
（職業能力開発・就業支援の充実）
○　厚生労働省では，平成19年度には，職場定着を促進するための支援を行うとともに，各地域のジョブカ
フェが相互に連携を図りつつ就職支援を行うなど，「フリーター25万人常用雇用化プラン」の一環として，
若者の状況に応じたきめ細かな支援を実施している。
○　経済産業省では，平成18年度から，ジョブカフェ・モデル事業の成果・ノウハウを活用し，その事業を
自立して実施するジョブカフェへの支援を通じて，若者と中小企業との接点の拡大，中小企業の魅力を発
信して中小企業の人材確保支援を行う「若者・中小企業ネットワーク事業」を実施しており，平成19年度
は，21地域で同事業を実施している。
○　経済産業省では，平成18年2月，「学んだ知識を実践に活用するために必要な力」を「社会人基礎力」と
定義し，その育成の必要性と，産業界・教育界等を始めとした関係者に期待される役割について，報告書を取
りまとめ（社会人基礎力に関する研究会「中間取りまとめ」），平成19年度から，大学等における課題解決
型授業や実践的インターンシップのような実践型教育について調査し，「社会人基礎力」の育成・評価に取
り組む際のポイントを整理・公表することで，大学における自主的な取組の促進を図ることとしている。
○　厚生労働省では，平成18年10月，「第8次勤労青少年福祉対策基本方針」（平成18年度～平成22年度）を
策定した。本方針では，勤労青少年福祉対策の対象として，無業ながらも職業人としての自立を目指すべ
くその成育を支える必要のある青少年をも視野に入れ，勤労青少年福祉対策の一層の推進を図ることとし
ている。
○　文部科学省では，平成18年度においては，国公私立大学を通じた大学教育改革の支援を行う「現代的教
育ニーズ取組支援プログラム」の公募テーマの一つとして「実践的総合キャリア教育の推進」を設定し，
大学等におけるキャリア教育の取組を支援している。
○　厚生労働省では，平成18年度から，離職等による挫折感や対人関係に係る不安等を有する若年求職者を
対象として，臨床心理士等専門的人材を活用し，個々人の課題に応じた心理面も含む相談サービスを提供
し，その就職促進を図っている。
○　農林漁業に就く意欲を持つ若者の様々な希望や能力に応じるため，農林水産省においては，相談窓口に
おける情報提供，技術習得のための技術・経営研修，就業支援のための資金の貸付等の施策を講じている。
また，漁業の新たな担い手を確保するため，平成19年度では，これまでの漁業就業支援フェアや漁業現
場での研修等の実施に加え，新たに，夜間や土日に参加できる漁業就業に必要な知識等を学べる漁業チャ
レンジ準備講習会を実施することとしている。
○　厚生労働省においては，平成18年度から，農林水産省と連携し，新たに農業への就業を希望するフリー
ター等若者を重点に，「就農等支援コーナー」において，農業で働くことについての理解を深めさせるとと
もに，個人の状況・希望に応じて，農業就業のための情報提供，農業法人等への職業紹介や農業研修施設
へのあっせんを行う等，きめ細かな相談を実施している。

（生活設計・人生設計の支援）
○　平成19年度からは，公営住宅を補完する公的賃貸住宅制度（特定優良賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸住
宅）を再編し，子育て世帯，高齢者世帯等各地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯に施策対象
を重点化し，整備費助成及び家賃低廉化助成を通じて良質な賃貸住宅の供給を促進する「地域優良賃貸住
宅制度」を創設することとしている。

（公共への参画の促進）
○　外務省では，平成18年度は，大学生を対象とした国際問題討論会「フォーラム2006」を開催し，日本外
交が直面する問題について，質の高い議論が行われた。

第3章　特定の状況にある青少年に関する施策

◆第1節　障害のある青少年の支援◆

（障害のある青少年の支援）
○　障害のある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，必要な障害福祉サービスに係
る給付その他の支援を行う「障害者自立支援法」（平17法123）が，平成17年10月に成立し，平成18年10
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月から本格施行された。今後，この法律に基づき，安定的かつ持続可能な制度の下で，障害福祉サービス
の一層の充実を図るよう努めていくこととしている。
○　文部科学省においては，中央教育審議会において平成17年12月に取りまとめられた答申「特別支援教育
を推進するための制度の在り方について」における提言等を踏まえ必要な制度の見直しについての検討が
進められ，平成18年4月より通級による指導の対象にLD（学習障害）・ADHD（注意欠陥／多動性障害）
が新たに加えられたとともに，平成18年6月に「学校教育法等の一部を改正する法律」（平18法80）が成
立した（改正法は平成19年4月より施行）。この改正法は，従来の盲・聾

