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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：自己形成支援 
① 日常生活能力の習得

省庁名：文部科学省 
（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 

【学校教育における取組】 

○学校教育では、新学習指導要領に基づいて、道徳や特別活動等をはじめ学

校の教育活動全体を通じて、基本的な生活習慣の形成や規範意識・倫理観

の育成を図るための指導が行われている。道徳教育に関しては、「心のノー

ト」を活用。現在、有識者会議において、道徳教育の教科化や「心のノー

ト」の改訂などについても検討中。

○食育の推進として、子供が、食生活に関する基本的な知識や習慣を身に付

けられるよう、栄養教諭の各都道府県への配置を促進し、幼稚園教育要領

や新学習指導要領に基づき指導。

【社会教育等における取組】 

○子供の基本的な生活習慣づくりのための「早寝早起き朝ごはん」国民運動を推進。

○青少年教育施設においては、自然体験や集団宿泊体験活動の機会を提供。

【体力の向上】 

○学校内外における子どもの体力向上に向けた総合的な施策を推進。

・学校における体育・運動部活動の振興 

・学校・家庭・スポーツ団体等の地域社会全体が連携する取組の充実 等

○学校給食における地場産物の使用割合 25.1％（平成 24 年度） 

○朝食を毎日食べている児童の割合

小 6：75.4％(H15)→88.6％(H25)  中 3：69.9％(H15)→84.3％(H25) 

○子供の体力は、昭和 60 年頃と比較すると依然低いが、低下傾向には歯止め

がかかってきている。

50ｍ走 11 歳男子：8.60 秒(S62)→9.03 秒(H13)→8.81 秒(H24) 

50ｍ走 11 歳女子：8.91 秒(S62)→9.26 秒(H13)→9.13 秒(H24) 

○都市部における学校給食の地場産物の使用割合の向上が課題。

○中高生については、生活圏の拡大や行動の多様化等により、生活リズムが

乱れやすい環境にある。

○「心のノート」（仮称）をはじめとする道徳の教材の充実、効果的な指導方法の普

及等による教員の指導力向上、家庭・地域との連携強化などの取組を推進。 

○食に関する指導を充実させるため、学校給食において地場産物を活用する

取組を促していく。

○基本的な生活習慣の形成に関して中高生以上の世代への普及啓発を実施。

○ 学校・家庭・スポーツ団体等の地域社会の連携を図り、子供の体力の向上

のために、更に効果的な取組を実施する。

※「体力・運動能力調査」 文部科学省  

※文部科学省調べ  

※全国学力・学習状況調査 、小中学校教育課程実施状況調査  
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(平成24年度予算額 ： 630,512千円)
平成25年度予算額 ： 831,305千円

【背景】
○ 未来を担う子どもたちの豊かな人間性を育成する重要性
○ 教育基本法における教育の目標として、「豊かな情操と道徳心を培う」を新規規定
○ 新しい学習指導要領において、道徳教育の更なる充実
【課題】
○ 道徳の時間の指導の形式化
○ 学年段階が上がるにつれて子どもの受け止めが良くない
（特に高等学校における道徳教育が課題） など

地域に根ざした道徳教育の推進

学校・地域の実情等に応じた道徳教育の促進、道徳教育の質の向上

～道徳教育総合支援事業～

（１） 特色ある道徳教育支援
◆ 外部講師派遣、道徳教育研修
◆ 保護者・地域との連携 など

（２） 道徳教材活用支援
◆ 地域教材作成
◆ 国作成教材（読み物資料など）活用 など

東日本大震災からの復興に向けた支え合いなど、世界から高い評価を受けた日本人の道徳
性を一層生かし伸ばすため、道徳教育の視点毎に読み物資料を作成

日本人のよさを生かし伸ばす道徳教材の開発活用

地域における創意工夫を生かした実践事例の紹介など、道徳教育の推進方策に関する全国
協議会を開催

道徳教育推進協議会

学習指導要領に示す道徳の内容項目に沿って編集した「心のノート」の改訂及び全国の小・中
学生への配布・活用

「心のノート」活用推進事業

自治体による多様な事業への支援
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「食育推進プラン」の充実

（前 年 度 予 算 額 229,171千円）
25年度予算額 230,261千円

子どもたちの食生活の乱れによる健康への影響が問題となっており、食に関する指導
の充実が喫緊の課題となっているため、栄養教諭を中核とした地域の食育指導体制の充
実を図ることにより、学校における食育を推進するとともに、学校給食における地場産
物の活用や衛生管理の充実を促進する取組を推進する。

