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　イ　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
遊びや異年齢児との交流の機会を確保して
いる。

　　 　また，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，
創造性及び忍耐力を高めることを目的とし
ている。

　　 　さらに，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。

　ウ　都市公園（国土交通省）
　　 　子ども・若者をはじめ幅広い年齢層の
人々が，自然とのふれあいやスポーツ・レ
クリエーション，文化芸術活動等多様な活
動を行う拠点となる都市公園の整備を推進
している。

⑵  読書活動の推進（文部科学省）
　 　読書は，我々の人生をより豊かなものにす
るだけでなく，特に子どもにとっては，言葉
を学び，感性を磨き，表現力を高め，創造力
を豊かなものにし，人生をより深く生きる力
を身につけていく上で欠くことができないも
のである。
　 　子どもの読書活動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，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，「子どもの
読書活動の推進に関する基本的な計画」（第
２次）が閣議決定された。
　 　本計画では，国は，本計画期間中に50％以
上の市町村において「子ども読書活動推進計
画」（以下，「市町村計画」という。）が策定

組を実施し，その定着を図るモデル事業
や，子どもの発達段階に応じた体力向上プ
ログラムの開発などを実施している。

　イ 　学校におけるスポーツの振興（文部科学
省）

　　 　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，
平成21年３月に高等学校の学習指導要領を
改訂した。学習指導要領においては，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，生涯にわたって運動に親しむ資質
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。平成21年度にお
いては，中学校における「武道」や「ダン
ス」が円滑に実施できるよう条件整備を行
うための事業や，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
資料の作成等を行った。

　　 　また，今回の中学校・高等学校の学習指
導要領の改訂では，部活動を新たに総則に
規定するとともに，その意義，教育課程と
の関連，運営上の工夫を行うとの配慮事項
などについて，記載している。平成21年度
においては，運動部活動などの指導におけ
る外部指導者の活用を促進するための実践
事業や，複数の学校でチームを編成する複
数校合同の運動部活動などについての実践
事業を行った。

２　多様な活動機会の提供
⑴  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，厚生労働省）

　　 　文部科学省及び厚生労働省では，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」を平成19年度に創
設し，推進している。
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備・活用を支援した。
　　 　また，国有林野事業においては，教育関
係機関等と連携して森林環境教育活動を実
施するとともに，森林観察会や体験林業活
動において指導的な役割を担う教職員等を
対象とした技術的指導等に取り組んでお
り，平成20年度は延べ約11万5,000人が参
加した。

　　 　その他，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20年度末現在，152か所，
6,361ヘクタールの国有林について学校等
と協定を締結している。

　ウ 　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20年度末現在：150か所，
4,843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20年度末現在：20か所，554
ヘクタール）。

　エ　花育活動の推進（農林水産省）
　　 　農林水産省では，文部科学省及び国土交
通省と連携して，花育活動を推進してい
る。花育は，花壇作りやフラワーアレンジ
といった花や緑との触れ合いを通じて，子
どもたちが優しさや美しさを感じる気持ち
をはぐくむ取組であり，教育現場や地域が
活動の舞台となっている。この花育活動
は，地域の農家や生花店の協力により，各
地で独自に取り組まれてきたが，平成20年
３月に花や緑の生産者，流通業者，造園業

されるよう，都道府県及び市町村の相談に応
じること等により取組を促していくこととさ
れており，文部科学省の調べでは，平成21年
度末時点で，全都道府県と753市町村（全市
町村の約43％）において「市町村計画」が策
定され，引き続き，地域の実情を踏まえつつ，
市町村計画の策定が求められている。
　 　国民の間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ため，法律に基づき，
子ども読書の日（４月23日）を記念して「子
どもの読書活動推進フォーラム」を開催し，
文部科学大臣表彰の授与等を行うとともに，
子どもの読書に関してホームページ等による
情報提供，司書教諭の養成やリーフレットの
作成・配布等を通じた学校図書館の充実及び
公立図書館の機能の向上に努めている。
　 　また，平成22年は「国民読書年」であるこ
とから，国民読書年に関するホームページの
開設，国民の読書活動を推進するための検討
の場を設ける等により，社会全体で読書活動
を推進する取組の充実に努めている。
⑶ 地域等での多様な活動
　ア　自然体験活動（文部科学省）
　　 　文部科学省では，次代を担う青少年の育
成を図るため，自然体験活動の指導者養成
に取り組むとともに，青少年の様々な課題
に対応した体験活動を推進している。

