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（１）大綱策定（平成 28 年２月）から現在までの主な取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）取組の進捗に係る自己評価 

 
 
 
 
 
 
 

【基本的な生活習慣の形成、規範意識等の育成】 
○学校教育では、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・倫理観を育むための指導が行われている。また、食育に
ついても、幼稚園指導要領や学習指導要領に基づき指導が行われているほか、「第３次食育推進基
本計画」（平成 28 年３月 18 日食育推進会議決定、平成 28 年度からの５か年計画）にも基づき、
栄養教諭の各都道府県への配置促進等を実施。 

○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。 
○青少年の体験活動の推進に関する調査研究を実施。また、全国的な体験活動推進フォーラム及び

教育 CSR シンポジウムを開催。 
【読書活動の推進】 
○第四次「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」を平成 30 年４月に閣議決定し、当該計画

に基づき、地方公共団体・学校・図書館等、様々な機関と連携し、図書館の機能強化、学校図書館
の充実等、子供が自主的に読書活動を行うことができる環境を整備。 

○学校図書館の運営上の重要な事項についてその望ましい在り方を示した「学校図書館ガイドライ
ン」を作成・周知。また、平成 30 年度から当該ガイドラインを踏まえた学校図書館の利活用に係
る調査研究を実施。加えて、学校図書館、学校司書の配置等の整備充実のため、平成 29 年度から
５年間を期間とする「学校図書館図書整備等５か年計画」において地方財政措置を講ずることと
している。 

【体力の向上】 
○平成 29 年３月に小・中学校、翌年３月に高等学校の学習指導要領を改訂し、特に小学校において

は、運動が苦手な児童や意欲的で無い児童への指導を配慮するよう、内容を改善した。 
○平成 30 年３月に、運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインを策定した。 
○平成 29 年度より、子供の運動習慣アップ支援事業を推進。 
【生涯学習への対応】 
○大学・専修学校等におけるリカレントプログラムの開発拡充や学習環境の整備による社会人の学

習機会の充実、民間教育事業者等が実施する検定試験の質の確保や向上等に努めている。 
 

○朝食を毎日食べている児童の割合 
 小 6：87.3％(H28)→84.8％(H30)  中 3：83.3％(H28)→79.7％(H30) 
○小・中学生・高校生の不読率（1 ヶ月に 1 冊も本を読まない子供の割合）は、中長期的には改善傾

向。ただし、高校生の不読率は依然として高い傾向。 
小学生 16.4％(H12)→ 4.0％(H28)→ 8.1％(H30) 中学生 43.0％(H12)→ 15.4％(H28）→15.3％(H30) 
高校生 58.8%(H12)→57.1％(H28)→ 55.8％(H30) 

○新体力テストの合計点の推移 
9 歳男子 48.96 点(H10)→50.98 点(H29)  9 歳女子 48.83 点(H10)→51.80 点(H29) 
13 歳男子 38.87 点(H10)→44.30 点(H29)  13 歳女子 45.26 点(H10)→51.80 点(H29) 
16 歳男子 48.00 点(H10)→54.79 点(H29)  16 歳女子 46.29 点(H10)→51.73 点(H29) 

 



 
 
 
 
 
（３）現在の課題と今後の方向性 
 
 
 
 
 

 

 

 

○食育については、これまで学校を中心とした多様な取組による成果が見られたものの、食を取り
巻く環境が大きく変化する中、児童生徒の食に関する課題を解決するには、学校における取組だ
けでは限界があるため、学校を核として家庭を巻き込んだ取組を推進する。 

○また、関係省庁等と連携・協力しつつ、朝食をとることの大切さを含めた子供の生活習慣づくりを
推進。 

○子供の読書習慣の形成に向けて発達段階ごとの効果的な取組や、子供の読書への関心を高める取
組を進める。 

○新体力テストの合計点の推移を見ると、平成 10 年度から平成 28 年度にかけてすべての年齢・性
別で増加傾向である。引き続き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
していく。 

○誰もがいくつになっても新たなチャレンジができる環境整備を行うため、大学・専修学校におけ
る産学連携のプログラムの開発促進や社会人学習者への支援の強化を、関係省庁との連携によっ
て推進することにより、リカレント教育の総合的な充実を図る。 

