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第３節第３節第３節第３節    青少年の事故防止対策等青少年の事故防止対策等青少年の事故防止対策等青少年の事故防止対策等    
 
１１１１    交通事故防止対策交通事故防止対策交通事故防止対策交通事故防止対策    
 
政府は，平成 13 年３月 16 日，中央交通安全対策会議において作成された第７
次交通安全基本計画（13～17年度）に基づき，人命尊重の理念の下に，21世紀の
安全な交通社会の形成に向けて，諸施策を推進している。13 年における交通事故
による死者数は8,747人となり，昭和56年以来，20年ぶりに9,000人を下回った。
そのうち 16 歳から 24 歳までの青少年の死者数についても減少傾向にはあるもの
の，いまだ多数の人命が失われている状況である。政府は従来から５年ごとに交
通安全基本計画を作成し，道路交通環境の整備，交通安全思想の普及，安全運転
の徹底，車両の安全性の確保，道路交通秩序の維持，救助・救急体制の整備，損
害賠償の適正化と被害者対策の推進，交通安全に関する科学技術の振興等の各般
の交通安全対策の推進を図っており，こうした交通安全対策を通して交通事故の
増加傾向に歯止めを掛け，交通事故防止に努めることとしている。 
国家公安委員会は，市町村，民間団体等が，効果的かつ適切に交通安全教育を
行うことができるようにするとともに，都道府県公安委員会が行う交通安全教育
の基準とするため，交通安全教育指針を作成・公表している。この指針には，交
通安全教育を行う者の基本的な心構えや年齢，通行の態様や心身の発達段階に応
じた交通安全教育の内容及び方法が明示されており，幼児から高齢者に至るまで
の各年齢層を対象に，交通社会の一員としての責任を自覚させるような交通安全
教育を段階的かつ体系的に実施している。 
また，平成12年４月１日から６歳未満の幼児へのチャイルドシートの使用が義
務化された。自動車乗車中の子供の安全を確保し，交通事故被害を軽減するため，
チャイルドシートの普及と適切な使用についての指導を更に進めている。 
 
(1) 幼児，児童生徒に対する交通安全対策 
ア 幼児に対する交通安全教育 
幼児に対する交通安全教育については，「幼児の交通安全対策について」（昭
和 47 年中央交通安全対策会議決定）及び「幼児交通安全教本」（48 年同会議
制定）に基づいて，その充実に努めている。 
幼稚園における交通安全教育は，幼稚園教育要領に沿って幼児の発達の特
性や地域の実情を踏まえ，幼児が交通安全の習慣を身に付けるように，日常
的な指導が行われており，保育所においては，保育所保育指針等に基づき具
体的な経験を通して行われている。さらに，幼児と母親が一緒になって交通
安全について学習する幼児交通安全クラブ等の地域組織の結成を推進し，そ
の充実を図っている。 

