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行や接続を図るため，文部科学省では，平成15

年度から幼稚園・保育所・小学校間の連携体制

の構築や免許・資格併有の促進に関する大学等

教員養成機関，教育委員会，教育機関等の連携

の在り方などについての調査研究を実施してお

り，その成果を各種会議やホームページ等を通

して周知し，幼児期の教育と小学校教育との連

携・促進に努めている。

（5）安全教育

ア　保育所・幼稚園における安全教育

近年，幼い子どもが被害者となる犯罪が多

発し，子どもを取り巻く環境は，極めて厳し

い状況にある。乳幼児期の子どもの場合，自

己防衛機能が未発達であり，自ら犯罪を回避

する能力が十分に期待できないことから，子

どもが略取誘拐等の犯罪被害に遭わないため

には，まず，子どもを一人にしないための環

境づくりが重要である。特に，通園時におい

ては，保護者や保育所・幼稚園が連携し，子

どもが単独で行動することがないように配意

することが必要である。

警察では，幼稚園や保育園と連携し，子ど

もの理解度に応じて，子どもが参加・体験で

きる実践的な防犯教室を開催するなど，子ど

もに対する被害防止教育を推進している。

文部科学省においては，幼稚園における安

全教育の充実を図るため，各地域での講習会

の指導者となる教職員等を対象に，防犯訓練

等の講習を行うことにより，幼児の安全対応

能力の向上を図る「防犯教室」の開催の支援

を行う等の施策を推進している。

イ　交通安全教育

基本的な交通ルール，交通マナーや安全な

通行に必要な基本的技能と知識を習得させる

ため，保育所・幼稚園等において，家庭，警

察等の関係機関及び関係団体等と連携・協力

を図りながら，計画的かつ継続的に交通安全

教育を実施している。

ウ　防災教育

幼稚園，保育所等を通じて，子どもたちに

正しい火の取扱いや，災害時の行動，消防の

仕事への理解及び防災思想の普及を目的とし

た防災教育を推進している。

また，消防庁では，e-ラーニング（防災・

危機管理e-カレッジ）において，子どもたち

に向けたコンテンツを平成17年3月から配信

している。

1．健康の確保・増進
（1）学校における教育・相談体制の充実

ア　学校における健康教育

学校においては，子どもの健康や安全に関

する様々な課題に対応するため，専門家の協

力も得ながら，学校の教育活動全体を通じて，

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，安全教育，食に関

する指導等，健康教育の充実を図っている。

文部科学省では，平成16年度から，学校

と地域保健の連携を図り，子どもの心身の健

康相談活動の充実に資する「学校・地域保健

連携推進事業」を実施する等，学校における

健康教育の充実を図るための施策を推進して

いる。

イ　学校における「食育」の推進

朝食欠食など子どもたちの食生活の乱れや

肥満傾向などが見られ，子どもたちが食に関

する正しい知識と望ましい食習慣を身に付け

ることができるよう，「食育」を推進すること

が重要な課題となっている。

また，食を通じた地域や文化の理解なども

望まれている。

このような中，平成17年に「食育基本法」

が施行され，平成18年3月には「食育推進基
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本計画」が決定されたところである。学校に

