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第２部　青少年に関する国の施策

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
ア　学校における健康教育（文部科学省）
　　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。
　　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
る。
　　文部科学省では，学校だけでなく，地域の
専門家や関係機関と連携を図りながら学校保
健を充実するため，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。
イ　学校における「食育」の推進（内閣府，文
部科学省）
　　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
本計画」が決定されたところである。
　　食育推進基本計画では，朝食を欠食する国
民の割合の減少を目標とし，特に生活習慣の

形成途上にある子ども（小学生）については，
平成12年度に４％となっている「小学校５年
生のうちほとんど食べないと回答した者」の
割合を平成22年度までに０％とすることを目
指している。

　　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。

　　また，現職の学校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。

　　さらに，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，その目的において，「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ところである。

　　文部科学省では，「子どもの健康を育む総
合食育推進事業」,「食育推進交流シンポジ
ウム」，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（文部科学省）

　　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
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ちの悩みや不安を受け止めて相談に当たるこ
とや，関係機関等と連携して必要な支援をし
ていくことが大切である。
　　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，
少年非行の低年齢化等を踏まえ，平成20年度
から小学校にも配置できる経費を措置し，順
次その拡充を図ることとしている。
　　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・休日を今
の24時間体制で対応できるよう必要な経費を
措置している。
　　平成20年度はこれらに加え，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に働き掛けて支援を
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実施し
ている。

（2）地域における相談（厚生労働省）
　核家族化や都市化の進行に伴い，地域の子育
て支援機能が低下し，親の育児の負担や不安が
大きなものとなる中で，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（ひろば型，センター型，児童館型）」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（厚生労働省）
　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，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
する等小児医療の充実を図っている（P70（3）
参照）。

（4）メディアを通じた広報啓発（文部科学省）
　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（文部科学省）
　　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。

　　平成20年３月に改訂した新しい学習指導要
領では，特に小学校低学年において，挨拶な
どの基本的な生活習慣，社会生活上のきまり
を身に付けるための指導を重視するなど，道
徳教育について充実を図っている。

イ　放課後児童に関する取組（文部科学省，厚
生労働省）

　　文部科学省と厚生労働省では，両省が連携
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，原則
として，すべての小学校区での実施を目指し，
推進を図っている。

　　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，子どもたちに学習
活動やスポーツ・文化芸術活動，地域住民と
の交流活動等の機会を提供する取組を推進す
る（平成20年度実施予定7,821か所）。

　　また，厚生労働省が行う「放課後児童健全
育成事業」においては，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，学校の余裕教室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
20年５月現在，全国の17,583か所で実施され
ている。

ウ　家庭教育支援の充実（文部科学省）
　　文部科学省では，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（P74⑸ウ参照）。
エ　「食育」活動の推進（内閣府，文部科学省，
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厚生労働省，農林水産省）
　　関係各府省では，「食育推進基本計画」に
基づいて，「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っている。
　　また，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（P70（4）参照）。

（2）体力の向上
ア　子どもの体力向上（文部科学省）
　　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，体力水
準の低かった昭和60年度と比較すると，走・
投・跳などの基礎的運動能力は依然として低
い水準にある。子どもの体力低下は将来的に
国民全体の体力低下につながり，ひいては社
会全体の活力が失われる事態が危惧される。
このような状況を改善するため，文部科学省
では，子どもの体力の重要性等を啓発するた
めの全国的なキャンペーン事業や子どもたち
が主体的にスポーツに親しむ意欲を醸成する
「トップアスリート派遣指導事業」等を実施
しており，平成20年度からは「全国体力・運
動能力，運動習慣等調査」を実施している。
イ　学校におけるスポーツの振興（文部科学省）
　　体育・保健体育は，心と体を一体としてと
らえ，運動についての理解と合理的な実践を
通して，積極的に運動に親しむ資質や能力を
育てるとともに，体力の向上を図り，明るく
豊かな生活を営む態度を育てることをねらい
としている。
　　文部科学省では，平成20年３月に小・中学
校の学習指導要領を改訂するとともに，体育
の年間の授業時数を90時間から105時間（一
部学年を除く）に増加することとした。
　　また，学習指導要領の趣旨に基づき適切に
学習指導を展開するための指導資料の作成や