ろう

・養護学校の制度を，複数の障害
種別を受け入れることができる特別支援学校の制度に転換することや，小・中学校等においても特別支援
教育を推進することを法律上明確に規定すること等を主な内容とするものである。
さらに，この改正に伴う関係法令の整備においては，障害のある児童生徒の就学先の決定手続きについ
ても見直しが行われ，従来障害のある児童の就学先は専門家の意見を聴いた上で市町村教育委員会が決定
することとされていたところ，専門家に加えて保護者の意見も聴くことが法令上義務付けられた。

（LDやADHDなどの青少年の支援）
○　厚生労働省では，平成19年度からは，先駆的な取組を通じ，発達障害者への有効な支援手法を開発・確
立する「発達障害者支援開発事業」の実施や，発達障害に関する知見を集積し，全国へ情報提供を行う
「発達障害情報センター（仮称）」の設置，発達障害研修事業の充実を図ることとしている。
○　文部科学省では，発達障害のある児童生徒等を含めた障害のある子どもを対象に，「特別支援教育体制推
進事業」を幼稚園から高等学校までを対象に実施し，医療・保健・福祉・労働等の関係機関が連携した個
別の教育支援計画に基づく乳幼児から就労に至るまでの一貫した支援体制の整備を目指している。また，
学校教育法施行規則等の一部改正を行い，平成18年4月から新たにLD及びADHDの児童生徒を対象に加
える等の制度改正を行った。

◆第2節　ひとり親家庭等の支援◆

（ひとり親家庭）
○　平成18年12月には，「多様な機会のある社会」推進会議において，再チャレンジ支援総合プランが決定
されたほか，今般，新たに母子家庭の就労移行に関する5年後の具体的な目標設定などを含む「成長力底
上げ戦略」がスタートしたところである。
平成19年度においては，こうした状況を踏まえるとともに，次のような就業支援を始めとした取組を行
うこととしている。

ア　母子生活支援施設等を退所する母子家庭等のための身元保証人確保対策事業の創設
イ　母子家庭の母が在宅就業の機会を得るための支援事業の創設
ウ　母子家庭の母を積極的に雇用する民間企業に対して法人が支出する寄附金について，税制上の優
遇措置の創設
エ　養育費取り決め等に関する困難事例への対応等を行う「養育費相談・支援センター」の創設
オ　母子家庭等就業・自立支援センターへの養育費専門相談員の設置

（養護に欠ける児童）
○　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。

（来日外国人家庭）
○　文部科学省では，平成18年度においては，指定した地域の公立小・中学校の一部をセンター校として，
日本語指導教室を設置し，母語の分かる指導協力者等を配置するとともに，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」を全国16地域で実施した。
また，不就学の外国人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の取組を行う

「不就学外国人児童生徒支援事業」を全国14地域で実施した。
さらに，平成19年度から，



①　外国人児童生徒の母国政府との教育分野での協力促進を図るための協議会の開催
②　外国人を対象とした日本語教室の設置や日本語能力を有する外国人や退職教員を対象とした指導
者養成研修，実践的な日本語教育の研究開発等を行う「生活者としての外国人」のための日本語教
育事業
③　外国人の不就学の子どもに対する就学促進や外国人児童生徒等の学校への受入体制の整備等を行
う帰国・外国人児童生徒受入促進事業
④　学習活動に日本語で参加するための力の育成を図ることを目的として開発されたJSL（Japanese
as a second Language）カリキュラムを活用した指導方法の普及・充実を図るJSLカリキュラム実践
支援事業