 イ 児童生徒に対する交通安全教育 
児童生徒に対する交通安全教育は，交通社会の一員として健全な社会人を
育成することを目的として，小・中・高等学校の教育活動の全体を通じて行
われている。 
文部科学省は，学習指導要領の改訂に伴い，交通安全の内容を充実した。
特に，高等学校においては，交通事故の責任や補償などを盛り込み，自動車
等，免許取得前の教育としての性格を重視した。 
また，安全教育参考資料「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」にお
いて，学校種ごとに安全指導の目標，内容を明示してその充実を図っている。
その他，高等学校については，交通安全の手引書を配布し，生徒の実態や地
域の実情に応じて，安全運転に対する意識の高揚と実践力の向上を図るよう
指導している。 
さらに，高等学校を中心とした地域を各県ごとに指定して，自転車，二輪
車等に関する指導内容・方法等について，警察等関係機関との連携・協力な
ども踏まえた実践的な研究を行うとともに，学校安全教育指導者研修会（独
立行政法人教員研修センターが実施）を開催するなどして，教員の指導力の
向上を図っている。 
ウ 地域における交通安全教育 
地域においては，学校，警察，交通安全協会等が緊密な連携を図りつつ，
小・中学生による交通少年団の結成の促進と，交通安全教室の開催等自主的
活動の活発化を図っている。平成13年９月末現在，全国で約3,200の交通少
年団が組織され，小学生約43万人，中学生約８万４千人が加入している。 
なお，警察庁は，平成12年度から２年間実施した交通安全教育推進パイロ
ット事業により培った推進体制や教育ノウハウを活用し，平成14年度から２
か年計画で「中学生に対する体験型交通安全教育推進及び教育リーダー育成
事業」を推進している。 
本事業では，社会全体に対する関心や理解力が深まる年代である中学生に
対し，実践的な自転車利用の体験学習等による交通安全教育を効果的に実施
するため，関係者による支援体制を構築するとともに，教師や保護者等を交
通安全教育を実施する指導者として育成することを目指し，地域の実態に応
じた効果的な交通安全教育を推進している。 
エ スクール・ゾーンの設定 
幼児や学童の交通安全を確保するため，保育所，幼稚園，小学校を中心と
する地域約２万1,200か所をスクール・ゾーンとして設定し，（スクール・ゾ
ーン内の学校等の数は約３万）歩道，ガードレール，信号機，道路標識等の 
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交通安全施設を重点的に整備するとともに，自動車の速度規制，通行禁止等
の交通規制を行っている。 
オ 子どもの遊び場の確保 
都市における児童の遊び場が不足し，また，児童の交通事故が多発してい
る現状にかんがみ，平成８年度を初年度とする第６次都市公園等整備七箇年
計画に基づき，児童及び青少年の遊び場・運動の場を確保し，路上における
遊びや運動による交通事故を防止するために，街区公園等の都市公園の整備
を推進している。 
このほか，子どもの遊び場確保の一環として，児童館，児童遊園等の整備
や学校体育施設の共同利用化を実施するなど子どものためのよりよい環境づ
くりに努めている。 
カ 交通遺児に対する援助活動 
交通遺児に対しては，自動車事故対策センター，(財)交通遺児育成基金，
(財)交通遺児育英会等から，自動車事故により死亡した者の遺族で義務教育
修了前の児童等に対する生活資金の貸付，交通遺児家庭の生活基盤を安定さ
せ，交通遺児を健やかに育成するための資金の給付，高等学校等に在学する
交通遺児等への奨学金の貸与等の援助事業が実施されている。政府は，これ
らの事業に対し，自動車損害賠償責任再保険特別会計から補助を行っている。 

 
(2) 青少年の交通安全対策 
ア 運転免許の保有状況 
平成13年12月末現在の運転免許保有者数は約7,555万人であり，16歳以
上の運転免許適齢人口に占める運転免許保有者数の割合は 70.2％である。こ
のうち，16歳から24歳までの年齢層の運転免許保有者数は約851万人で，当
該年齢層の人口に占める割合は 60.6％となっているが，20 歳から 24 歳まで
の年齢層についてみると，男性は88.0％，女性は77.4％に達している。 
イ 自動車教習所における教習の充実 
平成13年末現在における指定自動車教習所数は1,499所，指定自動車教習
所の卒業者で13年中の運転免許試験に合格した者は，合格者全体の94.8％を
占める約 199 万人であるなど，指定自動車教習所は，初心運転者教育の中心
的役割を果たしている。都道府県公安委員会では，指定自動車教習所におけ
る教習や技能検定の充実強化に努めている。 
ウ 運転者に対する講習の充実 
運転者教育をより実効あるものとするため，免許更新時において若年者学
級や二輪車学級を編成して講習を行うなど，受講者の態様に応じた各種講習
を行っている。 
特に普通免許等取得後１年間に道路交通法等に違反する行為をし，一定の 

