
報告書の構成について（素案）

１．子供・若者を取り巻く状況の認識
現大綱に示されている状況認識等に照らし、現状を分析しつつ、今後の課題を提示。

２．子供・若者育成支援の基本的な方針
現状と課題を踏まえ、新大綱における基本的な方針（全体方針及び施策の柱）を提示。

３．子供・若者育成支援の基本的な施策
基本的な方針（施策の柱）ごとに、新大綱に盛り込むべき基本的な施策及び当該施策を実施
する際の留意点等を例示。

４．子供・若者育成支援施策の点検・評価等
施策の点検・評価、調査研究、広報啓発等のあり方を提示。

1

新大綱の策定に際し、ベースとなる以下の４つの事項について、報告書にとりまとめる。

資料４



（家庭を巡る現状と課題）
三世代世帯が減少する一方、ひとり親世帯が増加するなど、家庭内において子

育てを学び、助け合うことが難しくなり、親が不安や負担を抱えやすくなってい
る現状にあり、社会全体で子育てを助け合う環境づくりが必要である。特に、ひ
とり親家庭においては、経済的に困窮している実態がうかがえ、貧困の連鎖を断
つための取組を着実に実施する必要がある。また、児童虐待については、児童相
談所における相談対応件数や警察における検挙件数が増加しており、社会全体で
取り組むべき重要な課題となっている。 子供・若者の置かれた家庭環境は多様で
あり、個々の状況を踏まえ、子供・若者やその家族に適切に対応することが求め
られる。
（地域社会を巡る現状と課題）

地域社会は、家庭や学校とは異なる人間関係や様々な体験の提供を通じて、子
供の健やかな成長に重要な役割を有している。しかしながら、近所付き合いをす
る人数が減少傾向にあるほか、町内会・自治会に参加していない人の割合が増加
傾向にあるなど、地域におけるつながりの希薄化が懸念されている。地域におけ
る見守りや健全育成の機能を発揮させるために、地域住民やNPO等が子供・若者
育成支援を支える担い手として活躍する共助の取組を促進する必要がある。
（情報通信環境を巡る現状と課題）
急速なスマートフォンの普及、新たな情報通信サービスの出現等、子供・若者を

取り巻く情報通信環境は常に変化し続けている。特に、インターネットの急速な
普及は、子供・若者の知識やコミュニケーションの空間を格段に拡げる可能性を
もたらす一方で、違法・有害情報の拡散やコミュニティサイトに起因する事犯の
被害児童数の増加等、負の影響をもたらす両刃の剣ともなっている。 また、現実
社会とは別に、SNS（ソーシャルネットワークサービス）を介してインターネッ
ト上に新たなコミュニティが形成されており、大人の目の届きにくいネット上の
いじめが多数報告されているほか、ネット依存も指摘されている。
（雇用を巡る現状と課題）

若者が自立し社会で活躍するためには、就業し、経済的基盤を築くことが必要
ある。経営環境のグローバル化・情報化等による経済社会構造の変化に伴い、よ
り高度な能力を有する人材が求められている。一方、新規学卒者の一括採用とい
う雇用慣行の中、新規学卒時に非正規雇用の職に就く場合又は進学も就職もしな
い場合には、その後も十分な就業機会や職業能力開発の機会を持ちにくく、社会
の中で不安定な状態から長く脱出できないとの指摘がある。 このため、各学校段
階を通じて社会的・職業的自立に必要とされる能力・態度を育てるキャリア教育
に取り組むとともに、学校以外でも職業能力開発の機会の充実を図ることが重要
である。 さらには、円滑な就職支援と非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善
等により若者の雇用安定化と所得向上に取り組むことが重要である。

（社会全体の状況）【新設】

（家庭を巡る現状と課題）

（学校を巡る現状と課題）【新設】

（地域社会を巡る現状と課題）

（情報通信環境を巡る現状と課題）

（就業を巡る現状と課題）

（状況認識）
グローバリズムの進展は、世界と

我が国との距離を縮め、私たちには
多様な価値観をもつ人たちとの共生
が求められています。また、情報化
の更なる進展は、視野や見識を広げ、
新しい知的、文化的価値創造の舞台
を提供する一方で、子どもたちに思
わぬ被害や人間関係などへの負の影
響を及ぼすことを懸念する意見もあ
り、情報あるいは情報機器を適切に
使いこなす能力を身に付けることが
課題となっています。

さらに、雇用環境が大きく変化し
ており、特に、非正規労働者の増大
は、若者が将来に対し不安を抱く大
きな原因となっています。フリー
ターやニートの数は高止まりの状態
であり、経済的格差の拡大と世代を
またがる固定化は、「子どもの貧
困」問題としてもクローズアップさ
れています。児童虐待などの被害者
の中には、帰れる家も頼れる人もな
く、社会における受け皿も不十分な
中で居場所を探し求めている子ど
も・若者もいます。

家庭や地域における養育力の低下
が指摘されている中、このような困
難を有する人々に対する支援はもち
ろんのこと、社会全体で子ども・若
者を見守り、育てる機能を果たして
いかなければなりません。このため、
大人の側でも自覚を持って社会のあ
り方を見直すとともに、必要な費用
は子ども・若者自身の幸せのためだ
けでなく「未来への投資」「社会へ
の投資」と位置づけて施策を推進し
ていきたいと考えています。
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１．子供・若者を取り巻く状況の認識
子ども・若者ビジョン（H22年） 子供・若者育成支援推進大綱（H28年） 新大綱（案）
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（社会全体の状況）

