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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２２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
等について，記載している。平成２２年度に
おいては，運動部活動等の指導における外
部指導者の活用を促進するための実践事業
等を行った。

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。

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，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・若者を始め幅広い年齢層の人々

が，自然との触れ合いやスポーツ・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，今後おおむね
５年間に渡る「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。
同法では，都道府県及び市町村は，それぞ

れ，「都道府県子ども読書活動推進計画」及
び「市町村子ども読書活動推進計画」（以下，
「市町村計画」という。）を策定するよう努
めなければならないとされている。また，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「市町村計画」が策定される
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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２２年度末時
点で，全都道府県と８１０市町村（全市町村の
約４６％）において「市町村計画」が策定され
ている。文部科学省としては，引き続き，地
域の実情を踏まえつつ，市町村計画の策定を
促すこととしている。
また，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
による情報提供や司書教諭の養成やリーフ
レットの配布等を通じ，学校図書館の充実に
努めている。
さらに，「国民読書年」（平成２２年）を契機

として，読書への国民の意識を高めるため，
「国民の読書推進に関する協力者会議」（座
長：福原義春資生堂名誉会長）を設けるなど
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
をい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。
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２１年度は延べ約１１万２０００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２１年度末現在，１６２か
所，７２７７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
が日頃の活動状況を発表し，相互の研鑽を
図る全国緑の少年団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２１年度末現在：１３２か所，３５４４
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」の設定（平成２１年度末現
在：２２か所，５６５ヘクタール）に取り組ん
でいる。

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
を育む取組であり，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
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花や緑の生産者，流通業者，造園業者等の
団体から成る全国花育活動推進協議会が設
立され（平成２３年１月末現在３９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。
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２２年度には，主に小学
校低学年児童を対象に，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実施を通じ
た花育活動実践者育成のための取組に支援
を行った。平成２３年度においては，小学校
中高学年を対象とした同様の取組に支援を
行う。

オ 自然とのふれあいの推進（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
とふれあい，親しむ行事を行うことによ
り，子ども・若者が自然とふれあう機会を
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
の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。

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，豊かな心や感性を育むよう，
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，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」を実
施した。
また，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
る機会を提供するなど子どもの文化芸術体
験活動の推進のための施策の充実を図って
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。
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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
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）づくりを行うこと
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，
さらに，地域の環境教育の発信拠点となる
ことから，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て，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（Any-
where），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など環境教育の推
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，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，国有林野事業においては，

「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。

③ 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。
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
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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，検定試験の評価や情報公開

の必要性，実際に評価を行う際の評価手法
や評価の視点等を示すとともに，その周
知・普及に努めている。

ウ 全国生涯学習ネットワークフォーラムの
実施（文部科学省）
生涯にわたって，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
実現するためには，学習機会の整備ととも
に，学習成果の活用の促進が必要である。
その実現のため，行政，大学，NPO等

の団体，企業等の人々（以下，「関係者」
という。）が各地で取り組んでいる，生涯
学習活動の成果を生かして社会的課題の解
決を図る取組を全国的に推進することが重
要である。
本フォーラムは，関係者等が一堂に会

し，課題について研究協議等を行いその成
果を情報発信するとともに，継続的な活動
を充実させ関係者相互の情報交換等を日常
的に行えるよう，様々な分野にまたがる関
係者等のネットワーク化を図ることを目的
としており，平成２２年度は高知県で開催し
た。

エ 女性の生涯学習（文部科学省）
女性が主体的に働き方・生き方を選択で

きるよう，結婚，妊娠，出産といったライ
フイベントを視野に入れ，長期的な視点で
自らの人生設計を行うことを支援するため
に学習プログラムの開発やパンフレットの
作成等を行った。

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
にグローバルな知識や発想を身に付けてもら
うとともに，各国から参加した優秀な青年に
我が国青年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。
例えば，「東南アジア青年の船」及び「世
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界青年の船」各事業における船内でのプログ
ラムは，多様な文化や価値観を持つ各国青年
との英語によるディスカッション活動が中心
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るほか，各国の芸能や
スポーツを伝えるクラブ活動等を通じた交流
活動を行っている。「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」等の二国間交流事業においても，
訪問国での現地青年との双方の社会事情に関
する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，高いディスカッション能

力やコミュニケーション能力の向上に寄与す
るとともに，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１万５４００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」（IYEO）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，宮崎県延岡市の既参加青年が中心

