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奨学金を希望する学生等を支援するため，こ

れまでも，毎年奨学金の充実を図ってきてい

る（詳しくは，107ページ，第2章第4節3�参照）。

3.養護に欠ける児童
保護者のいない児童や保護者から適切な監護

を受けられない児童等が健やかに成長できるよ

う，指導・支援の単位の小規模化等を推進し，児

童養護施設等における処遇の向上に努めている。

また，家庭的な環境の下で児童を養育する「里

親制度」についても，里親家庭の負担を軽減する

ため，訪問による生活援助や相談援助を実施す

る「里親養育援助事業」や，里親が児童相談所等

に集い，里親相互の交流により里親自身の養育技

術の向上等を図る「里親養育相互援助事業」など

の里親支援事業を実施している。

なお，平成18年度から「里親委託推進事業」を

創設し，施設から里親への子どもの委託を総合

的に推進するとともに，施設行事の活用や，施設

職員ＯＢやボランティア登録者への働き掛け等に

より，里親候補者の掘り起こしを行っている。

さらに，里親制度を広く国民に啓発するための

ポスター及びリーフレットを作成し，都道府県等

の関係機関での掲示及び配布を行ったり，映画

館及びラジオで里親制度を普及させるための

CMを流したりする等，広く里親制度の周知が図

られるよう広報・啓発活動にも努めている。

4.来日外国人家庭
義務教育段階にある外国人児童生徒が，公立

の義務教育諸学校へ就学を希望する場合には，

国際人権規約等に基づき，日本人児童生徒と同様

に無償で受け入れており，教科書の無償配布及

び就学援助を含め，日本人と同一の教育を受ける

機会を保障している。

文部科学省では，平成17年度から，外国人の子

どもの就学機会を確保するという観点から，教育

委員会と学校，外国人登録を行う市町村部局，民

間企業やNPOなどの関係機関が連携し，不就学

の子どもたちの実態を把握するとともに，これを踏

まえた就学支援についての実践研究を行う「不就

学外国人児童生徒支援事業」を実施している。

また，平成18年度から，公立学校における帰

国・外国人児童生徒の受入体制の包括的な整備

を行うため，地域にセンター校を設定し，当該セ

ンター校に母語のわかる指導協力者やコーディ

ネーターの配置，日本語指導教室の設置等を行う

とともに，域内の各学校にも巡回指導を行うこと

により，地域における日本語指導，適応指導の充

実を図る支援体制モデルの構築を行う「帰国・外

国人児童生徒教育支援体制モデル事業」を実施

している。

1.少年非行対策
� 少年非行対策への総合的取組

ア　関係省庁の連携

刑法犯少年の検挙人員が減少する一方

で，少年による特異・重大な事件が多発し

ている近年の少年非行の状況を踏まえ，

政府としては，少年非行対策の推進につ

いて密接な連絡，情報交換，協議等を行

うために，青少年育成推進本部に少年非

行対策課長会議を設置し，関係省庁が連

携の上，少年非行対策の充実強化を図っ

ている。

イ 法整備

法務省では，「青少年育成施策大綱」等

を踏まえ，深刻な少年非行の現状に適切

に対処するため，平成18年2月，第164回国

会に「少年法等の一部を改正する法律案」

を提出した。

少年非行対策等社会的不適応への対応第3節
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この法律案は，

