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第２部　青少年に関する国の施策
第１章　青少年育成施策の総合的・計画的な推進

◆第１節　青少年育成推進本部の取組◆
（青少年育成施策大綱の策定）（大綱策定後の関連諸施策の推進）
　政府は，内閣総理大臣を本部長とし，全閣僚を構成員とする「青少年育成推進本部」において，平成15年12
月に青少年の育成に係る政府の基本理念と中長期的な施策の方向性を示す「青少年育成施策大綱」を策定し，

青少年育成施策の推進に取り組んでいる。同大綱策定後，少子化社会対策，子どもを犯罪から守るための取組，

非行少年対策，食育の推進，若者の社会的自立の支援など，様々な分野において，法令等の整備や関連諸施策

の取りまとめ等が行われてきた（第37図）。
　平成19年度においては，内閣官房長官が議長を務める「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議に
おいて，同年12月に「子どもと家族を応援する日本」重点戦略（以下，「重点戦略」という）を取りまとめた。
この重点戦略では，「働き方の見直しによる仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現」と「包

括的な次世代育成支援の枠組みの構築」を車の両輪として取り組む必要がある事などを指摘しており，同時期

に「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及びその行動指針が策定されている。

　また，平成19年６月，政府は，自殺対策基本法に基づき，政府が推進すべき自殺対策の指針として「自殺総
合対策大綱」を策定した。特に，青少年については，自殺死亡率は低いものの，死因に占める自殺の割合は高

く，また，精神的な安定を損ないやすい時期にあることから自殺対策は重大な課題であり，地方公共団体を始め，

学校，職場，医療機関，民間団体等の関係者と密接な連携を図りつつ，自殺対策を推進している。

　さらに，平成18年12月の教育基本法の改正を受け，平成20年７月には，今後10年間を通じて目指すべき教育
の姿として，「義務教育修了までに，すべての子どもに，自立して社会で生きていく基礎を育てる」ことなど

を掲げた教育振興基本計画が策定されている。
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第 37図　青少年に関する関係法令等の動向（平成 15年～平成 20年）
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第２章　年齢期ごとの施策
◆第１節　乳幼児期◆

（母子の健康の確保・増進）
○　厚生労働省では，小児科・産科医師の偏在が問題となる地域において，公立病院を中心とした医療資源

の集約化・重点化を推進することとし，都道府県に対し，その実現に向けた検討を行うよう要請した。平

成20年度診療報酬改定においても,人員配置が手厚い子ども病院等の入院料の引き上げや地域の医療機関が
連携して夜間や休日の診療に当たった場合の診療料の引き上げなど,小児医療を重点的に評価したところで
ある。

（子育て支援の充実）
○　平成19年12月に政労使の合意の上で策定され
た「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

憲章」及びその行動指針に基づき，「国民一人ひ

とりがやりがいや充実感を感じながら働き，仕

事上の責任を果たすとともに，家庭や地域生活

などにおいても，子育て期，中高年期といった

人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実

現できる社会」の実現を目指し，政府では，様々

な施策を推進している。

　　内閣府では，「働き方を変える」ことを通じて，

「日本を変える」という思いを，親しみやすいカ

エルのキャラクターに託し，このマークを活用

して各界・各層の国民を巻き込んだ国民運動「カ

エル！ジャパン・キャンペーン」を展開している。

○　待機児童数は，平成15年をピークに４年連続で減少し，平成19年４月１日現在で約１万８千人となった
が，保育所の定員増に併せて潜在的な保育需要が喚起されており，保育所の定員が平成15年度からの４年
間で約11.4万人増加したのに対して，待機児童数の減は約８千人程度にとどまる結果となっている。この
ようなことから，就労希望の増加による潜在需要を加味した中長期的な視点に立った政策の展開が必要と

なってきていた。

　　こうした背景から，厚生労働省では，「希望するすべての人が安心して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」という目標を掲げ，保育所等の待機児童解

消を始めとする保育施策を質・量ともに充実・強化し，推進していくこととするための「新待機児童ゼロ

作戦」を策定した。

　　具体的には，10年後の姿として，保育サービス（３歳未満児）の提供割合を20％から38％に，放課後児
童クラブ（小学校１年から３年）の提供割合を19％から60％に引き上げる目標を掲げ，特に，平成20～
22年度の３年間を集中重点期間として取組を推進することとしている。
　　なお，平成20年４月１日現在の待機児童数は，19,550人となり，５年ぶりに増加に転じた。
○　「厚生労働省では，「子ども・子育て応援プラン」や「新しい少子化対策について」を踏まえ，地域の子

