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青少年育成施策大綱を別紙のとおり定める。 

これに伴い、「青少年育成施策大綱」（平成１５年１２月９日青少年育成推進本

部決定）は、廃止する。 
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１ はじめに 

 

(青少年期の位置づけ) 

 青少年期は、心身の発達に伴い、子どもから若者へと成長するとともに、様々

な悩みや葛藤を経験しながら、社会の担い手として生活の基盤を確立し、公共

への参画を通して社会へ貢献するとともに、能力や適性等に応じて国の内外に

活躍の場を広げていく時期である。 

 

(青少年育成施策大綱の策定と関連する政府の取組) 

少子高齢化、核家族化、情報化、都市と地方の分化、雇用形態の多様化、経

済のグローバル化等、我が国社会や国際的な環境が大きく変化する中、政府は、

青少年の育成に係る政府としての基本的理念と中長期的な施策の基本方向を

明確に示し、関係施策を総合的かつ効果的に推進するため、平成15年 12月に

「青少年育成施策大綱」(以下「前大綱」という。)を策定し、様々な施策を推

進してきた。 

また、前大綱策定後、少子化対策、食育及び自殺対策の分野における基本法

の制定や施策の大綱・基本計画の策定、教育基本法等関係法律の改正や「教育

振興基本計画」(平成２０年７月閣議決定)の策定等一連の教育再生の取組、及

び「仕事と生活の調和(ワークライフバランス)憲章」の策定など、青少年の育

成に深く関わる制度改正や新たな枠組みづくり等が行われてきている。 

さらに、その他の個別分野における取組として、「児童買春、児童ポルノに

係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」、「児童福祉法」、「児童虐待

の防止等に関する法律」及び「少年法」等の改正や「青少年が安全に安心して

インターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」の制定などが行われ

ている。 

 

(近年の状況変化) 

前大綱が策定されたのは、日本がバブル経済崩壊後の長期にわたる景気低迷

に苦しむ時期であった。我が国経済は厳しい構造改革を余儀なくされ、特に若

者に対しては、その影響は新卒者の就職難、失業率の上昇、雇用の不安定化等

となって現れた。 

また、こうした状況と並んで所得格差の拡大や家庭の養育力の低下が指摘さ

れるようになってきた。 

その後、景気は回復基調に転じたが、企業業績の回復に比べて所得や消費の

伸びは芳しくなく、その一方で雇用形態の多様化は一段と進行している。こう

した中で、フリーターやニートの数は引き続き高水準で推移しており、子ども
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や若者の抱える様々な問題が相互に影響し合って複雑化していく危険性や、経

済的格差の拡大と世代にまたがる固定化を懸念する声が高まっている。 

さらに、情報化の一段と急速な進展の結果、様々な情報の氾濫やその伝達手

段の多様化が子どもに及ぼす影響を危惧する意見も多く聞かれる。 

また、「日本国憲法の改正手続に関する法律」が成立し、同法施行までの間

に満18歳以上満20歳未満の者が国政選挙に参加できること等となるよう、関

係法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとされた。

法制審議会においては、民法の成年年齢の引き下げについて、必要な環境・条

件整備も含め調査審議を行っている。 

近年、青少年による社会の耳目を集める重大事件、子どもが被害者となる事

件等の発生や刑法犯少年の再犯の問題により、青少年の安全で安心な成長に対

する懸念が高まっているが、こうしたことの背景として、家族や周囲との円滑

な関係やコミュニケーションの欠如、不安定な就労環境、保護者の経済的な困

難や周囲からの孤立等が指摘されている。 

 

(新たな青少年育成施策大綱の策定) 

こうした近年の状況のめまぐるしい変化に対応し、我が国のすべての青少年

が健やかな成長を遂げていけるよう、政府は、「児童の権利に関する条約」等に

示されている青少年の人権の尊重及び擁護の観点も踏まえ、一人一人の青少年

の立場に立って、関係行政機関はもとより、家庭、学校、地域等が連携し、取

組を進めていく必要がある。 

 このため、前大綱に盛り込んだ青少年育成の理念等を継承しつつ、時代の変

化に対応した青少年育成施策の一層の推進を図るため、ここに新たな「青少年

育成施策大綱」を策定し、今後の政府の青少年育成施策の基本理念や中長期的

な施策の基本的方向を示すこととする。 

 

 

２ 基本理念 

  

政府は、以下の３点を基本理念として青少年育成施策を推進し、すべての青

少年が、成長の過程を通して、周囲の人々から愛情と思いやりと責任を持って

見守られ、信頼を持てる人とのつながりの中で困難を克服し、可能性を発揮で

きる社会、即ち、一人一人の青少年の健やかな成長を保障する社会の実現を目

指すこととする。 

 

 ① 青少年の立場を第一に考える 
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 青少年は、親等家族にとっても、社会にとっても、可能性を秘めた掛け替

えのない存在である。こうした青少年が、現代の我が国社会において、健や

かに成長し、それぞれの可能性を最大限に発揮できるよう、大人社会の都合

や関係機関等の側からの視点からではなく、何よりもまず青少年の立場に立

って、現在の生活の充実と将来への成長の両面を支援していくことが必要で

ある。 

 

 ② 社会的な自立と他者との共生を目指して、青少年の健やかな成長を支援 

青少年が、心身ともに健康で、他者を思いやる心を持ち、挑戦と試行錯誤

の過程を経つつ、自己を確立し、自らの可能性を発揮できる、社会的に自立

した個人として成長し、他者や地域社会とともに生きていけるよう支援して

いくことが必要である。 

 

③ 青少年一人一人の状況に応じた支援を社会総がかりで実施 

  能力や可能性、更には抱える困難の状況等は個々人によって異なる。青少

年への対応は、このように個々の状況に応じたきめ細やかなものとなるよう

にすることが重要である。青少年の育成に当たっては、こうした認識の下、

青少年の健やかな成長を支えることは社会全体の責任であることや青少年

の問題は大人社会の反映であることを踏まえ、行政のみならず、すべての組

織や個人が、当事者意識を持って、青少年との信頼関係の上に、それぞれの

役割や責任を果たしつつ、相互に協力・補完しながら取り組むことが必要で

ある。 

   

 

３ 重点課題 

 

  本大綱においては、０歳からおおむね３０歳未満までの年齢層にある者を「青

少年」と総称し、成長段階ごとの特性及び課題並びに社会的自立の遅れ等昨今

の状況を踏まえ、各年齢期を通じて、青少年が健やかな成長を積み上げていく

ことができるよう、特に次の課題について重点的に取り組むこととする。 

  

①  健やかな成長の基礎形成のための取組 
親等特定少数の者への信頼感、自尊感情又は自己肯定感並びに起床、就寝

及び食事等に係る規則正しい生活習慣等は青少年の成長の基礎となるもの

である。こうした基礎形成を促進するため、基本的な生活習慣、体力、基礎

学力及び社会性等の習得、食育等に取り組む。 
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また、家庭における取組を支援する観点から、各種の子育て支援や仕事と

生活の調和等により環境整備を推進する。 

 

② 豊かな人間性をはぐくみ、社会で生きる力と創造力を身につけていくため
の取組 

   健やかな成長の基礎の上に、様々な体験や他者との交流を積み重ねていく

ことにより、自他の生命を尊重する心や、社会的に自立するために必要な知

識、経験、社会性をはぐくむとともに、新たな価値を生み出し、未来を切り

拓く創造力を養成する。このため、自然・社会体験、集団遊び、世代間交流、

異文化理解のための国際交流の充実や高度な知識・技能の習得等に取り組む。 

 

③ 困難を抱える青少年の成長を支援するための取組 
青少年が様々な困難や不利な状況に直面したり、又はそのおそれがある場

合、その個々の困難等の態様に応じ、関係機関が連携し、問題発生の未然防

止、早期発見・早期対応及び困難克服までの切れ目ない支援を、青少年本人

のみならずその家族に対しても総合的に行う。 

 

④ 青少年の日々の生活を支える環境整備のための取組 
すべての組織や個人が、相互に連携・協力し、地域等における青少年の居

場所づくりや様々な困難の解決を図る。このため、関係機関・団体間の有機

的連携や様々な地域資源の活用等を通じて、家庭、学校及び地域の相互の関

係の再構築、有害環境対策、安全・安心なまちづくり等社会環境の整備及び

青少年の育成のための国民運動の推進による気運醸成等に取り組む。 

 

 

４ 青少年等に対する施策の基本的方向 

 

(１) 年齢期ごとの施策  

 青少年が、必要な知識、技能、生活習慣等を身に付け、個々人の能力や可能

性を発揮し、社会の一員として自立した生活を送ることができるよう、成長段

階に応じた支援を実施する。 

 その際、青少年が直面する困難等を未然に防止又は軽減する必要にもかんが

み、学力や基本的な生活習慣等の習得はもとより、様々な体験・交流等の充実

等を通じ、社会性を養い、生きる力をはぐくむことに特に留意する。 

 また、施策の実施に当たっては、個人差に配慮するとともに、各年齢期の連

続性を重視する。 
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① 乳幼児期 

乳幼児期には、人間への基本的信頼と愛情を育てていく基礎となる親や特

定少数の人との強い情愛的きずなを形成するとともに、複数の人々との多様

なかかわりを通じて認知や情緒を発達させ、人格を形成していくことが重要

である。こうした考えに立ち、以下のような施策を行う。 

 

  ⅰ 母子の健康の確保・増進 

   (安心で安全な妊娠・出産の確保) 

安心で安全な妊娠・出産について、関係者や妊婦が共通の理解を持つ

ことができるよう、妊産婦健康診査等様々な機会をとらえて働きかけを

行う。 

また、総合周産期母子医療センター等の整備、周産期医療と救急医療

の連携の確保等、周産期医療の充実を図る。 

 

(地域保健の充実)  

育児不安の解消や産後うつ病への対応など、妊産婦の心の健康確保の

ため、地域における妊産婦健康診査、乳幼児健康診査、保健指導等の母

子保健事業を推進する。 

 

   (小児医療の充実)  

子どもが地域において、いつでも安心して医療サービスを受けられる

よう、都道府県が定める医療計画を通じて、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を構築するとともに、

小児初期救急センター、小児救急医療拠点病院等の整備を支援する。 

また、小児救急電話相談事業により保護者等の不安を解消するほか、

地域の小児医療を支える地域住民や関係機関の取組の普及促進を図る。 

さらに、小児医療に係る診療報酬上の措置についても引き続き検討を

行う。 

 

   (食育の推進) 