○職業実践力育成プログラム（BP）認定数： 242 課程（2019 年４月時点） 
○キャリア形成促進プログラム認定数：12 課程（2019 年 4 月時点） 
○｢検定事業者による自己評価・情報公開・第三者評価ガイドライン｣を作成・公表（2017 年 10 月） 



第３次食育推進基本計画（概要）

■ （コンセプト）「実践の環を広げよう」
■ 「第１ 食育の推進に関する施策についての基本的な方針」に５つの「重点課題」を掲げる
① 若い世代を中心とした食育の推進
② 多様な暮らしに対応した食育の推進
③ 健康寿命の延伸につながる食育の推進
④ 食の循環や環境を意識した食育の推進
⑤ 食文化の継承に向けた食育の推進

【第１ 食育の推進に関する施策についての基本的な方針】
１．重点課題 (1)若い世代を中心とした食育の推進 (2)多様な暮らしに対応した食育の推進

(3)健康寿命の延伸につながる食育の推進 (4)食の循環や環境を意識した食育の推進
(5)食文化の継承に向けた食育の推進

２．基本的な取組方針 (1)国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成
(2)食に関する感謝の念と理解
(3)食育推進運動の展開
(4)子供の食育における保護者、教育関係者等の役割
(5)食に関する体験活動と食育推進活動の実践
(6)我が国の伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配慮及び農山漁村の活性化と食料
自給率の向上への貢献

(7)食品の安全性の確保等における食育の役割

【第２ 食育の推進の目標に関する事項】（目標値：平成32年度までの達成を目指すもの）
１．食育に関心を持っている国民の割合の増加 《現状値》75%⇒《目標値》90%以上
２．朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数の増加《現状値》週平均9.7回⇒《目標値》11回以上
３．地域等で共食したいと思う人が共食する割合の増加《現状値》64.6%⇒《目標値》70%以上
４．朝食を欠食する国民の割合の減少 《現状値》子供4.4%⇒《目標値》0％

《現状値》20歳代～30歳代男性24.7%⇒《目標値》15.0以下
５．中学校における学校給食の実施率の増加《現状値》87.5%⇒《目標値》90%以上
６．学校給食における地場産物等を使用する割合の増加 《現状値》地場産物を使用26.9%⇒《目標値》30%以上

《現状値》国産食材を使用77.3%⇒《目標値》80%以上
７．栄養バランスに配慮した食生活を実践する国民の割合の増加 《現状値》国民5７.７%⇒《目標値》７0%以上

《現状値》若い世代43.2%⇒《目標値》55%以上
８．生活習慣病の予防や改善のためにふだんから適正体重の維持や減塩等に気をつけた食生活を実践している国民の
割合の増加 《現状値》国民69.4%⇒《目標値》75%以上

９．ゆっくりよく噛んで食べる国民の割合の増加 《現状値》49.2%⇒《目標値》55%以上
10．食育の推進に関わるボランティアの数の増加 《現状値》34.4万人⇒《目標値》37万人以上

11．農林漁業体験を経験した国民の割合の増加 《現状値》36.2%⇒《目標値》40%以上
12．食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民の割合の増加 《現状値67.4%⇒《目標値》80%以上
13．地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民の割合の増加

《現状値》41.6%⇒《目標値》50%以上
《現状値》若い世代49.3%⇒《目標値》60%以上

14．食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する国民の割合の増加
《現状値》国民72.0⇒《目標値》80%以上

《現状値》若い世代56.8%⇒《目標値》65%以上
15．推進計画を作成・実施している市町村の増加《現状値》76.7%⇒《目標値》100%

○ 食育基本法（平成17年６月17日法律第63号）第16条に基づき、「食育の推進に関する施策の総合的かつ
計画的な推進を図るため」に、食育推進会議(関係閣僚、 民間有識者で構成）が作成

○ 平成18年３月に最初の計画を作成（平成18年度から22年度まで）し、第３次では平成28年度から32年度ま
での５年間について定める

○第３次計画のポイント

○第３次計画の概要



【第３ 食育の総合的な促進に関する事項】
１．家庭における食育の推進
２．学校、保育所等における食育の推進
３．地域における食育の推進（「「食育ガイド」等の活用促進」、「健康寿命の延伸につながる食育推進」、「歯科保健活動に
おける食 育推進」、「栄養バランスに優れた日本型食生活の実践の推進」、「貧困の状況にある子供に対する食育推
進」、「若い世代に対する食育推進」、「高齢者に対する食育推進」、「食品関連事業者等における食育推進」、「専門的知
識を有する人材の養成・活用」）
４．食育推進運動の展開
５．生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等
６．食文化の継承のための活動への支援等
７．食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進