育て支援の拠点について，平成19年度において従来のつどいの広場事業や地域子育て支援センター事業を
再編し，児童館の活用も図りながら，地域子育て支援拠点事業を創設し，子ども・子育て応援プランに掲

げる平成21年度の目標値である6,000か所を前倒しして整備することとし，地域における子育て支援拠点の
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拡充を図っている。

　　具体的には，保育所等において，専業主婦等の育児不安について相談に応じたり，地域に出向いた活動

を実施する「地域子育て支援拠点事業（センター型）」や，公共施設や商店街の空き店舗，民家などを活用し，

気軽に集うことのできる常設のひろばを開設して取り組む「地域子育て支援拠点事業（ひろば型）」など

の推進を図っている（平成19年度：4,409か所（うち，「センター型」：3,478か所，「ひろば型」：903か所）,「児
童館型」28か所）。

（保育所・幼稚園等での養護・教育の充実）
○　平成18年10月から，幼稚園，保育所等のうち，就学前の子どもに教育・保育を提供する機能及び地域に
おける子育て支援機能を備える施設について，都道府県が「認定こども園」として認定する仕組みを設け，

各般の特例措置を講じている（平成20年４月１日現在認定数：229か所）。
　　文部科学省と厚生労働省が平成20年３月に実施した認定こども園制度に係る実態調査によると，施設を
利用している保護者の８割近く，認定を受けた施設の９割以上が認定こども園を評価している。

　　認定を受けた施設からは，「子育て支援活動の充実」，「就労の有無にかかわらない受入れ」が認定を受

けて良かったと考えられる点として挙げられている。一方，施設や地方公共団体からは，運用上の課題も

指摘されている。

　　認定こども園制度が一層積極的に活用されるよう，文部科学省と厚生労働省が連携して，認定こども園

制度の運用改善等を行うとともに，平成20年度中に認定こども園の制度改革についての結論を得ることと
している。

◆第２節　学童期◆
（健康の確保・増進）
○　平成20年６月には「学校保健法」（昭33法56）が改正され，養護教諭を中心とした関係教職員等と連携
した組織的な保健指導や地域の医療関係機関等との連携による児童生徒等の保健管理の充実等が図られた

ところであり，平成20年度から，専門医を学校に派遣し児童生徒等の健康相談を実施する「子どもの健康
を守る地域専門家総合連携事業」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。

○　平成20年３月に改訂した学習指導要領の総則においては，「学校における食育の推進」を明確に位置付
けるとともに，関連する各教科等においても食育の観点からの記述を充実した。

○　平成20年６月には，「学校給食法」（昭29法160）が改正され，その目的に「学校における食育の推進」
が明記されるとともに，栄養教諭が学校給食を活用した食に関する指導を行うことや，その指導に当たっ

ては地域の産物を学校給食へ活用すること，また，校長が食に関する指導の全体計画を作成することなど

が規定された。

（日常生活能力の習得）
○　文部科学省では，平成20年６月に取りまとめられた「子どもを守り育てるための体制づくりのための有
識者会議まとめ【第２次】」に基づき，『ネット上のいじめ』に関する対応マニュアル・事例集を作成し，

全国の教育委員会及び全国の小学校・中学校・高等学校に配布することとしている。

（学力の習得）
○　文部科学省においては，平成20年３月に小学校学習指導要領の改訂を行った。
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　今回の改訂は，

　　①　教育基本法改正等で明確となった教育の理念を踏まえ「生きる力」を育成すること

　　②　知識・技能の習得と思考力・判断力・表現力等の育成のバランスを重視すること

　　③　道徳教育や体育などの充実により，豊かな心と健やかな体を育成すること

を基本的なねらいとしている。

（社会的自立につながる活動機会の保障）
○　子どもの読書活動の推進のための環境整備を図るため，平成13年12月に，「子どもの読書活動の推進に
関する法律」（平13法154）が公布・施行され，この法律に基づき，平成20年３月には，新たな「子どもの
読書活動の推進に関する基本的な計画」（第２次計画）が閣議決定された。

