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第1節 子供・若者に関する実態等の把握，知見の集積と共有

1  調査研究（内閣府，法務省，厚生労働省）
社会全体で子供・若者育成支援のための取組が適切に推進されるようにするためには，子供や若者の

実態や意識を把握し，広く国民の間で事実認識を共有することが重要である。
内閣府は，子供や若者に関する調査研究を実施しており，これまでの調査研究の結果については，広

く国民の間で積極的に活用されるようホームページ1などで公開している。
厚生労働省は，厚生労働科学研究費補助金により，子供・若者やその保護者に関する調査研究を推進

している。

第2節 広報啓発等

1  広報啓発・情報提供等
⑴　子ども・若者育成支援強調月間（内閣府）
内閣府は，子供・若者育成支援に関する国民運

動の一層の充実や定着を図ることを目的として，
昭和53（1978）年から，毎年11月を「子ども・
若者育成支援強調月間」2と定め，関係府省，地方
公共団体，関係団体とともに，諸事業，諸活動を
集中的に実施している（第7-1図）。平成27
（2015）年度は，「いのち輝くみんなの未来」を
スローガンに掲げ，以下の5点を重要事項として
取り組んだ。
・子供・若者の社会的自立支援の促進
・生活習慣の見直しと家庭への支援
・児童虐待の予防と対応
・子供を犯罪や有害環境などから守るための取
組の推進

・子供の貧困対策の推進
月間中，関係府省や地方公共団体，関係団体に

おいて，各種行事や広報啓発活動が行われた。

1 http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu.htm
2 昭和53（1978）年度から平成21（2009）年度までは，「全国青少年健全育成強調月間」として実施してきたが，平成22（2010）年度か

らは「子ども・若者育成支援推進法」の施行を踏まえ，名称を「子ども・若者育成支援強調月間」と変更した。http://www8.cao.go.jp/
youth/ikusei/index.html

 第7-1図   子ども・若者育成支援強調月間

（出典）内閣府資料
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⑵　子供と家族・若者応援団表彰，未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー等（内閣府）
内閣府は，子供や若者を育成支援する活動などにおいて顕著な功績があった個人，団体，企業に対し

「子供と家族・若者応援団表彰」を，社会貢献活動において顕著な功績があった青少年（団体を含む。）
に対し「未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー」を実施している3。また，子供や若者を育成支援する優
れた活動などを広く社会に紹介する「子供と家族・若者応援団活動事例紹介事業」を実施している。
「未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー」は，平成26（2014）年度まで「社会貢献青少年表彰（内閣
府特命担当大臣表彰）」として実施していたが，平成28（2016）年2月に決定した「子供・若者育成
支援推進大綱」に基づき，内閣総理大臣表彰として創設したものである。平成27（2015）年度には，
・「子供と家族・若者応援団表彰」では，内閣総理大臣表彰として4団体，1企業を，内閣府特命担
当大臣表彰子供・若者育成支援部門として3名，12団体をそれぞれ表彰

・「未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー」では内閣総理大臣表彰として2団体を，内閣府特命担当
大臣表彰として1名，7団体をそれぞれ表彰

・「子供と家族・若者応援団活動事例紹介事業」では，6名，10団体が実施した子供・若者を育成支
援する活動を紹介した。

平成27（2015）年度「未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー」において内閣総理大臣表
彰を受賞した2団体，「子供と家族・若者応援団表彰」において子供・若者を育成支援する活
動で内閣総理大臣表彰を受賞した2団体を紹介する。

　　

「未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー」（内閣総理大臣表彰）
（1）秋田県立大曲養護学校　絆プロジェクト（秋田県）
秋田県立大曲養護学校では，小学部から高等部の約170名の児童生徒が，七夕花火大会，

地域のクリーンアップ活動，除雪ボランティア活動など様々な地域貢献活動を展開している。
学校では，この取組を，地域に根差した学習活動及び地域の人々との日常的な交流活動による
特色ある教育活動と位置付け，平成4年の開校時より継続的に行っている。プロジェクト全体
の計画立案は教員が行っているものの，活動の見通しが立つにつれ，児童生徒自身で企画をす
るなど，自発的な取組が見られるようになる。

3 受賞者やその活動内容は内閣府ホームページ（http://www8.cao.go.jp/youth/ikusei.htm）を参照。

「未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー」，
「子供と家族・若者応援団表彰」NO.16COLUMN
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