【第４ 食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項】
１．多様な関係者の連携・協働の強化
２．地方公共団体による推進計画の作成等とこれに基づく施策の促進
３．積極的な情報提供と国民の意見等の把握
４．積極進捗状況の把握と効果等の評価及び財政措置の効率的・重点的運用
５．基本計画の見直し



「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進（平成１８年度より）

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：２９９企業・団体・個人（平成３１年１月現在）

文部科学省
連携

関係府省及び官民連携による全国的な普及啓発の促進

平成２４年度より表彰制度を創設し、優れた実践の表彰、
更なる地域の取組の活性化を図る

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

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。



第四次「子供の読書活動の推進に関する基本的な計画」について
2001年(平成13年)に成立した「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づき，おおむね５年(2018～2022年度)に

わたる子供の読書活動推進に関する基本方針と具体的方策を明らかにする。
趣 旨

第三次基本計画期間における子供の読書活動に関する状況等
主な現状 主な課題

〇 小中学生の不読率※は，中長期的には改善傾向にあるが，
高校生の不読率は依然として高い
〇 いずれの世代においても第三次計画で目標とした進度での改善
は図られていない

取り巻く情勢の変化
学校図書館法の改正(平成26年成立)

専ら学校図書館の職務に従事する職員と
しての学校司書の法制化。学校司書への研
修等の実施について規定。

学習指導要領の改訂(平成29,30年公示)
総則において学校図書館の利活用や読書

活動の充実を規定。

情報化社会の進展
スマートフォンの普及やコミュニケーション

ツールの多様化。

■小 ■中 ■高 ※( )は第三次計画で定めた目標値

児童用図書の貸出冊数の増加
1億8773万

1億7956万

（単位：冊）

全校一斉読書活動を行う学校の割合の増加
H24               H28

小 96.4%              97.1%
中 88.2% 88.5%
高 40.8%                42.7%

<不読率の推移と目標値>
※不読率：１か月に一冊も本を読まない子供の割合

① 読書習慣の形成に向けて，発達段階ごとの効果的な取組を推進
乳幼児期：絵本や物語を読んでもらい，興味を示すようになる 等
小学生期：多くの本を読んだり読書の幅を広げたりする読書 等
中学生期：内容に共感したり将来を考えたりする読書 等
高校生期：知的興味に応じた幅広い読書 等

② 友人同士で本を薦め合うなど，読書への関心を高める取組を充実
読書会，図書委員，「子ども司書」，ブックトーク，書評合戦(ビブリオバトル)等の活動

③ 情報環境の変化が子供の読書環境に与える影響に関する実態把握・分析
スマートフォンの利用と読書の関係 等

分 析

① 中学生までの読書習慣の形成が不十分

② 高校生になり読書の関心度合いの低下

③ スマートフォンの普及等による子供の
読書環境への影響の可能性

各
世
代
の
施
策
に
反
映

計画改正の主なポイント

市 町 村 ：計画未策定→策定，策定済→見直し，地域での幅広い関係者との連携 等

：高校生の不読率改善に関する取組実施(高校を所管する立場から)，市町村への蔵書貸出，計画未策定市町村への助言 等

：情報環境と読書の関連調査・分析，地方公共団体への財政措置，国民の関心と理解の増進(子ども読書の日，優良事例の表彰等) 等

市町村推進計画策定率

◆第三次基本計画で定めた目標
市：100% 町村：70%

◆平成28年度実績
市：88.6% 町村：63.6%

都道府県
国

推進体制 子供の読書環境を充実させるため，国・都道府県・市町村は，学校・図書館・民間団体・民間企業等，様々な機関と連携し，各種
取組を充実・促進

1



◆平成２９年度からの５年間で学校図書館図書標準の達成を目指す：
単年度約２２０億円（５か年計約１，１００億円）

（内訳）増加冊数分：単年度約 ６５億円（約３２５億円）
更新冊数分：単年度約１５５億円（約７７５億円）

第４次（平成２４～２８年度）：単年度約２００億円（５か年総額約１０００億円）
第３次（平成１９～２３年度）：単年度約２００億円（５か年総額約１０００億円）
第２次（平成１４～１８年度）：単年度約１３０億円（５か年総額約 ６５０億円）

