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第1節	 子供・若者に関する実態等の把握，知見の集積と共有

1 	調査研究（内閣府，各省庁）
社会全体で子ども・若者育成支援のための取組が適切に推進されるようにするためには，子供や若者

の実態や意識を把握し，広く国民の間で事実認識を共有することが重要である。
内閣府は，子供や若者に関する調査研究を実施している。これまでの調査研究の結果については，広

く国民の間で積極的に活用されるようホームページ207などで公開している（第2-5-1図）。

	 第2-5-1表	 	 青少年についての主な意識調査等一覧

調査名 調査の対象及び事項 発行年月

青少年のインターネット利用
環境実態調査

対象（回答数）：
満10歳~満17歳の青少年　3,441人
満10歳~満17歳の青少年の保護者　3,637人

事項：
スマートフォン，携帯電話，携帯ゲーム機，タブレット，ノートパソコ

ン，携帯音楽プレイヤー，インターネット，フィルタリング・サービス　
など

平成27年3月

小学生・中学生の意識に関す
る調査

対象（回収数）：
9～14歳の青少年　1,404人
9～14歳の青少年の両親　2,487人

事項：
（青少年）ふだんの生活，学校生活，友人，価値観，悩みや性格　など
（親）教育としつけ，性格，地域とのかかわり

平成26年7月

我が国と諸外国の若者の意識
に関する調査

対象（回収数）：
日本，韓国，アメリカ，英国，ドイツ，フランス，スウェーデンの13歳
～29歳までの青少年　各国　約1,000人

事項：
人生観，国家・社会，地域社会・ボランティア，職業，学校，家庭

平成26年6月

若者の考え方についての調査
（ニート，ひきこもり，不登校
の子ども・若者への支援等に
関する調査）

対象（回収数）：
A：�15歳～29歳で，社会生活や日常生活を円滑に送ることができていな
かった経験のある若者（現在その状態にある場合も含む）　1,732人

B：�15歳～29歳の上記Aに該当しない若者　1,487人
事項：
子ども・若者が抱える困難とその相談対応や支援に関する考え方　など

平成25年4月

困難を有する子ども・若者及
び家族への支援に関する調査
研究（家族への意識調査）

対象（回収数）：
A：�15歳～39歳でひきこもり，ニート等社会生活を営む上で困難を有す
るものを家族にもつ15歳以上の者1,546人

B：15歳～39歳のものを家族にもつ15歳以上の者1,554人
事項：
困難を抱える家族への意識，支援に関する意識　など

平成25年4月

青少年のインターネット利用
環境実態調査

対象（回収数）：
満10歳～満17歳の青少年　3,441人
満10歳～満17歳の青少年の保護者　3,637�人

事項：
スマートフォン，携帯電話，携帯ゲーム機，タブレット，ノートパソコ
ン，携帯音楽プレーヤー，インターネット，フィルタリング・サービス　
など

平成25年3月

若者の考え方についての調査
（若者の仕事観や将来像と職業
的自立，就労等支援等に関す
る調査）

対象（回収数）：
15歳～29歳の青少年　3,000人

事項：
仕事観，働くことの不安や現実，働くことを支援する公的な相談機関，
キャリア教育・職業教育　など

平成24年5月

207	http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu.htm
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第5章 今後の施策の推進体制等    第1節 子供・若者に関する実態等の把握，知見の集積と共有

困難を有する子ども・若者の
支援者調査

調査対象及び回収結果
【A調査…法人を対象とした調査（法人実態調査）】
ニートやひきこもり等，社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ど
も・若者を支援している全国のNPO法人（714法人）を対象とした調査　
有効回答法人数：447法人

【B調査…支援に従事している職員を対象とした調査（支援者意識調査）】
A調査対象法人において支援に従事している役職員　2,856人（4人×
714人）を対象とした調査　有効回答者数：1,064人

事項
【A調査】法人概況，支援スタッフの状況，支援内容　など
【B調査】�職員の前職，職員となった動機，支援実践上の課題，支援実践

に対する評価　など

平成24年5月

親と子の生活意識に関する
調査

調査対象及び回収結果
対象…全国の中学3年生及びその保護者
標本数／有効回収数（率）

【子調査】：4,000人／3,192票
【親調査（保護者調査）】：4,000人／3,197票
事項
【子調査】�自身に関すること，学校や勉強に関すること，家庭生活に関