新大綱策定に当たっての状況認識（未定稿）

○生命・安全の確保
10歳から39歳の死因の一位は自殺であり、コロナ禍にあって増加の傾向。また、大人も含め、これまで直接経験したこと

がないような災害や感染症、事件・事故が次々に発生。家庭・学校・地域等を問わず、いつ、どこにいても生命・安全の危機
に直面しうるのが現状。自殺を防ぎ、事件・事故、災害、感染症等から子供・若者を守るため、相談体制や見守り体制など環
境の整備、SOSの出し方を含めた体系的な安全教育等を推進していくことが必要。

○SDGs（持続可能な開発目標）の推進
一人の子供・若者をも取り残すことなく、その育成支援に取り組むことは、SDGsの達成に向けた取組そのものであり、子

供・若者への投資は、SDGsへの投資。このような観点から、官民挙げた取組の充実が必要。新大綱の最終年度として想定さ
れる2025年度には、SDGsが達成された社会をめざすことを目的として、大阪・関西万博が開催。SDGsへの関心の高まりを
活かしつつ、SDGsの各目標との関連をより一層意識しながら、子供・若者育成支援施策を推進。

○多様性と包摂性ある社会の形成（ダイバーシティ＆インクルージョン）
子供・若者を始め、人々の意識や興味・関心、生き方・働き方等は多様化し、外国人労働者・外国人留学生等も増加。

一方で「みんなと同じでなくてはならない」という同調圧力の強さには根強いものがあり、そのことが生きづらさを生んでい
るとの指摘も。思想信条、人種、国籍、性別、性的指向・性自認、心身の状況など、個々の違いを認め、互いを尊重しつつ協
働していくことは、個人のwell-beingだけでなく、持続可能な社会の実現や、新たな価値の創出等による経済の発展の観点か
らも重要。多様性への理解を育むためには、子供・若者の頃から異なる文化や考え方に数多く触れていくことが必要。

○デジタル・トランスフォーメーション（DX）の推進
企業、行政等を問わず、デジタル技術やデータを活用した業務・組織の変革が課題に。また、先端技術（Tech）を活用し

て課題解決を図る動きも各分野で進行。子供・若者育成支援においても、いわば“Child-Youth Tech”としての先端技術の活
用、リアルとバーチャルの最適な組み合わせ（ハイブリッド）による支援の拡充など、DXの推進が必要。

○成年年齢の引き下げ等への円滑な対応
2015年には選挙権年齢が18歳へと引き下げられ、2022年には成年年齢が18歳へと引き下げ。さらに、各種制度における

年齢区分の見直しも検討中。これらの制度改正によって期待される効果を最大限にし、懸念される影響を最小限に止められる
よう、学校・家庭・地域における教育や広報啓発等の充実が必要。

○子供・若者の人権・権利の保障
憲法及び児童の権利条約にのっとり、総合的な子ども・若者育成支援施策を推進することを目的とする「子ども・若者育成

支援の推進に関する法律」が施行され10年が経過。同法では「子ども・若者について、個人としての尊厳が重んぜられ、不
当な差別的取扱いを受けることがないようにするとともに、その意見を十分に尊重しつつ、その最善の利益を考慮すること」
等を基本理念として規定。当該理念の重要性を改めて認識し、子供・若者の人権・権利の保障を徹底。
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子供・若者育成支援推進大綱（H28年） 新大綱策定に当たっての状況認識（未定稿）

（家庭を巡る現状と課題）

三世代世帯が減少する一方、ひとり親世帯
が増加するなど、家庭内において子育てを学
び、助け合うことが難しくなり、親が不安や
負担を抱えやすくなっている現状にあり、社
会全体で子育てを助け合う環境づくりが必要
である。特に、ひとり親家庭においては、経
済的に困窮している実態がうかがえ、貧困の
連鎖を断つための取組を着実に実施する必要
がある。

また、児童虐待については、児童相談所に
おける相談対応件数や警察における検挙件数
が増加しており、社会全体で取り組むべき重
要な課題となっている。 子供・若者の置かれ
た家庭環境は多様であり、個々の状況を踏ま
え、子供・若者やその家族に適切に対応する
ことが求められる。

【訂正すべき内容】
〇ひとり親世帯の増加
・ひとり親世帯の割合 7.4％（2014年）⇒  6.5％ (2019年)［国民生活基礎調査］

※ 離婚率 1.81%（2014年）⇒  1.69％(2019年)［人口動態統計］

【追加すべき内容】
○家庭や個人のみに問題解決を求めない視点

○社会的養護を必要とする者（在宅指導を受ける者を含む）の自立支援

〇核家族化、共働きの増加、世帯収入の伸び悩み等による、家族だけに養育
を求められない状況（養育の社会化）

○ヤングケアラー（通学や仕事をしながら家族の介護・世話をする子供・若
者）への支援

○コロナ禍を契機とした家族観の変化
・家族の重要性をより意識するようになった人が49.9%
・70.3%が家族との時間が増加、うち81.9%が今後も保ちたいと回答
［新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査］

【関連データ・ファクト】
三世代世帯はさらに減少。
貧困率は若干低下しているが、コロナ禍にあって悪化が懸念。

・三世代世帯の割合 17.5％(2014年) ⇒13.3％(2019年)
・ひとり親家庭の貧困率 50.8％（2015年）⇒48.1％(2018年)
・相対的貧困率 15.7％（2015年）⇒15.4％(2018年)
・子供の貧困率 13.9％（2015年）⇒13.5％(2018年)［国民生活基礎調査］

児童相談所における相談対応件数、警察が検挙した児童虐待事件数はともに
大幅に増加。コロナ禍にあって、実態のさらなる悪化が懸念。

・児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数
103,286件（2015年度）⇒ 193,780件（2019年度）

