
（子育てしやすい住宅の整備）
融資、税制を通じた住宅の取得等の支援
良質な持家の取得を促進するため、住宅金
融支援機構における証券化支援事業の長期固
定金利住宅ローン（フラット35S）により、
耐久性・可変性等に優れた住宅に係る金利引
下げを行うとともに、2017年度から長期固
定金利住宅ローン（フラット35子育て支援
型）により、子育て支援に積極的な地方公共
団体と住宅金融支援機構が連携し、地方公共
団体による財政的支援とあわせて金利引下げ
を行っている。また、住宅ローン減税等の税
制措置を講じている。

良質なファミリー向け賃貸住宅の供給促進
子育て世帯等を対象とする公的賃貸住宅の
的確な供給や民間賃貸住宅への円滑な入居の
支援等の各種施策を一体的に推進し、良質な
ファミリー向け賃貸住宅の供給を促進してい
る。
地域優良賃貸住宅制度では、賃貸住宅の整
備等に要する費用や家賃の低廉化に要する費
用に対し、地方公共団体が助成を行う場合、
国も支援を行っている（2017年度末時点管
理実績：約12万戸）。都市再生機構の民間供
給支援型賃貸住宅制度では、機構が整備した
敷地を民間事業者に定期借地し、民間事業者
による良質なファミリー向け賃貸住宅等の建
設・供給を支援している（2019年度末現在
で約１万1,000戸）。
その他、高齢者等が所有する戸建て住宅等
を、広い住宅を必要とする子育て世帯等へ賃
貸することを円滑化することへの支援や、子
育て世帯等の入居を受け入れることとしてい
る民間賃貸住宅の情報提供等の居住支援を
行っている。さらに、「住宅確保要配慮者に
対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の
一部を改正する法律」（2017年４月26日公布、
同年10月25日施行）により、民間賃貸住宅
や空き家を活用した住宅確保要配慮者の入居
を拒まない賃貸住宅の登録制度等を内容とす

る「新たな住宅セーフティネット制度」が創
設され、2020年度当初予算においても引き
続き、住宅の改修や入居者負担の軽減等の支
援を実施していく。

公的賃貸住宅ストックの有効活用等による居
住の安定の確保
公営住宅においては、子育て世帯等につい
て、入居者の選考に際し、地域の実情を踏ま
えた地方公共団体の判断により優先入居の取
扱い及び入居収入基準の緩和を行っている。
UR賃貸住宅においては、一定の要件を満た
す子育て世帯等や子育て世帯等との近居を希
望する支援世帯に対して、新築賃貸住宅の募
集（抽選）時における当選倍率の優遇や、既
存賃貸住宅の募集（先着順）時において、新
たに入居する世帯の家賃を一定期間割り引く
制度を実施している。

公的賃貸住宅と子育て支援施設との一体的整
備等の推進
大規模な公営住宅の建替えに際して社会福
祉施設等を原則として併設することを求める
とともに、公的賃貸住宅の建替えや改修と併
せて子育て支援施設等を導入する取組や子育
て世帯等の居住の安定確保に資する先導的な
取組に対し、国が支援を行っている。
また、「市街地再開発事業」等において施
設建築物内に保育所等を導入した場合の補助
等を行っている。

街なか居住等の推進
都心における職住近接により子育て世帯を
支援するため、都市部や中心市街地における
良質な住宅供給や良好な住宅市街地等の環境
整備を行っている。

（小児医療の充実）
小児医療の充実
小児医療については、今後の我が国の社会
を担う若い生命を守り育て、また、保護者の
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育児面における安心の確保を図る観点から、
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、小児医療に係る医療提供
施設相互の連携体制の構築を推進している。
特に小児救急医療については、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等を支援している。
また、休日・夜間における小児の症状等に
関する保護者等の不安解消等のため、小児の
保護者等に対し小児科医や看護師等が電話で
助言等を行う「子ども医療電話相談事業（♯
8000事業）」の整備を進めている。2004年度
より開始され、2010年度からは全都道府県
で事業展開されている。（第2-2-5図）さら
に、2019年度中に、各都道府県が小児科医
師確保計画を策定し、2020年度から同計画