おいて食育を推進するためには，指導体制の

整備が不可欠である。文部科学省では平成17

年度に制度が開始された栄養教諭について，

各都道府県における配置の促進に努めてお

り，全国で配置が進んでいるところである。

さらに，現職の栄養職員が円滑に栄養教諭

免許状を取得するための講習会を平成17年

度から開催している。

このほか，「食育推進交流シンポジウム」，

「栄養教諭を中核とした学校・家庭・地域の

連携による食育推進事業」，「地域に根ざした

学校給食推進事業」などの取組を通じて，学

校・家庭・地域の連携を図りつつ，各学校に

おける食に関する指導に係る全体計画の作成

や，各教科等での食に関する指導の充実に努

めていくこととしている。

ウ　スクールカウンセラーの配置等による教育

相談体制の充実

児童生徒の問題行動や不登校の未然防止及

び早期発見・早期対応のためには，子どもた

ちの悩みや不安を受け止めて相談に当たるこ

とが大切であり，学校におけるカウンセリン

グ等の機能の充実を図ることが重要な課題で

ある。このため，「心の専門家」であるスク

ールカウンセラーを全公立中学校約1万校に

配置できるよう必要な経費を措置しているほ

か，公立小学校に「子どもと親の相談員」等

を配置し，不登校などの未然防止や早期発

見・早期対応及び学校運営の課題に関する調

査研究を実施している。

また，子ども等がいつでも相談できるよう，

各都道府県及び指定都市の教育委員会が実施

している電話相談について，夜間・休日も対

応できる体制を充実している。

（2）地域における相談

都市化及び核家族化の進行に伴い，育児の負

担や不安で悩む親の増加，地域の子育て支援機

能の低下という状況の中で，子育て中の親子が

気軽に集い，相談・交流できる「地域子育て支

援拠点事業（ひろば型）」の身近な場所での設

置を推進している。

（3）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，若手小児科・産

科医師の確保・育成に関する調査研究を行うな

ど，小児医療の充実を図っている。

�（69ページ，第2章第1節1（3）参照）
（4）メディアを通じた広報啓発

文部科学省においては，薬物乱用防止教育の

充実を図るため，競技場等の大型ディスプレイ

を活用した広報啓発活動等を推進している。

2．日常生活能力の習得
（1）基本的生活習慣の形成

ア　学校教育における取組

学校教育においては，学習指導要領に基づ

き，道徳や特別活動を始め，学校の教育活動

全体を通じて，基本的な生活習慣の形成を図

るための指導が行われている。

イ　放課後児童に関する取組

「放課後児童健全育成事業」は，保護者が

労働等により昼間家庭にいない，小学校に就

学しているおおむね10歳未満の児童に対し，

授業の終了後に，児童館等を利用して適切な

遊び及び生活の場を提供するものであり，平

成18年5月現在，全国の15,857か所で実施さ

れている。

なお，平成19年度からは，文部科学省と

厚生労働省が連携し，放課後等に子どもたち

の安全で健やかな居場所づくりを推進するた

め，総合的な放課後対策として「放課後子ど

もプラン」を創設し，必要なすべての小学校

区での実施を目指し，推進を図っている。

ウ　家庭教育支援の充実

文部科学省では，子育てのヒント集である

「家庭教育手帳」の作成・配布や民間団体と

連携した「早寝早起き朝ごはん」国民運動の

推進など，家庭教育に関する様々な学習機会

や情報の提供等を通じ，家庭教育を支援して

いる。

�（71ページ，第2章第1節2（4）参照）
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エ 「食育」活動の推進