     出産前からの適切な食生活を支援し、乳幼児期からの望ましい食習

慣の定着を図るため、妊産婦や子育て家庭を対象とした食に関する学

習の機会や情報の提供を推進する。 

また、健康な心と身体をはぐくむために、保育所や幼稚園における食

育の取組を推進する。 
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  ⅱ 子育て支援の充実 

   （子育て家庭の支援） 

乳児のいる家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育環境等

を把握するとともに、支援が必要な家庭に対しては、訪問による育児に

関する指導・助言等を行う取組を推進する。 

次世代育成支援策が効果を発揮するためには、施策の着実な実施と併

せ、家族の大切さ、家族を支える地域の力が若い世代に受け継がれてい

くことが必要であり、社会全体の意識改革を図るため、「家族の日」や

「家族の週間」を設け、家族・地域のきずなを再生する国民運動を推進

する。 

 

(男女ともに子育てと就業が両立しやすい職場づくり)  

「次世代育成支援対策推進法」に基づき、事業主による次世代育成支

援対策についての行動計画の策定・実施を支援し、企業における自主的

な取組を促進する。 

また、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉

に関する法律」に基づき、育児休業、子の看護休暇勤務時間短縮等の措

置の普及等について、周知・啓発や助言・指導等を行うなど、男女とも

に仕事と子育てが両立しやすい職場環境の整備などを促進する。 

さらに、各施策が効果を発揮するよう、施策の遂行にあわせた長期的

な視点に立って、働き方の見直しを含む、労使の意識改革を図る官民一

体となった国民運動を推進する。 

農山漁村の女性は、農作業等に加え家事・育児等の負担が大きいこと

から、その負担軽減を図り、女性が農業経営と家事・育児等を両立し経

営参画するために必要な支援体制を整える。 

    

   (育児等退職者の再就職支援)  

     育児等で退職した女性の再就職に対する支援として、「女性の再チャ

レンジ支援プラン（平成 17 年 12 月 26 日策定、平成 18 年 12 月 25 日

改訂）」に基づき、①気軽に相談できる窓口の設置や地域における支援

機関のネットワーク化、②学習・能力開発による支援、③出産・育児

等で離職した女性に対する総合的な再就職支援、④研修の実施や融資

等の支援、⑤様々な情報の提供等、総合的な支援を引き続き行う。 

 

(新待機児童ゼロ作戦)  
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希望するすべての人が子どもを預けて働くことができるためのサー

ビスの受け皿を確保し、待機児童をゼロにする目標を掲げ、10年後に

保育サービス(３歳児未満)の提供割合を 38％、放課後児童クラブ(小

学校１年から３年)の提供割合を60％とする目標を設定し、平成20年

度から22年度を集中重点期間として取組を進める。 

このため、①保育サービスの量的拡充及び提供手段の多様化、②放

課後児童健全育成事業への施策対象の拡大、③女性の就業率の高まり

に応じて必要となる保育サービスの計画的拡大、④一定の質の確保さ

れたサービスの提供の保障等、質と量の両面から保育施策を充実し、

必要な社会的基盤の構築に取り組む。 

  

   (多様な主体による子育て支援とネットワークづくり)  

     子育て経験者等を活用し、孤立しがちな親等が気軽に相談し、助

言・指導を受けることができる相談体制を整備する。 

ＮＰＯ等との連携の下、地域の子育てネットワーク形成を促進する。 

「次世代育成支援対策推進法」に基づく都道府県及び市町村の行動

計画の実施、「児童福祉法」に基づく市町村における子育て支援事業等

により、地域における子育て支援の取組を推進する。 

     希望するすべての幼稚園が預かり保育を実施できるよう諸施策を

推進するとともに、幼稚園が地域の幼児期教育のセンターとしての役

割を果たすため、幼稚園における相談活動、情報提供、未就園児の親

子登園、保護者同士の交流の機会の提供等の活動を推進する。 

保育所において相談事務が円滑に実施されるよう、乳児、児童等の

保育に関する相談・助言に必要な保育士の知識・技能の習得、維持及

び向上を図る。 

     また、多様で弾力的な保育サービスを拡充するため、保育に欠ける

乳幼児を居宅等で少人数単位で保育する家庭的保育についても普

及・促進を図る。 

 

   (経済的支援) 

     子育て家庭の経済的負担の軽減を図る等の観点から、育児休業給付

及び児童手当を支給する。  

 

  ⅲ 保育所・幼稚園等での養護・教育の充実 

(保育所と幼稚園の連携強化と認定こども園制度の推進)  

保育所と幼稚園の連携を進め、教育内容の整合性を図った新しい保
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育所保育指針と幼稚園教育要領を平成21年度から実施する。 

また、認定こども園制度について、できる限り早期に認定件数が

2,000 件以上になることを目指し、制度の普及啓発や幼保連携型認定

こども園への円滑な移行に向けた運用改善を行うとともに、認定こど

も園の制度改革に取り組む。 

 

   (保育所・幼稚園と小学校との連携)  

子どもの成長や発達の連続性を踏まえた教育を充実させるため、新

たな保育所保育指針、幼稚園教育要領及び小学校学習指導要領の周知

等を通じて、相互理解を深める等、保育所・幼稚園と小学校の連携・

交流を推進する。 

 

   (サービスの第三者評価の推進)  

  サービスの第三者評価のためのガイドライン等を改定し、内容の充

実を図る。 

また、自己評価を基盤とする第三者評価の整備のため、保育現場に

おける保育士等及び保育所の自己評価に関するガイドラインを作成す

る。 

  

(認可外保育施設の質の維持・向上)  

認可外保育施設の運営状況等を効率的に把握することにより、引き

続き認可外保育施設の質の維持・向上を図る。 

 

   （多様な体験の機会） 

     幼児の心身の調和のとれた発達を促すため、自然との触れ合いなど、

多様な体験の機会を提供する。 

また、親子での自然体験活動等の機会を通じて、幼児期における多

様な体験の必要性に対する保護者の理解を深める。 

 

(安全教育)   

保育所、幼稚園等を通じて、子どもが危険な場所や遊び方を認識し、

災害や犯罪等の危険を回避するための行動の仕方を身に付けるため、

安全教育を推進する。 

また、保育所や幼稚園等と連携し、子ども及び保護者に対する交通

安全教育を推進する。 
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② 学童期 

   学童期には、後の成長の基礎となる体力・運動能力を身に付け、多様な知

識・経験を蓄積し、家族や仲間との相互関係の中で自分の役割や連帯感など

の社会性を獲得していくことが重要である。こうした考えに立ち、以下のよ

うな施策を行う。 

 

  ⅰ 健康の確保・増進 

(学校における教育・相談体制の充実)  

心の健康に関する指導、薬物乱用防止教育、発達段階に応じた性に関

する指導、感染症対策、環境衛生への適切な対応等について、専門家の

協力も得ながら学校における健康教育の推進を図る。   

また、健康上の諸問題に対する取組を進めるとともに、児童が適切な

相談を受けることができるよう、スクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカー等の活用など教育相談体制の整備を支援する。 

 

   (地域における相談)  

子どもの発育・発達や心の健康問題に関する地域における相談事業を

推進する。 

 

   (小児医療の充実)  

子どもが地域において、いつでも安心して医療サービスを受けられる

よう、都道府県が定める医療計画を通じて、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連携体制を構築するとともに、小児

初期救急センター、小児救急医療拠点病院等の整備を支援する。 

また、小児救急電話相談事業により保護者等の不安を解消するほか、

地域の小児医療を支える地域住民や関係機関の取組の普及促進を図る。 

さらに、小児医療に係る診療報酬上の措置について引き続き検討を行

う。 

 

  ⅱ 日常生活能力の習得 

   (基本的な生活習慣の形成) 

休養・睡眠、食事、運動、家事手伝いなど生活習慣の改善に向けた

取組を学校内外において進める。特に、児童が食に関する正しい知識

と望ましい食習慣を身に付け、豊かな人間性をはぐくめるよう、栄養

教諭の配置促進や食に関する指導の全体の計画作成等により、学校に

おける食の指導の充実を図る。 



 

- 10 - 

また、児童とともに保護者等も健全な食生活を実践できるよう、食

に関する学習や体験活動の機会の提供等を通じて、家庭・学校・地域

等が連携した食育の取組を推進する。   

また、学校における道徳教育や、青少年教育施設等における集団宿

泊体験等を通じて規律ある生活をする態度を養う。 

 

（体力の向上） 

子どもの体力の向上を図るため、指導者の資質向上、体育専科教員

や外部指導者の活用などにより、体育の授業を充実させる。 

また、体力等の全国的な状況の把握・分析を行い、その結果を踏ま

え、学校や地域における体力の向上のための取組を推進する。 

子どもの遊び場やスポーツ・レクリエーション活動の拠点等となる

都市公園や海辺、河川等の水辺、森林等における自然体験活動を推進

する。 

 

 (コミュニケーション能力や規範意識等の育成)  

思いやりの心、自分と異なる意見を持つ者や異なる立場の者とのコ

ミュニケーション能力、生命や自然を大切にする心や他を思いやる優

しさ、社会性、規範意識等を育てるため、発表・討論などの学習や道

徳教育の充実、自然体験や集団宿泊体験等の体験活動の充実等、学校

や青少年教育施設等における様々な機会の確保・充実を図るほか、非

行防止教室等の取組を推進する。 

 

 (安全教育)  

子どもが犯罪被害、交通事故及び自然災害等の危険から自らの身を

守る能力を養うため、学校・家庭・地域社会が連携しつつ、発達段階

に応じた安全教育を推進する。 

 

   (環境教育)  

関係府省や地方公共団体が連携し、家庭、学校、地域、企業等にお

ける生涯にわたる環境教育・学習の機会の多様化を図るとともに、指

導者の質の向上を図る。 

青少年教育施設等においては、豊かな自然環境を生かし、子どもの

環境教育の拠点として、取組の推進を図る。 

 

ⅲ 学力の向上 
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(知識・技能や思考力・判断力・表現力、学習意欲等の「確かな学力」の 

 確立) 

学習指導要領の着実な実施のため、①基礎的・基本的な知識・技能

の習得、②これらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判

断力・表現力等の育成、③学習意欲の向上や学習習慣の確立、に向け

て各学校が行う取組を進められるよう必要な支援を行う。 

 

    (全国的な学力の把握・評価)  

児童の学力や学習状況を把握し、教育施策や指導の改善に活用する

ため、小学校第６学年の全児童を対象として、全国学力・学習状況調

査を実施し、国語及び算数並びに生活習慣や学習環境等に関する質問

紙調査を行うとともに、その結果から、児童の学力、学力と学習状況

の関係等を分析・検証し、課題が見られる学校の改善に向けた取組の

支援や優れた取組の普及等を行う。 

   