を基に、医療提供体制の見直しや医師派遣等
の施策を進めることとしている。小児医療に
ついては、近年の累次の診療報酬改定におい
て重点的な評価が行われているところであ
り、2018年度診療報酬改定においても、小
児に対するかかりつけ医機能を評価した小児
かかりつけ診療料について、一層の普及を図
る観点から、夜間・休日の電話等による問合
せに係る要件を見直すとともに、医療的ケア
が必要な小児に対する訪問看護について、対
応を充実する観点から、喀痰吸引等を行う介
護職員等との連携や学校への情報提供の評
価、長時間の訪問看護の評価の充実を行った
ところである。

	第2-2-5図	 ♯8000事業の実施状況について

実施（翌朝まで実施している）

実施（翌朝までは実施していない）

実施状況（詳細版）

令和元年５月１日現在

資料：厚生労働省資料
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小児慢性特定疾病対策等の充実
小児慢性特定疾病対策については、2015
年１月から、「児童福祉法」（昭和22年法律第
164号）に基づき、公平かつ安定的な制度
（小児慢性特定疾病医療費助成制度）を確立
し、都道府県等において医療費助成が実施さ
れている。医療費助成の対象疾病（※）は、
2018年までに、同法改正法の施行前に対象
としていた514疾病から756疾病に拡大した。
さらに、2019年７月には６疾病を追加し、
762疾病に拡大した。
（※）�小児慢性特定疾病：以下の〈１〉～

〈４〉の要件を全て満たし、厚生労働
大臣が定めるもの

〈１〉慢性に経過する疾病であること、〈２〉
生命を長期にわたって脅かす疾病であるこ
と、〈３〉症状や治療が長期にわたって生活
の質を低下させる疾病であること、〈４〉長
期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病
であること。
医療費助成の対象となる疾病は、〈１〉悪
性新生物、〈２〉慢性腎疾患、〈３〉慢性呼吸
器疾患、〈４〉慢性心疾患、〈５〉内分泌疾患、
〈６〉膠原病、〈７〉糖尿病、〈８〉先天性代
謝異常、〈９〉血液疾患、〈10〉免疫疾患、
〈11〉神経・筋疾患、〈12〉慢性消化器疾患、
〈13〉染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群、
〈14〉皮膚疾患、〈15〉骨系統疾患及び〈16〉
脈管系疾患の16疾患群に分類されている。
また、幼少期から慢性的な疾病にかかって
いるため、学校生活での教育や社会性の涵養
に遅れがみられ、自立を阻害されている児童
等について、地域による総合的な支援により
自立の促進を図る「小児慢性特定疾病児童等
自立支援事業」についても2015年１月から児
童福祉法に位置付けたところであり、同法に
基づき都道府県等において実施されている。
さらに、児童福祉法改正法附則に基づく施
行５年後の見直しについて、2019年５月から、
厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会
及び社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾
患児への支援の在り方に関する専門委員会の

合同委員会等において、検討を行っている。

予防接種の推進
予防接種は、感染症の発生及び流行から国
民を守る極めて有効な手段であり、我が国の
感染症対策上大きな役割を果たしてきたとこ
ろである。今後も、予防接種の機会を広く確
保するとともに、制度の見直し及び充実を図
り、予防接種施策を適切に実施していくこと
が重要である。
2013年３月の「予防接種法」（昭和23年法
律第68号）改正では、新たにHib感染症、
小児の肺炎球菌感染症、ヒトパピローマウイ
ルス感染症の三ワクチンが定期接種に位置付
けられた。また、「予防接種に関する基本的
な計画」の策定、副反応疑い報告制度の法定
化、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科
会の設置等の取組が進んだ。さらに、先進諸
国と比べて公的に接種するワクチンの数が少
ない、いわゆる「ワクチン・ギャップ」の問
題の解消に向け、厚生科学審議会等において
「広く接種を促進していくことがのぞましい」
とされた水痘、高齢者の肺炎球菌感染症につ
いては、2014年10月から、B型肝炎につい
ては、2016年10月から定期接種として実施
しており、ロタウイルス感染症については、
2020年10月から定期接種として実施するこ
ととしている。