（平成１０～１３年度）：単年度約１００～１１０億円の措置を実施
第１次（平成 ５～ ９年度）： （５か年総額約 ５００億円）

◆学校図書館への新聞配備 ：約３０億円（５か年計約１５０億円）

（内訳）小学校等（１紙）、中学校等（２紙）：約２０億円（５か年計約１００億円）
高等学校等（４紙） ：約１０億円（５か年計約 ５０億円）【新規】

第４次（平成２４～２８年度）：５か年計約７５億円（小・中学校等に１紙）

◆学校司書の配置（新たに５か年計画に位置づけ）： 約２２０億円
（５か年計約1,100億円）

（内訳）おおむね１．５校に１名程度、小・中学校に配置することが可能な規模を措置

第５次学校図書館図書整備等５か年計画（概要）



（１）生徒のニーズを踏まえた運動部の設置
○ 校長は、生徒の多様なニーズに応じた活動ができる運動部を設置（季節ごとに
異なるスポーツを行う活動、レクリエーション志向で行う活動、体力つくりを目的と
した活動等）。

○ 地方公共団体は、生徒のスポーツ活動の機会が損なわれないよう、合同部活
動等の取組を推進。

（２）地域との連携等
○ 地方公共団体等は、学校や地域の実態に応じ、スポーツ団体、保護者及び
民間事業者等の協力の下、学校と地域が協働・融合した地域のスポーツ環境を
整備。社会教育活動への学校体育施設開放を推進。

○ スポーツ団体は、地方公共団体等と連携し、学校と地域が協働・融合した地
域のスポーツ環境の充実を推進。また、部活動指導員の任用・配置及びスポー
ツ指導者の質の向上に関する取組に協力。

運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン 【概要】
平成30年３月 スポーツ庁

１ 適切な運営のための体制整備

○ 少子化の進展等の中、運動部活動を持続可能なものとするため、速やかに抜本的な改革に取り組む。
○ 生徒に望ましいスポーツ環境を構築する観点に立ち、知・徳・体の「生きる力」を育み、バランスのとれた心身の成長と学校生活等を重視し、地域・学校等に応じた
多様で最適な形での実施を目指す。

○ 義務教育の中学校を主な対象とし、高等学校も原則適用（多様な教育が行われている点に留意）。

（１）運動部活動の方針の策定等
○ 都道府県は「運動部活動の在り方に関する方針」を、学校の設置者は「設置する
学校に係る運動部活動の方針」を、校長は、毎年度の「学校の運動部活動に係る
活動方針」を策定。

○ 運動部顧問は、年間及び毎月の活動計画並びに活動実績を作成。校長は、活
動方針とともに公表。

（２）指導・運営に係る体制の構築
○ 校長は、学校全体の適切な校務分掌等に留意して、運動部活動の適切な指導・
運営管理体制を構築し、適正な数の運動部を設置。また、各運動部の活動内容を
把握の上、適宜、指導・是正。

○ 学校の設置者は、部活動指導員を積極的に任用・配置。運動部顧問及び管理職
対象の研修を実施。

２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組

○ 校長及び運動部顧問は、「運動部活動での指導のガイドライン(H25年5月文部科
学省)」に則り、生徒の心身の健康管理、事故防止、体罰等の根絶を徹底（学校の
設置者等は、支援及び指導・是正）。

○ 中央競技団体は、運動部活動での効率的・効果的な科学的トレーニングの指導手
引を作成・公開。

○ 運動部顧問は、指導手引を活用し、休養を適切に取りつつ、短時間で効果が得ら
れる指導を実施。

ガイドライン策定の趣旨等

３ 適切な休養日等の設定

○ ジュニア期のスポーツ活動時間に関する医・科学的観点も踏まえ、以下を基準とする。
・ 学期中は週当たり２日以上の休養日（平日１日、土日１日以上）
・ 長期休業中は学期中に準じた扱いを行うとともに、長期休養（オフシーズン）を
設ける。
・ １日の活動時間は、長くとも平日は２時間程度、学校の休業日は３時間程度。