　　 　また，独立行政法人国立青少年教育振興
機構においては，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。

　イ　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，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等，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。なお，平成21年
度まで森林体験活動の場である学校林の整
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　キ　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たりする
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
の舞台芸術の鑑賞や芸術文化団体による
ワークショップに参加し，舞台芸術に身近
に触れることができる機会を提供する「子
どものための優れた舞台芸術体験事業」及
び伝統文化に関する活動を継続的に体験・
修得できる機会を提供する「伝統文化こど
も教室事業」等，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。

　ク　環境教育（文部科学省，環境省）
　　 　現在，温暖化や自然破壊等地球環境の悪
化が深刻化し，環境問題は人類の生存と繁
栄にとって緊急かつ重要な課題となってい
る。豊かな自然を守り，未来へと引き継い
でいくためには，子どもたちを含めた一人
一人が環境問題に関心を持ち，自ら環境保
全活動に取り組んでいく態度を養っていく
必要がある。

　　 　このような中，平成18年12月に成立した
改正「教育基本法」には，教育の目標とし
て「生命を尊び，自然を大切にし，環境の
保全に寄与する態度を養うこと」（第２条
第４項）が新たに規定された。

　　 　文部科学省では，子どもたちがその発達
段階に応じて，様々な機会に環境の保全に
ついての理解と関心を深めることができる
よう，学校教育及び社会教育において環境
教育の推進のために必要な施策に取り組ん
でいる。

　　 　学校教育においては，平成20年３月に
小・中学校，平成21年３月に高等学校の学
習指導要領を改訂し，社会科や理科，技

者等の団体から成る全国花育活動推進協議
会が設立され（平成22年７月末現在38団体
が加入），花育に興味を持っている小学
校・地域等に対して，花育教室の実施や専
門知識を有する花育アドバイザーの紹介，
取組事例の情報提供等，花育活動の普及を
図っている。

　　 　また，花育の取組の更なる普及を図るた
め，農林水産省では，平成21年度から「花
育活動推進事業」を実施し，児童の花や緑
に対する関心を深め，理解を促進するため
の教材や指導マニュアルの作成及び研修会
を通じた花育活動実践者育成のための取組
への支援を行っている。

　オ　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，自然観察会等，自然
と触れ合い，親しむ行事を行うことによ
り，子ども・若者が自然と触れ合う機会を
提供し，子ども・若者の健やかな育成や自
然系環境教育の推進に努めている。

　　 　また，このような自然系環境教育活動を
積極的に推進するため，国立公園等におけ
る活動に協力するボランティアの研修・活
動支援等を通じ，人材の養成に努めている。

　カ　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。
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文部科学省では，３泊４日以上での農山
漁村での自然体験活動等の取組を支援し
ている。

　　② 　子どもの学校や地域における農業体験
（農林水産省）

　　　 　一連の農作業等の体験の機会を提供す
る「教育ファーム」の取組を推進すると
ともに，各地の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。

　　③ 　子どもの森林・林業体験（農林水産省）
　　　 　子どもたちが森林において様々な体験

活動を行う機会を提供する「森の子くら
ぶ活動推進プロジェクト」を推進してい
る。また，国有林野事業では，「遊々の
森」制度により継続的に体験活動が展開
できる場を提供している。そのほか，農
山漁村における体験活動とも連携し，森
林・林業に関する学習・体験活動のため
のフィールド整備及びプログラムの作成
を行っている。

　　④ 　子どもの漁業体験（農林水産省）
　　　 　海，水産業及び漁村について，子ども

たちの理解を深める上で重要な学校内外
の活動の一環として行われる漁業体験活
動や自然体験活動を促進するため，漁業
体験等の普及啓発活動への支援及び体験
活動の場の整備への支援を行うととも
に，漁村の受入体制の整備等への支援を
行っている。