こころの健康づくり
学校において健康課題を抱える子供に対す
る支援が適切に行われるよう、教員を対象と
した参考資料を作成するとともに、養護教諭
等を対象とした研修会の実施や、児童生徒の
心のケア等を図るため、スクールカウンセ
ラーの活用など学校における教育相談体制の
充実に努めている。
さらに、児童思春期におけるこころの健康
づくり対策としては、児童思春期におけるこ
ころのケアの専門家の養成研修事業を行って
おり、精神保健福祉センター、児童相談所等
では思春期の児童に係る相談支援を実施して
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いる。
加えて、様々な子供の心の問題、被虐待児

の心のケアや発達障害に対応するため、都道
府県及び指定都市における拠点病院を中核と
し、各医療機関や保健福祉機関等と連携した
支援体制の構築を図るとともに、災害時の子
供の心の支援体制づくりのための「子どもの
心の診療ネットワーク事業」を実施している。

（子供の健やかな育ち）
未就学児の教育環境の整備等
幼稚園については、2017年３月に「幼稚
園教育要領」の改訂を行った。新しい幼稚園
教育要領では幼稚園教育において育みたい資
質・能力を「知識及び技能の基礎」、「思考
力、判断力、表現力等の基礎」、「学びに向か
う力、人間性等」として明確にするととも
に、幼稚園教育要領に基づく活動全体を通し
て資質・能力が育まれている幼児の幼稚園修
了時の具体的な姿を「幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿」として明確にした。この
「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を
小学校と共有するなど連携を図り幼稚園教育
と小学校教育の接続について一層の推進を
図った。改訂の内容については、2018年４
月から実施されている。
また、第三者評価を含め幼稚園の特性に応
じた学校評価を推進するため、2011年11月
には、「幼稚園における学校評価ガイドライ
ン」を改訂した。
さらに、文部科学省では、2019年度から、
都道府県や市町村における、研修等の拠点と
なる幼児教育センターの設置や、各園を巡回
して助言等にあたる幼児教育アドバイザーの
配置など、地方公共団体における公私の別や
施設種を超えた幼児教育の推進体制の充実・
活用強化の取組を支援する事業を実施してい
る。また、2017年度からは、幼稚園教諭の
新規採用促進、離職防止・定着促進など、各
地域における幼稚園の人材確保に向けた先導
的な取組を支援する事業を実施している。そ