ⅳ 社会的自立につながる活動機会の保障 

 (集団遊びの機会の確保) 

放課後児童クラブ、児童館、都市公園等の設置を推進し、集団遊び

の場を確保するとともに、放課後子ども教室等を通じて、地域住民の

参画を得て、学習活動やスポーツ・文化芸術活動、レクリエーション

等の機会を提供する取組を推進する。 

 

 (ボランティアなど社会奉仕体験活動)  

     各地域のボランティア活動支援センターにおける活動希望者と受

け入れ先との効果的なマッチング方法や、関係団体・機関との連携、

支援センターの運営等に関する調査研究を実施し、青少年がボランテ

ィア活動を通じて地域社会への活動に参画することを支援する。 

 

(学校での特別活動の推進) 

児童が学級活動や児童会活動等の集団活動を通して、集団や社会の

一員としての自主的、実践的な態度を身に付けるため、学校における

特別活動を推進する。 

 

(都市と農山漁村の共生・対流の促進) 

子どもたちの学ぶ意欲や自立心、思いやりの心、規範意識などをは

ぐくみ、力強い成長を支え、更に農山漁村や農林水産業への関心と理
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解を促すため、学校における体験活動や地域活動での体験学習を推進

するとともに、農山漁村の受入体制の整備や小学校の活動への支援等

を通じて、農山漁村に長期に滞在し農林漁業体験、自然体験、生活体

験等を行う活動を推進する。 

さらに、農林漁家民宿の開業への支援や交流・体験施設の整備等に

より、家族ぐるみの交流や子ども団体受入等を進め、都市と農山漁村

の共生・対流の促進を図る。 

 

 (地域等での多様な活動)  

子どもの心と体の健全な発展を促すため、青少年教育施設や学校、

地域の青少年団体、ＮＰＯ等の様々な場における、環境学習・自然体

験、集団宿泊体験、奉仕体験、スポーツ活動、芸術・伝統文化体験、

といった様々な体験活動や、異世代間・地域間交流等の多様な活動の

機会の提供について推進する。 

 

③ 思春期 

   思春期には、自分らしさを確立するために模索し、社会規範や知識・能

力を習得しながら、大人への移行を開始することが重要である。こうした

考え方に立ち、以下のような施策を行う。 

   また、思春期にある若者の特性を踏まえ、適切な距離を保ちつつ成長を

支援することや性差に応じたきめ細かな相談・支援を行うよう配慮するも

のとする。 

 

 ⅰ 健康の確保・増進 

  (学校における教育・相談体制の充実)  

心の健康に関する指導、薬物乱用防止教育、発達段階に応じた性に

関する指導、感染症対策等について、学童期に引き続き、専門家の協

力も得ながら学校における健康教育の推進を図るとともに、スクール

カウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の活用など教育相談体

制の整備を支援する。 

 

  (地域における相談、医療機関での対応)  

地域において、若者の心の健康、薬物乱用、性、感染症等に関する

相談の充実を図るとともに、医療機関による対応の充実を図る。特に、

性に関する健全な意識を涵養し、正しい理解の普及を図るため、価値

観を共有する同世代の仲間による相談・教育活動（ピア・カウンセリ
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ング、ピア・エデュケーション）の普及、妊娠について悩んでいる若

者に個別に医学的、精神的及び社会的な問題に関する相談・援助を実

施するなど、相談体制の充実を進める。 

   

   (思春期特有の課題への対応)  

未成年者の喫煙及び飲酒をなくし、人工妊娠中絶の実施率や性感染

症罹患率及び女性の思春期やせ症の発生頻度の減少を実現することを

目標とし、各種の取組を推進する。 

 

 ⅱ 日常生活能力及び社会生活能力の習得 

(基本的な生活習慣の形成)  

休養・睡眠、食事、運動、家事手伝いなど生活習慣の改善に向けた

取組を学校内外において進める。特に、未成年の中で朝食欠食の割合

が高いとされる思春期の子どもに、食生活の乱れ、肥満及びやせが見

られるため、学童期に学習した基礎的事項を土台として、望ましい食

習慣や食の自己管理能力が身に付くよう、学校における食に関する指

導の充実を図るとともに、食に関する学習の機会や情報の提供等を通

じ、家庭・学校・地域等が連携した食育の取組を推進する。 

また、学校における道徳教育や、青少年教育施設等における集団宿

泊体験等を通じて規律ある生活をする態度を養う。 

 

(体力の向上) 

若者の多様なニーズにこたえ、体力の向上を図るため、指導者の資

質向上などにより、保健体育の授業を充実させる。 

また、中学校保健体育の武道必修化に向けた条件整備を図り、武道

が安全かつ円滑に実施できるよう取組を進めるとともに、複数校合同

運動部活動の推進や外部指導者の活用などにより、運動部活動の充実

を図る。 

さらに、体力等の全国的な状況の把握・分析を行い、その結果を踏

まえ、学校や地域における体力の向上のための取組を推進する。 

スポーツ・レクリエーション活動等の活動拠点となる都市公園や海

辺、河川等の水辺、森林等における自然体験活動を推進する。 

 

(コミュニケーション能力や規範意識等の育成) 

思いやりの心、自分と異なる意見を持つ者や異なる立場の者とのコ

ミュニケーション能力、生命や自然を大切にする心や他を思いやる優
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しさ、社会性、規範意識等を育てるため、学童期に引き続き、発表・

討論などの学習や道徳教育の充実、集団宿泊体験や交流体験等の体験

活動の充実等、学校や青少年教育施設等における様々な機会の確保・

充実を図るほか、非行防止教室等の取組を推進する。 

 

 (安全教育)  

若者が犯罪被害、交通事故及び自然災害などの危険から自己及び他

者の身を守る能力を養うため、学校・家庭・地域社会が連携しつつ、

安全教育を推進する。 

 

(社会や経済の仕組についての現実的理解と知識の習得) 

法律、租税、公的年金制度及び金融やその背景となる経済の仕組な

どについての正しい理解を促進するため、関係行政機関と学校等が連

携し、取組を推進する。 

 

(ボランティアなど社会奉仕体験活動) 

ボランティア活動希望者と受け入れ先との効果的なマッチング方法

等に関する調査研究や、高等学校を対象とした社会奉仕活動プログラ

ムの調査研究等を実施する。また、青少年教育施設等におけるボラン

ティアに関する事業等を実施し、青少年がボランティア活動を通じて

市民性・社会性を獲得し、地域社会へ参画することを支援する。 

 

(学校での特別活動の推進) 

生徒が学級活動や生徒会活動等の集団活動を通して、集団や社会の

一員としての自主的、実践的な態度を身に付けるため、学校における

特別活動を推進する。 

 

(国際交流活動)  

青少年の国際理解や国際的視野の醸成を図るため、各国との交流プ

ログラムの作成、国内外の青少年の招へい・派遣、留学における情報

提供や事業の推進等を通じ、異文化体験や国際交流の機会の提供を行

う。 

 

(都市と農山漁村の交流の促進) 

農山漁村や農林水産業への関心と理解を促すため、農山漁村の受入体

制の整備や交流・体験施設の整備、農林漁家民宿の開業等を通じて、農
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林漁業体験等を行う体験型修学旅行や家族旅行等の受入を進め、都市と

農山漁村の交流の促進を図る。 

 

(地域等での多様な活動)  

集団や社会の一員としての自主的、社会的な態度を身につけるため、

青少年教育施設や学校、地域の青少年団体、ＮＰＯ等が提供する様々

な場における、環境学習・自然体験、集団宿泊体験、奉仕体験、スポ

ーツ活動、芸術・伝統文化体験、といった様々な体験活動や、異世代

間・地域間交流等の多様な活動の機会の提供について推進する。 

教員や青少年団体等、青少年を指導する者への適切な情報提供と問

題の共有を図る機会を提供する。 

 

   （環境教育） 

     関係府省や地方公共団体が連携し、家庭、学校、地域、企業等にお

ける生涯にわたる環境教育・学習の機会の多様化を図るとともに、指

導者の質の向上を図る。 

     青少年教育施設等において、豊かな自然環境を生かし、青少年の環

境教育の拠点として、取組の推進を図る。 

 

ⅲ 学力の向上 

  (知識・技能や思考力・判断力・表現力、学習意欲等の「確かな学力」

の確立） 

学習指導要領の着実な実施のため、学童期に引き続き、①基礎的・基

本的な知識・技能の習得、②これらを活用して課題を解決するために必

要な思考力・判断力・表現力等の育成、③学習意欲の向上や学習習慣の

確立、に向けて各学校が行う取組を進められるよう必要な支援を行う。 

 

(全国的な学力の把握・評価) 

生徒の学力や学習状況を把握し、教育施策や指導の改善に活用するた

め、中学校第３学年の全生徒を対象として、全国学力・学習状況調査を

実施し、国語及び数学並びに生活習慣や学習環境等に関する質問紙調査

を行うとともに、その結果から、生徒の学力、学力と学習状況の関係等

を分析・検証し、課題が見られる学校の改善に向けた取組の支援や優れ

た取組の普及等を行う。 

 

 ⅳ 就業能力・意欲の習得 
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(勤労観・職業観と職業に関する知識、技能の育成)  

若者の勤労観や社会性を養い、将来の職業や生き方についての自覚

に資するよう、学校、企業、経済団体、ＰＴＡ、ＮＰＯ等の協力を得

て、関係府省の連携により、小学校段階からの組織的、系統的なキャ

リア教育及び職業教育を推進する。特に、中学校を中心とした職場体

験活動、普通科高等学校におけるキャリア教育、及び専門高等学校に

おける職業教育の推進を図る。また、地域一体となったキャリア教育

の更なる推進のため、学校と地域産業界の仲介役となる民間主体のコ

ーディネーターを育成する取組を促す。 

学生が男子向け・女子向けとされる職種にとらわれることなく、主

体的に職業選択を行うことができるよう情報提供等の支援を行う。 

 

(就職支援)  

公共職業安定所に「高卒就職ジョブサポーター」を配置し、学校と

の連携の下、就職に向けた準備から職場定着までの一貫したマンツー

マンの支援を行う。 

また、公共職業安定所と学校との連携により求人開拓を推進するほ

か、公共職業安定所等において高等学校の進路指導担当者を対象とし

た実地研修を行う。 

 