⑷  生涯学習への対応
　 　社会経済の大きな変化の中で，生涯を通じ
て，あらゆる機会に，あらゆる場所において
学習することができ，その成果を適切に生か
すことのできる社会を実現することが求めら
れている。特に，出産・育児のために仕事を
離れる者が多いなど，安定した雇用を得にく
い女性にとって，生涯にわたる学習機会の充
実は重要である。

術・家庭科等関連の深い教科を中心に環境
教育に関する内容の充実を図った。

　　 　学校施設においても，環境を考慮した学
校施設（エコスクール）づくりを図ること
は，環境教育の教材としての活用や環境負
荷低減の効果が期待されるところであり，
太陽光パネルの設置や学校ビオトープ，校
庭の芝生化等エコスクールの整備を進めて
いる。

　　 　社会教育においては，公民館等の社会教
育施設を中心として，地域における社会教
育関係団体等が連携し環境保全等の地域の
課題を解決していくための取組を支援し，
地域の教育力の向上を図っている。

　　 　また，環境省をはじめとする関係府省で
は，環境の保全のための意欲の増進及び環
境教育の推進に関する法律（平15法130）
及び同法に基づく基本方針に基づき，人材
認定等事業の登録を行い，登録した事業に
ついてインターネットによる情報提供を行
うとともに，「21世紀環境教育プラン～い
つでも（Anytime），どこでも（Anywhere），
誰でも（Anyone）環境教育AAAプラン～」
として，関係府省が連携しつつ，家庭，学
校，地域，企業等における生涯にわたる質
の高い環境教育の機会を提供している。

　　 　青少年教育施設においては，豊かな自然
環境を生かし，体験型の環境学習や自然体
験活動の機会を提供する等，環境教育の推
進に取り組んでいる。

　ケ　都市と農山漁村の共生・対流の促進
　　① 　子ども・若者の農山漁村交流（総務

省，文部科学省，農林水産省）
　　　 　農林水産省，文部科学省，及び総務省

の３省では，力強い子どもの成長を支え
る教育活動として，小学校における農山
漁村での宿泊体験活動を推進する「子ど
も農山漁村交流プロジェクト」を展開し
ている。農林水産省では，受け入れの核
となる受入モデル地域を選定して受入体
制の整備等の支援を行っている。また，
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た。平成22年６月には「『検定試験の評価
ガイドライン（試案）』について（検討の
まとめ）」を取りまとめ，この中では，検
定事業者による自己評価の開始や情報公開
の重要性，評価の際の視点等が示されてい
る。

　ウ 　全国生涯学習フェスティバルの実施（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，生涯学習の一層の促進を図ること
を目的としており，文部科学省と開催道府
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21年度は埼玉県において開催し，約
223万9,000人が参加しており，平成22年度
は高知県で開催した。

⑸  多様な価値観に触れる機会の確保（内閣府，
総務省，文部科学省）
　 　内閣府の青年国際交流事業は，多様な価値
観を持つ各国青年との交流により日本青年が
グローバルな知識や発想を身につけること
と，各国から参加した優秀な青年に我が国と
の信頼関係を基礎として我が国への理解と友
好親善を深めてもらうために行われている。
本事業は天皇陛下の御成婚を記念して開始さ
れた皇室ゆかりの事業であるため，各国政府
は将来の政財界を担う極めて能力の高い青年
を派遣してきており，これらの各国を代表す
る青年と日本代表の青年同士が濃密なディス
カッション等による交流を行っている。
　 　例えば，「東南アジア青年の船」「世界青年
の船」各事業における船内でのプログラム
は，各国青年との英語によるディスカッショ
ンが中心で，異文化理解，環境，教育等のテー
マ別の討論や発表等が行われている。「国際
青年育成交流」「日本・中国青年親善交流」
「日本・韓国青年親善交流」等の航空機によ

　 　生涯学習機会の提供者として，学校・社会
教育施設・民間教育事業者・NPO・行政等，
多様な主体が活躍しているが，本項では，他
の項との重複を避けるため，高等教育機関に
おける生涯学習への対応状況や，民間教育事
業の質の向上に関する取組等について取り上
げる。
　ア　高等教育機関における対応（文部科学省）
　　 　大学等の高等教育機関は，従来から生涯
学習機関としての機能を社会一般に積極的
に提供するよう期待されてきたが，昨今，
技術革新や産業構造の変化に伴い，社会人
が高等教育機関で教育（再教育）を受ける
必要性が高まるなど，その一層の充実が求
められている。このため，次のような対応
が進められている。