のほか、幼児教育の教育課題に対応した指導
方法についてより充実するための調査研究を
行った。また、2016年度には、国・地方公
共団体の幼児教育振興策の政策立案を行う上
で必要となる基礎データの収集・分析や政策
効果に関する研究を行うための国の調査研究
拠点として国立教育政策研究所内に「幼児教
育研究センター」を設置した。
保育所については、2015年４月からの「子
ども・子育て支援新制度」の施行、０～２歳
児を中心とした保育所利用児童数の増加など
の保育をめぐる状況が大きく変化したことを
受け、2017年３月に「保育所保育指針」の
改定を行った。社会保障審議会児童部会保育
専門委員会の「保育所保育指針の改定に関す
る議論のとりまとめ」（2016年12月）におい
て、改定の方向性として、〈１〉乳児・１歳
以上３歳未満児の保育に関する記載の充実、
〈２〉保育所保育における幼児教育の積極的
な位置付け、〈３〉子供の育ちをめぐる環境
の変化を踏まえた健康及び安全の記載の見直
し、〈４〉保護者・家庭及び地域と連携した
子育て支援の必要性、〈５〉職員の資質・専
門性の向上といった内容が示され、これを受
けて改定を行ったものである。新たな保育所
保育指針は2018年４月１日から適用したと
ころである。
また、保育の質を向上させるため、2009
年から保育所保育指針において保育所及び保
育士の自己評価の努力義務が定められたこと
に伴い、同年３月に「保育所における自己評
価ガイドライン」を策定した。さらに、保育
を含む福祉サービスの第三者評価事業の普及
を図るため、「子ども・子育て支援新制度」
において、保育所の受審料を支援する「第三
者評価受審加算」を設けている。
幼稚園、保育所両方の性格を有する幼保連
携型認定こども園については、教育課程その
他の教育及び保育の内容に関する事項を定め
た「幼保連携型認定こども園教育・保育要
領」（以下「教育・保育要領」という。）を
2014年４月に内閣府・文部科学省・厚生労
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働省で共同告示し、2015年４月から施行さ
れた。教育・保育要領の内容を定めるに当
たっては、「就学前の子どもに関する教育、
保育等の総合的な提供の推進に関する法律」
（平成18年法律第77号。以下「認定こども園
法」という。）第10条第２項において、幼稚
園教育要領及び保育所保育指針との整合性の
確保に配慮しなければならないとされてい
る。このため、幼稚園教育要領及び保育所保
育指針の改訂等に向けた検討を受け、「幼保
連携型認定こども園教育・保育要領の改訂に
関する検討会」の審議を踏まえて教育・保育
要領を改訂し、2017年３月に共同告示した。
新しい教育・保育要領の基本的な考え方
は、〈１〉幼稚園教育要領及び保育所保育指
針との整合性を確保すること、〈２〉幼保連
携型認定こども園として特に配慮すべき事項
等として「教育と保育が一体的に行われるこ
と」、「教育及び保育の内容並びに子育ての支
援等に関する全体的な計画の策定」、「多様な
生活形態の保護者への配慮」等の記載を充実
することの２点である。改訂の内容について
は、2018年４月から施行されている。
また、認定こども園法等において、教育及
び保育並びに子育て支援事業等の状況につい
ての評価が規定されている。評価のうち、第
三者評価についての受審を進めていくため
に、「子ども・子育て支援新制度」において、
第三者評価の受審料を支援する「第三者評価
受審加算」を設けている。

児童・生徒の教育環境の整備等
初等中等教育については、2016年12月の
中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学
校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要
領等の改善及び必要な方策等について（答
申）」を踏まえ、現行学習指導要領の枠組み
や教育内容を維持した上で、知識の理解の質
の向上を図り、これからの時代に求められる
資質・能力を育んでいくことを目指した学習
指導要領改訂を行った。新学習指導要領は、
小学校では2020年４月から、中学校では

2021年４月から全面実施され、高等学校で
は2022年４月から年次進行で実施されると
ころであり、その理念の実現に向けた施策を
着実に進めている。
教員の養成においても、教職を目指す学生
のための学校体験活動（学校における校務や
放課後子供教室、土曜学習等の活動の補助）
を免許状取得に必要な単位に含むことを可能
としており、2019年度の入学生から、全国
の大学等で学校現場の実情を踏まえたより実
践的な教員養成が行われている。
また、学校の教育環境の根幹である教職員
定数については、2017年度においては、学
校現場における喫緊の課題のうち、今まで予
算の範囲内で加配措置をしてきた、障害に応
じた特別の指導（通級による指導）のための
教員の定数や、外国人児童生徒等教育のため
の教員の定数等を2026年度までの10年間で
計画的に基礎定数化することとし、2020年
度においても着実に実施することとしてい
る。
さらに、2020年度においては、新学習指
導要領の円滑な実施と学校の働き方改革の実
現のため、新学習指導要領における小学校外
国語教育の授業時数増に対応し、より質の高
い英語教育を行う小学校専科指導教員を配置
するための加配定数1,000人を含む3,726人の
定数の改善（振替2,000人を除く改善は1,726
人）を行うとともに、学校における働き方改
革を強力に推進するため、スクール・サポー
ト・スタッフ（4,600人）や中学校における
部活動指導員（10,200人）など22,800人の学
校サポーターを活用する「補習等のための指
導員等派遣事業」を引き続き実施している。