［児童相談所での児童虐待相談対応件数（2019年度は速報値）］
・警察が検挙した児童虐待事件数

785件（2015年）⇒ 1,924件（2019年）［少年の補導及び保護の概況］
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（学校を巡る現状と課題）
新大綱策定に当たっての状況認識（未定稿）

学校は、子供・若者にとって、安心安全な居場所・セーフティネットとなるなど福祉面でも極めて重要な存在。コロナ禍にお
ける臨時休業は、そのような学校の重要性を再認識させた。家庭や地域の教育力の低下が指摘される中、学校の負担は年々増大
し、以下のような課題が深刻化。子供・若者支援の基盤（プラットフォーム）である学校への支援が必要。

○児童生徒・学生の多様化
・特別支援学校や特別支援学級に在籍する児童生徒、通常学級において通級による指導を受けている児童生徒の増加

小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒 2013年度 約17.4万人→2019年度約27.8万人
小中学校で通級による指導を受ける児童生徒 2013年度 約 7.8万人→2019年度 約13.3万人

・外国人児童生徒、日本国籍ではあるが日本語指導を必要とする児童生徒の増加(2018年度約5.1万人。10年で約1.5倍に）
・高等教育機関等における外国人留学生の増加（2019年には30万人を突破）
・性同一障害や性的志向・性自認に係る児童生徒・学生や特定分野に特異な才能がある児童生徒・学生の存在 等

○生徒指導上の課題
・小中学校における不登校児童生徒数は7年連続増、2019年度には約18.1万人で過去最多。

※不登校児童生徒等への教育機会の確保等を規定した「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」が2017年に施行
・高等学校における不登校生徒数は2019年度約５万人（前年度約5.2万人）、中途退学率は約1.3％（前年度約1.4%）。
・小中高等学校等でのいじめの認知件数は6年連続加、2019年度には過去最多の約61万件。重大事態も723件で過去最多。

認知されたいじめのうち、インターネットやSNSによるひぼう・中傷は、2019年度には約1.8万件、5年前の約2.3倍。
※いじめの発生に関する「認知」が進んできた一方で、実態の深刻さの正確な把握が課題。

・児童生徒の自殺者数は、高止まり（2015年度215人→2018年度332人→2019年度317人）
［以上、児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 ］

→コロナ禍にあって悪化が懸念

○教職員の多忙化・不足
・教員の長時間勤務（小学校で月約59時間、中学校で月約81時間の時間外勤務が推計：2016年教員勤務実態調査）
・教員採用選考試験における採用倍率の低下（公立小学校では2000年度 12.5 倍→2019年度2.8 倍。１倍台の教委も存在）
・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど専門人材の不足 等

○少子高齢化・人口減少の影響
・小・中学校が各1校の市町村が 233(13.3%)、公立高等学校が 0 ないし1である市町村が1,088 (62.5%) に。

○情報化への対応
・諸外国に比して、情報活用能力等に課題。デジタルテバ゙イスを「学び」より「遊び」に多く使う傾向。
・コロナ禍における「同時双方向型のオンライン指導」の実施状況は、公立学校の設置者単位で 15%。

（参照） 「令和の日本型学校教育」の構築を目指して（中間まとめ）（令和2年10月中央教育審議会初等中等教育分科会）等
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子供・若者育成支援推進大綱（H28年）

（地域社会を巡る現状と課題）

地域社会は、家庭や学校とは異なる
人間関係や様々な体験の提供を通じて、
子供の健やかな成長に重要な役割を有
している。

しかしながら、近所付き合いをする
人数が減少傾向にあるほか、町内会・
自治会に参加していない人の割合が増
加傾向にあるなど、地域におけるつな
がりの希薄化が懸念されている。

地域における見守りや健全育成の機
能を発揮させるために、地域住民や
NPO等が子供・若者育成支援を支える
担い手として活躍する共助の取組を促
進する必要がある。

新大綱策定に当たっての状況認識（未定稿）

【関連データ・ファクト】

近所付き合いは、さらに減少。
・現在の地域での付き合いの程度

付き合っている 67.8％（2016年２月）⇒65.4％（2020年1月）
付き合っていない 32.1％（2016年２月）⇒34.3％（2020年1月）

［社会意識に関する世論調査］
若い世代が、地域の自治組織・地縁組織を煩わしいとして嫌がる傾向も指摘。

地域活動の担い手の不足が指摘されるとともに、担い手として大きな役割を
果たしてきたシニア層も、2022年には団塊の世代が後期高齢者となるなど、
高齢化が加速。

【訂正すべき内容】
ー

【追加すべき内容】
○子供・若者自身も地域社会の担い手となって一定の貢献をしつつ、成長し

ていくという視点、ボランティアを含めた社会参加の促進

〇子供・若者を始め、多様な地域住民の意見を柔軟に取り入れた、地域活
動・組織の活性化

○困難を抱えた子供・若者のシェルターや、すべての子供・若者にとって安
心・安全な「サードプレイス」となる居場所づくりの必要性

〇ひきこもり状態にある若者等に対する、地域における支援の充実

〇支援の担い手として、民生委員・児童委員を明記。ボランティア養成の必
要性を追加。

○特に地方における少子化・人口減は大きな課題だが、コロナ禍を機に地方
移住、二地域居住等への関心の高まりも

・例えば、東京23区の20歳代の35.4％が、地方移住への関心が高まったと回答
［新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査］

〇少子化・人口減対策や地方創生施策と、子供・若者支援施策との連動
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子供・若者育成支援推進大綱（H28年）