平成12年に決定した「食生活指針」の具

体的実践ツールとして，食事の望ましい組み

合わせやおおよその量を簡単に把握できる

「食事バランスガイド」を平成17年6月に厚

生労働省と農林水産省で決定した。これらを

ポスター，リーフレット等多様な媒体を活用

して普及・啓発し，子どもたちの食生活改善

を推進している。

また，農業体験ツアーを実施し，参加した

親子に対して，「食事バランスガイド」を活

用した「日本型食生活」などの望ましい食生

活の普及・啓発を行う取組を推進している。

�（「食育基本法」については，66ページ，
第1章第3節2参照）

（2）体力の向上

ア　子どもの体力向上

文部科学省が実施している「体力・運動能

力調査」によると，子どもの体力は，長期的

に低下傾向にある。体力は生きていく上で基

礎となるものであるため，このような状況は

極めて憂慮すべきことである。平成14年9月

の中央教育審議会答申「子どもの体力向上の

ための総合的な方策について」においては，

子どもの体力の低下は，国民意識の問題，外

遊びの機会や場所・仲間の減少など，子ども

を取り巻く環境の問題，生活習慣の乱れなど，

様々な要因によるものと指摘されている。

このため，文部科学省では，学校・家庭・

地域において，子どもの体力向上を目指した

取組がなされるよう，体力向上キャンペーン

等の展開や，子どもの体力向上のための調査

研究などを行っている。

イ　学校におけるスポーツの振興

学校における体育は，生涯にわたってスポ

ーツに親しむ基礎を培う大切なものであり，

近年，子どもの体力の低下傾向が続く中で，

学校体育の重要性は，一層高まっている。

小学校における体育の授業は，年間90時

間実施されている。体育科においては，心と

体を一体としてとらえ，適切な運動の経験と

健康・安全についての理解を通して，運動に

親しむ資質や能力を育てるとともに，健康の

保持増進と体力の向上を図り，楽しく明るい

生活を営む態度を育てることを目標としてお

り，文部科学省では，この目標を実現するた

め，教員の資質向上のための研修会・講習会

を実施している。

ウ　地域スポーツの振興

子どもから大人まで，誰もが身近にスポー

ツに親しむことができる場となる総合型地域

スポーツクラブの育成・支援など，地域にお

けるスポーツ環境の整備を推進している。

エ　都市公園の整備

都市公園においては，学童期の子どもなど

が，手軽に各種のスポーツが行える公園の整

備を行っている。

（3）コミュニケーション能力の育成

学校教育においては，学習指導要領に基づき，

国語や道徳，特別活動を始め，学校の教育活動

全体を通じて，誰に対しても思いやりの心を持

つことや，広い心で自分と異なる意見や立場を

大切にすることなどについて指導するととも

に，伝え合う力の育成を重視し，発表・討論を

積極的に取り入れた学習活動が行われている。

（4）規範意識の醸成

近年，少年による特異・重大な事件が多発し

ており，善悪の判断などの規範意識や倫理観な

どの育成を図ることが，これまで以上に求めら

れている。

特に，いじめ問題が深刻化している状況に対

し，「いじめは許されないことである」という

認識を子どもに徹底する必要がある。

このため，学校・家庭・地域等が十分連携を

図り，子どもの豊かな人間性や社会性などをは

ぐくむ取組を進める必要がある。

ア　学校教育における取組

文部科学省では，児童生徒が身に付ける道

徳の内容を分かりやすく表した「心のノート」

の作成・配布や，体験活動や地域の人材の活

用による道徳教育等に取り組む「児童生徒の

心に響く道徳教育推進事業」の実施など，道
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そのため，警察では，子どもへの声掛けや