すること　など
【親調査】自身に関すること，子に関すること，家庭に関すること　など

平成24年5月

青少年のインターネット利用
環境実態調査

対象（回収数）：
満10歳～満17歳の青少年　1,969人
満10歳～満17歳の青少年の保護者　2,037人

事項：
携帯電話，パソコン，インターネット，フィルタリング・サービス　など

平成23年10月

若者の意識に関する調査
（高等学校中途退学者の意識に
関する調査）報告書

対象（回収数）：
高校中退後おおむね2年以内の者（おおむね平成20年4月以降に高校を
中退した者）　1,176人

事項：
現在の状況，中退時の見通し，今後の進路希望，社会サービスに関する
認知度，必要な支援　など

平成23年3月

青少年のインターネット利用
環境実態調査

対象（回収数）：
満10歳～満17歳の青少年　1,314人
満10歳～満17歳の青少年の保護者　1,400人

事項：
携帯電話，パソコン，インターネット，フィルタリング・サービス　など

平成23年2月

若者の意識に関する調査
（ひきこもりに関する実態調査）

対象（回収数）：
15歳以上39歳以下の者　3,287人

事項：
基本的属性，学校，就労，普段の活動，ひきこもりの状態，相談機関，
家庭の状況　など

平成22年7月

第4回非行原因に関する総合的
研究調査

対象（回収数）：
一般少年：�小学生（5～6年生）3,184人，中学生2,909人，高校生3,136

人，大学生　654人
非行少年：�補導少年（警察に補導された12歳以上の触法少年及び犯罪少

年）365人，少年鑑別所在所少年566人
調査対象となった小学生及び中学生の保護者2,718人

事項：
家族関係，友人関係，生活関係，学校・勉強，非行経験，性格傾向，地
域活動　など

平成22年3月

青少年のインターネット利用
環境実態調査

対象（回収数）：
満10歳～満17歳の青少年　1,369人
満10歳～満17歳の青少年の保護者　1,395人

事項：
携帯電話，パソコン，インターネット，フィルタリング・サービス　など

平成22年3月

高校生活及び中学校生活に関
するアンケート調査
（高等学校中途退学者及び中学
校不登校生徒の緊急調査）

対象（回収数）：
平成16年度に高等学校を中途退学した者　168人
平成16年度に中学校第3学年で不登校であった者　109人

事項：
登校状況，退学理由，施設・機関の利用経験，現在の状況，今後の生活
設計上の相談・手助けとなる支援　など

平成21年3月

第8回世界青年意識調査

対象（回収数）：
日本，韓国，アメリカ，英国，フランスの18歳～24歳までの青少年　
各国　約1,000人

事項：
家庭，学校，職業，地域社会・ボランティア，国家・社会，情報通信，
人生観　など

平成21年3月
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第2部  子ども・若者育成支援施策の実施状況

低年齢少年の生活と意識に関
する調査

対象（回収数）：
9歳～14歳の青少年　2,143人
9歳～14歳の青少年の両親（保護者）　2,734人

事項：
（青少年）�生活，家族，学校，友人，価値観，消費，パソコンや携帯電

話，地域とのかかわり，自分の悩み　など
（親）教育・子育て，携帯電話，生活，価値観，地域とのかかわり

平成19年2月

青少年の就労に関する研究調査

◎若年無業者に関する調査（総務省統計局「就業構造基本調査」（平成14
年，9年，4年）の特別集計）

◎就労に困難を抱えている青少年とその親に対する意識調査（「青少年の
社会的自立に関する意識調査」の特別集計）

◎就労に困難を抱えた青少年に対する就労支援組織への調査
対象（回収数）：
就労支援組織23か所

事項：
組織，活動内容，支援の対象者となる人，支援が成功した事例　など

平成17年7月

青少年の社会的自立に関する
意識調査

対象（回収数）：
15歳～29歳の青少年　4,091人
15歳～29歳の青少年の親　4,078人

事項：
（青少年）家庭，学校，職業，生活，社会，人生観，自己意識　など
（親）養育・親子関係，子どもの将来像，人生観　など

平成17年6月

（出典）内閣府ホームページ「青少年に関する調査研究等」（http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu.htm）

法務省の法務総合研究所は，平成26（2014）年度までに，少年院出院者とその保護者等を対象に，少
年院出院後の生活状況や意識に関する「非行少年と保護者に関する研究」を研究部報告として公表した208。
厚生労働省は，厚生労働科学研究費補助金により，子供・若者やその保護者に関する調査研究を推進

している。

2 	調査データ等の共有・活用のための環境整備（内閣府，総務省）
総務省は，政府統計ポータルサイト「e-Stat」209により各府省の統計関係情報を一元的に提供してい
る。また，「統計法」（平19法53）に基づき，統計データの二次利用制度を適切に運用している。

第2節	 広報啓発等

1 	広報啓発・情報提供等
⑴　広報啓発活動（内閣府，各省庁）
ア　子ども・若者育成支援強調月間（内閣府）
内閣府は，子ども・若者育成支援に関する国

民運動の一層の充実や定着を図ることを目的と
して，昭和53（1978）年から，毎年11月を
「子ども・若者育成支援強調月間」210と定め，
関係府省，地方公共団体，関係団体とともに，
諸事業，諸活動を集中的に実施している（第
2-5-2図）。平成26（2014）年度は，「いのち
輝くみんなの未来」をスローガンに掲げ，以下

208	http://www.moj.go.jp/housouken/housouken03_00080.html
209	http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do
210	昭和53（1978）年度から平成21（2009）年度までは，「全国青少年健全育成強調月間」として実施してきたが，平成22（2010）

年度からは「子ども・若者育成支援推進法」の施行を踏まえ，名称を「子ども・若者育成支援強調月間」と変更した。
	 http://www8.cao.go.jp/youth/ikusei/index.html

	 第2-5-2図	 	 子ども・若者育成支援強調月間