（情報通信環境を巡る現状と課題）

急速なスマートフォンの普及、新た
な情報通信サービスの出現等、子供・
若者を取り巻く情報通信環境は常に変
化し続けている。

特に、インターネットの急速な普及
は、子供・若者の知識やコミュニケー
ションの空間を格段に拡げる可能性を
もたらす一方で、違法・有害情報の拡
散やコミュニティサイトに起因する事
犯の被害児童数の増加等、負の影響を
もたらす両刃の剣ともなっている。
また、現実社会とは別に、SNS

（ソーシャルネットワークサービス）
を介してインターネット上に新たなコ
ミュニティが形成されており、大人の
目の届きにくいネット上のいじめが多
数報告されているほか、ネット依存も
指摘されている。

新大綱策定に当たっての状況認識（未定稿）
【関連データ・ファクト】
子供・若者のインターネット利用は、さらに増加。
・インターネット平均利用率（2015年度⇒2019年度）

６～12歳：74.8%⇒80.2% 13～19歳:98.2%⇒98.4%［通信利用動向調査］
・インターネット平均利用時間（平日1日当たり）（2015年度⇒2019年度）

小学生：83.3分⇒129.1分 中学生：130.2分⇒176.1分
高校生：185.1分⇒247.8分 全体：142.6分⇒182.3分
例えば、小学校入学前の５歳でも利用時間が77分に達するなど、低年齢化も。

［青少年のインターネット利用環境実態調査］
ＳＮＳに起因する事犯の被害児童数も増加。若者に関しても、SNSによる
誹謗中傷等が社会問題化。
SNSに起因する事犯の被害児童数1,652人（2015年）⇒2,082人（2019年）

［警察庁調べ］
【訂正すべき内容】

ー
【追加すべき内容】
〇第４次青少年インターネット環境整備基本計画による取組で下げ止まったフィルタ
リング利用率の向上に向け、引き続き取組を推進。

・子供のインターネット利用に関し、フィルタリングを利用するとした保護者の割合
41.4％（2015年） ⇒ 36.8％（2018年） ⇒ 37.４％（2019年）

［青少年のインターネット利用環境実態調査］
〇フィルタリングの促進だけでは防ぎきれない被害の存在やインターネット利用者の
低年齢化、利用時間の長時間化等を踏まえ、ペアレンタルコントロールによる対応の
推進を図ることが必要。
※ＷＨＯ（世界保健機関）がゲーム障害を国際疾病分類に追加するなど、健康面の影響も懸念。

○GIGAスクール構想による１人１台の端末整備、遠隔教育など教育のデジタル化、行
政のデジタル化など、あらゆる分野でデジタル化が加速する中、青少年のインター
ネットを適切に活用する能力の向上の促進が必要。

〇コロナ禍にあって、学びや子育て等に資するオンラインサービス・コンテンツが、
大学等が提供するもの、若者自らが創出したもの、無償・低廉に利用できるものを含
め充実。適切に活用することで、子供・若者が地理的・時間的・経済的制約等を乗り
越え、可能性を広げることに貢献しうる。その前提として、誰もが高速かつ低廉にイ
ンターネットにアクセスできるようにしていくことが必要。

○併せて、オンラインでバーチャルな活動に偏ることなく、自然体験、外遊び等の直
接的・具体的な体験活動、コミュニケーション能力の育成、人間性の涵養等を推進し
ていくことが重要。
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子供・若者育成支援推進大綱（H28年）

（雇用を巡る現状と課題）

若者が自立し社会で活躍するために
は、就業し、経済的基盤を築くことが
必要ある。経営環境のグローバル化・
情報化等による経済社会構造の変化に
伴い、より高度な能力を有する人材が
求められている。

一方、新規学卒者の一括採用という
雇用慣行の中、新規学卒時に非正規雇
用の職に就く場合又は進学も就職もし
ない場合には、その後も十分な就業機
会や職業能力開発の機会を持ちにくく、
社会の中で不安定な状態から長く脱出
できないとの指摘がある。

このため、各学校段階を通じて社会
的・職業的自立に必要とされる能力・
態度を育てるキャリア教育に取り組む
とともに、学校以外でも職業能力開発
の機会の充実を図ることが重要である。
さらには、円滑な就職支援と非正規雇
用労働者の正社員転換・待遇改善等に
より若者の雇用安定化と所得向上に取
り組むことが重要である。

新大綱策定に当たっての状況認識（未定稿）

（就業を巡る現状と課題）
【関連データ・ファクト】
労働関係指標はおおむね改善傾向にあるが、コロナ禍で悪化が懸念。
・15～39歳人口に占める若年無業者の割合

男女計 2.1％（2015年度）⇒ 2.3％（2019年度）［労働力調査］
・15～34歳人口に占めるフリーターの割合の推移

男性 5.8％（2015年）⇒ 5.1％（2019年）
女性 7.0％（2015年）⇒ 5.9％（2019年）［労働力調査］

・完全失業率（男女計）15～19歳 20～24歳 25～29歳
5.1％ 5.6% 5.1％ （2015年）
2.5％ 4.2％ 3.6％ （2019年）［労働力調査］

・平均賃金(25～29歳)
正社員・正職員 240.6万円（2015年）→ 249.5万円（2019年）
正社員・正職員以外 192.4万円（2015年）→ 198.9万円（2019年）

・非正規雇用者比率
男女計 15～24歳 29.7％（2015年） ⇒ 26.0％（2019年）

25～34歳 27.3％（2015年） ⇒ 24.8％（2019年）［労働力調査］

【訂正すべき内容】
ー

【追加すべき内容】
〇求められる人材像として、Society5.0時代にあってイノベーションを生み出す人材、

持続可能な社会の創り手となる人材、「新たな日常」の実現に向けて社会変革の推進
力となる人材を追加

〇グローバル化に伴い増加する外国籍の子供・若者等への支援の必要性
〇起業に関する意識や実績の低さ

＊OECDのEntrepreneurship at a Glance 2015によると、日本は「起業して失敗するこ
とを恐れる」との回答者が最多、「学校で起業家精神を学んだ」との回答者が最小）