　　文部科学省では，本計画に基づき，子どもたちが進んで本を手にして，読書活動を楽しむことができる

よう，家庭・地域・学校が連携協力した読書活動の推進，司書教諭の養成やリーフレットの作成・配付な

どを通じた学校図書館の充実，公立図書館の充実を図るほか，地域に読み聞かせを行う読書ボランティア

の派遣等の施策を実施している。

　　さらに，家庭における読み聞かせの重要性などを盛り込んだ「家庭教育手帳」の作成・配布などの施策

を実施している。

○　農林水産省では，平成20年度から，文部科学省，総務省と連携して，小学生が農山漁村で１週間程度の
長期宿泊体験活動を行う「子ども農山漁村交流プロジェクト」を推進し，各都道府県における受入地域の

拡大の核となるモデル地域を選定し，受入体制の整備への支援を行うほか，受入地域と小学校とのコーディ

ネートに向けた情報の受発信の整備などを支援することとしている。

◆第３節　思春期◆
（職業能力・意欲の習得）
○　文部科学省では，平成19年度から経済産業省と，平成20年度からは国土交通省及び農林水産省とも連携
し，専門高校と地域産業界が連携して地域のものづくりや食・くらし産業を担う専門的職業人を育成する

取組を支援する事業「地域産業の担い手育成プロジェクト」を実施している。

○　経済産業省では，平成17年度から３年間，民間主体のコーディネーターを活用し，小・中・高等学校の
段階から働く意義や面白さの理解を深める「地域自律・民間活用型キャリア教育プロジェクト」を行った。

平成19年度は，全国で２地域，約300校，約４万人の生徒を対象にキャリア教育を実施し，地域一体となっ
たキャリア教育のモデルを構築し，これらのノウハウ等を「キャリア教育ガイドブック」として取りまとめ，

公表した。

　　平成20年度は，こうしたノウハウの更なる普及を図るため，コーディネーターを育成・評価するシステ
ム（コーディネーターの研修プログラム等）の実証をしていく。

○　キャリア教育等の推進に向けた取組を強化・加速化するため，平成20年7月に閣議決定された「教育振
興基本計画」においては，今後５年間に取り組むべき施策の中で「特に重点的に取り組むべき事項」として，

キャリア教育の推進が盛り込まれている。

◆第４節　青年期◆
（大学教育等の充実）
○　高等学校卒業程度認定試験（高卒認定）は，従前の大学入学資格検定の見直しを行い，高等学校卒業者
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と同等の学力を認定するための試験として，平成17年１月から創設された。平成19年からは新たに法務省
と連携し，受験希望者がいる全国の矯正施設（刑事施設及び少年院）延べ133施設で試験を実施し，388人
が出願した。

（職業能力開発・就業支援の充実）
○　経済産業省では，職場や地域社会で求められている力を，「社会人基礎力」（「前に踏み出す力」，「考え

抜く力」，「チームで働く力」）として整理し，その育成や評価の取組の普及を図っている。平成19年度には，
7つのモデル大学で，企業等から与えられた課題を解決する実践型教育を通じて，学生の社会人基礎力を
育成・評価する事業を実施し，そのノウハウ等を取りまとめたリファレンスブックを公表した。

　　平成20年度には，９つのモデル大学で，学生が入学してから卒業するまでの間に受講する様々な科目等
を通じて，徐々に社会人基礎力を育成し，定着させられる体系的な教育モデルを構築し，その更なる普及

を図ることとしている。

○　厚生労働省では，フリーター等の職業能力形成機会に恵まれなかった者が，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，平成20年４月に創設された「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」として取りまとめる

ことにより，就職活動等に活用する制度）の整備・充実を図ることとしている。

第３章　特定の状況にある青少年に関する施策
◆第１節　障害のある青少年の支援◆

（障害のある青少年の支援）
○　障害のある子どもについては，その能力や可能性を最大限に伸ばし，自立し，社会参加するために必要

な力を培うため，特別支援学校や小・中学校の特別支援学級，通級による指導など一人一人の教育的ニー

ズに応じた教育が行われており，また，小・中学校等においても特別支援教育を推進することが法律上明

確に規定された「学校教育法の一部を改正する法律」が平成19年４月から施行された。
○　文部科学省では，障害のある幼児児童生徒への学校における支援体制を充実するための事業を実施して