つきまとい等の子どもに対する犯罪の前兆と

思われる事案について，地域住民や保護者，

教育委員会，学校等に対し，警察への通報や

届出，警察安全相談の利用等による情報提供

を促し，迅速かつ的確な事案の把握に努める

とともに，子どもが学年や理解度に応じて，

参加・体験できる実践的な被害防止教育を推

進している。具体的には，子どもが「自分の

身は自分で守る」ためのポイントである，防

犯ブザー・ホイッスル等の防犯器具の使用方

法や，通学路にある「子ども110番の家」の

所在を把握することなどを指導している。

また，通学路や児童公園に設置し，緊急時

には，警察へ直接通報できる「子ども緊急通

報装置」を平成19年4月までに，全国63地

区に417基整備し，その運用を行っている。

イ　学校における安全教育

学校においては，子どもが交通事故等の事

故，災害，犯罪被害等の危険から自らの身を

守る能力を養うため，学校の教育活動全体を

通じて，子どもの発達段階に応じた安全教育

徳教育の充実のための施策を進めてきてお

り，平成19年度においても，引き続き，そ

の充実を図ることとしている。

また，平成17年1月に，警察庁と共同で

「非行防止教室等プログラム事例集」を作成，

公表するとともに，平成18年5月に非行防止

教室に関する教師用指導資料を作成し，非行

防止教室の全国的な推進を図っている。

さらに，平成19年2月に都道府県教育委員

会等に通知を発出し，問題行動を起こす児童

生徒に対する指導については，十分な教育的

配慮の下，出席停止や懲戒を含めた適切な措

置を講じることにより，毅然とした対応の充

実を図るよう指導を行った。

警察では，警察職員や少年警察ボランティ

アを学校に派遣して少年非行防止教室を開催

し，具体的な非行事例等を題材にして直接少

年に語りかけることにより，少年自身に罪を

犯すことの社会的意味等を認識させ，少年の

非行防止を図っている。

イ　青少年の薬物乱用防止対策

警察庁では，平成18年6～7月に「薬物乱

用防止広報強化期間」を実施し，家庭・地域

に対する広報啓発活動の推進を図った。

警察では，ポスター及びリーフレットを作

成・配布するとともに，全国に配備された薬

物乱用防止広報車を活用した薬物乱用防止教

室の開催や地域社会での各種会合等における

広報啓発活動の充実を図っている。

（5）安全教育

ア　子どもの防犯

近年，子どもが被害者となる犯罪が多発し，

子どもを取り巻く環境は，極めて厳しい状況

にある（第2-2-1表，第2-2-2表）。

少年被害者計 
うち）未就学 
うち）小学生 
うち）中学生 
うち）その他 

6,585 
88 
802 
1,481 
4,214

3,382 
42 
402 
660 
2,278

6,374 
119 
336 
1,832 
4,087

1,446 
49 
84 
369 
944

3,485 
1 

148 
1,144 
2,192

324 
0 
17 
106 
201

808 
3 
46 
151 
608

808 
3 
46 
151 
608

4,534 
112 
810 
651 
2,961

4,377 
89 
738 
616 
2,934

145 
27 
55 
23 
40

114 
16 
40 
20 
38

暴　行 
区　分 

うち女性 

資料：警察庁調べ 

うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 

傷　害 恐　喝 強　姦 強制わいせつ 略取誘拐 

第2-2-1表　少年の主な犯罪被害（平成18年）

暴　　　　行 
傷　　　　害 
住 居 侵 入 

316 
1,135 
2,168

311 
1,106 
2,660

335 
1,149 
2,431

358 
1,132 
2,136

375 
1,209 
1,971

平成15年 平成17年 平成14年 区　分 平成16年 平成18年 

資料：警察庁調べ 

（件） 

第2-2-2表　学校（幼稚園）における主な犯罪認知件数
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を推進している。

文部科学省においては，各地域での講習会

の指導者となる教職員等を対象に，防犯訓練

や応急手当等の講習を行い，子どもの安全対

応能力の向上を図る「防犯教室」の開催の支

援を行うなど各学校における子どもに危険予

測能力や危険回避能力を身に付けさせる取組

などを推進している。

�（126ページ，第3章第4節3（2）参照）
ウ　交通安全教育

警察では，学童期にある子どもに対する交

通安全教育について，歩行者及び自転車の利

用者として必要な技能と知識を習得し，道路

交通における危険を予測・回避して安全に通

行する意識と能力を向上させるため，小学校，

家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図

りながら，歩行者としての心得，自転車の安

全な利用方法，交通ルールの意味や必要性等

を重点に実施するとともに，保護者に対する

交通安全講習会等を開催している。

エ　防災教育

地域活動や学校等を通じて，地震や風水害

等の災害の知識と対策，火災の予防及び身近

な生活の中に火の危険性を見いだし，友達，

家族等に防災や火災予防の啓蒙ができるよう

に教育を行っている。

また，消防庁では，e-ラーニング（防災・危機

管理e-カレッジ）において，子どもたちに向けた

コンテンツを平成17年3月から配信している。

（6）メディアを活用する能力

子どもたちにコンピュータやインターネットを使

う技能を習得させるとともに，あふれる情報の中

から必要な情報を取捨選択し，自らの情報として

主体的に発信できる能力（情報活用能力）を育成

することは，重要な課題である。このため，学校教

育においては，学習指導要領に基づき，発達段階

に応じた体系的な情報教育を行うことにより，情

報活用能力の育成を図っており，この中で，情報

モラル（情報社会で適切な活動を行うための基

になる考え方と態度）を育成することとしている。

具体的には，各教科等の指導に当たって，コンピ

ュータやインターネット等を活用する際に，併せ

て，情報モラルの観点に配慮することとしている。

また，総務省では，平成11年11月から平成

12年6月まで，「放送分野における青少年とメ

ディア・リテラシーに関する調査研究会」を開

催し，メディア・リテラシーの向上に向けた施

策の方向性について検討を行った。同研究会の

提言を受け，小・中学生及び高校生向けの教材

を開発し，教育関係者を中心に，広く一般に貸

出しを行い，その普及に努めている。

さらに，子どもがインターネット等を安心し

て利用できるようにするため，ICT（Information

and Communications Technology）メディア・

リテラシーを養うプログラムについて，平成18

年度に調査，開発を行い，平成19年度から広

く普及を図ることとしている。

（7）社会や経済の仕組みについての基礎的な

理解と知識の習得

内閣府では，近年の若年層における消費者ト

ラブルの増加にかんがみ，消費者問題の専門家

を全国各地に派遣し，若者等を対象とした講座

で消費者問題の現状及び対処法等を分かりやす

く説明すること等を通じて，若年層の消費者被

害の予防・拡大防止を図っている。

金融庁では，金融やその背景となる経済につ

いての基礎知識に立脚しつつ，自立した個人と

して判断し意思決定する能力である「金融経済

リテラシー」を，国民一人一人に身に付けても

らうため，各年齢期に，金融経済教育に関する

様々な取組を実施している。

具体的には，小学校段階から日々の暮らしの

中で，少しでも金融の働きについて理解を深め

てもらうために，平成16年7月に小学生向けパ

ンフレット「くらしと金融」を作成し，ホーム

ページに掲載した。

また，平成18年5月には，小学校高学年を対

象に遊びながら金融について学べるキッズ向け

コンテンツ「カネールのKIN☆YOUランド」

をホームページに掲載した。

さらに，平成18年度においては，金融広報

中央委員会が行った学習指導要領の趣旨を踏ま
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えた教育プログラム（金融教育プログラム）の