④ 青年期及びポスト青年期 

   青年期には、親の保護から抜け出し、就職することや家族を形成すること

等を通じて、社会の一員として自立した生活を営むとともに、公共に参画し、

貢献していくことが重要である。既に社会の担い手としての生活を送ってい

る者も少なくない反面、大学等において社会の各分野を支え、発展させてい

く資質・能力を養う努力を続けている者や社会的自立に困難を抱え、何らか

の支援を必要としている者が、青年期を過ぎた（ポスト青年期）者も含め、

多数存在する。こうした考え方に立ち、以下の施策を行う。 

 

ⅰ 大学教育等の充実 

 (教育内容の充実)  

各大学・学部の教育理念等に応じた入学者受入方針（アドミッション・

ポリシー）を明確化し、入学後の教育との関連を十分に踏まえ、受験生

の能力、適性等の多面的な評価を行うため、入試方法の多様化、評価尺

度の多元化を推進する。 

大学等が学生の知識・学習習慣・学習意欲の多様化に対応するととも
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に、それぞれの掲げる教育研究上の目的の下、教養と専門性を備えた人

間を育成することができるよう、学士課程で身に付ける学習成果（「学

士力」）の達成等を目指し、各大学等において教育内容・方法の改善を

進めるとともに、卒業認定も含めた厳格な成績評価システムを導入する

など、質の高い教育の展開を支援する。 

また、教員の教育力の向上のための実効ある取組をすべての大学等で

展開していくよう、優れた取組を行う大学等を支援する。 

人材育成について、産学双方向の対話と取組を推進するため、「産学人

材育成パートナーシップ」を推進し、産学連携による人材育成プログラ

ムの開発・実証等の取組に対する支援を通じ、大学の教育機能の強化を

図る。 

 

  (高度な大学教育の充実)  

高度の専門性が求められる職業を担う、社会的・国際的に活躍できる

人材を養成する専門職大学院の設置及びその教育の質の維持・向上を図

るための各大学の自主的な取組を促す。 

また、国公私立大学を通じ、国際的に卓越した教育研究拠点の形成を

支援するとともに、大学院における組織的・体系的な優れた教育の取組

を促す。 

 

(生涯学習への対応) 

生涯学習機会の充実を図るため、各大学等において、社会人を始めと

する幅広い学習者の要請に対応するための取組を促す。 

 

  (専修学校の充実) 

工業、医療、商業実務を始めとする様々な分野での実践的、専門的な

学習ニーズにこたえるため、専修学校教育の課題に対する調査や、社会

的要請の高い課題に対応する教育内容や方法等についての研究開発等、

専修学校の振興に係る取組を推進する。 

 

ⅱ 職業能力開発・就業支援の充実 

 (職業的自立に向けての支援)  

都道府県の主体的な取組により設置される若者のためのワンストップ

サービスセンターに対して、都道府県からの要望に応じ、ハローワーク

を併設し、若者を対象とした職業紹介を実施するほか、企業説明会や各

種セミナーの実施等の事業を委託し、地域の実情に応じた様々な就職支
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援を展開する。 

 

  (職業選択の指導助言等の就職支援)  

大学生等に対する就職支援として、各都道府県に設置している学生職

業センター等において、大学等と連携し、適職選択のための各種セミナ

ーの開催、学生一人一人に応じたきめ細かな就職指導、専門の相談員に

よる職業相談、情報提供、職業紹介等の支援を実施するほか、既卒者へ

の応募枠の拡大に係る取組等を行う。 

また、大学生等が、自己の能力、適性に応じた職業を主体的に選択で

きるよう、大学と地域の企業等が連携したインターンシップの推進を図

る。 

さらに、大学等の教職員等を対象とする「全国就職指導ガイダンス」

の実施などにより、各大学等における学生一人一人に応じたきめ細かな

就職指導や就職指導体制の一層の充実を図る。 

フリーター等の不安定就労者について、公共職業安定所にフリーター

常用就職サポーターを配置し、職業相談・職業紹介から職場定着に至る

までの一貫した支援を行う。 

また、若者を一定期間試行雇用し、その後の常用雇用への移行を図る

トライアル雇用制度の積極的な活用を図る。 

職場の人間関係などの要因により離職したことで再就職への悩みや不

安を抱える者等に対しては、個別的・専門的相談等のきめ細かな支援を

行い、就職活動の開始及び就業の促進を図る。 

     

  (能力開発)  

フリーター等の職業能力形成の機会に恵まれない者が、その能力を向

上させ、安定的な雇用へ移行できるようにするため、「ジョブ・カード制

度」（きめ細かなキャリア・コンサルティングを通じた意識啓発、課題の

明確化を行った上で、企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練

を提供し、企業からの評価結果や職務経歴等を「ジョブ・カード」とし

てとりまとめることにより、就職活動等に活用する制度）の整備・充実

を図る。 

職業能力開発施設、認定職業訓練施設、工業高校等において技能を習

得中の20歳以下の若者に対して技能レベルを競い合う場として「若年者

ものづくり競技大会」を実施し、若者の就業促進や若年技能者の裾野の

拡大を図る。 
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(能力を評価するための仕組みづくり) 

能力を軸とした若年労働市場の基盤を整備するため、実践的な職業能

力の評価と公証する仕組みを整備するとともに、「就職基礎能力」の具体

的な内容を修得の目安として示した上で、それらを身に付けるための認

定講座・認定試験について情報提供し、修得した能力の証明等を行う「若

年者就職基礎能力支援事業（ＹＥＳ－プログラム）」を実施し、若者の能

力開発、自己啓発の目標づくり及び企業側の採用目安としての活用を進

める。 

 

(農林漁業への就業支援)  

農林漁業に就く意欲を持つ若者の様々な希望や能力等にこたえ、相談

窓口における情報提供・相談、職業紹介、生産現場での体験及び実践研

修、農業者研修教育施設等での研修教育、就業支援のための資金の貸付

等により、農林漁業内外からの若者の就業を支援する。 

 

(起業支援) 

若者の起業を支援するため、30歳未満でありおおむね５年以内の新規

開業した若年起業家に対して、政府系金融機関による設備投資や運転資

金に対する低利融資を実施するとともに、インターネットを活用した起

業支援サービスを推進する。特に情報通信分野に関しては、おおむね５

年以内の新規開業のベンチャー企業等に対し、事業実施に必要な経費の

一部の助成を行う等の施策を推進する。 

また、ベンチャー企業における個人投資家からの資金調達をサポート

するための税制優遇措置（エンジェル税制）等の更なる普及啓発を行い、

起業促進の環境整備を図る。 

全国商工会連合会、日本商工会議所を通じて、創業に向けて具体的な

行動計画を有する者を対象に、創業に必要な実践的能力を習得させる「創

業塾」を実施する。 

失業者のうち、雇用保険の受給資格者が創業した場合の費用の一部を

助成すること等で起業を促進する。 

 

 ⅲ 生活設計・人生設計の支援 

  (奨学金等の支援)  

 教育を受ける意欲と能力のある学生が、経済的な面で心配することな

く安心して学べるよう、奨学金等の支援施策を推進する。 
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  (居住の支援) 

若い世帯が自立した住生活を営むことができるよう、公的賃貸住宅制

度の活用を図るとともに、住宅金融支援機構の証券化支援業務の枠組み

を活用した民間金融機関による長期・固定金利の住宅ローンの安定的な

供給に対する支援等により、良質な持家の取得を促進する。特に、子育

て世帯の居住の安定を確保するため、公共賃貸住宅における入居資格の

緩和や優先入居の実施、ファミリー向け賃貸住宅の供給の支援、及び民

間住宅に関する情報提供に積極的に取り組むとともに、良質な持家の取

得を促進するため、上述の融資制度を通じた支援等を行う。 

    また、安全・安心で快適な住生活を営むことができるよう、住宅のユ

ニバーサルデザイン化を促進するとともに、子育て支援施設を併設した

住宅の供給支援を行う。 

    さらに、特に大都市地域において、職住近接で子育てのしやすい住宅

市街地の整備を総合的に推進する。 

 

(社会保険機関、教育機関等の連携による情報提供) 

社会保険事務所、学校等が適切に連携し、生活設計に必要な公的制度

の情報提供・相談活動等を実施する。 

 

  (年金等社会保障についての情報提供・意識啓発)  

公的年金に関する情報提供・広報を行うとともに、成人式における年

金制度に関する小冊子の新成人への配布など、若者に対する公的年金制

度の意義・役割の周知を図る。 

 

ⅳ 社会への参画の促進 

 (公的制度に関する情報提供・意識啓発) 

効果的かつ積極的な啓発活動を通じて若者の選挙に対する意識の高揚

に努め、関係機関間の連携の下、各種の手段・方法を用いて、投票参加

等の呼び掛けを行う。 

防衛、海上保安、警察、消防など国民の生命・安全の確保に係る諸活

動に対する青少年の理解を一層深めるため、各種広報媒体を活用し、積

極的に情報提供を行う。 

 

(政策形成過程への参画促進)  

    各種審議会や懇談会等における委員の公募制の活用、インターネット

等を活用した意見の公募等により、青少年の政策形成過程への参画を促
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進する。青少年育成施策や世代間合意が不可欠である分野の施策につい

ては、青少年の意見も積極的かつ適切に反映されるよう、各種審議会、

懇談会等の委員構成について配慮を行う。 

 

  (社会貢献活動)  

ボランティア活動希望者と受け入れ先との効果的なマッチング方法等

に関する調査研究や、高等学校を対象とした社会奉仕活動プログラムの

調査研究等を実施する。 

また、青少年教育施設等におけるボランティア活動に関する研修等を

実施し、青少年がボランティア活動を通じて市民性・社会性を獲得し、

地域社会への参画を支援する。 

さらに、青少年が地域の担い手として、次世代の育成や伝統文化の継

承等の活動に取り組むことを支援する。 

若者が幅広い国際的視野や感覚を身に付けるため、開発途上国におけ

る協力活動の機会を提供する。 

また、重要な隣国との関係発展を担う人材を育成するための交流プロ

グラムを提供すると同時に、異文化に対する理解、包容力を養い、多様

な文化と共に生きていく意識を向上させ、国際的な活動や地域における

社会的な活動への貢献を促進するため、若者の国際交流の機会を提供す

る。 

 

 (２) 困難を抱える青少年等に対する施策 

 様々な事情で、健やかな成長を遂げていく上での困難を抱えたり、不利な立

場に置かれている等のために特別な支援を必要とする青少年に対し、以下のよ

うな施策を行う。 

その際、こうした困難や不利な状況が他の要因と影響し合って状況をより複

雑化していく危険性のあることに留意する。 

また、課題解決のため、青少年自身への対応に加え、青少年の保護者等への

助言、指導等の支援に取り組むなど、家庭を含めた総合的支援を行う。 

 