いるほか，平成19年度から，厚生労働省と連携して特別支援学校における職業教育等の改善を図る「職業
自立を推進するための実践研究事業」を実施している。

　　また，発達障害のある子どもの教育的支援の必要性が高まっていることから，平成19年度から，発達障
害のある幼児・生徒に対する支援手法の開発や関係機関との効果的な連携方策等に関する実施研究を行う

「発達障害早期総合支援モデル事業」，「高等学校における発達障害支援モデル事業」を実施しているほか，

平成20年度には，発達障害に関する正しい理解や支援等に関する様々な教育情報，教員研修用の講座等を
WEBサイトにて一括して提供する「発達障害教育情報センター」を独立行政法人国立特別支援教育総合
研究所に開設した。

◆第２節　ひとり親家庭等の支援◆
（ひとり親家庭）
○　平成19年12月には，「成長力底上げ戦略」の柱の１つである就労支援戦略の一環として，『「福祉から雇用」
推進５か年計画』が取りまとめられたところである。
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　　このような状況を踏まえ，厚生労働省では，平成20年度においては，新たに次のような就業支援を講じ
るなど，母子家庭等の自立支援策の一層の充実を図ることとしている。

　　ア　母子家庭等就業・自立支援事業の創設

　　　　①　母子家庭等就業・自立支援センター事業に在宅就業推進事業を追加

　　　　②　一般市等就業・自立支援事業の創設

　　イ　高等技能訓練促進費等事業

　　　　入学支援修了一時金を創設

　　ウ　母子自立支援プログラム策定等事業

　　　　直ちに就業に移行することが困難な母子家庭の母の就業意欲を醸成するための就職準備支援コース

　　事業を創設

（外国人児童生徒等への教育の支援）
○　文部科学省では，平成19年度から，

①　外国人児童生徒の母国政府との教育分野での協力促進を図るための協議会の開催

②　日系人等を活用した日本語教室の設置，日本語能力を有する外国人等を対象とした指導者養成，

ボランティアの長期研修等を行う「生活者としての外国人」のための日本語教育事業

③　外国人の不就学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

行う帰国・外国人児童生徒受入促進事業

④　学習活動に日本語で参加するための力の育成を図ることを目的として開発されたJSL（Japanese 
as a second language）カリキュラムを活用した指導方法の普及・充実を図るJSLカリキュラム実
践支援事業

　からなる「外国人の生活環境適応加速プログラム」を実施している。

　　また，「初等中等教育における外国人児童生徒教育の充実のための検討会」において，今後５年間程度

の期間において取り組むべき施策の方向性について示した「外国人児童生徒教育の充実方策について」と

題する報告書が平成20年６月に取りまとめられた。文部科学省では，本報告書の提言を踏まえ，外国人児
童生徒教育の支援施策の一層の充実を図ることとしている。

◆第３節　少年非行対策等社会的不適応への対応◆
（少年非行対策）
○　深刻な少年非行の現状に適切に対処するため，平成19年５月25日「少年法等の一部を改正する法律案」
が成立し，同年11月１日に施行された。

　　この法律による主な改正点は，

①　いわゆる触法少年に係る事件について，警察官による調査手続を整備する。

②　おおむね12歳以上の少年について，家庭裁判所が特に必要と認める場合には少年院送致の保護
処分をすることができることとする。

③　保護観察に付された者が遵守すべき事項を遵守しなかった場合の措置等に関する規定を整備す

るとともに，少年院及び保護観察所の長が保護処分中の少年の保護者に対し指導，助言等をする

ことができる旨を明確化する。

④　一定の重大事件について，国選付添人を付する制度を創設する。

　ことなどを内容としている。

○　保護観察における遵守事項を整理して充実させるとともに，保護観察の実施状況に応じて特別遵守事項



30

の変更ができることとするほか，少年院に収容されている者の社会復帰のための生活環境の調整の措置を

一層充実させ，併せて，少年院からの仮退院の審理において犯罪被害者等の意見等を聴取する制度及び犯

罪被害者等の心情等を保護観察中の加害少年に伝達する制度を整備する「更生保護法」が，第166回国会
において成立した。同法は，平成19年６月15日に公布され，平成20年６月１日から全面施行されているが，
被害者等関連制度については，平成19年12月１日から先行して施行されている。

（不登校・引きこもり・摂食障害等）
○　文部科学省においては，平成19年度から，問題行動等の未然防止，早期発見・早期対応など，児童生徒
の支援に効果的な取組について，これまで構築してきた関係機関と連携したサポート体制をいかしつつ調