教員の指導力向上を図るための研修会・講習
会を実施している。

ウ　地域における身近なスポーツ環境の整備
（文部科学省）
　　心身の健全な発達に重要な役割を果たすス
ポーツに国民の誰もが生涯を通じていつでも
身近に親しむことができる環境を整備するた
め，総合型地域スポーツクラブ等，地域にお
ける総合的なスポーツの場の育成・整備を始
めとした取組への支援を推進している。

エ　都市公園の整備（国土交通省）
　　学童期から思春期の子どもなどが，手軽に
各種のスポーツが行える都市公園やスポーツ
活動の拠点となる都市公園の整備を推進して
いる。

（3）コミュニケーション能力の育成（文部科
学省）
　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（警察庁，文部科学省，
厚生労働省）
　近年，少年による社会の耳目を集める重大な
事件が発生しており，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（警察庁，文部科学
省）

　　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，体験活動や家庭や地域等と
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の連携による一体的な道徳教育の推進等に取
り組む「道徳教育実践研究事業」の実施など，
道徳教育の充実のための施策を進めてきてお
り，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，文部
科学省，厚生労働省）
　　政府では，「『ダメ。ゼッタイ。』普及運動」
等における広報啓発の積極的な展開，少年に
対する薬物の供給源となっている外国人密売
人等に対する取締りの強化等の各種施策を実
施している。
　　警察庁では，青少年の薬物乱用防止対策と
して，「薬物乱用防止広報強化期間」を実施
するなど，家庭・地域に対する広報啓発活動
の推進を図っている。
　　文部科学省では，子どもが自らの心と体の
健康を守ることができるよう，喫煙，飲酒，
薬物乱用等について総合的に解説した教材を
作成・配布している。
　　厚生労働省では，地域において，若者の心
の健康，薬物乱用防止，性感染症対策等に関
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っている。

　　また，薬物乱用防止キャラバンカー等によ
る学校，地域等における教育の充実，保健所・
精神保健福祉センター等における相談活動の
実施と相談窓口の周知等の各種施策を実施し
ている。

　　なお，薬物関連問題に関しては，ホームペー
ジ等で相談窓口を紹介しており，平成19年度
実績で，警察1,523件，保健所6,061件，精神
保健福祉センター 3,325件の相談があった。

（5）安全教育
　（P76（5）参照）
ア　子どもの防犯（警察庁）
　　警察では，子どもが犯罪に巻き込まれる危
険を予見する能力や危険を回避する能力を向
上させるため，小学校や教育委員会と連携し，
学年や理解度に応じて，子どもが参加，体験
できる防犯教室を開催している。

イ　学校における安全教育（文部科学省）
　　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，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。

　　また，平成19年度には，小学生向けの防災
教育教材を作成している。

ウ　交通安全教育（警察庁）
　　警察では，学童期にある子どもに対して，
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及び能力を
高めるため，小学校等において，歩行者とし
ての心得，自転車の安全な利用，交通ルール
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の意味や必要性等について重点的に交通安全
教育を実施するとともに，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（総務省・消防庁）
　　総務省及び消防庁では，子どもたちに防災
や火災予防の啓蒙ができるよう防災教育に取
り組んでいる（P77ウ参照）。