① 困難な状況ごとの取組  
ⅰ 障害のある青少年の支援 

（障害のある青少年の支援） 

障害の早期発見・早期療育を推進するとともに、身近な地域で安心し

て生活できるよう在宅サービスの充実等を図り、将来の自立に向けて関

係機関の連携を推進する。 
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学校教育法等の一部改正により、従来の特殊教育制度から特別支援教

育制度へ転換したことを踏まえ、障害のある幼児児童生徒の自立や社会

参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒

一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上

の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う特別

支援教育を推進する。 

 

  （発達障害のある青少年の支援)  

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注

意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害などの発達障害者に

対しては、一人一人が持つ学習面、行動面、社会性、コミュニケーショ

ン等の克服や対応能力の向上を図ることにより、適切な人間関係を構築

し、二次的な障害を防ぎ、自立・参加を可能にする効果が期待できるこ

とから、家庭、学校、職場等において適切に対応できるよう、健康診査

等を通じた早期発見に努めるほか、保健指導手引書の普及等により適切

な相談・指導の実施を推進する。 

学校に在籍する発達障害のある幼児児童生徒に対して、障害の状態等

に応じた適切な指導や必要な支援を行うとともに、それらの教育的支援

について広く理解と協力を得るため、「発達障害教育情報センター」等に

おいて、教育関係者や一般国民に対し、インターネット等を通じ、発達

障害についての正しい理解や各種情報提供等の充実を図る。 

また、発達障害のある青少年に対する適切なアセスメントやモニタリ

ング、社会生活の支援手法（本人の能力を高めるための働きかけやカウ

ンセリングを含む）などの開発を行う。 

我が国の状況に適した発達障害の診断基準、治療方法等について、精

神医学的総合評価及び臨床的実証研究を行うとともに、その研究成果の

活用を推進する。 

 

ⅱ 少年非行対策等 

(総合的取組)  

地域を含む関係機関の連携による対策の充実強化を図るため、警察、

学校、矯正施設、保護観察所、児童自立支援施設等の関係機関の協力に

よる少年非行事例等についての継続的な調査研究など、長期的かつ総合

的な取組を推進する。 

個々の少年の問題性に応じて関係機関等がサポートチームを形成する

取組の一層の推進や、「学校・警察連絡協議会」などの既存の組織の活性
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化及びスクールサポーターや外部の専門家等からなる「学校問題解決支

援チーム」などを活用した関係機関等の連携を図る。 

 

(非行防止、相談活動)  

問題行動を起こす児童生徒への毅然とした指導を促すとともに、未然

防止、早期発見・早期対応につながる効果的な取組や関係機関等と連携

した取組、地域の人々と連携した多様な活動の機会や居場所づくりのた

めの取組等を推進する。その際、非行防止教室や薬物乱用防止教室など

を有効活用する。 

また、相談機関において相談しやすい環境等の整備に努め、様々な悩

みを持つ少年やその保護者等に対し適切な助言、支援等を行うほか、ス

クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の活用など教育相

談体制の整備を支援する。  

 

（薬物乱用防止） 

青少年による薬物乱用の根絶及び薬物乱用を拒絶する規範意識の向上

に向けた取組の一層の充実に努める。学校等においては、薬物乱用防止

のための指導・教育の充実強化を図るため、小学校、中学校及び高等学

校において薬物乱用防止教室の開催を推進するとともに、大学等におけ

る啓発の強化を図る。 

    また、青少年や青少年育成関係者に対し、薬物乱用の有害性・危険性

や薬物乱用防止のための指導方法等についての広報啓発活動を一層積

極的に推進する。 
 

   (補導活動及び事件の捜査・調査)  

家庭、学校、地域社会の協力を得つつ、関係機関が連携して行う街頭

補導活動を強化する。 

また、少年相談に係る少年について、その非行の防止を図るため特に

必要と認められる場合には、継続的な補導を行う。 

事件の捜査・調査について、少年の特性に配意するとともに、罪の意

識を自覚させつつ、少年の立ち直りに配意した迅速・的確な対応を推進

する。 

また、個別事案の性質に応じた所要の捜査及び調査を通じて、事案の

全容解明に努めるとともに、少年が抱える問題に対する早期発見と早期

対応に資するよう努め、検察庁、警察、児童相談所等の関係機関が必要

な協力を行うとともに、家庭裁判所と適切な連携を図る。 
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  （被害者への配慮） 

被害者への配慮を行う観点から、被害者等の求めに応じて、加害少年

のプライバシー、健全育成への影響や事件の性質等を考慮しつつ、適切

な情報提供に努める。 

 

(非行集団対策) 

暴走族を始めとする非行集団がかかわる事件の検挙、背後の暴力団等

の取締り、少年の加入阻止及び構成員の離脱支援を推進し、非行集団の

弱体化、解体を図る。 

特に暴走族を根絶するため、あらゆる法令を活用した暴走族取締りの

徹底とグループの解体、暴走族への加入を阻止し離脱を支援するための

諸対策の推進、地域ぐるみの暴走族追放気運を高揚させるための「暴走

族根絶（追放）条例」等の制定の働きかけやその運用への協力などの総

合的な暴走族対策を行う。 

 

(施設内処遇)  

少年院、少年刑務所等の体制の充実を図り、非行少年に対する矯正教

育、改善指導等を充実させる。特に個々の少年の問題点や成育歴等を把

握した上で、再非行を防止する観点から、その特性や教育上の必要性に

応じた処遇計画を作成し、必要に応じて随時修正するなど、処遇の個別

化を推進する。 

少年法等の一部改正により、収容可能年齢の下限が引下げられたこと

を踏まえ、少年院において、その年齢にふさわしい経験・しつけの指導

を行う「育て直し」に力を入れつつ、矯正教育の効果的な実施に努め、

また、関係諸機関、団体等と有機的に連携し、地域社会と協働した総合

的な取組の強化を推進する。 

少年鑑別所においては、非行少年に対する資質鑑別等の充実・強化を

図る。 

児童自立支援施設においては、児童が社会へ円滑に適応できるよう、

自立の支援を目的として、専門職員の配置の充実などによる指導力の強

化を図り、個々の児童の状況に応じた指導を充実させる。 

 

(更生保護、自立・立ち直り支援)  

保護観察中の少年が介護・奉仕活動やレクリエーション等を行う社会

参加活動について、少年の特性や地域の実情に応じて活動先や活動内容
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の多様化を図り、より充実した社会参加活動の実施に努める。 

また、犯した罪の重さを認識させ、悔悟の情を深めさせることを通じ、

再び罪を犯さない決意を固めさせるとともに、被害者及びその家族又は

遺族に対し、その意向に配慮しながら誠実に対応するよう促すことを目

的とするしょく罪指導を行うなどして処遇の充実を図る。 

保護観察処遇に特に配慮を要する少年に対して、保護観察官による直

接処遇等の各種処遇を積極的に行い、処遇の実効性を高めるとともに、

少年の特性や問題点による類型ごとに効果的な処遇を実施する。 

また、保護司を始めとした民間ボランティア団体の活動を推進し、こ

れら団体との連携強化に努める。 

少年院や児童自立支援施設を出た後に家庭に戻ることが難しい少年の

自立を支援するため、更生保護施設や自立援助ホームの充実等を図る。 

非行少年が地域社会で立ち直り、再び非行を犯さないようにするため、

関係機関、学校、民間協力者、地域の人々等が連携しつつ多様な立ち直

り支援を行う取組を推進する。特に、立ち直りを支援する居場所づくり

を推進するため、新たな社会活動の場を開拓する取組や地域社会全体で

立ち直りを支援する体制づくりを推進する。 

少年院在院者の保護者に対する実効性のある指導・助言等の方法やそ

の前提となる新たな枠組みづくりについて調査研究を行うなど、保護者

に対する適当な措置の充実・強化を図る。 

保護観察に付されている少年の保護者に対して、引受人会を実施する

ほか、家族関係や親の養育態度に問題が認められる場合には、少年の監

護に関する責任を自覚させ、監護能力が向上するよう働きかけを行う。 

 

   (いじめ・暴力対策)  

いじめや暴力行為等への対応の推進を図るため、問題行動を起こす児

童生徒への毅然とした指導や事件を起こした少年に対する適切な処遇を

推進し、再発防止を図るとともに、未然防止、早期発見・早期対応につ

ながる効果的な取組や関係機関等と連携した取組、いじめられている児

童生徒の立場に立った取組を促進する。その際には、非行防止教室の開

催、スクールサポーターやサポートチーム、外部の専門家等からなる「学

校問題解決支援チーム」などを有効活用する。 

また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の活用

など教育相談体制の整備を支援する。 

 

ⅲ 不登校・ひきこもり対策等 
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(心の問題への対応)  

不登校・ひきこもり、摂食障害、性の逸脱行為等の、学童期や思春期

にある青少年に多くみられる心の問題に対応するため、専門機関等にお

ける相談を充実させ、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カー等の活用など教育相談体制の整備を支援する。 

また、関係機関の連携により問題の早期発見や個別のニーズへの適切

な対応の充実を図る。 

 

   (不登校対策) 

不登校等への対応の推進を図るため、未然防止、早期発見・早期対応

につながる効果的な取組や関係機関等と連携した取組を促進する。 

不登校の児童生徒への学校内外における相談体制の整備を進めるなど、

不登校の子ども等の教育機会について支援を図る。 

また、不登校、ひきこもり、ニートなど自立に支援を要する青少年の

社会性等をはぐくむため、自然体験、生活体験、社会体験等の体験活動

に継続的に取り組む機会を提供する。 

 

(高校中途退学者対策)   

    高校中途退学者に対する効果的な支援を検討するため、学校等との連

携協力の下、高校中途退学者の退学後の状況等に関する実態の把握に努

める。 

  また、ハローワークに「高卒就職ジョブサポーター」を配置し、学校

との連携による対象者の把握及び職業相談の実施等により、高校中途退

学者に対する就職支援を推進する。 

   

(ひきこもり対策)   

ひきこもりの問題に対応するため、精神保健福祉センター、保健所、

市町村保健センター、児童相談所等において相談・支援を行う。 

    

ⅳ 労働市場で不利な条件下にある青少年の自立支援 

(若年失業者等に対する支援等) 

ニート等の若者に対して、各人の置かれた状況に応じた専門的な相談、

地域の若者支援機関のネットワークを活用した誘導等により、多様な就

労支援メニューを提供する「地域若者サポートステーション」事業を、

また、様々な理由で働く自信をなくした若者に対して、合宿形式による

集団生活の中で、生活訓練、労働体験等を通じて、若者に働く自信と意
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欲を付与する「若者自立塾」事業を実施し、ニート等の若者の職業的自