からなる「外国人の生活環境適応加速プログラム」を実施している。

◆第3節　少年非行対策等社会的不適応への対応◆

（少年非行対策）
○　少年による社会を震撼させる重大事件が発生し，また一方で，子どもが犯罪に巻き込まれる悲惨な事件
も後を絶たなかったため，平成18年5月に開催された青少年育成推進本部副本部長会議における議論を踏
まえ，関係府省等において検討を行い，同年6月，子どもを非行や犯罪被害から守るため今後特に強化・
加速化していく対策を取りまとめた「子ども安全・安心加速化プラン～非行や犯罪被害から子どもたちを
守るために～」を犯罪対策閣僚会議と青少年育成推進本部の合同会議において了承した。この「子ども安
全・安心加速化プラン」では，特に，「地域」における取組を強化し，支援する方策を取りまとめ，
① 「地域の力で子どもを非行や犯罪被害から守る」
② 「子どもが非行・犯罪被害に巻き込まれない力を地域で育む」
③ 「困難を抱える子どもの立ち直りを地域で支援する」

という3つの視点から，それぞれ今後の取組強化の方向性を示している。
○　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，同法律案は衆議院（第166回国会）
で修正の上，平成19年5月25日参議院本会議（第166回国会）において可決，成立した。
この法律による主な改正点は，
①　いわゆる触法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　おおむね12歳以上の少年について，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。
○　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。
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
応用するための方策を検討する調査研究を実施するとともに，平成19年度は，研究成果の還元システムの
構築等に向けた調査研究を行うこととしている。
○　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開設している常設人権相談所，
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のほか，法務省のホームページ
上のインターネット人権相談受付窓口において人権相談を受け付けている。平成18年度においては，全国
の小・中学校の児童生徒全員に対し，相談用の便せん兼封筒「子どもの人権SOSミニレター」を配布し，こ
れを通じて，「いじめ」を始めとする子どもの人権問題に関する相談に応じる取組を行った。
また，各法務局・地方法務局の本局に，専用相談電話「子どもの人権110番（フリーダイヤル）」を開設
し，「いじめ」等の子どもの人権問題に関する相談を受ける体制を整備している。平成18年における「子
どもの人権110番」の利用件数は，12,885件であり，このうち，「いじめ」に関する相談は，2,582件となっ
ている。
○　文部科学省においては，昨今のいじめ問題の対応等の一つとして，子どもたちが全国どこからでも夜
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間・休日を含めて，いつでもいじめ等の悩みを相談することができるよう，全国統一の電話番号（0570-0-
78310
なやみ言おう

）により平成19年2月から全都道府県及び指定都市教育委員会で24時間いじめ相談ダイヤルを実施し
ている。
○　平成18年5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」（平17法119）が施行された。

○　文部科学省では，平成19年度においては，問題行動等の未然防止，早期発見・早期対応など，児童生徒
の支援に効果的な取組について，これまで構築してきた関係機関と連携したサポート体制をいかしつつ調
査研究を行う「問題を抱える子ども等の自立支援事業」を実施することとしている。
○　各少年院及び少年刑務所においては，意図的・計画的に「被害者の視点を取り入れた教育」が実施され
るよう，指導案，指導要領等の整備に努め，同教育により，自分の犯した罪に関する内省を深め，罪障感
を涵養

かんよう

するための働き掛けを行っている。平成19年3月からは，しょく罪指導プログラムを実施し，特に
被害者を死亡させ又は身体に重大な傷害を負わせた事件により保護観察に付された少年に対して，しょく
罪計画の誠実な実行について助言指導をすることとしている。
○　平成19年5月，政府は，重大な銃器使用事件の続発に対処するため，関係省庁からなる「銃器対策の更
なる施策検討のためのプロジェクトチーム」を立ち上げ，銃刀法の罰則強化など法令等の見直し，水際対
策の一層の強化，学校教育の場において講じうる教育施策等について検討を開始したところである。
○　法務省では，犯罪被害者等基本計画において2年以内を目途に実施することとされている，少年院から
の仮退院の審理において犯罪被害者等の意見等を聴取する制度及び犯罪被害者等の心情等を保護観察中の
加害少年に伝達する制度を盛り込んだ「更生保護法案」を，平成19年3月2日，第166回国会に提出し，同
年6月8日参議院本会議において可決，成立した。

