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（出典）内閣府ホームページ（http://www8.cao.go.jp/youth/wakugumi.html）
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第1章 子供・若者育成支援施策の新たな展開    第2節 「子ども・若者育成支援推進法」の制定と同法に基づく取組

（「人権啓発の広報」に対する意見募集時）
「官庁の事業案内が冒頭にあるとその時点で見るのをやめてしまう。まずは作品の上映，
その後事業案内が流れる方が良いのではないか。」，「きれい事を並べるだけではなく，リ
アリティのある内容でなければ納得できない。」

（「新しい子供・若者育成支援推進大綱」に対する意見募集時）
「教師と生徒はお互い刺激し合える存在であるはず。教員ももっと生徒から学ぶべき。」，
「学校教育において，勉強が苦手な子をサポートするだけではなく，高い学力をもっと
もっと伸ばす視点が欠けていると感じる。」

これらの意見は，中央官庁の施策に対して，子
供・若者より実際に寄せられた意見である。
内閣府では，子供や若者が積極的に意見を述べ

る機会を作り，その社会参加意識を高めることを
目的として，「青少年意見募集事業」を実施してい
る 1。この事業では，インターネットを利用して，全
国から中学生以上30歳未満の「ユース特命報告
員」約300名を募集し，特定の課題に対する意見
を求めている。
平成27（2015）年度は，関係府省の協力の下，

「歯科口腔保健」（厚生労働省），「人権啓発の広報」
（法務省），「新しい子供・若者育成支援推進大綱」
（内閣府）及び「農業・農村の多面的機能」（農林水
産省）の4つのテーマを設け，意見募集を実施した。
毎回，テーマに対し子供・若者ならではの感性

ある率直な意見が寄せられる。これらの意見は，
整理の上，関係府省の施策担当者に送付し，それぞれの政策の企画・立案に生かされるように
している。
このほか，国の施策担当者とユース特命報告員

が対面で議論・意見交換を行う「ユース・ラウン
ド・テーブル」を内閣府において開催しており，
平成27年度は「農業・農村の多面的機能」をテー
マとして取り上げた。
イベント当日，13名のユース特命報告員と6名

の農林水産省職員が内閣府の会議室に集まった。
どうしたら若者が農業・農村をもっと身近に感じ
るようになるのか，農業・農村が衰退することで

1 http://www.youth-cao.go.jp/

子供・若者の声を国に直接届けるNO.1COLUMN

（ユース特命報告員の募集）

（ユース・ラウンド・テーブルの様子）
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どのような影響があるのか，若い世代が農業・農村の衰退に一層の危機感を持って向き合うた
めには，どのような広報コンテンツで訴えるのが効果的なのか，活発に意見とアイデアの交換
が行われた。
「パンフレットには，農村の美しい景観ばかりが載っている。きれいだと思うが，むしろ，
将来，農業が衰退したと仮定して，荒廃した土地のイメージ画像が大きく掲載されている方
が，問題の深刻さが伝わり，他人ごとではないと感じられる。」参加したユース特命報告員か
ら出た意見に，農林水産省の職員は驚いた。「きれいな写真のパンフレットでないと手に取っ
てもらえないと思っていた。今後の広報活動にぜひ生かしていきたい。」
※ユース特命報告員からこれまで寄せられた主な意見については，内閣府ホームページに掲

載している。

第3節 すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクトの推進
経済的に厳しい状況に置かれたひとり親家庭や多子世帯が増加傾向にあることから，平成27（2015）
年4月，関係府省による局長級の会議が設置され，自立を応援するための支援施策の検討が行われた。
また，児童虐待防止対策については，平成26（2014）年8月，内閣官房副長官及び関係府省の副大

臣等からなる会議が設置され，同年12月に当面の対応策が取りまとめられた。
これらの会議において検討された施策は，いずれも全ての子供の安心と希望を実現するために必要な

ものであることから，平成27年8月には，両会議を統合し，「すべての子どもの安心と希望の実現に向
けた副大臣等会議」が設置された。同会議は，同月，ひとり親家庭・多子世帯等自立支援策及び児童虐
待防止対策の「施策の方向性」を取りまとめ，「子どもの貧困対策会議」（会長：内閣総理大臣）へ報告
した。その後，同年12月には，財源確保も含めた政策パッケージとして，「すべての子どもの安心と希
望の実現プロジェクト」を同副大臣等会議で取りまとめの上，同対策会議にて決定した（第1-3図）。同
プロジェクトは，「ひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクト」及び「児童虐待防止対策強化プロ
ジェクト」からなり，関係府省庁においては，これを踏まえ各種施策を着実に実施するとともに，平成
28（2016）年通常国会（第190回国会）に「児童扶養手当法の一部を改正する法律案」等の関連法案
を提出した。
なお，平成28年2月の同副大臣等会議において，同プロジェクトの愛称を「すくすくサポート・プ

ロジェクト」（「すくサポ」）とすることが決定された。
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