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子ども・若者育成支援推進大綱（「子ども・若者ビジョン」） 
点検・評価シート 

 
項目：多様な主体による取組の推進、多様な担い手の育成 

 
省庁名：  内閣府     

 
（１）大綱策定（平成 22 年７月）から現在までの取組 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）進捗に係る自己評価 

 

 

 

 

 

 

（３）現在認識している課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）今後の方向性 

 

 

 

○毎年 11 月を「子ども・若者育成支援強調月間」として、月間中、国や地方公共

団体、青少年関係団体が様々な事業、イベントを行っている。 

○地域で牽引的役割を担っている青少年育成指導者、少年補導委員、青少年健全育

成に関する活動を行う団体の指導者などに対して、青少年を巡る課題を明確化し

て対応能力の向上を図るための各種研修事業を毎年度実施している。 

○青少年を育成支援する活動において顕著な功績があった個人、団体、企業や、社

会貢献活動において顕著な功績があった青少年を対象とした各種表彰事業を毎

年度実施している。 

○研修事業には、毎年約 1,200 人が参加。参加者の平均評価は、８割強が有意義だ

ったとの高い評価を得ている。 

○表彰事業では、受賞者の取組を事例集としてまとめ、関係機関に配布するととも

に、内閣府ＨＰでも広く紹介している。 

○青少年育成活動に参加している人の割合は 9.0％(25 年度)と参加者数の減少や

高齢化といった課題に直面している。また、地域においてボランティア等多様な

青少年育成の担い手の重要性は高まっており、その人材確保、養成に引き続き取

り組む必要がある。 

○地方公共団体等における特色ある取組等の情報を収集し、全国で情報共有を図る

など、地方公共団体等との一層の連携強化を図る必要がある。 

○引き続き、国、地方公共団体、関係団体における連携と情報共有等の促進を図り、

青少年育成支援についての気運を高め、社会全体が一体となった子ども・若者育

成支援の取組を推進する。 

○平成 26 年度において、青少年育成活動に携わっているボランティアの活動状況

に関する調査研究を実施する。 

○研修事業について、新たに若手・中堅層を対象とした青年リーダー研修を実施す

る。 



「子ども・若者育成支援強調月間」について「子ども・若者育成支援強調月間」について

1 経緯等■

内閣府では、昭和 53 年度以来毎年 11 月を全国青少年健全育成強調月

間としてきたが、平成 22 年度、子ども・若者育成支援推進法の趣旨を踏ま

え、「子ども・若者育成支援強調月間」と名称変更して実施している。

平成 25 年度は、「いのち輝く みんなの未来」をスローガンに、子ども・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、

関係省庁、地方公共団体及び関係団体とともに、諸事業、諸活動を集中的

に実施した。

2 実施主体■

・内閣府、各省庁等、都道府県、市区町村、その他関係諸団体

3 重点課題■

重点課題１ 子ども・若者の社会的自立支援の促進■

重点課題２ 生活習慣の見直しと家庭への支援■

重点課題３ 児童虐待の予防と対応■

重点課題４ 子どもを犯罪や有害環境等から守るための取組の推進■

重点課題５ 子どもの貧困対策の推進■





地域で牽引的役割を担っている青少年育成指導者、少年補導委員、青少年健全育成に関する活動
を行うボランティア等を対象に研修事業を実施

中央研修大会（団体のリーダー）

ブロック研修会
（活動歴５年未満の初任者）

■日 程
平成２５年９月～１０月の各ブロック１日間
■参加者数
６ブロックで計８００名
●プログラム（関東・甲信越ブロック実績）
行政施策説明
講演 「少年非行を巡る諸問題」
川邉 讓（駿河台大学心理学部教授）

専門研修会Ａ 「『非行はなくせる！』すべて
の子にチャンスを！」

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 三浦 一広 （ＮＰＯ法人奄美
青少年支援センター所長）

専門研修会Ｂ 「面接指導の基本」
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 川邉 讓

■日 程 平成２５年１１月２５日～２６日
■参加者数 ４００名
●プログラム（１日目）
内閣府特命担当大臣挨拶（副大臣代理）
社会貢献青少年表彰式
シンポジウム 「青少年が生き生きと、幸せに生きる力を育む～放課後の居場所・体験活動の場づくりを通じて～」
基調講演 明石 要一（千葉大学名誉教授）
パネルディスカッション