 基準に該当する者に対しては，初心運転者講習の受講の機会を与えることに
より，技能及び知識の定着を図ることとしており，平成13年には，11万9,369
人がこの講習を受講した（そのうち16歳から19歳までの者は66.3％，16歳
から24歳までの者では91.9％）。 
エ 交通事犯少年に対する矯正教育 
各少年院においては，交通事犯少年に対して，各少年の個別的な問題性に
応じた交通安全に関する指導を重点的に行い，視聴覚教材をはじめとする
様々な教材を利用しながら，人命尊重の精神と遵法精神のかん養に重点を置
いた交通安全教育を実施している。また，非行の背景にある生活態度上の問
題を自覚させ，主体的な変容を図るための生活指導や，将来の生活設計を確
立させるための進路指導，職業指導等の充実を図るなど，再非行防止のため
の教育活動を実施している。 
オ 青少年の交通事故防止対策 
16歳から24歳までの青少年の交通事故死者数は，平成3年以降減少してお
り，13年も 1,402 人で，対前年比161人の減であったが，全交通事故死者数
に占める青少年の割合は16.0％で人口構成率の約1.45倍となっており，依然
として高齢者とともに際立って高い割合を示している。 
また，自動車乗車中の死者数が青少年全体の死者数の 54.3％を占め，自動
二輪車乗車中の死者数は23.8％を占めている（第2-6-2図）。 
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内閣府では，このような状況の中で，平成元年７月に政府の交通対策本部
において決定された「二輪車の事故防止に関する総合対策について」におい
て定められた「バイクの日」（８月 19 日）に，関係団体の協力を得て啓発イ
ベントを開催しているほか，都道府県等との緊密な連携の下に，交通安全意
識の高揚を図っている。 
また，青少年の中でも免許取得後間もない 18 歳から 20 歳前後の交通事故
死者数が多いため，免許取得年齢に達していない青少年，特に免許取得直前
期にある高校生の年代の者に対し，将来の運転者として備えておくべき安全
意識を醸成する交通安全教育を行う必要があることから，平成12年度より「免
許取得前の若者に対する運転者としての交通安全教育推進事業」を実施して
おり，13年度は，茨城県，東京都，島根県，熊本県の4都県において，約420
人の高校生がこれに参加した。 
さらに，高等学校における交通安全教育の状況と，高等学校在学中・卒業
後の交通事故発生状況の相関関係を調査分析すること等により，高校生を中
心とした若者に対する交通安全普及啓発活動の今後の在り方について検討を
行うため，平成14年度より「高校生を中心とした若者に対する交通安全普及
啓発活動の在り方に関する調査研究」を実施することとしている。 
カ 暴走族対策 
最近の暴走族については，大集団での暴走は減少し，グループの小規模化
が一層進む一方，連合組織を形成するなどの傾向が見られ，合同暴走の増加
や，複数の都道府県にまたがるなど活動の広域化も顕著である。 
暴走族は，道路交通関係法令違反のほか，様々な犯罪を敢行し，暴走族同
士の対立抗争や脱会者に対する暴行が高じて殺人行為に及ぶなど，凶悪化，
粗暴化している。 
警察では，道路交通法違反や道路運送車両法違反の取締りの強化に加え，
個別的な指導及び補導により，グループの解体や構成員の離脱を図っている。 
また，関係行政機関・団体・学校等で構成される暴走族対策会議等と協力
し，「暴走を『しない』，『させない』，『見に行かない』」運動の推進による暴
走族を許さない世論の醸成に努めるとともに，地方公共団体に対して暴走族
根絶条例等の制定を働きかけるなど，地域と一体となった各種対策を推進し
ている。 
さらに，最近の暴走族の実態や，これに対する国民の強い取締り要望にか
んがみ，平成13年２月，警察庁をはじめとする暴走族対策関係省庁８省庁に
より，「暴走族追放気運の高揚」，「家庭，学校等における青少年の指導の充実」，
「暴走行為阻止のための環境整備」，「暴走族に対する指導取締りの強化」等
を柱とする暴走族対策の強化についての申合せを行い，政府一体となった暴
走族対策をより一層推進している。 