　　①公開講座の実施
　　②夜間の学部・学科の設置
　　③昼夜開講制の実施
　　④通信教育課程の設置
　　⑤科目等履修生制度の導入
　　⑥履修証明制度の導入
　　⑦大学・大学院入学資格の弾力化
　　⑧高等学校卒業程度認定試験の実施
　　⑨ 短期大学における地域総合科学科の設置

と適格認定
　　⑩放送大学の充実
　イ 　民間教育事業の質の向上に関する取組
（文部科学省）

　　 　生涯学習の成果を適切に生かすことので
きる社会を実現するためには，学習成果の
評価の社会的通用性を向上させることが必
要である。そのため，民間事業者等が提供
する多様な教育サービスについて，その質
の向上や信頼性の確保に向けた取組が求め
られている。

　　 　このような観点での第一歩として，文部
科学省では平成20年５月に「検定試験の評
価の在り方に関する有識者会議」を設置
し，検定試験の質の向上や信頼性の確保に
向けた評価の在り方について検討を行っ
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　 　平成22年３月13日（土）には，「世界の結
婚式事情」をテーマとして中国とインドネシ
ア出身の岩手大学の留学生３名をスピーカー
に迎え，いわて県民情報交流センター（盛岡
市）にてボイスフォーラムが開催された。こ
のフォーラムでは，「結婚」の契りを厳粛な
ものととらえる価値観は世界共通であるもの
の，その過程での結納や結婚式は，それぞれ
の宗教観等を背景に全く異なるものであるこ
と等が報告された。
　 　このように，「ボイスフォーラム」では，
各地に定住している外国出身者から話を聞い
たり，各地の日本青年国際交流機構会員や一
般の住民と交流するなどの活動が行われてい
る。
　 　内閣府の青年国際交流事業では，多様な背
景を持つ各国青年との交流により，普段の生
活の場を超えた多様な価値観に触れる貴重な
機会を提供しているところであるが，「ボイ
スフォーラム」の事例で見たように国際交流
事業の既参加青年たちが自主的に行っている
事後活動においても，背景の異なる外国人等
との交流活動等により，自らとは異なる文化
や多様な価値観に触れる機会を継続的に設け
ているところである。
　 　文部科学省でも，青少年に対し，国内外の
様々な人々との交流の機会を提供する事業を
実施している。

る二国間交流事業においても，派遣期間中の
各国青年とのディスカッションやホームステ
イがプログラムの中心となっている。
　 　こうした交流は，参加青年にとっては，普
段の生活の場を超えた多様な価値観に触れる
貴重な機会となっている。
　 　また，内閣府の青年国際交流事業の日本青
年の参加者は，これまでに約１万5,000名と
なっており事業に参加した青年（既参加青
年）は，非営利の活動団体「日本青年国際交
流機構」を組織し，人道支援や青少年育成等
の社会貢献活動や，外国人との交流活動等多
くの事後活動を活発に展開している。
　 　例えば，昭和58年から，ほぼ毎年岩手県内
各地で開催されている「ボイスフォーラム」
は，通称「万国おしゃべり大会」とも言わ
れ，日本に在住している外国人青年を数名ゲ
ストスピーカーに迎え，日本語で出身国のお
国事情を紹介してもらう催しである。スピー
チのテーマには，世界遺産登録を目指す平泉
では「世界の文化遺産」，偉人のまちとして
PR している奥州市では「世界の偉人」，オ
リンピックの年には「世界のスポーツ（国
技）」等，開催場所等に合わせて工夫した
テーマを設けている。また，スピーチ後のお
茶と軽食による立食の「茶話会」について
も，時にはスピーカー手作りの料理やお菓
子，飲み物等の差入れもあり，毎回各国事情
の紹介等で盛り上がりを見せている。

「ボイスフォーラム」の様子 「茶話会」の様子