地域ぐるみで子供の教育に取り組む環境の整
備
学校、家庭及び地域住民等がそれぞれの役
割と責任を自覚しつつ、未来を担う子供たち
を健やかに見守り育むことにより、地域や家
庭の教育力の向上を図るため、放課後子供教
室や家庭教育支援など、地域住民の参画によ
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る教育支援の取組を全国で推進している。
地域と学校の連携・協働については、2017
年３月に改正した「社会教育法」（昭和24年
法律第207号）及び「地方教育行政の組織及
び運営に関する法律」（昭和31年法律第162
号）を踏まえて、幅広い地域住民や企業・団
体等の参画により、地域と学校が連携・協働
して、地域全体で未来を担う子供たちの成長
を支え、地域を創生する「地域学校協働活
動」を推進する体制（地域学校協働本部）
と、保護者や地域住民等が学校運営に参画す
る仕組みであるコミュニティ・スクール（学
校運営協議会制度）を一体的に推進してい
る。

・地域学校協働本部
2008年度から実施してきた、従来の学校
支援地域本部等の地域と学校の連携体制を基
盤として、より幅広い層の地域住民、団体等
が参画し、緩やかなネットワークを形成する
ことにより地域学校協働活動を推進する体制
である地域学校協働本部の整備を推進してい
る（2019年度本部数：9,387本部）。

・放課後子供教室
放課後等に、学校の余裕教室等を活用し
て、全ての子供を対象として、安全・安心な
活動拠点（居場所）を設け、地域住民等の参
画を得て、学習活動やスポーツ・文化芸術活
動等の体験活動、地域住民との交流活動等の
機会を提供する放課後子供教室を実施してい
る（2019年度実施か所数：19,260教室）。

・地域未来塾
経済的な理由や家庭の事情により、家庭で
の学習が困難であったり、学習習慣が十分に
身についていない等の中学生・高校生等に対
して、地域住民の協力等による原則無料の学
習支援である「地域未来塾」の取組を実施し
ている（2019年度実施か所数：3,316か所）。

・コミュニティ・スクール（学校運営協議会
制度）
保護者や地域住民等から構成される学校運
営協議会において、学校運営の基本方針の承
認を行うとともに、学校運営への必要な支援
についての協議などが行われている（2019
年度導入校数：7,601校）。

・家庭教育支援
地域において、保護者が安心して家庭教育
を行うことができるよう、文部科学省では、
地域の多様な人材を活用した家庭教育支援
チーム等が地域の実情に応じて行う家庭教育
支援に関する取組（保護者に対する学習機会
や情報の提供、相談対応等）を推進するた
め、補助事業（地域における家庭教育支援基
盤構築事業）等を実施している。また、地域
における家庭教育支援の取組の効果的な実施
に向けて、教育と福祉の連携に関する地方公
共団体向けの委託事業（家庭教育支援推進事
業）を実施している。
さらに、食事や睡眠といった子供たちの基
本的な生活習慣の定着を図るため、独立行政
法人国立青少年教育振興機構においては、文
部科学省と連携し、「早寝早起き朝ごはん」
国民運動に関する取組を実施している（「早
寝早起き朝ごはん」フォーラム事業：８か
所、「早寝早起き朝ごはん」推進校事業：12
か所）。独立行政法人国立女性教育会館にお
いては、男女共同参画社会形成に役立つリン
ク集「女性情報ナビゲーション１」により、
育児・子育て支援に関する有用なウェブペー
ジを紹介している。