 ２２２２    乳幼児の事故乳幼児の事故乳幼児の事故乳幼児の事故防止対策防止対策防止対策防止対策    
 
１歳～４歳までの死亡原因の第一位を不慮の事故が占めており，事故防止は乳
幼児の保健対策の大きな課題となっている。 
不慮の事故では，交通事故のほか，風呂等における溺死や誤飲等による不慮の
窒息が多くなっていることから，その防止に向け，母子健康手帳や同副読本「赤
ちゃん」により，情報提供するとともに，健康診査や母親学級等の母子保健の機
会を通じて指導・普及啓発を行っている。 
 
３３３３    幼児・児童等の犯罪被害防止対策幼児・児童等の犯罪被害防止対策幼児・児童等の犯罪被害防止対策幼児・児童等の犯罪被害防止対策    
 
警察では，幼児・児童等を誘拐事件等から守るための対策として，自治体や施
設の管理者等と連携しながら，見通しや明るさの確保等犯罪防止に配慮した構
造・設備を有する道路，公園等の施設の普及を図っている。 
また，犯罪発生状況等の地域安全情報の提供，危険箇所の重点的なパトロール，
防犯ブザー等の防犯機器の普及活動等のほか，児童等の犯罪被害防止教育を行う
安全指導班等を組織化し，児童，保護者，教育機関，ＰＴＡ等に対して，防犯研
修会等を通じて防犯指導を推進している。 
また，児童等の通学路及びその周辺の商店，コンビニエンスストア等，声掛け
事案等が発生した場合の児童等の緊急避難場所となる「子ども 110 番の家」の活
動を支援するほか，行方不明児童の捜索・発見活動を行う「子ども発見ネットワ
ーク」の構築に努めるなど，地域住民の協力を得た地域安全活動を推進している。 
 
４４４４    水難・山岳事故対策水難・山岳事故対策水難・山岳事故対策水難・山岳事故対策    
 
今日，日常生活の中で体育・スポーツを実践する人々がますます増加してきて
いる一方，都市化が進み，自然環境が減少していくことなどから，特に，海や川
での水泳や登山・キャンプ等の野外活動への関心・欲求が今まで以上に高まって
きている。 
このような状況を背景に，水難や山岳遭難が多発しており，関係省庁では，適
宜関係機関・団体等に対し，水泳や登山の事故防止について，注意を喚起すると
ともに，各種の資料，パンフレット等を作成するなどして事故防止に努めている。 
水難について，文部科学省では，事故発生率の低い水泳プールの整備・充実を
図っているほか，水泳指導者講習会等を実施し，指導者の養成・資質向上を図る
とともに，海や河川等での事故発生率が高いことから，各学校等においても水泳
時の心得等について指導の徹底を図っている。 
警察では，市町村等と連携して，水難の発生しやすい危険な場所の実態を調査 
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し，その所有者・管理者や関係機関・団体に対し，危険区域の設定，標識の設置，
警備等の安全対策について働きかけるとともに，警察用船舶等によるパトロール
活動等を行っている。 
また，夏期においては人出や水難が特に多い海水浴場に臨時警備派出所を置く
などして海浜パトロールを強化し，水難に対する広報，遭難者の早期発見，救出，
救護に努めるとともに，小・中学校に対する水難防止の呼びかけや，子供を対象
とした水難防止講習を開催するなど，啓発活動に努めている。 
また，山岳遭難について，文部科学省では，関係省庁や団体との協力により「山
岳遭難対策中央協議会」を設け，年末年始の冬山や連休時の春山の登山に向けて，
警告リーフレットを各学校等に配布して事故防止に努めるとともに，文部科学省
登山研修所においても安全登山に関する諸事業を行っている。 
警察では，随時，遭難対策協議会を開催して具体的な対策の検討を行うととも
に，インターネット，マスコミ等を通じた広報，パンフレットの作成・配布等に
より，広く国民に安全な登山について呼びかけている。特に，主要山岳を管轄す
る警察においては，登山シーズン前に関係機関，団体と協力して登山ルートの実
地踏査を行い，登山道標等の点検，危険箇所の表示等を行っている。また，登山
者が集中する時期には，登山口等に臨時詰所を開設して，登山計画書の提出の奨
励，山岳情報の提供，装備等の点検・指導を行うとともに，山岳パトロール等を
通じて安全指導を行うなど，遭難の防止対策を強力に推進している。 
 