＊日本の開業率は2018年度4.4% 米（2016年）英（2017年）等は10％超（中小企業白書等）
○コロナ禍を機にテレワーク、ウェブ会議等が普及。オフィスの縮小や地方移転、旅先

で仕事を行う「ワーケーション」等の動きも。テレワーク、兼業・副業、雇用関係に
よらない働き方（起業、フリーランス等）を含めた多様で柔軟な働き方を自由に選択
できる社会の実現、ワーク・ライフ・バランス、セーフティネットの確保等の必要性
・感染症の影響下におけるテレワークの実施状況（全国）34.6％
［新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査］



１．全ての子供・若者の健やかな育成

２．困難を有する子供・若者やその家族
の支援

３．子供・若者の成長のための社会環境
の整備

４．子供・若者の成長を支える担い手の
養成

５．創造的な未来を切り拓く子供・若者
の応援

１．すべての子ども・若者の健やか
な成長を支援する

２．困難を有する子ども・若者やそ
の家族を支援する

３．子ども・若者の健やかな成長を
社会全体で支えるための環境を
整備する

１．全ての子供・若者の健やかな育成

２．困難を有する子供・若者やその家族
の支援

３．創造的な未来を切り拓く子供・若者
の応援

４．子供・若者の成長のための社会環境
の整備

５．子供・若者の成長を支える担い手の
養成・支援

現大綱の５つの柱は、「子供・若者白書」や「子供・若者育成支援施策関係予算の概要集」、地方公共団体の子供・若者計画の構成等に
活用されており、基本的に維持してはどうか。

ただし、困難から脱却しての活躍や、困難を有しながらも特定分野で才能を発揮していくことを応援していく観点を明確にするため、
「困難を有する子供・若者」と「創造的な未来を切り拓く子供・若者」は、連続した位置に置くこととしてはどうか。

また、「担い手」については、養成するだけでなく、その後の支援も重要であるため、これを明確にしてはどうか。

施策の基本的方向 基本的な方針 基本的な方針

9

２．子供・若者育成支援の基本的な方針

子ども・若者ビジョン（H22年） 子供・若者育成支援推進大綱（H28年） 新大綱（案）

子ども・若者の成長を応援し、一人
ひとりを包摂する社会を目指して

全ての子供・若者が健やかに成長し、
自立・活躍できる社会を目指して
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３．子供・若者育成支援の基本的な施策
① 全ての子供・若者の健やかな育成

子供・若者育成支援推進大綱（H28年） 新大綱における重点事項（案）

基本的な生活習慣について、乳幼児期に家庭を中心
に形成されるように支援するとともに、学力の向上、
体力の向上、情報通信技術の適切な利用を含むコミュ
ニケーション能力の育成、規範意識や思いやりの心の
涵養に取り組む。

また、 キャリア教育等を通じて、子供・若者の勤労
観・職業観や社会的・職業的自立に必要な基盤となる
能力や態度の形成を図る。

さらに、円滑な就職支援と非正規雇用労働者の正社
員転換・待遇改善等により、若者の雇用安定化と所得
向上に取り組む。

また、子供・若者が自らの心・身体の健康を維持す
ることができるよう健康教育を推進するとともに、と
りわけ思春期の子供・若者に対しては、妊娠・出産・
育児に関する教育を充実させる。子供・若者が自らの
心身や権利を守るためには、 主体的に相談し支援を求
める能力を持つことが重要であることから、困難を抱
えた場合における相談先についての広報啓発、雇用や
消費者保護等の関係法令についての適切な理解の促進
等を通じて、自ら考え自らを守る力を育成し、困難な
状況に陥らないよう予防を図る。

子供・若者育成支援に関する地域住民からの相談に
応じ、関係機関の紹介その他必要な情報の提供や助言
を行う拠点(法第 13 条に基づく子ども・若者総合相
談センター)の機能が全国で確保されるよう、地方公
共団体その他の関係団体を支援する。

・青少年期に睡眠や食など生活習慣が乱れがちになること
や「新たな生活様式」への対応

・１人１台のICT環境を活かした個別最適な学びの推進
・多様な体験学習の充実
・自己肯定感・自己有用感の涵養

・安全教育（性被害を含む防犯、防災、事故防止等）の推進
・成年年齢引き下げ後も20歳まで禁止される飲酒喫煙の防止

・自らに保障されている権利の理解促進

・相談方法・SOSの出し方を含めた教育、広報啓発の推進
・成年年齢の引き下げ等を踏まえた消費者教育の推進

・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配
置促進など、子供・若者にとって身近な学校における相談
体制の充実

・学校に相談しづらい事情がある者等に対する学校外の相談
体制の充実

・その後の困難の端緒となる高校中退の防止

・円滑な職場定着（早期離職の防止）
・多様で柔軟な働き方の推進

全ての者が、子供・若者の時期を健やかに過ごすことが
でき、かつ人生100年時代をたくましく生き抜く基盤を形
成できるよう、例えば以下の内容を追加し、取組を充実。
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① 全ての子供・若者の健やかな育成
施策を企画・実施する際の留意点等（例）

これまでの会議におけるご意見、プレゼンの内
容を踏まえ、整理（②～⑤も同様）
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②困難を有する子供・若者やその家族の支援

子供・若者育成支援推進大綱（H28年）

子供が生まれてから大人になるまでのライフサイク
ルを見通し、国及び地方公共団体の機関はもとより、
家庭、学校、地域が一体となって、社会生活を円滑
に営む上での困難を有する子供・若者の支援を重層的
に行うため、法第 19 条第 1項に基づく子ども・若者
支援地域協議会の地方公共団体における整備を推進す
る。