（6）メディアを活用する能力（内閣府，総務省，
文部科学省）
　社会の情報化が進展する中で，子どもたちが
情報活用能力を身に付け，情報を適切に取捨選
択して利用するとともに，適切にインターネッ
トによる情報発信を行うことが重要な課題と
なっている。
　平成20年３月に改訂を行った小学校学習指導
要領においては，各教科等における指導の中で
「コンピュータや情報通信ネットワークなどの
情報手段を適切に活用できるようにするための
学習活動を充実する」，「情報モラルを身に付け
る」などを明記するとともに，道徳において「情
報モラルの指導に留意すること」を新たに明記
するなど，情報教育の充実を図ることとしてい
る。
　また，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」（平20年法79）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　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　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，青少年のインター
ネット利用に関する基本計画を策定し，関係省
庁が連携して施策を実施する。
　なお，同法においては，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
利用に関する教育の推進に必要な施策を講ずる
ものとすることが規定されたところである。
　文部科学省においては，情報モラル指導が着
実に実施されるよう，情報モラル教育を体系的
に推進するための「情報モラル指導モデルカリ
キュラム」を作成するとともに，教員向けの指
導用ガイドブックの作成・配付，情報モラル指
導の実践事例（200件）などを紹介する教員向
けWebサイト（情報モラル指導ポータルサイ
ト：http://kayoo.info/moral-guidebook-2007/）
の公開などに取り組んでいるところである。
　さらに，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。
　今後，子どもたちの情報活用能力の育成，情
報モラル教育について，新学習指導要領の円滑
かつ確実な実施に努めていく。
　総務省では，「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報告書」
（平成12年６月）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っている。平成20
年度からは，e-ラーニング教材を開発するとと
もに，ポータルサイトを開設し，更なる普及に
努める。
　また，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年度から普及
を進めるとともに，内容の更なる充実を図るこ
ととしている（教材サイト：http://www.ict-
media.net/）。
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（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，金融庁）
　消費者教育については，平成17年度には，ラ
イフステージ別として「幼児期」，「児童期」，「少
年期」，「成人期」の体系化がなされ，政府では，
平成18年度にはライフステージごとに学ぶべき
内容や学習の機会とそれに対する推進方策を検
討し，平成19年度には消費者教育の機会を拡充
させるための組織間の連携・協力の仕組み等に
ついて検討してきた。これらの検討結果を踏ま
え，平成20年度からは，消費者教育にかかわる
組織間の連携強化を進めることにより消費者教
育を推進していく。
　また，平成20年４月，国民生活審議会意見で
重要性が指摘された「消費者市民教育」につい
て，検討を進めていく。
　さらに，内閣府においては，都道府県等の申
請に基づき，学校（小学校，中学校，高等学校
等）における消費者教育を支援するため，平成
９年度から消費者行政担当部局が実施する事業
に対して消費者教育の専門家を派遣し，消費者
教育に関する各種講座の実施や消費者教育関連
資料の作成に関する指導・助言等を行っている。
平成20年度から本事業は国民生活センターが実
施している（P150（2）参照）。
　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。
　また，平成19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（文部科学省）
　「知識基盤社会」の時代と言われる21世紀に

おいては，確かな学力，豊かな心，健やかな体
の調和を重視する「生きる力」をはぐくむこと
がますます重要になっている。平成18年12月の
教育基本法改正，平成19年６月の学校教育法改
正においても，知・徳・体のバランスとともに，
基礎的・基本的な知識・技能，思考力・判断力・
表現力等及び学習意欲を重視し，学校教育にお
いてこれらを調和的にはぐくむことが必要であ
る旨が法律上規定されたところである。
　中央教育審議会においては，このような法改
正を踏まえた審議が行われ，「幼稚園，小学校，
中学校，高等学校及び特別支援学校の学習指導
要領等の改善について」（平成20年１月17日中
央教育審議会答申）が文部科学大臣に提出され
た。この答申を踏まえ，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。
　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。このねらいを達
成するために，言語活動の充実，理数教育の充
実，伝統や文化に関する教育の充実，道徳教育
の充実，体験活動の充実，外国語教育の充実な
ど教育内容の改善を行うとともに，授業時数を
増加させることとした。
　新学習指導要領は，小学校は平成23年度から
（中学校は平成24年度から）全面実施となるが，
平成20年度中に新学習指導要領の趣旨の周知・
徹底を図った上で，平成21年度から移行措置と
して一部を先行して実施することとしている。

（2）全国的な学力の把握・評価（文部科学省）
　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とし，国語及び算数・数
学，並びに生活習慣や学習環境に関する質問紙
調査について，平成19年度から全国学力・学習
状況調査を実施している。２回目となる平成20
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年度調査について，平成20年４月22日に実施し，
同年８月29日に調査結果を各教育委員会・学校
等に提供するとともに公表した。
　調査の目的は，
　①　全国的な義務教育の機会均等とその水準
の維持向上を図るために，各地域や学校の
状況をきめ細かく把握すること