① いわゆる触法少年及びぐ犯少年に係

る事件について，警察官による調査手

続を整備する。

② 14歳未満の少年についても，家庭裁

判所が特に必要と認める場合には少年

院送致の保護処分をすることができるこ

ととする。

③ 保護観察に付された者が遵守すべき

事項を遵守しなかった場合の措置等に

関する規定を整備するとともに，少年院

及び保護観察所の長が保護処分中の少

年の保護者に対し指導，助言等をする

ことができる旨を明確化する。

④ 裁判所の判断により国選付添人を付

する制度を新設する。

ことなどを内容としている。

ウ 家庭，学校，地域の連携

少年非行は，家庭，学校，地域社会のそ

れぞれが抱えている問題が複雑に絡み

合って発生しており，その対策の基本として

は，次代を担う青少年を健全に育成するこ

とが国民的課題であるとの認識に立って，

真剣に国民一人一人が，この問題に地道

に取り組み，息の長い国民的運動にまで高

めていくことが重要である。このような立場

から，家庭，学校，地域社会のより一層の

緊密な連携の下に，一体的な非行防止対

策を更に推進していく必要がある。

関係機関では，地域ぐるみの活動の強

化に関して，例えば，

① 地域の実情に応じた非行防止のため

の活動・行事の展開

② 学校における非行防止教室や薬物乱

用防止教室の開催

③ 地域における多様な活動機会や場所

づくり

④ 街頭補導活動の強化，サポートチー

ムの形成の推進

等に取り組んでいる（詳細は，後述�から

�参照）。

エ　調査研究

関係省庁では，少年非行対策への総合

的な取組という観点から，関係機関の協

力による非行防止のための先進的な事例

などについて，調査研究や情報提供を行

うことに努めることとしている。

法務省の研究機関である法務総合研究

所では，かねて少年非行問題に係る研究

に取り組んできたが，平成17年に刊行した

「平成17年版犯罪白書」において，「少年非

行」を特集し，最近における我が国の少年

非行の動向と非行少年の資質等を分析す

るとともに，非行少年に対する施設内及び

社会内における処遇の実情等を紹介し

た。

また，故意の犯罪行為により被害者を死

亡させた罪を犯した少年をテーマに取り

上げた調査研究として「重大事犯少年の実

態と処遇」，非行少年の意識等をテーマに

取り上げた調査研究として「最近の非行少

年の特質に関する研究」をそれぞれ実施

し，これらの研究結果の概要についても，

同白書において紹介した。

毎年十数庁の少年院においては，保護

処分の適正かつ円滑な執行を図るため

に，関係する検察庁，少年鑑別所，地方更

生保護委員会，保護観察所及び家庭裁判

所の協力を得て，処遇実績に基づく事例

研究会を実施している。

文部科学省では，昨今，子どもたちの心

の問題が大きな社会的問題となっているこ

とから，「情動の科学的解明と教育への応

用に関する検討会」を設置し，平成17年10

月に報告書を取りまとめた。

さらに，平成18年度は，子どもの情動や

心の発達に関する脳科学等の科学的研究

について，その成果を教育等へ応用する

特
　
集



青少年に関する国の施策第2部

第
1
部

第
2
部

資
料
編

116

ための方策を検討する調査研究を実施す

る。

なお，関係省庁では，「少年非行事例等

に関する調査研究」として，少年非行の原

因・背景として考えられる事項を踏まえた

上で，これに対応する現在の少年非行対

策の整理・集約と，これに関する分析，検

討を実施するとともに，新たな対策の検討

を行っている。

� 非行防止，多様な活動機会・場所づくり，

相談活動

ア　社会を明るくする運動

法務省の主唱の下，犯罪予防活動の一

環として，“社会を明るくする運動”が実施

されている。同運動は，すべての国民が，

犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの

更生について理解を深め，それぞれの立

場において力を合わせ，犯罪や非行のな

い明るい社会を築こうとする運動であり，

運動の趣旨に賛同した様々な機関・団体

により，各地域の実情に応じた方法による

運動が展開されている。

具体的には，全国各地で，直接的な非

行防止活動，しつけまで視野に入れた子

育て相談活動，地域で非行問題等を話し