査研究を行う「問題を抱える子ども等の自立支援事業」を実施している。

◆第４節　青少年の被害防止・保護◆
（児童虐待防止対策）
○　子どもの命が奪われる等重大な虐待事件が後を絶たず，また，児童相談所における虐待に関する相談対

応件数も増加を続け，平成19年度には，「児童虐待防止法」が施行される直前の約3.5倍に当たる40,639件
となるなど，児童虐待問題は，依然として早急に取り組むべき社会全体の課題となっている。

○　厚生労働省では，発生予防に関しては，平成19年度から，生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を
訪問し，子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行うなど，乳児のいる家庭と地域社会をつな

ぐ最初の機会とすることにより，乳児家庭の孤立化を防ぎ，乳児の健全な育成を確保するための「生後

４か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」を実施している（平成19年度においては，全国
の市区町村のうち58.2％にあたる1,063市区町村にて実施（平成19年度次世代育成支援対策交付金交付決定
ベース））。

○　文部科学省においては，平成20年度において，児童虐待等の問題に対応するため，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，児童相談所等の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

ワーカーの活用方法等について調査研究を行っている。

○　児童虐待による死亡事例等の検証は，事件の再発防止と対策を構築する上での課題を抽出するために重

要な意義を持つことから，社会保障審議会児童部会の下に設置されている「児童虐待等要保護事例の検証

に関する専門委員会」において平成16年より実施されており，これまで４次にわたる報告書が取りまとめ
られている。今般，同検証委員会において厚生労働省が都道府県等に対する調査により把握した死亡事例

について分析検討を行い，平成20年６月，第１次から第４次までの報告の総括報告書を取りまとめた。
○　平成19年には，児童虐待防止法及び児童福祉法の２つの法律が改正され，平成20年４月に施行された。
主な改正事項は，次のとおりである。

　　なお，これに伴い，児童相談所運営指針等の所要の改正等が行われている。

・児童の安全確認等のため，裁判所の許可状を得た上で，解錠等を伴う立入を可能とする立入調査等

の強化

・保護者に対する面会・通信等の制限の強化，都道府県知事が保護者に対し児童へのつきまといや児

童の住居等付近でのはいかいを禁止できる制度の創設等

・保護者に対する指導に従わない場合の措置の明確化等

・国及び地方公共団体による重大な児童虐待事例の分析責務を規定

・地方公共団体による「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）設置の努力義
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務化

（その他の犯罪対策）
○　消防庁では，警察庁と連携して，自主防災組織等の地域コミュニティが地元消防本部，消防団，警察署，

地域の小・中学校，PTA，老人クラブ，婦人会，防犯協会などと連携・協力し，地域の公民館等を防災・
防犯活動の拠点＝「地域安心安全ステーション」として活動するモデル事業を推進している。平成20年５
月現在，412団体でモデル事業が実施されており，この事業の全国展開を図るため，平成19年度には全国
６か所で優れた活動事例の紹介などを行う「地域安心安全ステーション出前講座」や平成20年２月には「地
域安心安全ステーション」の今後の在り方などについて考える「自主防災組織と安心安全なまちづくりシ

ンポジウム～地域安心・安全ステーションの取組から～」を開催した。

○　平成20年６月には，「学校保健法」（昭33法56）が改正され，「学校保健安全法」と改められた。改正法
においては，総合的な学校安全計画の策定・実施や，危険等発生時の対処要領の作成など学校の施設・設

備の安全点検，日常生活における安全指導等を含めた取組が規定されたところである。

（いじめによる被害対策）
○　文部科学省では，平成20年度から，「いじめ総合対策支援事業」を実施し，いじめ等の問題行動が生じ
た際に外部の専門家の協力を得た効果的な取組の在り方や，いじめの未然防止・早期発見等に関する学校

の取組を推進している。

○　「ネット上のいじめ」に関しては，平成19年度において，「子どもを守り育てるための体制づくりのため
の有識者会議」を開催し，平成19年12月に「『ネット上のいじめ問題』に関する喫緊の提案について」，平
成20年６月に，第二次まとめとして，「『ネット上のいじめ』から子どもたちを守るために－見直そう！ケ
イタイ・ネットの利用のあり方を─」を取りまとめた。

　　また，平成20年７月に各都道府県教育委員会等に向けて通知を発出し，学校における携帯電話の取扱等，
有害情報に関する啓発活動等について，各地域の実情に合わせた更なる取組の推進を行っている。