いじめ防止対策の推進
いじめは、いじめを受けた子供の教育を受
ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な
成長と人格の形成に重大な影響を与えるのみ
ならず、その生命や身体に重大な危険を生じ
させるおそれがあるものであり、どの子供に

１　https://winet.nwec.jp/?page_id=138
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も、どの学校でも起こり得るものである。
2013年６月に成立した「いじめ防止対策推

進法」（平成25年法律第71号）を踏まえ、文
部科学省では同年10月、「いじめの防止等の
ための基本的な方針」（以下「基本方針」と
いう。）を策定した。以後、「いじめの防止等
のための普及啓発協議会」や、教員を対象と
した「いじめの問題に関する指導者養成研修」
を開催するなど、同法や基本方針の周知に取
り組んでいる。また、2016年に、同法施行後
３年が経過したことを受け、同法の施行状況
の検証を行い、2017年には、学校におけるい
じめへの組織的な対応を徹底させることなど
を促すため、基本方針の改定を行うとともに、
学校の設置者及び学校における同法、基本方
針等に則った適切な調査の実施に資するため、
「いじめの重大事態の調査に関するガイドラ
イン」を策定した。加えて、近年、若年層の
多くが、SNSを主なコミュニケーション手段
として用いているとともに、SNS上のいじめ
への対応も大きな課題となっている状況を受
け、文部科学省では、いじめを含む様々な悩
みに関する児童生徒の相談に関して、SNS等
を活用する利点・課題等について検討を行う
ため、2017年７月に有識者会議を開催し、
2018年３月、「SNS等を活用した相談体制の
構築に関する当面の考え方（最終報告）」を
取りまとめた。また、2018年から地方公共団
体に対し、SNS等を活用した児童生徒向けの
相談体制の構築を支援している。
また、教育再生実行会議の第一次提言及び
いじめ防止対策推進法を踏まえ、いじめの未
然防止、早期発見・早期対応や教育相談体制
の整備及びインターネットを通じて行われる
いじめへの対応を充実させるため、「いじめ
対策・不登校支援等総合推進事業」を実施
し、いじめの防止等のための対策を推進して
いる。

スクールサポーターによるいじめ防止対策の
推進
退職した警察官等から成るスクールサポー

ターの学校への訪問活動等により、いじめ事
案の早期把握に努めるとともに、把握したい
じめ事案の重大性及び緊急性、被害を受けた
児童生徒及びその保護者の意向、学校等の対
応状況等を踏まえ、学校等と緊密に連携しな
がら、的確な対応を推進している。2019年
４月現在、44都道府県で約860人のスクール
サポーターが配置されている。

（「食育」等の普及・促進及び多様な
体験活動の推進）
食育の普及促進
2005年６月に制定された「食育基本法」

（平成17年法律第63号、同年７月施行）にお
いて、子供たちに対する食育は、心身の成長
及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯
にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間
性を育んでいく基礎となるものと位置付けて
いる。
同法では、食育推進会議（会長：農林水産
大臣）が「食育推進基本計画」（以下「基本
計画」という。）を作成することとされてお
り、2016年度から2020年度の５年間を対象
とする「第３次食育推進基本計画」が決定さ
れ、これに基づき食育の推進に関する各種施
策が行われている。