これにより、子供・若者に対し年齢階層で途切れる
ことなく継続した支援を行う「縦のネットワーク」を
機能させる。あわせて、同協議会の核となる機関・団
体が中心となり、教育、福祉、保健、医療、矯正、更
生保護、雇用等の関係機関・ 団体が、個々の子供・
若者に関する情報を適切に共有し、有機的に連携する
「横のネットワーク」を機能させる。

また、困難を有する子供・若者やその家族が抱える
問題に応じて、支援を行う者が家庭等に出向き必要な
相談、助言又は指導を実施するアウトリーチ(訪問支
援)を充実させる。

さらに、子供の貧困については、貧困が世代を超え
て連鎖することを防ぐため、対策を一層推進するとと
もに、児童虐待については、その発生予防から早期発
見・早期対応、虐待を受けた子供の保護・自立支援に
至るまでの一連の対策の更なる強化を図る。

このほか、虐待を受けた子供などをより家庭的な環
境で育てることができるよう、社会的養護の推進を図
る。

新大綱における重点事項（案）

・コロナ禍で深刻化が見られる自殺対策の強化
・子供・若者にとって最も身近な媒体となっているSNS
上での相談や、SNSを通じたアプローチの推進

・伴走型の継続支援、困難の多重化・複雑化を踏まえた
チームでの支援の推進

・令和元年度に改定された大綱に基づく子供の貧困対策
の推進

・相談対応件数の大幅な増加を踏まえた児童相談所の体
制整備、虐待を受けた子供への長期的な心のケア等の
推進

・里親やファミリーホームによる養育の推進

・様々な差別を防ぐ教育、啓発の推進

・ひきこもりの長期化等を踏まえた、ポスト青少年期にお
ける支援への円滑な橋渡し

・各地の協議会どうしの連携（ネットワーク・オブ・ネッ
トワークス）による全国的な共助体制の構築

困難を有する子供・若者が、速やかに深刻な状況を脱し、
あるいは一定の困難と共生しつつ成長していけるよう、
例えば以下の内容を追加し、家族を含め支援を充実。

・アドバイザーの登録・派遣等による協議会等の整備加
速
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③創造的な未来を切り拓く子供・若者の応援

子供・若者育成支援推進大綱（H28年）

クロ゙ーバル化が進行する社会に必要とされるチャレ
ンジ精神、英語等の語学力、コミュニケーション能力、
日本人としてのアイデンティティ等を培う教育を推進
する。

また、科学技術人材を育成するために、理数好きな
子供の裾野を拡げ、子供の才能を見出し伸ばす施策を
充実する。さらに、情報通信技術の進化に適応し活用
する人材、国際的に活躍する次世代の競技者、新進芸
術家等の育成を図る。

地方公共団体、地元企業、大学等が連携し地域産業
を担う若者を育成するとともに、地域に居住して地域
おこしに取り組む若者を支援するなど、地域で活躍す
る若者を応援する。このほか、社会に貢献する子供・
若者に対する内閣総理大臣表彰を創設する。

・STEAM（科学・技術・ものづくり・芸術・数学）教
育、アントレプレナーシップ教育の推進

・人文知を含めた教養教育の推進
・若手研究者の支援
・特定分野に特異な才能のある児童生徒の支援（「出る
杭」の応援）

・オンラインで地域を支援する若者の取組の奨励
・歴代受賞者のネットワーク化など、受賞後の活躍支援

新大綱における重点事項（案）

子供・若者が、一人ひとり異なる長所や特技を伸ばし、
才能を開花させ、将来にわたって活躍していけるよう、
例えば以下の内容を追加し、さらに応援。

・異文化や多様な価値観の理解と尊重
・課題発見・課題解決能力の向上
・ESD（持続可能な開発のための教育）の充実、持続可
能な社会の創り手となる人材の育成
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④子供・若者の成長のための社会環境の整備

子供・若者育成支援推進大綱（H28年）

全ての就学児童が放課後等を安全に安心して過ごし、
地域住民の参画を得て体験・交流活動を行う活動拠点
の充実を図る。

また、子供・若者が、家庭や学校とは異なる対人関
係の中で社会性や豊かな人間性を育むことができるよ
う、地域等における各種の体験・交流活動の機会の充
実を図る。

子供・若者によるインターネット利用の急速な普
及・浸透を踏まえ、商品・サ ービスを提供する民間
企業を始めとする全ての組織、個人が、当事者意識を
持ってそれぞれの役割を果たし、相互に協力・補完し
ながら、安全で安心な環境の整備に取り組む。

保護者が子供と向き合う時間を持つことができるよ
う、また、若者が自己啓発や地域活動への参加のため
の時間を持つことができるよう、企業を含む社会全
体で、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バラン
ス)」の実現に向けた取組を 推進する。

新大綱における重点事項（案）

第12回有識者会議でのご議論を踏まえ整理



15

⑤子供・若者の成長を支える担い手の養成・支援

子供・若者育成支援推進大綱（H28年）

子育て経験者、様々な経験を有する高齢者等による子
供・若者育成支援に係る活動への参加を促す取組を進
めるとともに、NPO、企業等の参画を促進し、官公民
の連携による地域における共助機能の充実を図る。

子供・若者に関する総合的な知見を有し、公的機関や
地域のNPO等において子供・若者育成支援に携わる
コーディネーターの養成を図る。

子供・若者の成長に関わる様々な専門職の養成・確保
に努めるとともに、専門性を高めるための研修の充実、
専門職の間での連携を図る。 ・AI等の先端技術やデータの活用による担い手の支援