合うミニ集会活動，パレード等のキャン

ペーン活動などのほか，スポーツ大会，

ワークショップ，親子触れ合い行事など青

少年の主体的参加を得た行事等を積極的

に実施している。

イ 非行防止教室・薬物乱用防止教室

学校，家庭，地域等が十分連携を図り，

子どもの豊かな人間性や社会性などをは

ぐくむため，道徳教育の充実を図るととも

に，非行防止教室の開催などにより，少年

の非行防止に努めている。

また，青少年の薬物乱用防止対策として，

「薬物乱用防止広報強化期間」を実施する

など，家庭・地域に対する広報啓発活動の

推進を図っている（詳しくは，80ページ，第

2章第2節2�参照）。

ウ 多様な活動機会・場所づくりの推進

警察では，少年の多様な活動機会や場

所づくりの一環として，関係機関・団体，地

域社会と協力しながら，環境美化活動を

始めとする少年の社会奉仕活動，生産体

験活動等の社会参加活動や警察署の道場

を開放して地域の少年たちに柔道や剣道

の指導を行う少年柔剣道教室等のスポー

ツ活動を行っている。

文部科学省では，完全学校週5日制の実

施を契機として策定した「新子どもプラン」

に基づき，関係省庁，民間団体等との連携

の下，地域の人材を活用した子どもの週

末等の活動支援やボランティア活動等の

奉仕活動・体験活動の総合的な推進を

図っている（第2－2－3表）（詳しくは，83

ページ，第2章第2節4�ア参照）。

エ　相談活動

警察では，少年の非行，家出，自殺等の

未然防止とその兆候の早期発見や犯罪，

いじめ，児童虐待等に係る被害少年等の

保護のために少年相談の窓口を設け，心

理学等の知識を有する少年相談専門職

員，経験豊かな少年補導職員や警察官が，

少年や保護者等からの相談を受け，必要

な指導や助言を行っている。

また，ヤング・テレホン・コーナー等の名

称で電話による相談を受けているほか，フ

リーダイヤルを導入したり，FAXや，電子

メールを活用するなど，少年相談を利用し

やすい環境の整備に努めている。平成17

年に警察が受理した少年相談の件数は，9

万283件で，前年に比べ2,544件（2.7％）減

少した（第2－3－1表）。

少年相談の内容をみると，少年自身から

の相談では，交友，学校，犯罪被害の問題

に関する悩みが多く，保護者等からの相談

特
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資料 ： 警察庁調べ 

第2-3-1表　警察が受理した少年相談の状況（平成17年） 

総 数  
計 

未 就 学  
小 学 生  
中 学 生  
高 校 生  
大 学 生  
その他学生 
有職少年 
無職少年 
不 詳  

保 護 者  
そ の 他  

90,283 
21,443 
87 

1,123 
5,932 
7,223 
775 
770 
1,985 
2,272 
1,276 
40,772 
28,068

100 
23.8 
0.1 
1.2 
6.6 
8.0 
0.9 
0.9 
2.2 
2.5 
1.4 
45.2 
31.1

49,076 
9,932 
22 
556 
2,821 
3,314 
436 
388 
835 
1,084 
476 

22,190 
16,954

100 
20.2 
0.0 
1.1 
5.7 
6.8 
0.9 
0.8 
1.7 
2.2 
1.0 
45.2 
34.5

  

うち電話相談 相談件数（件） うちメール相談 

2,817 
2,327 
0 
12 
411 
811 
63 
104 
108 
93 
725 
139 
351

100 
82.6 
0.0 
0.4 
14.6 
28.8 
2.2 
3.7 
3.8 
3.3 
25.7 
4.9 
12.5

男性 

39,919 
9,431 
42 
385 
2,295 
3,298 
384 
361 
857 
892 
917 

12,191 
18,297

構成比（％） 構成比（％） 構成比（％） 女性 

50,364 
12,012 
45 
738 
3,637 
3,925 
391 
409 
1,128 
1,380 
359 

28,581 
9,771

少
　
　
　
年 

性　　　　別 
区分 

 
 