↗（右上へ続く）

４ 生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備

５ 学校単位で参加する大会等の見直し

○ 日本中学校体育連盟は、主催大会の参加資格や運営の在り方等を速やかに
見直し。

○ 都道府県中学校体育連盟及び学校の設置者は、学校が参加する大会の全
体像を把握した上で、大会数の上限の目安等を策定。校長は、各運動部が参
加する大会等を精査。

○ 地方公共団体は、長期的に、学校単位の運動部活動に代わりうる生徒のス
ポーツ活動の機会の確保・充実方策に係る検討が必要。

終わりに

↘（３の続き）
○ 都道府県、学校の設置者及び校長は、基準を踏まえた休養日・活動時間等
を設定し、運用を徹底。



子供・若者育成支援推進大綱 
点検・評価シート 

 
項目：１．全ての子供・若者の健やかな育成 

（１）自己形成のための支援 
  ①日常生活能力の習得 

府省名：警察庁      
 
（１）大綱策定（平成 28 年２月）から現在までの主な取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）取組の進捗に係る自己評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）現在の課題と今後の方向性 
 
 

【非行防止教室等の開催】 
 ・ 小・中・高等学校を中心に、学校や少年警察ボランティアと連携して非行防止教室や薬物 

乱用防止教室を開催している。開催に当たっては、振り込め詐欺や大麻事犯で検挙される少 
年が増加傾向にある近年の情勢を踏まえ、ＤＶＤやチラシ等の広報啓発物を効果的に活用 
しながら、振り込め詐欺への加担防止、大麻乱用防止の啓発を強化している。 

【「命の大切さを学ぶ教室」の開催等】 
・ 中学生・高校生を対象に、犯罪被害者等が講演者となって直接生徒に語りかける「命の大

切さを学ぶ教室」を開催している。 
・ 大学生を対象に、犯罪被害者支援に関する講義を実施している。 

【非行防止教室等の開催】 
 ・ 非行防止教室等 

平成 28 年度：39,553 回開催（適宜薬物乱用防止教室として開催） 
平成 29 年度：40,506 回開催（適宜薬物乱用防止教室として開催） 

【「命の大切さを学ぶ教室」等の開催】 
・ 「命の大切さを学ぶ教室」 
  平成 28 年度：1,174 回開催、延べ 339,267 人受講 
  平成 29 年度：1,190 回開催、延べ 320,819 人受講 
・ 大学生を対象とした講義 

平成 28 年度：130 回実施、延べ 18,852 人受講 
平成 29 年度：140 回実施、延べ 17,521 人受講 

（※平成 30 年度の実績は集計中） 

刑法犯少年の検挙人員及び人口比（同年齢層人口 1,000 人当たりの検挙人員）は共に戦後最少
を更新しているものの、振り込め詐欺や大麻事犯で検挙される少年が増加傾向にあるほか、刑
法犯少年全体に占める再犯者率は依然として３割を超えている実態がある。 

警察としては、引き続き学校等と連携の上、少年の犯罪情勢を踏まえた非行防止教室を開催
するとともに、犯罪被害者等への配慮や協力に関する意識のかん養の重要性を踏まえ、「命の大
切さを学ぶ教室」の開催や大学生を対象とした講義等の充実に努める。 
 



子供・若者育成支援推進大綱 
点検・評価シート 

 
項目：１．全ての子供・若者の健やかな育成 

（１）自己形成のための支援 
  ①日常生活能力の習得 

府省名：内閣府食品安全委員会事務局 
 
（１）大綱策定（平成 28 年２月）から現在までの主な取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）取組の進捗に係る自己評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）現在の課題と今後の方向性 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

内閣府食品安全委員会は、食品の安全に関する情報について、小学校高学年を対象
とした「キッズボックス」のコーナーをホームページに設けて、イラストを用いて分
かりやすく解説している。平成 30 年度はホームページに計９回掲載するとともに、３
月には「キッズボックス総集編」として冊子にし、関係機関に配布した。 

上記のとおり、定期的なホームページ掲載を行うとともに、作成した総集編の冊子は
各種イベントの機会や自治体からの要望等に応じて配布しており、食に関する学習の機
会の提供の観点から、着実に進捗している。 

上記「キッズボックス」は今後も定期的な発信を予定しており、こうしたことを通じて、今後と

も、子どもも含めた幅広い対象への情報発信を行っていく。 
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