（災害・事故防止対策）
○　学校においては，子どもが犯罪被害，交通事故及び自然災害等の危険から身を守るため，子ども自身に

危険を予測・回避する能力を習得させるとともに，家庭や地域と連携を図りながら，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を推進している。

　　文部科学省では，平成19年度に小学生向けの防災教育教材を作成しているほか，平成20年度には，中学
生向けの防災教育教材を作成するとともに，引き続き，高等学校における自転車，二輪車及び四輪車に関

する指導内容・方法等について実践的な取組を行うこととしている。

◆第５節　労働市場で不利な条件下にある青少年の支援◆
（高校中退者，若年失業者等の就労支援等）
○　平成19年度から，ヤングワークプラザ及び９道府県のハローワークにおいて，的確な求職活動を行えな
い25歳以上のフリーター（以下「年長フリーター」という。）に対し，民間のノウハウを活用し，これら
の者が相互に交流する場を設け，適職の探索や就職活動方法の習得等を行い，主体的に就職活動が展開で

きるように支援する「ジョブクラブ（就職クラブ）」方式の取組を実施している。

○　平成18年度から，各地域に「地域若者サポートステーション」を設置し，若者の置かれた状況に応じた
専門的な相談を行うとともに，地域若者支援機関のネットワークの中核として各機関のサービスが効果的
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に受けられるようにしているところであり，平成20年度においては，か所数を50か所から77か所に拡充す
るとともに，訪問支援モデル事業等を実施している。

第４章　支援のための環境整備施策
◆第１節　利用しやすいサービス体制づくり◆

（専門機関・相談機関等の充実とネットワークづくり）
○　各市町村においては，地域の関係機関が子ども等に関する情報や考え方を共有し，適切な連携の下で対

応していくための「子どもを守る地域ネットワーク」の設置が進められており，平成19年４月１日現在，
全国の市町村のうち，84.1％に当たる1,536か所で設置されている（「子どもを守る地域ネットワーク」に
準ずる「虐待防止ネットワーク」を含む）。

○　内閣府では，平成19年度に，関係各分野の知識を備えた専門的な相談員（以下「ユースアドバイザー」
という。）の研修・養成プログラムを開発するとともに，研修において使用する教材を作成したところで

ある。これらを踏まえ，平成20年度には，少年補導センター（少年補導センターとしての機能を有する機
関を含む。）を中心とするモデル地域において，ユースアドバイザーを養成するための講習会を実施する

とともに，同センターを中核機関とし，様々な問題を抱える若者を個別的・継続的に支援する体制を整備

するモデル事業を実施している。

○　内閣に設置された教育再生会議（平成18年10月10日閣議決定）の第三次報告においても，地域での関係
機関窓口の一元化を推進し，国レベルでの体制整備や，必要な法的措置を検討することが提言された。こ

れを受け，教育再生懇談会担当室長のもとに置かれた「子どもと若者総合支援勉強会」において，さらに

検討が行われ，平成20年10月23日に「早急に確立されるべき子どもと若者総合支援策」（最終まとめ）が
取りまとめられた。

◆第２節　魅力的な学校づくり◆
（開かれた学校づくり）
○　平成19年６月の学校教育法改正により，学校評価に関する総合的な規定が新設されるとともに，学校の
積極的な情報提供に関する規定が設けられた。

　　さらに，平成19年10月には，学校教育法施行規則において，
①　教職員による自己評価の実施・公表

②　保護者など学校関係者による評価の実施・公表

③　評価結果の設置者への報告

　について新たに規定された。

○　文部科学省では，各学校や設置者における学校評価の取組の参考に資するよう，その目安となる事項を

示した「義務教育諸学校における学校評価ガイドライン」について，法令改正を受け，平成20年1月に，
高等学校に係る内容も含む形で「学校評価ガイドライン」として改訂したところであり，今後は，各学校

や設置者の創意工夫による学校評価の推進に向けての取組が期待されている。

（体制・機能の充実）
○　学級編制及び教職員定数については，義務標準法等の制定以来，累次の公立義務教育諸学校教職員定数

改善計画及び公立高等学校教職員定数改善計画により，計画的な改善を行い，40人学級の実現や習熟度別
少人数指導の実施を図ってきた。
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　　平成20年度においては，子どもたちの学力の向上と規範意識の育成を図るため，教員が子どもと向き合
う環境をつくることができるよう，1,195人の教職員定数の改善を始めとして，7,000人の退職教員等外部
人材活用事業，1,800か所の学校支援地域本部の創設などを実施している。