相談者別 

資料 ： 警察庁調べ 

（少年自身からの相談） （保護者からの相談） （少年自身・保護者以外からの相談） 

総数 
21,443件 

総数 
40,772件 

総数 
28,068件 

非行問題 
1,974 
（9.2％） 

学校問題 
3,218 

（15.0％） 

家庭問題 
1,922 
（9.0％） 

交友問題 
3,526 

（16.4％） 

健康問題 
1,871 
（8.7％） 

犯罪被害 
2,695 

（12.6％） 
家出関係 
438 

（2.0％） 

その他 
5,799 

（27.0％） 

非行問題 
11,146 
（27.3％） 

学校問題 
4,794 

（11.8％） 
家庭問題 
7,804 

（19.1％） 

交友問題 
3,292 
（8.1％） 

健康問題 
756 

（1.9％） 

犯罪被害 
2,909 
（7.1％） 

家出関係 
5,284 

（13.0％） 

その他 
4,787 

（11.7％） 非行問題 
6,798 

（24.2％） 

学校問題 
4,015 

（14.3％） 

家庭問題 
3,409 

（12.1％） 

交友問題 
1,184 
（4.2％） 

健康問題 
3,389 

（12.1％） 

犯罪被害 
1,972 
（7.0％） 

家出関係 
1,224 
（4.4％） 

その他 
6,077 

（21.7％） 

第2-3-1図　少年相談の内容（平成17年） 

では，非行問題等に関する悩みが多い（第

2－3－1図）。相談後も，継続的な指導・

助言を必要とするケースは，平成17年は，

1万4,793件で，全体の16.4％を占めている。

法務省の人権擁護機関においては，各

法務局・地方法務局及びその支局に常時

開設している常設人権相談所のほか，市

町村役場やデパート，公民館等において臨

時に開設する特設人権相談所においても

人権相談を受け付けている。

人権擁護委員の中から，子どもの人権

問題に造けいの深い委員を指名して，全

国の法務局・地方法務局に子どもの人権

問題を専門に扱う「子どもの人権専門委

員」を配置するとともに，専用相談電話「子

どもの人権110番」を開設し，「いじめ」等

の子どもの人権問題をめぐる相談を専門

的に受ける体制を整備している。 特
　
集
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平成17年における「子どもの人権110番」

の利用件数は，9,127件であり，このうち，

「いじめ」に関する相談は，1,175件となって

いる。

また，少年鑑別所は，主として家庭裁判

所から観護の措置により送致された少年

を収容するとともに，その資質の鑑別を行

う施設であるが，子どもの非行等の問題

に悩む学校関係者や一般市民からの相談

等に応じる一般少年鑑別も行っている。

一般少年鑑別においては，臨床心理学の

専門家である心理技官が助言や指導に当

たっている。

そのほか，保護観察所においても，犯罪

予防活動の一環として，保護観察官や保

護司が，子どもの非行や問題行動で悩む

親等からの相談に応じている。

少年補導センターは，地域住民に身近

な市町村を中心に設立された機関であり，

街頭補導，少年相談，有害環境の浄化等

の活動を行っている。少年補導センターが

扱う少年相談の内容は，非行に関するもの

のほか，いじめ，不登校，虐待の問題など

様々である（参考資料13参照）。

� 補導活動

少年の重大な非行を防止する上で，少年

の問題行動の初期段階での適切な対応が極

めて重要である。警察では，全国に設置さ

れた「少年サポートセンター」を中心として，

盛り場，公園等非行の行われやすい場所に

重点を置いて日常的に補導活動を実施し，

重大な非行の前兆ともなり得る不良行為等

の問題行動を早期に認知して，少年やその

家庭に対する適切な助言，指導等に努めて

いる。

また，少年の非行を防止し，その健全な育

成を図るため，警察では，少年指導委員，少

年補導員及び少年警察協助員を民間ボラン

ティアとして委嘱しており，これらのボラン

ティアは，少年補導活動や少年を取り巻く社

会環境の浄化活動等地域に密着した活動を

行っている。

平成17年11月には，公安委員会の指示の

下，少年指導委員が風俗営業の営業所等に

立ち入ることができることとする規定を盛り

込んだ，「風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律」の一部を改正する法律

が公布された。

内閣府では，街頭補導，少年相談，有害環

境の浄化等の青少年健全育成活動を行う機

関として全国に設置されている「少年補導セ

ンター」の機能の充実・強化を図るため，セ

ンター職員等の知識や能力の向上のための

研修を実施している。

� 関係者の連携したサポート体制の構築

ア 「サポートチーム」等

「サポートチーム」は，少年の問題行動

が多様化，深刻化している現状において，

個々の少年の問題状況に着目し，的確な

対応を行うため，学校，警察，児童相談所，

保護観察所等の関係機関がチームを構成

し，適切な役割分担の下に連携して対処

するものである。「サポートチーム」の円滑

な組織化のためには，日常的な関係機関

によるネットワークの構築や，必要に応じて

「サポートチーム」への参加を求め得る団

体等との緊密な連携を図っていくことが重

要である。

文部科学省では，これまでも個々の児童

生徒に対して的確な対応を行うため，学

校，教育委員会，関係機関等からなる「サ

ポートチーム」の取組を推進しており，「学

校と関係機関との行動連携に関する研究

会」が取りまとめた報告書（平成16年3月）

では，これまでの取組の成果と課題を踏

まえ，学校が関係機関等との連携を進め

る際の基本的な視点や具体的な方策が示

されているところである。
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