作成に参画したほか，学校における金融経済教

育の一層の推進を図るため，全国の財務局・財

務事務所において現場教師との懇談会を実施し

た。

3．学力の習得
（1）教育内容の充実

平成18年12月，第165回国会において，改

正教育基本法が成立した。

また，教育基本法の改正，中央教育審議会の

答申及び教育再生会議における報告等も踏ま

え，平成19年3月には，義務教育の目標を定め，

各学校種の目的・目標を見直すこと等を内容と

する「学校教育法等の一部を改正する法律案」

等関連3法案が第166回国会に提出された。

�（67ページ，第1章第3節6参照）
平成14年4月から順次実施の現行学習指導要

領は，子どもたちに基礎的な知識をしっかりと

身に付けさせ，それを活用しながら，自ら学び

自ら考える力などの「生きる力」をはぐくむこ

とをねらいとしている。

このような学習指導要領のねらいを実現する

ため，①習熟度別指導の推進など学力向上のた

めのモデル事業等を行う「学力向上アクション

プラン」を推進するとともに，②平成15年12

月には，学習指導要領のねらいをより明確化す

るため，学習指導要領の一部改正を行った。

また，平成17年4月から中央教育審議会教育

課程部会において学習指導要領全体の見直しに

ついて審議が行われている。平成18年2月には，

それまでの検討状況を整理した「審議経過報告」

が取りまとめられ，教育内容の改善の基本的方

向性が示された。今後は改正教育基本法や学校

教育法改正の動向などを踏まえた検討を行い，

学習指導要領の改訂を行う予定である。

（2）全国的な学力の把握・評価

義務教育における各学校段階の最終学年にお

ける学力・学習状況を把握するため，小学校第

6学年及び中学校第3学年の原則として全児童

生徒を対象に，平成19年4月24日に国語及び

算数・数学について「全国学力・学習状況調査」

を実施した。

調査の目的は，全国的な義務教育の機会均等

とその水準の維持向上の観点から，各地域にお

ける児童生徒の学力・学習状況を把握・分析す

ることにより，国として教育及び教育施策の成

果と課題を検証し，その改善を図ること，また，

各教育委員会，学校等がすべての子どもが必要

な学力を身に付けているか，全国や都道府県の

状況と比べてどうか，学習状況や生活習慣等を

含めてどこに課題があるか等をきめ細かく把

握・分析し，その改善を図ることである。

調査では，質問紙調査を併せて行い，児童生

徒の学習意欲，学習方法等に関する調査結果，

児童生徒の学習環境，生活の諸側面等と学力と

の相関関係や学校における教育条件の整備状況

等と学力との関係等を分析する予定である。

なお，結果の公表に当たっては，市町村間及

び学校間の序列化や過度の競争につながらない

よう配慮することとしている。

4．社会的自立につながる活動機会の保障
（1）集団遊びの機会の確保

ア　多様な活動機会・場所づくり

文部科学省では，地域で子どもを育てる環

境の整備を目指した「全国子どもプラン（緊

急3か年戦略）」（平成11年度～平成13年度）

や，平成14年度からの完全週5日制の実施を

踏まえ，子どもたちの体験活動機会の充実を

図る施策を推進してきている。

イ 「放課後子どもプラン」の創設

文部科学省と厚生労働省が連携し，地域社

会の中で，放課後等に子どもたちの安全で健

やかな居場所づくりを推進するため，平成19

年度から，総合的な放課後対策として「放課

後子どもプラン」を創設し，すべての小学校

区での実施を目指す。

このうち，文部科学省が行う「放課後子ど

も教室推進事業」においては，放課後や週末

等に小学校の余裕教室等を活用して，地域の

多様な人々の参画を得て，様々な体験・交流


	第2節　学童期
	1．健康の確保・増進
	（1）学校における教育・相談体制の充実
	（2）地域における相談
	（3）小児医療の充実
	（4）メディアを通じた広報啓発

	2．日常生活能力の習得
	（1）基本的生活習慣の形成
	（2）体力の向上
	（3）コミュニケーション能力の育成
	（4）規範意識の醸成
	（5）安全教育
	（6）メディアを活用する能力
	（7）社会や経済の仕組みについての基礎的な理解と知識の習得

	3．学力の習得
	（1）教育内容の充実
	（2）全国的な学力の把握・評価