立支援を推進する。 

未就職者等に対して、就職活動から職場定着までの一貫したマンツー

マンのきめ細やかな就職支援等を実施する。 

「雇用対策法」及び「青少年の雇用機会の確保等に関して事業主が適

切に対処するための指針」に基づき、若者の応募機会の拡大等に取り組

む事業主等に対する相談・助言等の支援を行う。 

労働者派遣制度について、派遣労働者の常用化や待遇の改善等の見直

しを行い、労働者の保護の仕組みを強化する。 

 

(障害者に対する支援等)  

障害者の雇用機会の拡大による職業的自立を図るため、障害者雇用率

制度を中心として、青少年を含めた障害者雇用の一層の促進を図るとと

もに、ハローワークを中心に、福祉・教育機関と連携した「障害者就労

支援チーム」による支援を行うこと等により、就職の準備段階から職場

定着までの一貫した支援を展開する。 

また、身近な地域で障害に応じた職業訓練が受講できるよう能力開発

施策を推進する。 

さらに、一人一人の障害の状態等に応じた職業教育の改善、新たな職

域の開拓や現場実習の充実、地域の企業等に対する特別支援教育につい

ての理解啓発を図る。 

 

   (非行少年に対する支援等)  

少年院・少年刑務所における処遇の一環として、就労に対する心構え

を身に付けさせ、就労意欲を喚起し、各種の資格取得を奨励する。 

また、出院及び出所予定者、保護観察に付された少年等を対象として、

矯正施設、保護観察所、公共職業安定所等の関係機関が連携し、職業相

談・職業紹介の実施や試行雇用制度の活用等を行う刑務所出所者等就労

支援事業を推進する。 

さらに、関係省庁が連携し、農林水産業や製造業等幅広い産業分野や

公務部門における就労機会を拡大するための取組を推進する。 

 

ⅴ 青少年の被害防止・保護 

(児童虐待防止対策)  

児童虐待の発生予防のため、育児中の親の孤立を防ぐ観点から、地域

における子育て支援を充実するとともに、乳児のいる家庭を訪問し、子
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育て支援に関する情報提供や養育環境等を把握し、養育支援を必要とす

る家庭に対して適切な支援を行うなどの取組を推進するとともに、子育

て中の親の悩みや不安を軽減し、地域で子育てを支える環境づくりのた

め、子育てに関する親等への情報や学習機会の提供、相談体制の充実を

始めとするきめ細かな家庭教育支援が実施されるよう促す。 

児童虐待を早期に発見し対応するため、市町村において関係機関等が

連携した子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）

の設置促進、機能強化を図っていく。 

虐待を受けた青少年を保護・支援し、家族再統合や家族の養育機能の

強化を図るため、状況に応じた支援を充実させるとともに、関係機関が

連携して家族に対する長期的支援ができる体制の整備等を行い、在宅支

援を強化する。 

また、虐待を受けた青少年、虐待を行った保護者に対する治療や指導

法の研究、開発・普及を進める。 

    その他、各機関において以下のような取組を行う。 

   ア 人権擁護機関 

児童虐待の被害を認知した場合は、人権侵犯事件として調査を開始

し、児童相談所、要保護児童対策地域協議会等の関係機関と連携しな

がら、被害児童を救済するための適切な措置を講じる。 

   イ 児童相談所 

相談に対して、迅速かつ的確な対応を図るため、児童福祉司の配置

の充実や、医療、法律その他の専門機関や職種の協力の下、高度で専

門的な判断が可能となる体制の確保に努めるとともに、夜間休日を問

わず相談に応じられるよう、相談機能体制の整備・強化を推進する。 

   ウ 警察 

事件捜査・調査、街頭補導、相談活動、通報等を通じて、児童虐待

事案の予防・早期発見に努めるとともに、児童相談所等への確実な通

告、厳正な捜査、被害児童の支援、児童相談所長の行う一時保護等に

対する援助要請への的確な対応など、児童の安全の確認及び安全の確

保を最優先とした対応を行う。児童虐待防止対策支援事業への警察官

ＯＢ等の採用について、協力する。 

   エ 学校・教育委員会 

     学校の教職員は、職務上、児童虐待を発見しやすい立場であること

を自覚し、学校教育現場における早期発見・早期対応に努めるととも

に、教育委員会は、児童虐待に関する域内の学校からの連絡、相談等

に対して適切な指導、助言を行う。 
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また、児童が適切な相談を受けることができるよう、スクールソー

シャルワーカーやスクールカウンセラー等の活用など教育相談体制の

整備を支援する。 

 

（その他の要保護児童への対応） 

児童養護施設等において、保護者のいない子どもや保護者から適切な

監護を受けられない子ども等に対し、専任職員により、きめ細やかなケ

アを実現する小規模グループケア及び近隣住民との適切な環境を保持し

つつ家庭的な環境の中で養育することにより、社会的自立を促進するこ

とを目的とした地域小規模児童養護施設の設置を推進し、ケア形態の小

規模化を図る。 

また、家庭的な環境で養育する里親制度の充実や、里親への支援体制

の強化に努める。 

児童相談所において、相談・支援体制の強化のため、児童福祉司の配

置の充実を図る。 

 

（青少年の福祉を害する犯罪対策） 

青少年が、児童買春、児童ポルノに係る犯罪等の被害者となることを

防ぐため、学校や関係機関を通じて青少年やその保護者を始めとする社

会全体に対して、性の逸脱行為や被害の現状、関連分野の様々な規制に

ついて広報啓発を行うとともに、関係法令に基づき、被害を受けた青少

年の精神的負担の軽減に配意した厳正な捜査及び適切な処理を行う。 

インターネット関連事業団体や映画関係団体等に対し、青少年の福祉

を害することがないよう、関係法令の周知徹底を図るなど必要な働きか

けを行う。 

 

（その他の犯罪対策） 

地域社会全体で子どもの安全を見守る体制の整備や防犯訓練、応急手

当訓練等を行う防犯教室の開催の支援など、学校安全の取組を継続的に

推進する。 

学校に関わる地域安全情報の収集・提供、非行防止・犯罪被害防止教

室の支援、問題を抱えた少年に対する学校と警察との連携した対応等の

ために退職警察官等を警察署に配置するスクールサポーター制度の導入

の促進、通学路等における子どもの一時的な保護と警察への通報を行う

「子ども１１０番の家」活動に対する支援を行う。 

子どもを対象とした暴力的性犯罪者の出所情報を警察庁と法務省で共
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有し、警察において出所者による再犯防止に向けた措置等を取る。 

青少年が、女性に対する暴力の被害者、更には加害者となることを防

止するための予防啓発に努めるとともに、青少年を対象に、被害の実態

や支援の状況等についての実態調査を行う。 

 

(犯罪被害に遭った青少年とその家族等への対応)  

被害を受けた青少年の治療や精神的負担の軽減を図り、立ち直りを支

援するため、専門職員等による継続的な支援活動を推進するとともに、

被害少年支援ネットワークの構築や教育委員会と関係機関・団体との連

携協力など、関係機関等が連携して行う相談、訪問活動や環境調整等の

支援、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の活用な

ど教育相談体制の整備を支援する。 

全国の地方検察庁では被害者支援員を配置しており、青少年を始めと

する犯罪被害者及びその家族等からの相談への対応、法廷内の案内、付

添い、検察庁での各種手続きの手助けをするほか、青少年を始めとする

犯罪被害者及びその家族等の状況に応じて精神面、生活面、経済面等の

支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行う。 

 

（いじめによる被害対策） 

学校においては、いじめの問題に対して、未然防止、早期発見・早期

対応につながる効果的な取組や関係機関等と連携した取組、いじめられ

ている児童生徒の立場に立った取組を促進する。その際には、スクール

サポーターやサポートチーム、外部の専門家等からなる「学校問題解決

支援チーム」などを有効活用する。 

また、いじめを受けた児童生徒への心のケアを行うため、スクールカ

ウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の活用など教育相談体制の

整備を支援する。 

警察においては、事件捜査・調査や相談活動等を通じ、いじめの早期

発見及び事案に応じた被害の救済に努めるほか、被害を受けた青少年や

その保護者に対し、関係機関等が連携し、被害少年の性格等に応じたき

め細かな継続支援を行う。 

人権擁護機関においては、いじめの被害を認知した場合、人権侵犯事

件として調査を開始し、学校を始めとする教育関係機関と連携しながら、

被害に遭っている児童・生徒を救済するための適切な措置を講じる。 

 

(自殺対策)  
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   青少年の心の健康の保持・増進や良好な人格形成への支援が、適切な

自殺予防につながることから、自殺予防週間での啓発事業や、地域にお

ける心の健康づくりや相談体制の充実等を推進し、自殺を防ぐ体制の充

実を図る。 

また、児童生徒や教職員に対する児童生徒の自殺予防に資する教育や

普及啓発の実施、学校や家庭等で自殺や自殺未遂が発生した場合の児童

生徒等の心理的ケアに取り組む。 

 

（災害・事故防止対策） 

乳幼児の不慮の事故や青少年の水難・山岳事故を防止するための情報

提供や啓発活動を行う。 

また、青少年が災害や交通事故の被害に遭わないよう、各年齢期に応

じた防災教育や交通安全教育を推進する。 

 

ⅵ 外国人青少年の支援 
外国人が我が国の生活環境に円滑に適応し、我が国社会の一員として

日本人と同等の住民サービスを享受することができる社会を実現するた

めの取組を推進する。その際、国際結婚による文化・言語の違いにより

困難に直面する者にも留意する。 

外国人の子どもに対する就学促進や外国人児童生徒等の学校への受入

体制の整備等を行う。 

外国人少年や保護者に対する相談活動を効果的に実施するため、関係

機関相互の情報共有や、外国人協力者の活用等、相談体制整備のための

取組を推進する。人権擁護機関においては、通訳を配置した「外国人の

ための人権相談所」を全国の主な都市の法務局等において、それぞれ曜

日を指定して開設する。 

日系人を始めとする定住外国人青少年の就職を促進するため、日系人

が集住する地域を管轄するハローワークによる地元日系人コミュニティ

における日系人就職支援ガイダンスを実施するとともに、ガイダンス出

席者を対象とした職業意識啓発指導、職業指導等、個別の就職支援を実

施する。 

また、就職意欲が高い日系人等に対し、早期の就職を実現させるため、

担当制による個々の求職者のニーズを踏まえた綿密な支援を行う。 

 

