出産・育児に関する知識の普及啓発を図っている。
⑷　10代の親への支援（厚生労働省）
厚生労働省は，妊娠・出産・育児について，医師や助産師などから専門的なアドバイスを受ける機会

でもある妊婦健診を受けられるよう，平成25（2013）年度から必要な妊婦健診の回数，項目に係る費
用の全てについて地方財政措置を講じている。また，悩みを抱える若者に対して，母子保健事業を活用
した支援や女性健康支援センター事業を通じた相談体制の充実を図っている。
⑸　安心で安全な妊娠・出産の確保，小児医療の充実等（厚生労働省）
ア　安心で安全な妊娠・出産の確保
厚生労働省は，妊娠や出産に係る経済的負担の軽減や，周産期医療体制の整備・救急搬送受入体制

の確保，不妊治療への支援を行っている。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，妊娠や出産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，マタニティマークの普及
啓発に努め，妊産婦にやさしい環境づくりの推進に取り組んでいる。
イ　地域における母子保健の充実
厚生労働省は，妊産婦と乳幼児の心身の健康保持・増進のため，市町村が行う妊産婦・乳幼児に対

する健康診査や保健指導といった母子保健事業を推進している。また，平成26（2014）年度には，
新たに出産直後の母子に対する心身のケアなどを行う産後ケア事業を含め，各地域の特性に応じた妊
娠から出産，子育て期までの切れ目ない支援を行うためのモデル事業を実施した。平成27（2015）
年度においては，妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して切れ目なく総合的相談支
援を提供するワンストップ拠点（子育て世代包括支援センター）の整備を行うとともに，地域の実情
に応じて，退院直後の母子への心身のケア等を行う産後ケア事業等を実施している。
ウ　小児医療・予防接種の充実
厚生労働省は，子供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，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している。また，小児
初期救急センター，小児救急医療拠点病院，小児救命救急センターの整備の支援や，保護者の不安解
消のための小児救急電話相談事業（＃8000）の実施の支援などにより，小児救急医療を含め，小児
医療の充実を図っている19。予防接種については，制度の見直しと充実を図っている。「予防接種法施
行令」（昭23政令197）を改正し，水痘等については，平成26（2014）年10月から，「予防接種法」

19 小児救急医療拠点病院，小児救急電話相談事業に対する支援は，平成25年度までは補助金であったが，平成26年度より，地域医療介護総
合確保基金において実施可能となっている。
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