　②　全国的な状況との対比において各教育委
員会・学校が自らの状況を把握し，指導や
施策の改善に取り組むこと

　③　各学校においても子ども一人一人への指
導や学習状況の改善に役立てること

である。
　調査結果の活用については，調査の目的にか
んがみ，児童生徒の学力や学習状況を把握する
だけでなく，調査結果の多面的な分析を行い，
その結果を教育施策や教育指導の改善につなげ
ていくことが重要である。
　また，各教育委員会，学校が，調査結果を十
分活用し，それぞれの地域や学校の状況や明ら
かになった課題等に応じて教育施策や指導の改
善を図っていくよう促すとともに，調査結果等
を活用した改善に向けた取組の支援を行うこと
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）
　　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，
厚生労働省）
　　文部科学省と厚生労働省では，両省が連携
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
めの総合的な放課後対策として「放課後子ど
もプラン」を創設した（P79（1）イ参照）。

ウ　児童館（厚生労働省）

　　児童に健全な遊びを与えて，その健康を増
進し，情操を豊かにすることを目的とする児
童館の整備を進めることにより，集団遊びや
異年齢児の交流の機会を確保している（P86
ク参照）。
エ　都市公園（国土交通省）
　　子どもを始め，幅広い年齢層の自然との触
れ合い，レクリエーション活動，健康運動，
文化活動等多様な活動拠点となる都市公園の
整備，運動広場や各種の遊戯施設，運動施設
等を有する都市公園の整備を推進している。

（2）ボランティアなど社会奉仕体験活動
ア　ボランティア活動の支援・推進（文部科学
省）

　　平成13年７月には，青少年の学校内外にお
ける奉仕活動・体験活動の促進についての規
定を盛り込む「学校教育法」（昭22法26）及
び「社会教育法」（昭24法207）の改正が行わ
れた。

　　文部科学省では，現在，学校内外を通じた
ボランティア活動など，社会奉仕体験活動，
自然体験活動及びその他の体験活動の充実を
図るため，例えば，「豊かな体験活動推進事業」
において，他校のモデルとなる体験活動に取
り組み，ここで得られた実践成果をブロック
ごとに開催する会議等を通じて広く全国に普
及させるなど，様々な取組を進めている。

　　また，文化ボランティア関係者等の取組に
資する先進的・モデル的事業への支援を行う
「文化ボランティア推進モデル事業」を実施
するなど，文化ボランティアに関する取組を
進めている。

イ　山地・河川での活動（国土交通省）
　　荒廃山地における山腹緑化を推進するた
め，環境学習等の一環として，地元の小・中
学生による体験植樹等を推進している。

　　また，市民が主体となった良好な河川環境
の保全を進めるため，河川を一定の区間ごと
に区切って堤防・高水敷の除草・清掃等の管
理を，青少年も含めた市民に実施してもらう
「市民等と連携した河川管理」を推進してい
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る。
（3）学校での特別活動の推進（文部科学省）
　学校教育においては，学級活動や児童会活動，
クラブ活動及び学校行事から成る特別活動を行
うことにより，望ましい集団活動を通して，心
身の調和のとれた発達と個性の伸長を図るとと
もに，集団の一員としての自覚を深め，協力し
てよりよい生活を築こうとする自主的，実践的
な態度を育成している。
　文部科学省では，平成20年３月に改訂した新
しい学習指導要領の趣旨の徹底を図り，引き続
き，学校での特別活動の推進を図っていくこと
としている。

（4）地域等での多様な活動
ア　「青少年健全育成フォーラム」の開催（文
部科学省）
　　青少年育成についての啓発と健全育成・非
行防止の取組への理解と協力を促し，併せ
て，関係者の有機的な連携の促進の契機とす
るため，地域の育成指導者，青少年団体関係
者などの参加の下に，我が国や諸外国におけ
る青少年健全育成の取組や実践活動などにつ
いて，情報交換や協議を行う「青少年健全育
成フォーラム」を開催している（平成19年度
実績　兵庫県600名，埼玉県350名）。