となって平成７年から実施している「親と子
どもの国際理解講座（世界探検隊）」（以下，
「世界探検隊」という。）は宮崎県に在住し
ている外国人青年を講師に迎え，出身国を紹
介してもらう催しである。通常講座として子
どもたちは，外国人青年から彼らの出身国の
歌や踊り等の遊び等を中心に紹介してもら
い，最後にその国の料理を参加者で作り，そ
の国の食べ方で食べるなど，楽しみながら異
文化を体験している。さらに，世界探検隊で
は，通常講座のほかにも，スキーの盛んな国
の青年とスキーに馴染みの薄い宮崎県の子ど
もたちが共にスキーを体験することで交流を
深めるなどの特別講座も開催しており，これ
までに通常講座３２回，特別講座９回が開催さ

れ，参加延べ人数は約２０００名，紹介した国は
２６か国，交流した外国青年は９１名に上る。
同活動により，参加した外国人青年と子ど

もたちとの交流が芽生え，子どもたちは海外
への興味を持ち，国際理解，国際交流及び国
際協力への意識が高まるとともに，海外青年
の日本への親近感を増す機会となっている。
このように，世界探検隊では，国際交流や

国際理解，国際協力活動を通じて，子どもや
若者の育成に貢献する活動を行っている。
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，世界探
検隊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を通して多様な価値観に
触れる機会を提供する事業を実施している。
平成２３年度からは新たに，「青少年教育施設
を活用した交流事業」として，東アジアを中
心とした海外の青少年を日本に招き，青少年
教育施設，スポーツ施設，博物館・美術館，
学校関連施設等文部科学省に関連する施設を
最大限に活用して自然体験・スポーツ体験・
文化体験等を行い，日本の青少年との多様な
交流の機会を提供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

構においても様々な国際交流事業を実施して
いる。「子どもゆめ基金」では，平成１４年の
「日中韓国民交流年」を機に，絵本・童話を
通して，お互いの文化の特徴や共通性の認識
を深めることを目的として，「日中韓子ども
童話交流事業」を実施している。同事業は，
小学４年生から６年生にあたる日本・中国・
韓国の子どもたち１００名が６泊７日の間行動
を共にし，理解を深め合うものである。平成
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世界探検隊（特別講座）世界探検隊（通常講座）

２３年度は，これまで日本において開催されて
きた同事業を初めて中国で開催することと
し，日本の小学生を同国に派遣する予定であ
る。
さらに，同機構傘下の国立江田島青少年交

流の家では「青少年国際平和未来会議」を開
催し，外国の青年たちに，異文化交流，海洋

活動及び環境問題をテーマにしたディスカッ
ション等を通じて，国際感覚を育み，グロー
バルな視点で環境を保全していく意欲・態度
を身に付けさせる事業を実施するなど，同機
構傘下の施設においては，国内外の様々な人
との交流の機会を提供する事業を実施してい
る。
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贈呈の様子 贈られたミシンを使う子どもたち

大分県青年国際交流機構（内閣府青年国際交流事業の既参加青年が組織する非営利活動団体である
日本青年国際交流機構の大分県組織）（以下，「機構」という。）では，タイとミャンマーの子どもた
ちの自立支援として，県内各地の家庭から使われなくなった足踏みミシンを集め，修理した後に贈る
という取組をしています。
この取組は，県青少年団体連絡協議会とともに平成１３年から実施していましたが，平成１７年度か
ら，機構が全面的に引き継いだものです。ミシンの修理には大分県の県立工業高校と（独）国立高等
専門学校機構大分工業高等専門学校（以下，「大分工業高等専門学校」という。）が協力しているほか，
県内で支援物資や募金を集めるなど，広く県内に協力者を求めて活動しています。
機構では，本事業の一環として毎年「タイ王国訪問研修」を行っており，大分県の中高生ボランティ

アスタッフ等がタイを訪問し，施設を見学するとともに，修理されたミシンや支援物資等をタイの子
どもたちに届けています。取組を引き継いだ初回の平成１８年３月に行われた研修には，高校生３名，
中学生６名を含む１６名が参加し，集まった物資と募金を持参し，タイの子どもたちの自立支援を行っ
ているドゥアン・プラティープ財団やケア・タイ（タイの福祉団体）等を訪問して贈るとともに，訪
問先の活動に参加して様々な事情を学びました。施設への訪問は今も継続して行っています。
平成１７年度からの活動で３００台のミシンが集まり，修理をした後，コンテナを使用して毎年タイと
ミャンマーへ贈られてきました。活動当初はタイに対する支援でしたが，平成１９年以降はミャンマー
への活動が加わりました。
また，ミシンの修理について協力している大分工業高等専門学校では，本事業への協力を契機とし

て，東南アジア諸国に対する修理済み足踏みミシンの寄贈や修理技術の指導といったボランティア活
動に独自に取り組むようになりました。このように，東南アジアの国々との新しいつながりが広がっ
ています。

タイ・ミャンマーの子どもたち支援事業
大分県青年国際交流機構1