◆第３節　地域社会を支えるまちづくり・むらづくり◆
（安心して外出等できる環境の整備）
○　遊具の安全確保を図り，安全で楽しい遊び場づくりを推進するため，平成14年３月に，「都市公園にお
ける遊具の安全確保に関する指針」を取りまとめ，各施設管理者への周知を図っている。上記指針につい

ては，平成20年８月に改訂され，より一層の安全確保を推進するため，各施設管理者へ周知を図っている。

◆第４節　情報・消費環境の変化への対応◆
（情報・消費環境の変化に対応した知識・能力の習得支援）
○　「内閣府・文部科学省消費者教育連絡会議」を平成19年度は２回開催し，学習指導要領の改訂や消費者
教育の体系化を取り上げ，学校教育を含む消費者教育の推進について意見交換を行った。引き続き同会議

を年２回程度開催し，青少年を始めとする消費者への教育・啓発方策について検討する。

　　消費者教育を推進するために，平成17年度に消費生活センターと教育委員会との連絡協議会を設置する
よう都道府県等に対し要請したことを受け，平成19年度には連携の状況について調査を行った。平成20年
度には，この調査結果を踏まえ，連携の事例紹介や更なる連携の呼びかけを行っていく。

　　また，独立行政法人国民生活センター及び消費生活センターにおける消費者問題講座修了者が学校や社

会教育施設等で専門家として消費者教育を実施できるよう，平成19年度にはその講師育成プログラムを策
定した。平成20年度からは同プログラムを用いた講師育成講座を開催するとともに同プログラムの検証を
実施する。

（青少年を取り巻く有害環境への対応）
○　第169回国会において「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」が成立し，今後，公布日（平成20年６月18日）から１年を超えない範囲内で，政令で定める日から施
行される。

　　同法は，

①　内閣総理大臣及び関係閣僚からなる会議を設置し，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し，実施すること

②　学校教育，社会教育及び家庭教育におけるインターネットの適切な利用に関する教育・啓発活

動の推進等を図ること

③　携帯電話・PHS事業者，インターネット接続サービスを提供する事業者（ISP），インターネッ
ト接続機器製造事業者などが有害情報のフィルタリングソフトの提供義務などを負うこと

④　国及び地方公共団体がインターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等を支援する

こと

　などを規定している。

　　今後，同法の施行を受け，基本計画を策定し，関係省庁が連携して施策を実施する。

○　文部科学省では，フィルタリング（有害サイトアクセス制限）の理解増進に関する啓発活動として，平

成20年２月に，携帯電話のインターネット利用に際しての留意点やトラブルの例，対応方法のアドバイス
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などを盛り込んだ啓発リーフレットを作成し，全国の小学校６年生に配布している。

　　また，平成20年度においては，新たに有害情報に関する意識向上のための映像資料の作成・配布，携帯
電話に関する親子のルールづくり等の実施により，一層の広報啓発活動の充実を図ることとしている。

　　さらに，平成20年７月には，各都道府県教育委員会等に向けて通知を発出し，学校における携帯電話の
取扱い等有害情報に関する啓発活動等について，各地域の実情に合わせた更なる取組の充実を図るよう指

導を行った。

○　政府では，関係省庁の課長級を構成員とする「インターネット上における違法・有害情報等に関する関

係省庁連絡会議（通称：IT安心会議）」を平成17年２月に設置し，国内外の情報の収集・共有，対応策の検討，
取りまとめを行っているが，平成20年７月には，局長級を構成員とする「IT安心局長会議」を設置し，関
係省庁間のさらなる連携強化を図ることとしている。

○　経済産業省及び総務省の協力の下，民間関係事業者は「フィルタリングの普及啓発アクションプラン」

を平成19年６月に取りまとめ，フィルタリングの普及に向けた取組を推進している。
　　また，経済産業省からの要請の結果，パソコンメーカー９社が一般向けパソコンの販売時点でのフィル

タリングソフトの搭載等を開始しており，今後，搭載状況のフォローアップ及びゲーム機等インターネッ

ト接続機器の利用状況調査等を通じ，一層のフィルタリング普及に向けた取組の在り方について検討する。

○　総務省の支援の下，電気通信事業者団体において平成18年11月に「インターネット上の違法情報への対
応に関するガイドライン」及び「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項」が策定された。