（不登校・引きこもり・摂食障害等）
○　不登校への対応の在り方について，文部科学省においては，不登校児童生徒の早期発見・早期対応を始
め，より一層，きめ細かな支援を行うため，教員や教育支援センター指導員の研修など，不登校対策に関
する中核的機能（スクーリング・サポート・センター）を充実し，学校・家庭・関係機関が連携した地域
ぐるみのサポートシステムを整備する「スクーリング・サポート・ネットワーク整備事業」を実施し，平
成18年度は新たに，家庭にひきこもりがちな不登校児童生徒やその保護者に対応するため訪問指導員を指
定地域に配置して，効果的な訪問指導の在り方についての調査研究を行った。
平成19年度においては，不登校等の未然防止，早期発見・早期対応など，児童生徒の支援に効果的な取
組について，これまで構築してきた関係機関と連携したサポート体制をいかしつつ調査研究を行う「問題
を抱える子ども等の自立支援事業」を実施することとしている。

◆第4節　青少年の被害防止・保護◆

（児童虐待防止対策）
○　子どもの命が奪われる等重大な虐待事件が後を絶たず，また，児童相談所における虐待に関する相談対
応件数も増加を続け，平成17年度には，「児童虐待の防止等に関する法律」（平12法82。以下「児童虐待防
止法」という。）が施行される直前の3倍に当たる3万4,472件となるなど，児童虐待問題は，依然として早
急に取り組むべき社会全体の課題となっている。
○　平成19年度からは，「新しい少子化対策について」を踏まえ，生後4か月までの乳児のいるすべての家庭
を訪問し，子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行うなど，乳児のいる家庭と地域社会をつ
なぐ最初の機会とすることにより，乳児家庭の孤立化を防ぎ，乳児の健全な育成を確保するための「生後4
か月までの全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）」を創設した。
○　児童相談所の児童福祉司の配置基準については，子どもの生命の安全と心身のケアに万全を期すよう，
迅速かつ的確な対応を図るため，「人口おおむね5万から8万までを標準として定める」こととされている。
平成18年4月の調査では，児童福祉司は，2,147人と，児童虐待防止法が制定された平成12年度に比べて1.6
倍の増員となるなど，各自治体とも児童福祉司の配置の充実は進んでおり，さらに，平成19年度地方財政
措置においては，標準人口170万人当たり3名といった大幅な増員を図ったところである。
○　児童相談所の専門性の確保・向上等を図り，相談機能を強化する取組として，24時間・365日体制強化
事業（児童相談所が夜間休日を問わず，いつでも相談に応じられる体制の整備を図るもの），児童虐待に対



する医療的ケアの重要性にかんがみ，地域の医療機関との協力・連携体制の充実を図るための医療的機能
強化事業，司法的な相談や対応が必要となる事例について弁護士の協力を得て行う法的対応機能強化事業
等を行っている。
特に，平成19年1月に児童相談所運営指針等の改正を行い，児童相談所の虐待対応について，
①　安全確認に関する基本ルールの設定
安全確認を行う時間ルールを設定し，その時間としては48時間以内が望ましい旨明記する等

②　虐待通告の受付に関する基本の徹底
虐待に関する情報についてはすべて通告として受理する

③　関係機関相互における情報共有の徹底
要保護児童対策地域協議会の運営強化等

などの見直しを行ったところである。
さらに，平成18年度からは，親に対する支援を強化するため，地域の医療機関と協力し，治療計画の作
成や，親子治療，家族訪問治療等を行う家族療法事業を創設した。
○　平成19年度においては，児童養護施設等を退所する子ども等が，親がいない等の理由により身元保証人を得ら
れず，就職やアパート等の賃貸に影響を及ぼすことがないよう，身元保証人を確保する事業を創設した。
○　平成19年には，児童虐待防止法及び児童福祉法の2つの法律が改正された。この改正法は，平成16年の
改正児童虐待防止法附則の見直し規定を踏まえ，議員提案により平成19年4月に第166回国会に提出され，
同年5月に成立した（平成20年4月施行）。主な改正事項については，以下のとおりである。
①　児童の安全確認等のため，裁判所の許可状を得た上で，解錠等を伴う立入を可能とする立入調査
等の強化
②　保護者に対する面会・通信等の制限の強化，都道府県知事が保護者に対し児童へのつきまといや
児童の住居等付近でのはいかいを禁止できる制度の創設等
③　保護者に対する指導に従わない場合の措置の明確化　等