②困難を抱える青少年を総合的に支援するための取組 

（青少年の自立や社会参加に向けた支援を総合的に行なうための取組） 
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ニート、ひきこもり等自立や社会参加に困難を抱える青少年に対しては、

官民の関係機関が連携し、様々な手法による早期からの対応が必要である

ことを踏まえ、以下の措置を講じる。 

   ⅰ 地域における官民の関係機関による支援ネットワークの整備、支援を

必要とする青少年に係る情報を関係機関間で円滑に共有するための仕組

の整備、青少年やその保護者に対する訪問支援(アウトリーチ)の実施及

び国における関係施策の総合的な推進のための体制整備等について、新

たな法的措置によることも含め、その推進方策の検討を進める。 

ⅱ 困難を抱えた青少年の継続的な状況把握、効果的な支援手法の研究及

びその結果の普及並びに支援に携わる人材を養成するための研修プログ

ラムの開発等を推進する。 

ⅲ 一定年齢層の困難を抱える青少年の状況を全体的に把握し、その適切

な活用により、一人一人の状況に応じた支援を速やかに行なうための仕

組について検討する。 

ⅳ 地方公共団体等における対応に関し、先進的な取組事例等について、

情報を収集・整理の上、提供等を行うなどの支援を推進する。 

 

 

５ 青少年の健やかな成長を社会全体で支えるための環境整備施策の基本的方

向 

  

(１) 家庭、学校及び地域の相互の関係の再構築 

 ① 保護者等への支援を行う「家庭を開く」取組 

青少年の成長段階や困難等の状況に応じ、家庭への訪問支援(アウトリー

チ)や保護者への助言・指導等を積極的に行う(具体的な施策の方向につい

ては上記４参照)ほか、経済的な困難を抱えるなど保護者や家庭の状況その

ものに問題がある場合にも、青少年の育成の観点から積極的な対応を講じ

る。 

  （家庭教育支援） 

子育てに関する学習機会や情報の提供、相談や専門的人材の養成など

の家庭教育に関する総合的な取組を関係機関が連携して行えるよう、ま

た、地域の子育て経験者、民生委員・児童委員や、保健師などの専門家

が連携し、身近な地域におけるきめ細かな家庭教育支援が実施されるよ

う促す。 

 

（ひとり親家庭への支援） 



 

- 33 - 

安心して子育てと就業を両立させることができるよう、保護者の疾

病・残業の際等に児童養護施設等において子どもを一時的に預かる事業

や、保護者の資格取得のための通学や疾病の際等に家庭生活支援員を自

宅に派遣するなどして生活援助・子育て支援を行う事業を推進する。 

また、母子家庭の母が、その家庭環境、適性・能力にふさわしい職業

に就き、自立した生活を送ることができるよう、母子家庭の母に対する

就業相談や就業支援講習会、就業情報の提供、知識技能の習得に係る給

付金の支給等各種就業支援策を推進する。 

さらに、母子福祉貸付金の貸付け、児童扶養手当、公的年金制度によ

る遺族年金の支給を行うとともに、養育費の確保のための相談体制の強

化や啓発活動を促進する。 

なお、配偶者からの暴力の被害に遭った母子家庭については、母親に

加え、子どもも精神的なダメージを受けているケースが多いことから、

母子双方に対する精神的な面についても支援を行う。 

 

   (経済的困難を抱える家庭への支援)  

    教育を受ける意欲と能力のある学生等が、経済的な面で心配すること

なく安心して学べるよう、奨学金等の支援施策を推進するとともに、都

道府県や市町村における適切な就学援助や高等学校奨学金事業の実施を

促進する。 

 

② 外部の力も活用した「開かれた学校」づくり 
（家庭・地域と一体となった学校の活性化） 

地域の教育力の向上を図り、地域全体で児童生徒を健やかにはぐくむ

ことができるよう、広く全国で「学校支援地域本部」を実施するなど、

地域住民のボランティア活動等による積極的な学校支援の取組を促進す

る。 

保護者や地域住民が一定の権限と責任を持って学校運営に参画し、地域

に開かれた信頼される学校づくりを進めるコミュニティ・スクール（学

校運営協議会制度）の設置促進に取り組む。 

教育活動等の成果の検証を通じて学校運営の改善と発展を目指すとと

もに、保護者・地域住民等との連携協力を促進するため、学校評価シス

テムの充実に向けて取り組む。具体的には、教職員による自己評価をす

べての学校において実施するとともに，保護者等による学校関係者評価

について、できる限りすべての学校において実施されることを目指し、

各学校・教育委員会の取組を促す。 
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また、それらの評価結果を含めた情報の積極的な提供を促進する。 

 

  （教育・相談の体制や機能の充実） 

教育職員免許制度を基本としつつ、養成、採用、研修の各段階を通じた

体系的な施策を充実させ、使命感、得意分野、個性を持ち、現場の課題に

適切に対応できる力量のある教員等を確保する。 

また、平成２１年度からの教員免許更新制の円滑な実施により、教員に

社会構造の急激な変化等に対応した最新の知識技能を修得させ、その資質

の保持と向上を図る。 

いじめ、暴力行為などの問題行動や不登校に対応するほか、災害や事

件・事故などの被害者である児童生徒等の心のケアに資するよう、スクー

ルカウンセラーの配置や、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の

専門的な知識・技術を用いて、関係機関等とのネットワークを活用するな

ど、児童生徒が置かれた様々な環境へ働き掛けて支援を行う専門家である

スクールソーシャルワーカーの活用など、教育相談体制の整備、充実を図

る。 

 

（安全管理の徹底） 

学校において、家庭や地域の人々、関係機関等と密接に連携した安全管

理のための取組を継続的に推進する。 

また、子どもの連れ去りや不審者の学校侵入等に対する実践的な対処方

法等を身に付けさせるための防犯教室の実施を推進する。 

 

③ 豊かな体験・交流のための取組 
  (体験・交流活動等の場づくり)  

青少年が、自然体験や集団宿泊体験等の体験活動を行える青少年教育施

設等活動の場の整備を推進するとともに、青少年教育施設と地方公共団体、

学校、青少年団体等地域の関係機関の連携により、地域の教育力を向上さ

せる取組を推進する。 

また、自然との触れ合い、スポーツ・レクリエーション活動等を行える

都市公園の整備や総合型地域スポーツクラブの育成を通じて、総合的なス

ポーツ活動の機会を充実するとともに、住民のニーズ等に応じた質の高い

指導者の養成・確保を促す。 

自然公園、河川や海岸などの水辺空間、森林を、環境学習・自然体験等

の体験活動の場として利用できるよう保全・整備するとともに、地域ぐる

みの活動を推進する。 
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全国各地の自然体験イベントや自然触れ合い施設等の自然との触れ合

いに関する情報を提供し、自然との触れ合いの機会の増進を図る。 

また、農山漁村の豊かな自然や様々な生き物との触れ合い、地域の人々

との交流を進めるため、農山漁村の受入体制の整備、交流・体験施設の整

備、農林漁家民宿の開業等を推進する。 

 

  （読書活動の推進） 

新たな「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」（平成20年 3

月閣議決定）及び 2010 年を国民読書年と定める国会決議等に基づき、子

どもが自主的な読書活動を行うことができるよう、関係機関、民間団体、

事業者、読書ボランティア等との連携を図りながら、その活動を支援する

など、子どもの読書活動の体制整備をすること等を通じて、社会全体で子

どもの読書活動推進のための効果的な方策を実施する。 

また、図書館が、「地域の知の拠点」として、住民にとってより身近で

利用しやすい施設となるよう、環境の整備を推進する。 

学校においては、子どもが読書に親しむ機会を充実させるとともに、司

書教諭有資格者の発令を促進する。 

さらに、学校図書館の機能の発揮を図る。 

 

④ 青少年が犯罪等の被害に遭いにくいまちづくり 
(青少年が犯罪等の被害に遭いにくいまちづくり)  

学校や通学路の安全点検を実施するとともに、危険箇所の解消に向けて

防犯灯・防犯カメラの整備や見通しのよい植栽の確保等の安全に配慮した

まちづくりを推進する。 

 

(安心して外出や外遊びができる環境の整備) 

青少年を含め、誰もが安心して快適に外出できるよう、道路、路外駐車

場、公園、官庁施設、公共交通機関、建築物、信号機等のバリアフリー

化を推進する。 

また、公園遊具の安全点検等を通じ、子どもが安全に遊べる環境を整備

する。 

 

(２) 総合的なネットワークづくり 

① 地方公共団体や民間団体との連携の推進 
(官民の連携・協力の下での取組の推進)  

行政関係者、学識経験者、民間において青少年育成に関連する活動に取
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り組む関係者等が連携・協力して、青少年の育成に取り組むことができる

よう気運の醸成等に努める。規則正しい生活習慣や食生活、メディア等と

の接触、地域における安全・安心の確保等について保護者等の意識を喚起

するために行われる国民運動やその他の取組(別紙)を支援する。青少年育

成に向けての国民的な取組を推進するため、青少年の育成に関し各界各層

との情報及び意見の交換並びにその他の必要な連携を図るための機会を

設ける。 

 

② 関係機関の機能強化、利用しやすいサービス体制づくり 
 ⅰ 専門職の養成・確保 

  (医療・保健関係専門職)  

小児科医師及び産科医師の確保・育成に関する調査研究を進めると

ともに、すべての研修医が、小児科を必修科目として、小児の疾患に

関する基本的な診療能力について研修を行う臨床研修制度の運営を

行う。 

保健師、助産師を含む看護職員について、離職の防止、再就業の支

援、養成力の確保、資質の向上等の人材確保対策を総合的に行う。 

コミュニケーション能力に優れ、患者中心の医療を実践できる医療

人を育成するため、各大学におけるカリキュラムの充実に向けた取組

を推進する。 

 

  (児童福祉に関する専門職)  

保育士などの児童福祉施設職員や児童相談所の職員について、必要

な職員体制の確保に努めるとともに、研修を充実させ、専門性の向上

を図る。 

また、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識・

技術を用いて、関係機関等とのネットワークを活用するなど、児童生

徒が置かれた様々な環境へ働き掛けて支援を行う専門家であるスクー

ルソーシャルワーカーの活用など教育相談体制の整備を支援する。 

 

  (思春期の心理関係専門職)  

医師、保健師、看護師、精神保健福祉士、臨床心理技術士等を対象

に、児童思春期における心の健康問題に対応できる専門家の養成研修

等を行う。 

矯正施設の心理関係専門職に対して、面接技法や心理検査、一般市

民等を対象とした相談活動（一般少年鑑別）への対応等に関する各種
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研修を充実させ、専門性の向上を図る。 