総務省では，平成19年11月に全国4箇所で事業者向けのガイドライン等に関する説明会を実施する等の周
知・支援に努めている。

　　平成19年11月からは，インターネット上の違法・有害情報への総合的な対策を検討するため，総務省に
おいて「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」を開催しており，平成20年４月に
は携帯電話等のフィルタリングサービスの改善とより一層の普及促進に向けた取組を主な内容とする「中

間取りまとめ」が取りまとめられたところ。同検討会では，平成20年内を目途に，包括的な政策パッケー
ジとして「安心ネットづくり」促進プログラムを策定し，順次実施していく予定であり，それに向けた議

論を行っている。

○　警察庁では，一般のインターネット利用者からの違法情報，有害情報に関する通報を受理し，警察への

通報やプロバイダ，サイト管理者等への削除依頼を行うインターネット・ホットラインセンターの運用を

平成18年６月に開始した。同センターでは，平成19年中に84,964件の通報を受理しており，プロバイダ等
に対して7,231件の違法情報，有害情報の削除依頼を行い，そのうち5,962件（82.5％）が削除された。平成
19年度から，外国のウェブサーバに蔵置された違法情報等について，当該外国の同種の機関に対し，削除
に向けた取組を依頼している。

○　たばこ自動販売機については，関係業界の自主的な取組として，成人識別自動販売機への切り替えが行

われており，平成20年３月を皮切りに順次対象地域を拡大し，同年７月から全国で稼動を開始している。
　　財務省では，世界保健機関（WHO）「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」を踏まえ，未成年
者喫煙防止の観点から成人識別自動販売機の全国導入を確実に行うため，成人識別自動販売機の導入を義

務付けることとし，具体的には以下の措置を実施することとしている。

①　平成20年７月１日以降，新規のたばこ小売販売業の許可すべてに成人識別自動販売機の導入を
条件として付す。

②　平成20年６月30日以前にたばこ小売販売業の許可を受けている者については，平成20年７月以
降，成人識別自動販売機の導入状況を調査し，成人識別自動販売機を導入していない者に対し成

人識別自動販売機導入の許可条件を付す。
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◆第５節　調査研究，青少年にも分かりやすい情報提供，広報啓発活動の推進◆
（広報啓発活動）
○　内閣府では，昭和53年度から毎年11月を「全国青少年健全育成強調月間」に定めている。平成19年度は，
内閣府及び（社）青少年育成国民会議の主唱，関係省庁等の参加の下，

①　青少年を非行や犯罪等から守るための取組の推進

②　児童虐待の予防と対応

③　青少年の社会的自立支援の促進

　の３点を重点事項とし，期間中に青少年健全育成のための諸行事を集中的に実施することにより，国民の

青少年健全育成に対する理解を深め，国民運動の一層の充実と定着を図った。
○　家庭での食育の実践を進めるため，食育を実践している関係団体等の食育推進の担い手に期待される役割や具体

的な取組について，わかりやすく体系的な整理を行い，平成19年６月に「食育推進国民運動の重点事項」を取り
まとめた。

　　また，食育を国民運動として全国各地で進めていくために，食育推進計画基本計画では，食育推進計画を作成・

実施している地方公共団体の割合について，平成22年度までに都道府県で100％，市町村で50％以上を目指してお
り，平成20年５月に「地域の特性を生かした市町村食育推進計画づくりのすすめ」と題する参考資料を取りまと
めるなど，計画作成の支援を進めているところである。

第５章　推進体制等
◆第２節　児童の権利に関する条約の実施の確保◆

○　青少年育成に関連する国際人権条約としては，我が国も締約国である「児童の権利に関する条約」と，同

条約を補完する「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」と「児童の

売買，児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」がある。同条約及び２つの

選択議定書は，締約国に対し，条約の実施状況ならびに選択議定書の規定の実施のためにとった措置につき，

専門家で構成される児童の権利委員会に定期的に報告するよう義務付けている。

　　我が国は，平成20年４月に同条約の第３回政府報告及び２つの選択議定書の第１回政府報告を提出した。
政府としては，各府省庁が連携し，市民社会の声も踏まえつつ，条約と選択議定書の実施の確保に努めるこ

ととしている。