イ　「全国生涯学習フェスティバル」（文部科学
省）
　　「全国生涯学習フェスティバル」は，広く
国民一般に対し，生涯学習に係る活動を実践
する場を全国的な規模で提供すること等によ
り，国民一人一人の生涯学習への意欲を高め
るとともに，学習活動への参加を促進し，もっ
て生涯学習の一層の促進を図ることを目的と
して，文部科学省と開催地道府県等との共催
で平成元年度から毎年開催されている（平成
19年度は岡山県において開催し，約81万１千
人が参加）。青少年や青少年教育関係者にとっ
ても，様々なシンポジウム，講演会，展示等
バラエティに富んだ学習活動に取り組む機会
となっている。
ウ　科学技術に関する青少年等の理解の増進と

関心の喚起（文部科学省）
　　幼少期から高齢者まで広く国民を対象とし
て，科学技術に触れ，体験・学習できる機会
の拡充を図るため，関係省庁では，「科学技
術基本計画」（平成18年３月閣議決定）を踏
まえ，学芸員等の研修，青少年や保護者等を
対象とした科学教室，講座等の開設，科学技
術に関するテレビ番組の制作，国立科学博物
館・日本科学未来館の運営等の各種施策を実
施している。

エ　文化活動の奨励（文部科学省）
　　地域や学校教育の場において，子どもたち
が，文化活動に参加したり，優れた芸術文化
や歴史的な文化の所産に触れることにより，
豊かな心や感性をはぐくむよう，学校，地域
社会や文化施設等の相互連絡を密にし，学校
の内外における文化活動や鑑賞の機会を確保
することは重要である。

　　このため，文化庁では，オーケストラ等の
舞台芸術に身近に触れることができる「本物
の舞台芸術体験事業」，芸術家等を学校へ派
遣し，講話や実技を披露する「学校への芸術
家等派遣事業」及び伝統文化に関する活動を
継続的に体験・修得できる「伝統文化こども
教室事業」及び学校内外の文化活動を地域で
支援する「地域人材の活用による文化活動支
援事業」など，子どもの文化芸術体験活動の
推進のための施策の一層の充実を図ることと
している。

オ　青少年団体への支援（文部科学省）
　　青少年が，集団の中で自己を確立し，連帯
の心を身に付けていく上で，青少年団体活動
が果たす教育的役割は大きい。

　　青少年団体の活動の振興を図るため，独立
行政法人国立青少年教育振興機構を始めとす
る青少年教育施設においては，青少年団体の
指導者を対象とした研修を行っており，また，
同機構に設置されている「子どもゆめ基金」
により，民間団体が実施する様々な体験活動
や読書活動等への助成を行っている。

カ　子どもの読書活動（文部科学省）

第
２
章



86

第２部　青少年に関する国の施策

　　子どもの読書活動は，人生をより深く生き
る力を身に付けていく上で欠くことのできな
いものであり，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。
　　また，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。
　　さらに，「子どもの読書活動の推進に関す
る法律」が施行されてからは，毎年「子ども
読書の日」（４月23日）に，広く子どもの読
書活動についての関心と理解を深めるととも
に，子どもの読書活動への意欲を高めるため，
文部科学省と独立行政法人国立青少年教育振
興機構等の主催で，「子どもの読書活動推進
フォーラム」を開催し，各都道府県において
子どもの読書を推進する活動が優秀と認めら
れる学校，図書館及び団体（個人含む。）に
対して，文部科学大臣表彰の授与，子どもの
読書活動推進の実践事例の発表，著名作家な
どによる記念講演などを行っている。
キ　公民館等（文部科学省）
　　公民館等は，子どもたちの地域における多
様な活動を支える施設である。公民館におい
ては，親子で参加する工作教室など，子ども
を対象とした様々な教育活動が行われてい
る。
　　また，図書館は，子どもたちが読書の楽し
みを知ることのできる教育施設であり，子ど