また、児童生徒が適切な相談を受けることができるよう、スクール

カウンセラーの活用など教育相談体制の整備を支援する。 

 

  (少年補導や非行少年の処遇に関する専門職)  

少年補導職員については、適正な職員数の確保に努めるとともに、

研修を充実させ、資質向上と少年相談等の専門家の育成を図る。 

法務教官については、職業訓練等の実施に必要な有資格者の確保に

努めるとともに、職場内研修を充実させ、指導力の向上を図る。 

 

  （ネットワークの中核的人材） 

青少年の抱える複雑な課題にネットワーク全体として対応するため、

案件に応じ適切な支援メニューの検討とそのための関係機関間の調整

を行なうことできる中核的人材の育成に努める。 

 

ⅱ 若年・壮年世代も含めた民間協力者の確保と研修 

  (民間協力者の確保と研修)  

保護司、人権擁護委員（特に、子どもの人権専門委員）、児童委員、

少年警察活動や少年警察ボランティアに関する広報、地方公共団体等

の関係機関への働きかけを積極的に行い、幅広い世代・分野からの人

材の確保を図るとともに、研修を充実させる。 

また、地方公共団体が委嘱している、母子保健推進員等の民間協力

者について、その役割や幅広い世代からの人材の確保を推進するとと

もに、研修の充実を推進する。 

里親制度に関する広報等により人材確保を推進するとともに、里親

への研修や支援体制を充実させる。 

 

(同世代又は年齢の近い世代による相談・支援) 

少年と同世代又は年齢が近い世代のため、親しみやすい存在となり

得る学生ボランティアについて、大学等関係機関への働き掛け等によ

り導入を推進し、相談・支援を充実させる。 

また、非行など問題を抱えた少年の自立を支援する青年ボランティ

アの活動を促進するために必要な協力を行う。 

 

（体験活動指導者） 

小学校が実施する長期自然体験活動や地域における体験活動等学校
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内外の体験活動の充実を図るため、青年、団塊世代の退職者、及び青

少年団体指導者等を対象に体験活動指導者の養成・研修を推進する。 

また、自然体験活動を支援する人材の確保・育成を図るため、自然

学校のインストラクターなどの自然解説指導者の養成・研修を推進す

る。 

 

(民間主体による自主的な活動の促進) 

子育て中の親、障害のある青少年やその家族、社会的不適応の状況

にある青少年やその家族などの同じ悩みや苦しみを抱える者同士が、

地域活動やＮＰＯ活動等において、経験談の紹介、情報交換、共同学

習などにより相互に支援しあう取組を促進する。 

 

(３) 情報・消費環境の変化への対応 
① 情報・消費環境の変化に対応した知識・能力の習得支援 

（メディアを活用する能力の向上） 

青少年が情報の有用性や役割、情報化のもたらす影響などを認識しつ

つ、放送、コンピュータ、インターネット、携帯電話等の情報及び情報

伝達手段を主体的かつ適切に取捨選択、発信できる能力（メディアリテ

ラシー）を身につけ、情報社会で適正な活動を行うための基になる考え

方と態度（情報モラル）を養うための取組を推進する。 

 

 （消費者教育） 

青少年が消費者トラブルに巻き込まれることを防止するため、学校教

育において学習指導要領に基づく消費者教育を実施するほか、年齢段階

に応じた青少年向け消費者教育教材やパンフレット等の作成、配布や、

消費者教育ポータルサイトを活用した教員等への情報提供等を通じ、青

少年に対する消費者教育の充実を図る。 

 

② 青少年を取り巻く有害環境への対応 

(青少年インターネット環境整備法の的確な施行等)  

「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等

に関する法律」に基づき、インターネット青少年有害情報対策・環境整

備推進会議を設置し、青少年が安全に安心してインターネットを利用で

きるようにするための施策に関する基本計画を策定する。同計画に基づ

き、フィルタリング（インターネットを活用する際に、一定の有害サイ

ト等の閲覧を制限できる仕組み）の普及促進、インターネットの適切な
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利用に関する教育及び保護者等に対する広報啓発、民間団体等の取組の

支援等の関連施策を推進する。 

また、インターネット上の違法情報の把握に努め、悪質な事犯に重点

を指向して取締りを進めるとともに、プロバイダ、サイト管理者等に削

除等の依頼を行う。 

出会い系サイトの利用に起因する児童被害を防止するため、届出制の

導入等出会い系サイト事業者に対する規制の強化等の内容を盛り込んだ

改正後の「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為

の規制等に関する法律」の効果的な運用を図る。 

 

(携帯電話等をめぐる問題への取組)  

    青少年の携帯電話の利用実態の把握、学校における携帯電話の取扱いに

関する方針の明確化、社会全体で見守る体制づくりを推進する。 

また、携帯電話等の適切な利用についての情報モラル教育、保護者等へ

の啓発活動の充実を図る。 

 

（性風俗関連特殊営業の取締り等） 

性風俗関連特殊営業に関し、関連法令に違反する行為に対する積極的

な取締りを行う。 

また、風俗営業に対し、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す

る法律」に基づき必要な指導を行うとともに、18歳未満の青少年の健全

な育成に障害を及ぼす行為に対する厳正な取締りに努める。 

さらに、児童買春等の契機となり得る出会い系喫茶等の営業について

も、営業者に対し、18歳未満の青少年の営業所への立入制限等の自主規

制措置をとるよう働き掛けるとともに、関係法令を積極的に活用した取

締りに努める。 

 

 (酒類、たばこの未成年者に対する販売等の禁止)  

未成年が酒類やたばこを容易に入手できるような環境をなくすため、

関係業界への働き掛けを行うとともに、未成年の飲用に供することを知

って酒類・たばこを販売する行為などの法令違反については、所要の捜

査を行うとともに、適正な処分を行う。 

また、たばこについては、成人識別自動販売機の導入を製造たばこ小

売販売業の許可の条件とすることにより、たばこ小売販売業者に成人識

別自動販売機の導入を義務付けていく。 
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６ 推進体制 

 

 (１) 青少年に関する実態等の把握、知見の集積と共有 

(調査研究)  

青少年育成施策の企画・立案、実施に際し客観的で幅広い情報を十分

に活用等に資するため、心身の状況、成育環境、非行、社会的自立の状

況等に関する青少年やその保護者の実態・意識等について調査研究を推

進する。その際、男女別の実態把握を進め、男性と女性では抱える問題

に違いがありうることを踏まえる。 

特に、青少年の育成や課題の解決には幅広い分野の関わりが必要なこ

とを踏まえ、行政分野横断的・学際的な調査研究の充実を図る。 

   

(調査データ等の共有・活用のための環境整備)  

調査研究等により得られた調査データや知見が積極的に活用されるよ

う、調査データ等の一元管理の仕組の整備を推進するとともに、統計デ

ータの二次利用の適切な運用を図る。 

 

(２) 広報及び広聴等 

(広報啓発・情報提供等)  

子育て支援、体力の向上、青少年の人権尊重、自殺予防、防犯、非行

防止・更生その他困難を抱える青少年の支援など青少年の育成に関する

国民の理解・協力を促進するため、強調月間の設定や民間主体との連携・

協力等により広報啓発や情報提供を実施する。 

また、「児童の権利に関する条約」についての正しい知識の普及を図る。 

さらに、各種の情報が青少年に届きやすく、かつ、分かりやすいもの

となるよう、青少年向けの情報提供を実施する。 

上記のほか、青少年育成施策に係る情報を適時適切に公開する。  

 

(広聴活動)  

青少年自身も含めた国民の意見聴取を適切に行い、青少年育成施策の

企画・立案、実施に当たって、その反映に努める。 

 

(３) 国際的な連携・協力 

    ① 国際機関等における取組への協力 

国連等の国際機関における青少年についての条約や行動計画等の取組
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に積極的に参画するとともに、その内容の周知に努め、相互交流等の国

際協力を推進する。 

 

② 情報の収集・発信 

諸外国の青少年育成施策の現状等に関する情報の収集、提供等に努め

るとともに、我が国の国内施策について、諸外国に向けた情報発信を行

う。 

 

(４) 施策の推進等 

① 国の関係機関の連携・協働の促進 

本大綱に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するため、青少年育成

推進本部を中心として、内閣総理大臣のリーダーシップの下に関係行政

機関相互間の緊密な連携・協力を図るとともに、施策相互間の十分な調

整を図る。 

 

② 関係施策の実施状況の点検・評価 

本大綱に基づく青少年育成施策の実施状況について点検・評価を実施

する。 

 

③ 大綱の見直し 

本大綱については、おおむね５年を目途に見直しを行う。 
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青少年育成に関係する国民運動や取組の例 

 

 

 

(青少年の健全育成全般に関するもの) 

・ 青少年の健全育成のための国民運動 

・ 青少年非行防止運動 

・ 子ども虐待防止オレンジリボン運動 

・ 青少年を有害情報環境から守るための国民運動（「ｅ－ネットキャラバン」の

実施、「ちょっと待って、ケータイ」など） 

 

(青少年への教育や社会的自立の支援に関するもの) 

・ キャリア教育推進のための取組（キャリアスタートウィーク推進キャンペーン

等） 

・ 読書の推進に関する取組(全国子ども読書活動推進キャンペーン、読み聞かせ

運動など) 

・ 各種のスポーツや伝統文化・芸術活動等を通じた青少年育成や立ち直り支援の

ための取組 

 

(生活習慣に関するもの) 

・ 食育推進運動 

・ 「早寝早起き朝ごはん」国民運動 

・ メディア等との過剰接触に対する取組（「ノーテレビデー」、「ノーゲームデー」

など） 

 

(家庭や地域の取組に関するもの) 

・ 家族・地域のきずなを再生する国民運動 

・ 仕事と生活の調和の推進のための取組（「カエル！ジャパン」キャンペーン） 

・ 声かけ・あいさつの推進運動(あいさつニコニコ運動等) 

・ 子どもを犯罪被害から守るための運動(地域における子ども見守り活動等) 

（別紙）
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用語（注） 

                    

 

青少年等 

  

 青少年 ： 子どもと若者の総称（0歳からおおむね30歳未満までの者） 

 大人  ： 青少年期を脱した者 

 子ども ： 乳幼児期（義務教育年齢に達するまで）と学童期（小学生）の者 

 若者  ： 思春期（中学生からおおむね 18 歳まで）と青年期（おおむね 18 歳から

おおむね30歳未満まで）の者 

 

※ このほか、法令等により一部の青少年を指す用語は定められているものについて、

それを使用することが適切な場合には、その用語を使用している。 
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