○ 学校給食・食育総合推進事業
（ 76,587千円）

（１）栄養教諭を中核とした食育推進事業【拡充】 87,578千円
栄養教諭を中核とした食育推進のための実践的な取組と教育委員会における地域

の食育推進機能の強化等に対する支援を充実するとともに、退職栄養教諭・学校栄
養職員等からなる食育支援者を派遣し、学校における食育の推進体制の充実を図る。

（ 1,496千円）
（２）栄養教諭育成講習事業 1,388千円

現職の学校栄養職員が円滑に栄養教諭免許状を取得できるようにするための講習会を
開設する。

（ 20,288千円）
（３）学校給食における地場産物の活用促進事業 17,163千円

地場産物活用促進に取り組む３都道府県において、地場産物に関する食育教材の
開発等を行うほか、地場産物を活用した学校給食のメニュー開発コンテストや調理
員を対象とした調理講習会を開催するなど、総合的に地場産物活用を推進すること
により食育の推進を図る。

（ 62,701千円）
（４）食生活学習教材の作成・配布 62,697千円

児童生徒が自らの食生活を考え、食に関する実践力を身に付けることができるよ
うにするため、小学校低学年から継続した食に関する指導を行うための学習教材を
作成し、配布する。

（ 新 規 ）
（５）学校給食における食物アレルギー対応に関する調査研究 12,248千円

児童生徒の食物アレルギー疾患の実態や食物アレルギーに対応した学校給食の体
制等の取組状況を調査するとともに、有識者による検討会議において学校給食にお
ける食物アレルギー対応に関する課題等について検討を行い、対応の充実を図る。

（ 60,110千円）
（６）学校給食の衛生管理等に関する調査研究 41,739千円

学校給食における衛生管理の在り方についての調査研究を行う調査研究委員会を
設置するとともに、教育委員会が衛生管理に関する指導者として委嘱した退職栄養
教諭・学校栄養職員等を指導主事とともに学校給食施設へ派遣し、学校給食衛生管
理基準の状況調査・改善指導を行う。

（ 7,989千円）
（７）学校給食の現代的課題に関する調査研究 7,448千円

学校給食費未納問題への対応など、学校給食を取り巻く行政上の課題に対応する
ための調査研究を行う。

（ 699億円の内数）

○ 学校施設環境改善交付金（学校給食施設整備） 797億円の内数

※東日本大震災復興特別会計含む

学校給食における食中毒の発生を防ぎ、食の安全を確保するため、衛生管理の

充実強化等に必要な学校給食施設の整備に対する補助を行う。

Ⅰ 学校給食施設整備（新増築）【算定割合１／２】
Ⅱ 学校給食施設整備（改 築）【算定割合１／３】
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早寝早起きや朝ごはんを食べるといった基本的な生活習慣の乱れは、子供たちの学習意欲、体力、
気力にも大きな影響を及ぼす。

家庭における食事、睡眠などの乱れを個々の家庭や子供の問題として見過ごすことなく、社
会全体の問題として企業や地域が一丸となり、子供の健やかな成長を期して、基本的な生活
習慣を育成し、生活リズムの向上を図るための取組を推進していくことが必要である。

「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進（平成18年度～）

「早寝早起き朝ごはん」全国協議会

設立：平成１８年４月２４日
会員数：２７９企業・団体・個人（平成２５年１１月現在）

文部科学省連携

「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進（平成１８年度より）

関係府省及び官民連携による全国的な普及啓発の促進

地域全体で家庭の教育力を支える社会的機運の醸成

子供たちの健やかな成長のための基本的な生活習慣の確立

出典：文部科学省「全国学力・学習状況調査」

平成15年度と平成25年度

を比べると、朝食を毎日食

べる割合は、

小学６年生で13.2ポイント、

中学３年生で14.4ポイント

増加している。

朝食を食べる割合

平成２４年度より表彰制度を創設し、優れた活動の表彰、
更なる地域の取組の活性化を図る
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運動部活動地域連携再構築事業