もの読書活動の推進に資する施設である。
　　さらに，博物館は，豊富な学習資源と学芸
員等の専門家を有しており，その機能を活用
した実験教室など，子どもを対象とした様々
な教育活動が行われている。

ク　児童館等（厚生労働省）
　　児童に健全な遊びを与えて，その健康を増
進し，情操を豊かにすることを目的とする施
設として，児童館がある。児童館には，地域
の児童の健全育成の拠点としての機能を有す
るもののほか，豊かな自然の中で，宿泊施設
を備え，野外活動が可能な大型児童館（B型）
もあり，自然をいかした遊びを通じて協調性，
創造性，忍耐力を高めることを目的としてい
る。

　　また，放課後児童クラブに伝承遊びのボラ
ンティアを派遣する事業を平成16年度から実
施するとともに，子育て中の当事者や経験者
を活用して，民営の児童館内で一定時間，子
育て親子のつどいの場を設ける「地域子育て
支援拠点事業（児童館型）」を平成19年度か
ら実施している。

ケ　自然体験活動（文部科学省）
　　文部科学省では，次代を担う自立した青少
年の育成を図るため，小学校における長期自
然体験活動の指導者養成等必要な支援に取り
組むとともに，関係省庁と連携して地域にお
いて多様な体験活動プログラムを開発する事
業や，青少年が自立した人間として成長する
ことを支援するため青少年の意欲や社会性を
はぐくむ自然体験活動等青少年の様々な課題
に対応した体験活動を推進することとしてい
る。

　　また，独立行政法人国立青少年教育振興機
構においては，青少年の自然体験活動等を支
援する指導者の養成を行うとともに，立地条
件や各施設の特色を生かした自然体験活動等
の機会と場の提供を行っている。さらに，同
機構に設置されている「子どもゆめ基金」に
より，民間団体が実施する子どもの自然体験
活動等の振興を図る取組への支援を行ってい
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る。
コ　子どもたちの農業体験（農林水産省）
　　農林水産省では，農業や食に関する考え方
が形成される子どもの時期に農林水産業の体
験を通して農業や食への関心と理解を深める
ことが重要であることから，一連の農作業等
の体験の機会を提供する「教育ファーム」の
取組の推進を行うとともに，各地で取り組ま
れている農業体験活動を定着させるため農業
体験に取り組む子どもたちの全国的な交流の
場づくりへの支援及び農業体験学習の現場で
の受入れに関する情報提供等への支援を行っ
ている。
　　また，平成20年度からは，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。
サ　森林環境教育活動（農林水産省）
　　林野庁では，文部科学省と連携して，子ど
もたちが入門的な森林・林業体験活動を行う
機会を幅広く提供する「森の子くらぶ活動推
進プロジェクト」の受入体制の整備，森林体
験活動の場である学校林の整備・活用，児童
生徒等に森林・林業への理解を促進するため
の教材の整備など，森林環境教育活動を推進
していくための体制の整備に向けた支援を実
施している。
　　また，国有林野事業においては，教育関係
機関等と連携し，森林環境教育活動を実施す
るとともに，教職員等を対象として，森林観
察会や体験林業活動における指導的な役割を
担う者への技術的指導等に取り組んでおり，
平成19年度は，延べ約11万１千人が参加した。
　　そのほか，学校等による体験活動等の場を
提供するための「遊々の森」の設定に取り組
んでおり，平成19年度末現在，139か所，5,572

ヘクタールについて学校等と協定を締結して
いる。

シ　国民参加の森林づくりの推進（農林水産省）
　　林野庁では，緑と親しみ，緑を愛し，緑を
守り育てる活動を目的とした緑の少年団が一
堂に会する全国大会・活動発表大会に対する
支援を行うとともに，青少年による森林ボラ
ンティア活動等に対する支援を行っている。