新大綱における重点事項（案）

子供・若者を支援する担い手を増やし、知見やスキルを
高め、持続的に活躍いただくため、例えば以下の内容を
追加し、養成・支援を充実。

・若者自身や現役世代の巻き込みを図る取組の推進
・次代を担う子供・若者の支援は、SDGsの取組そのもの
であることを踏まえた、企業等のさらなる参画促進

・多忙化する学校・教員への地域による支援の拡大
・大学を始めとする「学」における地域貢献の推進

・子供・若者の抱える問題の多重化・複雑化を踏まえた
分野横断的な研修の充実

・各地の子ども・若者支援地域協議会、総合相談セン
ターどうしの連携（ネットワーク・オブ・ネットワーク
ス）、国が主催する研修修了者のネットワーク化など、
全国規模での共助機能の充実
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４．子供・若者育成支援施策の点検・評価等
（１）評価の実施方法について

大綱に基づく施策全体の点検・評価に当たっては、子供・若者の多様化や、課題の複雑化・重層化等を踏まえ、単一・少数
の指標ではなく、多種多様な指標を設定のうえ、それらを参考として、総合的・多面的に点検・評価を行う。

参考指標（案）

① 子供・若者の意識に関するデータ
内閣府で実施している子供・若者の意識調査から、子供・若者の健全育成の状況を把握するうえで特に重要と考えられる
項目を抽出し、フォローする。p17参照。

② 子供・若者を取り巻く状況に関するデータ
1.の状況認識において掲げた現状・課題に関するデータ（児童生徒の自殺者数、若年無業者の割合等）をフォローする。

③ 子ども・若者育成支援推進法に基づく計画・機関等に関するデータ
地方公共団体における子ども・若者計画の策定状況、子ども・若者支援地域協議会、子ども・若者相談センター及び関係
相談機関の整備状況等をフォローする。p18参照。

④ 他の法律に基づく基本計画・大綱等における子供・若者育成支援に関するデータ
近年、各分野において法律に基づく基本計画・大綱等の策定が進むとともに、その中に指標等が盛り込まれてきている。
これら分野ごとの大綱等に横串を入れ、子供・若者育成支援に関する指標等を抽出・整理し、フォローする。p19参照。

上記参考指標を「基本的な方針」の５つの柱ごとに分かりやすく整理した「子供・若者データダッシュボード」（仮称）を
内閣府において作成し、ホームページや毎年度の子供・若者白書等で広く公開する。これにより、子供・若者の現状と施策
の推進状況を社会全体で把握・共有し、家庭、学校、地域、企業、団体等それぞれの立場での取組の充実を図る。

また、個別施策の点検・評価に当たっては、上記参考指標とのつながりを意識するとともに、数値だけでなく、定性的な
ファクト（企画・実施プロセスにおける子供・若者を含めた多様な視点・意見の反映、受託団体など担い手の意欲を引き出
す取組等）を把握しつつ行う。
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1.自己について

・居場所（ほっとできる場所、居心地の良い場所など。以下同）になっている
家庭（実家や親族の家を含む） 75.6％(79.9％)
自分の部屋 85.3％(89.0％)

・何でも悩みを相談できる人がいる 58.8％(59.8%)
・困ったときは助けてくれる 77.4％(78.4%)
・親（保護者）から愛されている 73.7%

学 校

職 場 地 域 インターネット空間

自己肯定感・自己有用感
自分は役に立たないと強く感じる 49.9%
今の自分が好きだ 46.5%（44.8%）

チャレンジ精神
うまくいくかわからないことにも意欲的に取り組む 51.9%

意見の表明
自分の考えをはっきり相手に伝えることができる 49.1%

・居場所になっている
※卒業した学校を含む 48.1%(49.2%)

・何でも悩みを相談できる人がいる 57.7%(57.7%)
・困ったときは助けてくれる 65.6%(65.0%)

※上記２項目は、学校で出会った友人についての回答

・居場所になっている 35.1％(39.2％)
※過去の職場を含む

・何でも悩みを相談できる人がいる
33.6%(31.1%)

・困ったときは助けてくれる
51.6%(50.6%)

・居場所になっている 56.6％(62.1%)

・何でも悩みを相談できる人がいる
23.7%(21.3%)

・困ったときは助けてくれる
23.3%(21.8%)

・居場所になっている 53.3％(58.5％)
※現在住んでいる場所やそこにある施設等

・何でも悩みを相談できる人がいる
18.5％(18.2％)

・困ったときは助けてくれる
27.4％(26.4％)

参考指標（案）①子供・若者の意識に関するデータ

3.支援について

※以下の数値は、そう思う、どちらかといえばそう思うの合計値であり、13歳～29歳の全体値。
令和元年度内閣府「子供・若者の意識に関する調査」のデータ（括弧内は平成28年度のデータ）

・社会生活や日常生活を円滑に送ることができていなかった状態が改善した経験（困難改善経験）があった 60.9%
・学校の先生やカウンセラーなど人から受けた支援に効果があったものはない 30.4%
・誰にも相談したり、支援を受けたいと思わない 8.9% わからない 16.0%

※社会生活や日常生活を円滑に送ることができないような時に、どのような機関や人なら相談したり支援を受けたりしやすいと感じるかとの問への回答
・知っている育成支援機関等はない 29.4%（26.1%）

家族・親族
2.周囲について

内閣府で実施している子供・若者の意識調査から、子供・若者の健全育成の状況を把握するうえで特に重要と考えられる項目を
抽出した。以下はその素案である。

充実感
今の生活が充実している 68.9%(69.5%)