○　厚生労働省では，児童虐待防止の啓発を図ることを目的に，民間団体（児童虐待防止全国ネットワーク）
が中心となって実施している「オレンジリボンキャンペーン」（子どもの虐待を防止するというメッセージ
を込めたオレンジ色のリボンを配布するなどのキャンペーン）について後援を行っている。
○　文部科学省においては，児童生徒の深刻な状況や「児童虐待防止法」第4条の規定を踏まえ，国内・諸
外国の児童虐待防止に向けた先進的取組等を収集・分析し，その成果について，平成18年5月に報告を取
りまとめた。
また，本報告書を全国へ普及させるとともに，研修モデルプログラムを作成することとしている。

（その他の犯罪対策）
○　平成17年12月に内閣官房副長官補を議長とする「犯罪から子供を守るための対策に関する関係省庁連絡
会議」を設置し，路線バスを利用した通学時の安全確保などの緊急対策6項目を含む「犯罪から子どもを
守るための対策」を取りまとめ，同月，全閣僚を構成員とする「犯罪対策閣僚会議」に報告した。この対
策については，平成18年12月，関係省庁連絡会議において，主要な成果を取りまとめるとともに，策定後
の犯罪情勢や関係機関における取組の状況等を踏まえ改定を行った。
○　警察では，犯罪の被害者となっている子どもの早期保護を図るため，警察庁の委託を受けた民間団体が，
市民から匿名で事件情報の通報を受け，これを警察に提供して，捜査等に役立てるという匿名通報制度を
平成19年度から試行実施することとしている。
○　消防庁では，警察庁と連携して，自主防災組織等の地域コミュニティが地元消防本部，消防団，警察署，地域
の小・中学校，PTA，老人クラブ，婦人会，防犯協会などと連携・協力し，地域の公民館等を防災・防犯活動
の拠点＝「地域安心安全ステーション」として活動するモデル事業を推進している。この事業の全国展開
を図るため，平成18年度には全国6か所で優れた活動事例の紹介などを行う「地域安心安全ステーション
出前講座」や平成19年2月には地域安心安全ステーションの今後の在り方などについて考える「自主防災
組織と安心安全なまちづくりシンポジウム～地域安心安全ステーションの取り組みから～」を開催した。

◆第5節　労働市場で不利な条件下にある青少年の支援◆

（高校中退者，若年失業者等の就労支援等）
○　平成19年度から，ヤングワークプラザ及び北海道，埼玉，千葉，福岡のハローワークにおいて，的確な
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求職活動を行えない25歳以上のフリーター（以下「年長フリーター」という。）に対し，民間のノウハウ
を活用し，これらの者が相互に交流する場を設け，適職の探索や就職活動方法の習得等を行い，主体的に
就職活動が展開できるように支援する「ジョブクラブ（就職クラブ）」方式の取組を実施している。
さらに，正社員としての就業経験が少ない，特に就職が困難な年長フリーターについて，トライアル雇
用後に，「若年者雇用促進特別奨励金」を支給することにより，常用雇用に移行した事業主の教育研修に係
る負担を軽減し，安定した雇用を促進している。
○　平成18年度から，各地域に「地域若者サポートステーション」を設置し（全国25か所），若者の置かれ
た状況に応じた専門的な相談を行うとともに，地域若者支援機関のネットワークの中核として各機関のサ
ービスが効果的に受けられるようにしているところであり，平成19年度においては，専門支援体制の強化
を図るとともに，か所数を50か所に拡充し実施することとしている。

（障害者の就労支援等）
○　働く障害のある人，働くことを希望する障害のある人の就業機会の拡大を目指した「障害者の雇用の促
進等に関する法律の一部を改正する法律」が，平成18年4月1日（一部は平成17年10月1日）から全面施
行され，精神障害者に対する雇用対策の強化，在宅就業障害者に対する支援，障害者福祉施策との有機的
な連携などが図られている。

第4章　支援のための環境整備施策

◆第1節　利用しやすいサービス体制づくり◆

（専門機関・相談機関等の充実とネットワークづくり）
○　内閣府では，平成18年度に，関係各分野の知識を備えた専門的な相談員（ユースアドバイザー（仮称。以下同
じ。））を養成することを念頭に，ユースアドバイザーの研修・養成プログラムの開発に向けた調査研究を行った。