○教員数の減少や高齢化、練習・引率及
び大会運営等による教員の負担増

○生徒の指導に対するニーズの多様化

○運動をよくする子どもと、そうでない子ども
の二極化傾向がみられ、中学校女子にお
いて顕著化

○少子化や学校の小規模化の影響

都道府県・指定都市教育委員会（６７地域）

・地域のスポーツ指導者のリストへの登
録促進及び人材確保
・活用ニーズの把握・マッチング

・指導上の配慮事項を中心とした講習
会の開催

・課題の集約・分析及び解決策の検討
等

実践校の指定

・中学校・高等学校等の運動部活動な
どにおける地域のスポーツ指導者の
活用

・地域のスポーツ指導者と学校の連携
体制の在り方 等

実践校

運動部活動等推進委員会

現 状

地域のスポーツ指導者の活用等を図り
指導を充実

運動部活動の再構築を図り
スポーツの参加機会を確保

市区町村等教育委員会等（９箇所）

実践研究の実施

地域実践研究協議会の設置

・実践研究の具体的内容についての検討
・関係団体等との連携協力体制づくり
・課題の共有と成果の普及啓発 等

・生徒の運動部活動の参加機会を確保す
るための実践研究（複数校による合同実
施、複数種目の実施 等）
・関係団体との連携の在り方についての
実践研究（交流大会の実施、女子の運
動部の創設 等）

【関係団体】
日本中学校体育連盟、全国高等学校体育連
盟、日本体育協会、大学法人 等

連携・協力

実践地区

報告

報告

（前年度予算額 ２６９，０６３千円）

２５年度予定額 ２７１，９３０千円

実践研究成果を全国に普及
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中学校・高等学校スポーツ活動振興事業

○主催
(公財)全国高等学校体育連盟、開催地都道府県、開催地都
道府県教育委員会、関係競技種目別全国中央競技団体、会場
地市町村、会場地市町村教育委員会
○開催期間

夏季大会：７月下旬～８月下旬
冬季大会：１２月下旬～２月上旬
○開催地
夏季大会：平成２３年度より複数県による開催
冬季大会：大会ごとに開催地を検討

○競技種目 ４１競技種目

夏季大会：３３競技

冬季大会： ８競技

全国高等学校総合体育大会概要

○中学校・高等学校スポーツ振興事業
（地方スポーツ振興費補助金）

平成25年度予定額（H24予算額）
46,576千円（46,084千円）

※開催地の都道府県に補助
（補助率：定額）

文部科学省における支援

全国中学校体育大会概要

○主催
(公財)日本中学校体育連盟、開催地都道府県教育委員
会、 関係競技種目別全国中央競技団体、会場地市町村
教育委員会
○開催期間
夏季大会：８月中旬～８月下旬、
冬季大会：１２月下旬～２月上旬
○開催地
夏季大会：ブロック開催
冬季大会：大会ごと開催地を検討

○競技種目 ２０競技種目

夏季大会：１６競技

冬季大会： ４競技

文部科学省における支援

○中学校・高等学校スポーツ振興事業
（地方スポーツ振興費補助金）

平成25年度予定額（H24予算額）
17,360千円（17,240千円）

※開催地の都道府県に補助
（補助率：定額）

平成２５年度予定額：６３，９３６千円（６３，３２４千円）
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地域を活用した学校丸ごと子どもの体力向上推進事業

平成２５年度予定額：３０４，２８１千円（新規）

国 実施団体（コンソーシアム）30箇所

○ 子どもの体力は、概ね低下傾向に歯止めがかかっているものの依然として、昭和60年代に比較すると、低い状況

○ 近年は、積極的にスポーツをする子どもとそうでない子どもの二極化が顕著

○ 子どもに対する支援の充実等を学校だけでなく、家庭や地域が一体となって行い、体力を向上をさせることが大きな課題

ＤＯ
・地域の様々な機関が有する人的資源
等（大学生・地域のスポーツ指導者・著
名なスポーツ指導者）を活用した体力向
上の取組 など

ＣＨＥＣＫ
・実施委員会による取組の評価
・体力・運動能力等調査の実施

など

ＡＣＴＩＯＮ
・評価結果に基づいた取組の改善
・取組担当者に対する講習会の実施 など

ＰＬＡＮ
・実施委員会による調査の分析

・実施委員会による体力向上取
組の策定 など

選定委員会を
設置し、実施団
体を選定・委託

全国連絡協
議会を開催し、
成果を全国に
普及

○教育委員会を中心とした様々な機関等で組織するコンソーシアムを設置
○実施委員会を設置し、各機関の人的資源等を活用し、検証改善サイクルを踏まえた体力向上
の取組を実施。

子どもの体力の現状と課題

関係機関の連携による
総合的な体力向上の取組

学校（モデル校）

検討
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