希望
自分の将来について明るい希望を持っている 59.3%

社会貢献
社会のために役立つことをしたい 70.8%
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参考指標（案）③子ども・若者育成支援推進法に基づく計画・機関等に関するデータ

子ども・若者計画策定自治体数
87→114 （H28.1.1→R2.1.1）

・都道府県 39→43 
・政令市 12→15
・市区町村 46→56 

子ども・若者総合相談センター 設置自治体数
64→93（H27.3.31→R2.3.31）

・都道府県 15→20
・政令市 8→ 8
・市区町村 41→65*

子ども・若者支援地域協議会 設置自治体数
88→128（H27.3.31→R2.3.31）

・都道府県 31→42
・政令市 13→14 
・市区町村 44→72*

(参考) 主な青少年相談機関の設置状況

・青少年センター 748(R1.1)
・消費生活センター 858(H31.4)
・少年サポートセンター 196(H31.4)
・少年鑑別所（法務少年支援センター） 52
・保護観察所 50（他に支部１，駐在官事務所29）
・法務局・地方法務局 311
・教育委員会・教育相談機関（教育相談所等） 1,662(H30年度）
・地域若者サポートステーション 177(R1年度)
・家庭児童相談室 1,004(H26.4)
・児童相談所 212(H30.10)
・児童家庭支援センター 122(H29.10)
・精神保健福祉センター 69(R2.4)

※市区町村は政令市を除く

＊直近５年間において、センター、協議会を複
数の自治体が共同設置する事例が出ている。
R2.3.31時点では、センター１、協議会２が
２つの町の共同設置によるもの
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参考指標（案）④他の法律に基づく基本計画・大綱等における子供・若者育成支援に関するデータ

【内閣府】
○子供の貧困対策に関する大綱（R1̃R5）
・生活保護世帯、児童養護施設、ひとり親世帯の子供の進学率
・高等教育の修学支援新制度の利用者数
・ひとり親世帯等の電気、ガス、水道料金の未払い経験 等
○少子化社会対策大綱（R2～R6）
・市町村子ども家庭総合支援拠点の設置数
・里親等委託率
・６歳未満の子供をもつ男性の育児・家事関連時間
・要保護児童対策地域協議会の調整機関に専門職員を配置している

市町村の割合 等
○障害者基本計画（H30～R4）
・児童発達支援事業等を行う事業所数
・障害学生支援担当者を配置している大学等の割合 等
○男女共同参画基本計画(H27～R2)
・男性の育児休業取得率
・市町村における配偶者暴力相談支援センターの数 等
○科学技術基本計画（H28～R2）
・児童生徒の数学・理科の学習到達度
・大学理工系学部への入学状況
・アントレプレナーシップ教育の実施数 等
○まち・ひと・しごと創生総合戦略（R2～R6）
・ 子供・子育て等に温かい社会の実現に向かっていると考える人の割合
・ SDGｓ達成に向けた取組を行っている都道府県、市区町村の割合 等
○消費者基本計画（R2～R6）
・子ども安全メールfrom 消費者庁の登録者数
・薬物乱用防止教室の開催率
・全国の指導主事等を対象とする協議会への参加者人数 等

【文部科学省】
○教育振興基本計画（H30～R４）
・OECD のPISA調査 における習熟度上位層・下位層の割合
・人の役に立つ人間になりたいと思う児童生徒の割合
・地域の行事に参加している児童生徒の割合
・日本人高校生、大学生の海外留学生数
・修士課程修了者の博士課程への進学率 等
○子供の読書活動推進に関する基本的な計画（H30～R４）
・全校一斉の読書活動を行う学校の割合
・子供の読解力（OECD生徒の学習到達度調査）等
○文化芸術推進基本計画（H30～R4）
・子供の文化芸術活動の参加割合 等
○スポーツ基本計画（H29～R3）
・子供の体力水準
・スポーツを「嫌い」「やや嫌い」 とする中学生の割合 等
【厚生労働省】
○自殺総合対策大綱（H29～R4）
・自殺死亡率 ※子供・若者に限定せず。
【法務省】
○再犯防止推進計画（H30～R4）
・主な特性別２年以内再入率（少年）
・復学・進学の決定状況
・保護司数及び保護司充足率 等
【農林水産省】
○食育推進基本計画(H28～R2)
・朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数
・朝食を欠食する子供、若い世代の割合
・中学校における学校給食実施率 等

※府省には外局を含む。カッコ内は現大綱・計画の期間。
子供・若者育成支援に関連する指標等を設けている基本計画・大綱等の例（未定稿）
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４．子供・若者育成支援施策の点検・評価等

(２) 調査研究について
・子供・若者の意識調査については、政策の企画・立案はもとより、様々なところで引用・活用され

ており、基幹的な調査として、分析をより一層充実させるなど更なる改善を図りつつ、継続実施して
いくことが必要。

・ このほか、先端技術・データを活用した子供・若者育成支援など、子供・若者を取り巻く状況を踏
まえ必要な調査研究をタイムリーに実施していくことが必要。

(３) 広報啓発について
従前より、ポスター、街頭行進、政府広報番組等を用い、11月の「子供・若者育成支援強調月間」
を中心に広報活動が展開されてきたが、形骸化してきているとの指摘も。デジタルネイティブたる子
供・若者の参画等により、活性化が必要。

※子供・若者のモニターに対し、子ども・若者育成支援推進法及び現大綱の認知度や大綱を読んでの
感想等を調査中。その結果も踏まえ、さらに記述。

（４）大綱の見直し期間について
おおむね５年を目途として見直しを行う。ただし、３年目に当たる令和５年度中に上記参考指標等を
踏まえて中間評価を行い、政策的に関連の深い他の大綱等の改定時期に合わせる方向で検討し、結論
を得る。