・国民運動としての食育の推進
食育基本法の趣旨から、子供たちに対する
食育が重要であるとの認識の下、基本計画に
基づき、家庭、学校、保育所、地域等におい
て、国民的広がりを持つ運動として食育を推
進している。基本計画は、食育推進運動を重
点的かつ効果的に実施し、食育の国民への浸
透を図るため、毎年６月を「食育月間」と定
めている。農林水産省では、実施要綱を策定
して全国的な推進を図るとともに、2019年
６月には山梨県甲府市において「第14回食
育推進全国大会inやまなし」を開催するな
ど、食育に関する国民の理解の促進を図って
いる。
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また、ボランティア活動、教育活動又は農
林漁業、食品製造・販売等その他の事業活動
を通じて食育を推進する優れた取組を対象と
して「食育活動表彰」を行い、2019年度に
は、７団体の農林水産大臣賞及び14団体の
消費・安全局長賞を授与した。

・家庭における食育の推進
子供や若い世代の食生活の状況として、朝
食の欠食率は小学生に比べ中学生になると高
くなる傾向があり、成人後は20歳代、30歳
代の若い世代が最も欠食率が高い。子供の基
本的な生活習慣の形成を図っていくためにも、
「早寝早起き朝ごはん」国民運動等により、
全国的な普及啓発を推進していくことが求め
られる。
また、2015年度からスタートした「健やか
親子21（第２次）」においても、子供の生活
習慣の形成という観点から、引き続き、朝食
を欠食する子供の割合を減らす取組を進める
ほか、家族と一緒に食べる「共食」の回数を
増やす取組などを推進している。

・学校、保育所等における食育の推進
学校における食育を推進するためには、学
校における指導体制の整備が必要である。
2005年４月に制度化された栄養教諭は、教
育に関する資質と栄養に関する専門性を生か
して、学校における食育推進の要として、食
に関する指導と献立作成や衛生管理などの学
校給食の管理を一体的に展開することによ
り、教育上の高い相乗効果をもたらしてい
る。2019年５月１日現在で、全国の公立小
中学校等において6,488人の栄養教諭が配置
されている。また、文部科学省においては、
食育教材や教職員向けの「食に関する指導の
手引」等を作成し、ホームページで公開する
とともに、モデル事業を展開するなど、学校
における食育の推進に努めている。
児童福祉施設における食事は、入所する子
供の健やかな発育・発達及び健康の維持・増
進の基盤であるとともに、望ましい食習慣及

び生活習慣の形成を図るなど、その果たす役
割は極めて大きい。そこで、適切な栄養管理
方法や食事提供における留意点、食を通した
自立支援など食育の推進についてまとめた
「児童福祉施設における食事の提供ガイド」
（2010年３月）を参考に、子供の健やかな発
育・発達を支援する観点も踏まえ、児童福祉
施設における食事提供を充実させている。
なお、保育所における食育の推進について
は、2017年３月に告示された、新たな「保
育所保育指針」（2017年厚生労働省告示第117
号。2018年４月１日施行）に位置付けられ
ている。

・地域における食生活の改善等のための取組
の推進
健全な食生活の実現に当たり、一人一人が
自ら食育に関する取組を実践できるよう、
「食育ガイド」や「食事バランスガイド」、ご
はんを中心に多様な副食を組み合わせ栄養バ
ランスに優れた「日本型食生活」等につい
て、関係機関や関係団体等を通じて普及啓発
に努めるとともに、農林漁業体験を通じて食
や農林水産業への理解を深める教育ファーム
などの食育活動を支援した。さらに、学校給
食への地場産物の活用など、地域の特性をい
かした取組を促進している。
また、2019年11月29日に閣議決定した

「子供の貧困対策に関する大綱」に基づき、
子供の食事・栄養状態の確保、食育に関する
支援やひとり親家庭の子供に対し、放課後児
童クラブ等の終了後に生活習慣の習得・学習
支援や食事の提供等を行うことが可能な居場
所づくりを行っている。