○　厚生労働省では，子育て中の親子が気軽に集い，相談・交流等ができる「地域の子育て支援拠点」を平
成19年度までに6,000か所開設することを目標とし，取組を推進している。

◆第2節　魅力的な学校づくり◆

（開かれた学校づくり）
○　学校評価及び保護者等への情報公開について，新たに規定した学校教育法改正案を第166回国会に提出し
たところである。

（体制・機能の充実）
○　優れた教員を確保するために，大学等における教員養成，教員の採用選考，現職教員の研修の各段階を
通じて教員の資質向上に努めているほか，指導力不足教員に対する人事管理システムの厳格な運用や学校
における社会人活用などの取組を促している。
また，効果的な実績評価を促進するために，平成18年度から，教員の能力や実績等を適切に処遇等に反
映させるための調査研究を実施し，都道府県教育委員会等の取組を支援している。

◆第3節　地域社会を支えるまちづくり・むらづくり◆

（地域社会意識の維持・再生・創出）
○　文部科学省では，平成18年度は，「人づくりを通じた地域づくり推進事業」を実施し，生涯学習を通じた
まちづくりについて地域住民への普及・啓発及びまちづくり関係者の資質向上を図るための生涯学習まち
づくり研究協議会の開催などを行った。
また，「地域教育力再生プラン」を実施し，学校・家庭・地域が一体となり，安全に，かつ，安心して活
動できる子どもの居場所づくりの支援，地域におけるボランティア活動や，スポーツ及び特色ある様々な



文化の体験活動を促進し，地域の教育力の再生を図ってきた。
○　平成19年度においては，「再チャレンジのための学習支援システムの構築」事業を実施し，学習相談や社
会参加，就業・起業等に結びつける相談を行うとともに，再チャレンジに必要となる学習機会の開発・提
供等を行っている。

（安心して外出等できる環境の整備）
○　公共交通機関や建築物等のバリアフリー化，一定の地域内におけるこれらの施設等及びこれらの間の経
路の一体的・連続的なバリアフリー化を促進し，バリアフリー施策を総合的に展開するため，「高齢者，身
体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」（平6法44。ハートビル法）と，
「高齢者，身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」（平12法68。交通バ
リアフリー法）を統合・拡充した「高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平18法91。
バリアフリー新法）を平成18年6月に制定，12月から施行した。

◆第4節　情報・消費環境の変化への対応◆

（情報・消費環境の変化に対応した知識・能力の習得支援）
○　文部科学省では，平成19年1月の中央教育審議会答申「時代を担う自立した青少年の育成に向けて」の
提言を受け，同年2月に，携帯電話のインターネット利用に際しての留意点やトラブルの例，対応方法の
アドバイスなどを盛り込んだ啓発リーフレットを作成し，全国の小学校6年生に配布している。
さらに，携帯電話のフィルタリングの利用促進を図るため，同年2月，文部科学省，総務省及び警察庁
は合同で，都道府県知事，都道府県教育委員会及び都道府県県警等に対して，啓発活動に取り組むよう依
頼している。
○　金融庁では，金融を取り巻く環境がめまぐるしく変化している中，金融に関する知識が不十分なために，
金融取引に関するトラブルに巻き込まれることがないように，平成16年12月に，これから新社会人になる
人を対象としたパンフレット「はじめての金融ガイド」を作成し，平成17年2月に，全国の高等学校へ配
布した。平成19年2月には，金融に関するトラブル事例，トラブル防止策，困ったことがあった際の相談
先等を盛り込むなど，一般社会人にも役立つよう大幅に改訂し，全国の高等学校のほか，大学生協，消費
生活センター，ハローワークなどに広く配布した。
○　経済産業省では，平成18年度は，ネットショッピングに関するトラブルを防止するためのインターネッ
ト教材「これで安心！ネット通販＆ネットオークション」を公開するとともに，高等学校の家庭科等の授
業における活用を促している。