パネリスト 菊川 律子（九州大学理事）
平岩 国泰（特定非営利活動法人アフタースクール代表）

コーディネーター 明石 要一
●プログラム（２日目）
第１研修会 「現代日本社会における子どもから大人への移行～子ども・若者の発達支援～」

保坂 亨（千葉大学教育学部附属教育実践総合センター教授）
第２研修会 「安心・安全なコミュニティづくり～割れ窓理論による少年非行の防止」

守山 正（拓殖大学政経学部教授）
第３研修会 「犯罪・非行の若者の現状と支援～心理臨床（児童虐待と非行）の視点から」

山田麻紗子（日本福祉大学こども発達学部教授）
第４研修会 「『いじめ』を社会学で考える」

伊藤 茂樹（駒澤大学総合教育研究部教授）

青年リーダー研修会（２６年度新規）
（若手・中堅層）

■日 程
平成２７年１月で２泊３日（東京都）
■参加者数
５０名
●プログラム（１日目）
行政施策説明
講演、班別討議

●プログラム（２日目）
演習、班別討議

●プログラム（３日目）
講演、班別討議
演習成果発表、講評

子ども・若者育成支援のための地域連携推進事業（25年度）

リーダー間の議論等を通じ活動の活性化を図る

事例検討等を通じ現場の充実・強化を図る 事例研究等を通じ個の能力向上を図る



特命担当大臣表彰（１５件程度）

表彰対象
社会貢献活動に取り組み、特に顕著な功績の
あった個人又は団体

選考基準

≪個人≫
○原則として3年以
上の活動実績
○おおむね10歳～
30歳未満

≪団体≫
○原則として5年以上の
活動実績
○構成員の大部分の者
がおおむね6歳～30歳
未満

活動例

・老人福祉施設等を訪問する福祉活動
・地域行事に参加、郷土芸能の継承活動、発表
を通じて地域を活性化する活動
・価値観や悩みを共有する同世代による相談活
動（ピア・カウンセリング） 等

社会貢献青少年表彰

子どもと家族・若者応援団活動事例紹介事業
〔チャイルド・ユースサポート章〕

子どもと家族・若者応援団表彰に推薦のあったもののうち、優
良な事例としてＨＰで紹介等を行う事業

子どもと家族・若者応援団表彰

支援活動を顕彰 本人の活動を顕彰

内閣総理大臣表彰（５件程度）

子ども・若者育成
支援部門

子育て・家族
支援部門

特命担当大臣表彰

（１５件程度）

特命担当大臣表彰

（１５件程度）

表彰対象

子ども・若者を育成支
援する活動に取り組
み、極めて顕著・特に
顕著な功績のあった
企業、団体又は個人

子育てと子育てを担う
家族を支援する活動
に取り組み、極めて顕
著・特に顕著な功績の
あった企業、団体又は
個人

選考基準
○原則として5年以上の活動実績があること。
○当該活動が将来にわたり継続されることが見
込まれること。

活動例

・街頭補導活動による
非行防止活動
・ニート、ひきこもり、
不登校等の子ども・
若者への相談・自立
支援活動
・児童虐待の未然防
止、早期発見等の相
談活動 等

・企業内託児施設の
地域の子どもの受け
入れ
・つどいの広場など、
地域の子育て拠点
を推進する活動
・仕事と育児の両立を
支援する取組を推進
する活動 等

「子どもと家族・若者応援団表彰」等について



 

子ども・若者育成支援推進大綱（「子ども・若者ビジョン」） 
点検・評価シート 

項目：多様な主体による取組の推進、多様な担い手の育成 
省庁名：  警察庁   

（１）大綱策定（平成 22 年７月）から現在までの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）進捗に係る自己評価 

 

 

 

 

 

 

（３）現在認識している課題 

 

 

 

 

 

（４）今後の方向性 

 

 

 

 

・少年補導職員は平成 26 年４月１日現在、全国に約９百人が配置されている。少

年の特性についての深い知識と少年の取扱いについての技術を有する少年警察の

専門家として、少年補導職員がその能力が十分に発揮することができるよう、転用

の抑制や教養の実施、適任者の任用について要領を定める等、その適切な運用を努

めているところである。また、全国少年補導職員研修会（全国規模、毎年開催）、

カウンセリング技術専科（全国規模、隔年開催）を始めとする、都道府県単位ある

いは全国規模の各種研修を実施している。 

・少年警察ボランティアは、26 年４月現在、全国で約６万人を委嘱しており、警

察職員と協力して街頭補導活動、立ち直り支援活動その他少年の健全育成のための

活動を推進している。また、26 年３月現在、大学生を中心とした少年警察学生ボ

ランティア約５千人が全国で活動している。少年と年齢が近く、少年の気持ち、言

葉を理解できる大学生ボランティアは、スポーツ活動や学習支援等の立ち直り支援

活動を積極的、効果的に推進できることから、警察庁では、平成 25 年３月に「大

学生ボランティアの裾野拡大の一層の推進について（通達）」を発出し、募集用ポ

スター・リーフレットを活用した募集活動、活動状況の積極的な広報、効果的な活

動に必要な知識・技能の習得等を図るための研修の実施等に努め、大学生ボランテ

ィアのさらなる裾野拡大・活性化を図っている。 

・少年補導職員に対する各種研修を通じた資質向上・専門家の育成を適切に推進し

ている。 

・「立ち直り支援ボランティア・リーダーシップ研修会」を始めとする各種研修の

開催や（公社）全国少年警察ボランティア協会との連名による活動の表彰等により、

ボランティア活動の活性化を適切に図っている。 

・少年補導職員に対しては、時代に応じて変化する少年の問題に的確に対応できる

よう研修の充実を図っていく必要がある。 

・少年警察ボランティアの活性化に向けて、委嘱数の増加や、若年化、多様化を図

っていく必要がある。 

・少年補導職員が期待される能力が十分に発揮できるものとするように、引き続き

適切な運用を進めていく。 

・各都道府県の実情に応じた少年警察ボランティアの活性化、大学生ボランティア

の裾野拡大を引き続き推進していく。 
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