消費者教育・金融経済教育等の普及・促進
消費者が被害に遭わないようにし、自らの
利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的
に行動できる消費者であるため、また、消費
者の日々の意思決定や行動が、総体として経
済社会の発展や持続可能な社会を形成する上
で大きな役割を果たすことを認識し、社会の
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一員として行動する消費者であるためには、
消費者教育（消費者の自立を支援するために
行われる消費生活に関する教育）が重要であ
る。そのような消費者教育を総合的かつ一体
的に推進するために、2012年12月に「消費
者教育の推進に関する法律」（平成24年法律
第61号）が施行され、消費者庁に審議会と
して消費者教育推進会議を置いた（同法第
19条）。また、同法に基づき2013年６月28
日に「消費者教育の推進に関する基本的な方
針」（以下「基本方針」という。）が閣議決定
され、2017年８月に始動した第３期消費者
教育推進会議では、基本方針の見直しについ
て議論がなされ、2018年３月に基本方針の
変更がなされた。そして、2019年10月に始
動した第４期消費者教育推進会議では、社会
情勢の変化等に対応した課題として、地域に
おける消費者教育の推進等に関する事項、消
費者教育ポータルサイトの全面見直しに向け
た検討を行うこととされている。
また、個別の課題について機動的に議論し
具体的な提言等を行うため、消費者教育推進
会議委員で構成する分科会を開催している。
2017年10月からは、若年者の消費者教育分
科会を開催し、若年者への効果的な消費者教
育について検討を行い、2018年６月に、教
員の指導力の向上に向けた提言及び方策の提
言が取りまとめられた。その後、同年９月に
同分科会を再開し、消費者教育教材の効果的
な周知及び提供方法について検討を行い、
2019年７月に提言が取りまとめられた。加
えて、2019年２月からは、「地域における消
費者教育の充実に向けた連携に関する分科
会」において、基本方針に「当面の重点事
項」として掲げた、地域における多様な主体
が連携・協働した消費者教育の推進方策につ
いて議論を行い、2019年７月に地方公共団
体におけるコーディネート機能の強化に関す
る提言が取りまとめられた。2019年12月に
は、「全世代における体系的な消費者教育に
向けた連携に関する分科会」を立ち上げ、地
方公共団体のコーディネート機能強化に向

け、消費者教育推進計画のPDCAサイクル
の確立に向けた方策等について議論を行って
いる。
文部科学省では、学習指導要領に基づき、
契約の重要性、消費者の権利と責任、消費者
問題、生涯を見通した生活における経済の管
理や計画などについて、小・中・高等学校の
社会科、家庭科等の関係する各教科等におい
て消費者教育が行われている。
また、文部科学省の消費者教育に関する取
組の成果を広く還元するとともに、多様な主
体の連携と協働を促進する場である「消費者
教育フェスタ」において、成年年齢引下げの
施行に向けて、18歳までに自らが主体的に
判断し、責任を持って行動ができる能力を育
むため、有識者による基調講演やパネルディ
スカッション、実践者による事例報告などを
実施した。今後も、消費者教育の推進に関す
る法律や「消費者基本計画」（2020年３月31
日閣議決定）、学習指導要領などを踏まえ、
学校・家庭・地域・職域における消費者教育
を推進することとしている。
また、金融経済教育については、金融リテ
ラシーの向上を通じて、国民一人一人が経済
的に自立し、より良い暮らしを実現していく
ことを可能とする観点から、各種の取組を進
めている。金融経済分野に関する記述がより
充実した新学習指導要領が、中学校では
2021年４月から、高等学校では2022年４月
から順次実施されることを踏まえて、金融
庁・財務局職員による出張授業を抜本的に拡
充するとともに、大学の教員養成課程の講義
や中学・高校での研究授業に金融庁より講師
を派遣し、教員や学生との意見交換等を通し
て、金融経済教育の在り方について議論を行
うなど、金融経済教育が全国でスムーズに行
われるよう、取組を進めている。加えて、
「高齢社会対策大綱」（2018年２月16日閣議
決定）に基づき、勤労世代が職場を通じて資
産形成を学べる機会を確保するための働きか
けを関係省庁、地方公共団体及び民間企業等
に実施している。
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