（青少年を取り巻く有害環境への対応）
○　平成18年11月，内閣府特命担当大臣（青少年育成）・情報通信技術（IT）担当大臣から，携帯電話事業
者3社に対して，青少年が用いる携帯電話のフィルタリングサービスの一層の普及に向けた取組の推進に
ついて依頼した。
○　総務省では，インターネット上の有害な情報から未成年者を保護するため，平成18年11月に総務大臣か
ら携帯電話事業者等に対し，フィルタリングの普及促進に関する要請を行った。
また，平成19年2月には，総務省，警察庁及び文部科学省が合同で，携帯電話のフィルタリングについ
て，学校関係者や保護者を始めとする住民に対し周知啓発活動に取り組むよう，都道府県知事，教育委員
会及び都道府県警察等に依頼を行うなど，フィルタリングの普及促進活動を推進している。
○　平成17年8月から開催していた「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会」におい
て，インターネット上の違法・有害情報に対する自主的措置及びこれを効果的に支援する方策等について
検討し，平成18年8月に最終報告書を取りまとめた。これを受け，総務省の支援の下，電気通信事業者団
体において検討を行った結果，平成18年11月に「インターネット上の違法情報への対応に関するガイドラ
イン」及び「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項」が策定された。
○　通信業界団体及び文部科学省と連携し，インターネットの一般ユーザーの啓発のための取組として，児
童・生徒を保護・教育する立場にある保護者及び教職員を主な対象として講座を実施する「e-ネットキャ
ラバン」（「e-ネット安心講座　通信業界キャラバン」の略称。）を実施している。e-ネットキャラバンは，
平成17年度の関東及び東海地域での試行実施を経て，平成18年度から3年間の予定で，全国規模で展開し
ている。
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○　警察庁では，平成18年4月から，有識者等から成る「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る
研究会」を開催し，いわゆるバーチャル社会が子どもにもたらす弊害やその対策の現状及び問題点，今後
の取組の強化に向けた方向性等について検討し，同年12月，最終報告書を取りまとめた。警察庁では，事
業者，教育関係者等広い範囲にそれぞれの立場での取組を要請するなど，本報告書に沿った取組を進めて
いる。
また，警察庁では，有識者，関連事業者，PTAの代表者等で構成する「総合セキュリティ対策会議」に
おける，インターネット上の違法・有害情報の通報を受け付ける「ホットライン」の必要性とその運営の
在り方に関する議論を踏まえ，平成18年6月にインターネット・ホットラインセンターの運用を開始した。
同センターでは，平成18年6月の運用開始から同年11月までの6か月間において23,739件の通報をインタ
ーネット利用者から受理しており，プロバイダ等に対して924件の違法・有害情報の削除依頼を行い，そ
のうち722件（78.1％）が削除された。平成19年度から，外国のウェブサーバに蔵置された違法情報等につ
いて，当該外国の同種の機関に対し，削除に向けた取組を依頼している。
○　関係業界の自主的な取組として，平成20年7月から，全国のたばこ自動販売機を成人識別機能が付与さ
れたものに切り替えるための取組を行っており，財務省からも，その円滑な切り替えが行われるよう，関
係業界や当該自動販売機の導入を拒否又は逡巡している小売販売業者に対して，協力要請を行ったところ
である。

トピック 子どもを有害環境から守るために

1 はじめに
○　近年，我が国においては携帯電話やインターネットの普及が急速に進展
○　時々刻々更新される膨大な情報に誰もが容易に接することができる環境
○　これらの情報には有用なものが多いことはいうまでもないが，一方で，その中には，青少年の人格形成に
悪影響を及ぼすおそれのある情報や犯罪に巻き込まれる危険性のある情報が含まれていることもまた事実

○　トピックでは，子どもを違法・有害情報等の有害環境から守るために実施されている国，地方公共団体，
民間団体等の取組を具体的に紹介

2 青少年の有害環境対策の枠組
（1）青少年育成施策大綱等
○　「青少年育成施策大綱」，「青少年を取り巻く環境の整備に関する指針―情報化社会の進展に対応して―」，
「子ども安全・安心加速化プラン～犯罪から子どもを守るために～」等により対策を推進
○　平成18年11月，内閣府特命担当大臣（青少年育成）・情報通信技術（IT）担当大臣から，携帯電話事業
者3社に対し，フィルタリングサービスの更なる普及に向けて強力な取組を推進するよう依頼

○　平成18年11月，総務大臣から携帯電話事業者3社及び（社）電気通信事業者協会に対し，フィルタリング
の普及促進を要請，同社等は，フィルタリングサービスの更なる普及促進に向けて，販売時の親権者の意
思確認の徹底，フィルタリングサービスの周知啓発等の取組を強化