　　また，国有林野事業においては，森林ボラ
ンティア等による自主的な森林づくり活動の
場を提供するための「ふれあいの森」の設定
（平成19年度末現在，143か所，4,570ヘクター
ル），地域の歴史的木造建造物や伝統文化等
の継承に貢献するための「木の文化を支える
森づくり」に取り組んでいる（平成19年度末
現在：19か所）。
ス　自然と触れ合う活動（環境省）
　　環境省では，地方公共団体等との協力の下，
「みどりの月間」（４月15日～５月14日），「自
然に親しむ運動」（７月21日～８月20日），「全
国・自然歩道を歩こう月間」（10月）等を通
じて，自然観察会など，自然と触れ合い，親
しむ行事を行っている。

　　また，関係省庁と連携し，農山漁村での自
然体験や国立公園内での自然保護官の業務体
験といった五感で学ぶ原体験を通じて，次世
代を担う子ども達の育成を図るとともに，自
然と人との共生や生物多様性保全の理解を深
める「『五感で学ぼう！』子ども自然体験プ
ロジェクト」を実施している。

　　これらのことにより，青少年が自然と触れ
合う機会を提供し，青少年の健全な育成や自
然系環境教育の推進に努めている。

　　このような行事を中心とした自然系環境教
育活動を積極的に推進するため，自然解説指
導者育成事業により，活動の指導的立場にあ
るビジターセンター等の職員の研修を行うと
ともに，国立公園等における活動に協力する
ボランティアの養成・活動支援等を行う事業
等を通じ，活動を担う人材の養成に努めてい
る。

第
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第２部　青少年に関する国の施策

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（文部科学省）
　　学校においては，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（P78（1）ア参照）。

イ　学校における「食育」の推進（文部科学省）
　　思春期においては，学童期に学習した基礎
的事項を土台として，望ましい食習慣の形成
や食の自己管理能力が身に付くよう，食に関
する指導を継続して実施することが重要であ
る。その際，心身の発育・発達が著しい本期
の発達的特徴に十分に配慮する必要がある。
文部科学省では，このことを踏まえつつ，学
校における食に関する指導の充実を図ること
としている（P70（4）参照）。
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（文部科学省）
　　スクールカウンセラーやスクールソーシャ
ルワーカー等専門家を配置することにより，
教育相談体制の充実を図っている（P78（1）
ウ参照）。
エ　自殺予防のための取組（文部科学省）
　　平成18年８月，文部科学省は，「児童生徒
の自殺予防に向けた取組に関する検討会」を
立ち上げ，同検討会は平成19年３月に「子ど
もの自殺予防のための取組に向けて（第１次
報告）」を取りまとめた。同報告において，
ただちに実施すべき対策として，子どもの自
殺に関する実態把握のための体制の整備，自
殺が起きてしまった後の遺された他の子ども

たちや家族に対するケア，子どもの自殺予防
に関する教師を対象とした自殺予防教育（プ
ログラム）等が挙げられており，同報告を受
け，ワーキンググループにおいて，教員向け
の手引書の執筆を進めているところである。
今後，これらを含めた児童生徒の自殺予防に
関する取組の充実に向けた検討を文部科学省
において行うこととしている。

（2）地域における相談，医療機関での対応（厚
生労働省）
　地域において，若者の心の健康，薬物乱用防
止，性感染症対策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って
いる。特に，性に関する健全な意識を涵養（か
んよう）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・カウンセリング」及び「ピア・
エデュケーション」）の普及，平成15年度から，
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相談援助を行う場を，医療
機関にモデル的に設置するなど相談体制の充実
を進めている。
　また，保健所等において，妊娠・出産につい
ての悩みに応ずるほか，妊娠について悩んでい
る若者を対象に，個別に医学的，精神的，社会
的な相談援助を行う場を設置する，モデル的相
談事業を実施するなど様々な取組を進めてい
る。

（3）メディアを通じた広報啓発（文部科学省）
　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。

（4）思春期特有の課題への対応（文部科学省，
厚生労働省）

　　さらに，地域における環境保全活動等を支
援する「こどもエコクラブ事業」を地方公共
団体等と連携しつつ実施し，環境に関する分

かりやすい情報の提供や，全国交流会の実施
等を行っている。

第３節　思春期