５５５５    青少年に係る環境保全対策青少年に係る環境保全対策青少年に係る環境保全対策青少年に係る環境保全対策    
 
公害の状況をみると，大都市圏を中心に，窒素酸化物による大気汚染，閉鎖性
水域における水質汚濁，交通騒音等の分野で改善が遅れており，環境基準の達成
に向けて一層の努力を要する状況にある。また，産業構造の高度化，消費の多様
化等に伴う有害化学物質等による環境汚染のおそれなど新たな汚染可能性への対
応が求められている。 
このような状況を踏まえ，政府は，環境省を中心に環境行政の総合的かつ強力
な推進に努めてきたところである。 
特に，青少年に対する施策としては，公害健康被害の補償等に関する法律に基
づき，公害病認定患者の健康の回復等を図るための公害保健福祉事業として，青
少年も対象に空気の清浄な自然環境において保養，療養生活上の指導を行う転地
療養事業等を行っている。さらに，昭和63年度からは，大気汚染の影響による健
康被害を予防するための事業として，一定の地域において，乳幼児を対象にした
気管支ぜん息の発症予防のための健康診査や，気管支ぜん息児童を対象にぜん息
キャンプ，水泳教室等を行う地方公共団体に対して公害健康被害補償予防協会が
助成金を交付している。 

 人や野生生物の内分泌系の機能に作用することにより，生殖・発生に対する影
響等，種々の健康影響を引き起こす可能性があるとされる内分泌かく乱化学物質
による環境汚染は，科学的には未解明な点が多く残されているものの，生物生存
の基本的条件にかかわるものであり，世代を超えた深刻な影響をもたらすおそれ
があることから，環境保全上の重要課題である。 
1997 年５月に米国（マイアミ）で開催されたＧ８環境大臣会合においては，子
どもの環境保健について宣言が発せられ，2002 年４月に開催されたカナダ（バン
フ）における同会合においては，同宣言に係る各国の取組状況が取りまとめられ
るとともに，環境と健康の間の関連性及び子どもの環境保健の重要性が再確認さ
れた。 
このような状況の下，現在，関係６省からなる「内分泌かく乱化学物質問題関
係省庁課長会議」が設けられ，関係省庁間の有機的連携の下に調査研究や各種の
取組が推進されている。環境庁（現環境省）は，平成10年５月に，今後の対応方
針として策定・公表した「環境ホルモン戦略計画ＳＰＥＥＤ’98」を踏まえ，ミ
レニアムプロジェクト等により，内分泌かく乱化学作用が疑われる物質のリスク
評価を順次進めている。その成果の一環として，ノニルフェノールが環境中でみ
られる濃度で，魚類への内分泌かく乱作用を通じ，生態系に影響を及ぼしている
可能性があることを世界で初めて確認し，平成13年８月に公表した。 
このほか，昭和43年度から公立学校に対する助成として，騒音，大気汚染等の
公害により教育上著しく不適当な公立学校建物の公害防止工事に要する経費につ
いて国庫補助を行っている。また，私立学校において公害対策として行う防音工
事その他学校施設の公害防止事業に対し，昭和46年度から日本私立学校振興・共
済事業団（平成９年12月以前：旧日本私学振興財団）が資金の貸付を行っている。 
 