（2）法律による規制
○　児童買春・児童ポルノ法
児童ポルノの画像データ（電磁的記録）の提供とこれを目的とした保管及び特定・少数の者に対する提
供とこれを目的とした製造・所持等を処罰の対象とした。
○　「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」
インターネット異性紹介事業（いわゆる「出会い系サイト事業」）を利用して児童を性交等の相手となる
よう誘引する行為等を禁止するととともに，児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するた
めの措置を定めている。

（3）有害情報にかかる都道府県の規制等
○　多くの都道府県では，青少年保護育成条例において，有害図書類の規制のほか，インターネット上の有
害情報の規制に係る努力義務を規定している。
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（1）国による取組
○　インターネット・ホットラインセンター
利用者からインターネット上の違法・有害情報に関する通報を受理し，内容を確認の上，警察への通報
やプロバイダ等への削除依頼を実施
本年度から，諸外国のホットラインと連携

○　サイバーパトロール，サイバーパトロールモニター
都道府県警察では，「児童買春・児童ポルノ法」違反等インターネット上の違法・有害情報を把握するた
めの活動として，職員や一般モニターによるサイバーパトロール等を実施
○　サイバーセキュリティ・カレッジ
警察では，小・中学校における講習等において，インターネット上の違法・有害情報の影響から守るた
め広報啓発活動を実施

（2）地方公共団体による取組
○　情報モラルポータルサイト（京都府）
京都府青少年の健全な育成に関する条例の規定の遵守を促すため，京都府，京都府教育委員会及び京都
府警察本部の3者が連携・協力して京都府情報モラルポータルサイトを運営
○　有害図書等パトロール（那覇市青少年センター）
少年補導員等による有害図書等のパトロールを実施

○　フィルタリング普及活動（長崎県）
県民運動の一環として，情報メディアの利用に際しての家庭におけるルールづくりなどの取組を実施す
るとともに，携帯電話事業者と協働し保護者に対するフィルタリングサービスの利用促進及び販売店店員
への意識付けを図るためのミニのぼり旗を作成し，県内の全携帯電話販売店に配布等

（3）民間団体等の取組
○　ゲームソフト年齢別レーティング制度（特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーテ
ィング機構（CERO））
ゲームソフトに含まれる表現・内容により，そのソフトの対象年齢等を表示する制度を運用

○　CVS・セーフティステーション（（社）日本フランチャイズチェーン協会）
自主防犯体制の強化や女性・子ども等の駆け込みへの対応，18歳未満者への成人向け雑誌の販売・閲覧
防止，未成年者への酒類・たばこの販売防止等を実施

◆第5節　調査研究，青少年にも分かりやすい情報提供，広報啓発活動の推進◆

（青少年にも分かりやすい情報提供）
○　内閣府では，「青少年のためのホームページ」（http://www8.cao.go.jp/youth2/index.html）により，青少
年向けの情報提供を行っている。同ホームページでは，法務省の「子どもの人権110番」や文部科学省の
「24時間いじめ相談ダイヤル」など全国共通の相談窓口や全国の青少年相談機関，青少年の国際交流，青少
年団体等に関する情報を提供するとともに，各省庁や都道府県の青少年向けホームページへのリンクを設
けている。

（広報啓発活動）
○　内閣府では，昭和53年度から毎年11月を「全国青少年健全育成強調月間」に定めている。平成18年度は，
内閣府及び（社）青少年育成国民会議の主唱，関係省庁等の参加の下，
①　青少年を非行や犯罪等から守るための取組の推進
②　児童虐待の予防と対応，家庭への支援の充実
③　青少年の社会的自立支援の促進
④　いじめの防止と早期対応

の4点を重点事項とし，期間中に青少年健全育成のための諸行事を集中的に実施することにより，国民の
青少年健全育成に対する理解を深め，青少年育成国民運動の一層の充実と定着を図った。
○　内閣府では，毎年6月の「食育月間」において，全国規模の中核的なイベントとして，平成18年6月に
「第1回食育推進全国大会」，平成19年6月に「第2回食育推進全国大会」を開催するなどの広報啓発活動を
実施している。
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