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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」を実施している。
　　また，平成17年度から，不登校児童生徒に
多様な支援を行うため，不登校児童生徒及
び保護者への指導・支援を行っているNPO，
民間施設及び公的施設に対し，不登校児童生
徒の実態に応じた効果的な学習カリキュラ
ム，活動プログラム等の開発を委託しており，
平成20年度も引き続き実施している。

イ　体験活動の推進（文部科学省）
　　ひきこもりなど社会との関係が希薄な青年
が，将来の目標を設定し，社会の中で自ら行
動することができるようになるために，福祉
作業所などでの社会体験への参加を支援する

とともに，不登校やいわゆるニートなどの悩
みを抱える青少年に対し，自然体験や生活体
験等の体験活動に取り組む機会を提供するこ
ととしている。

ウ　相談業務の充実（厚生労働省）
　　いわゆる「ひきこもり」については，地域
精神保健福祉業務の一環として，精神保健福
祉センター，保健所，児童相談所等において，
本人や家族に対する医師，保健師，精神保健
福祉士等による相談・支援を行っている。

　　また，相談業務をより適切に実施するため，
対応ガイドラインを作成し，関係機関に配布
するなど，地域精神保健福祉業務のより一層
の充実を図っている。

1　児童虐待防止対策
（1）児童虐待の現状（厚生労働省）
　児童虐待防止対策については，平成12年11月
の「児童虐待の防止等に関する法律」（以下「児
童虐待防止法」という。）の施行以来，様々な
施策の推進が図られ，さらに，平成16年及び平
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，制度的な対応
についても充実が図られている。
　しかしながら，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19年度には，「児童虐待防止法」が施
行される直前の約3.5倍に当たる40,639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。

（2）児童虐待防止対策の充実（内閣府，警察庁，
法務省，文部科学省，厚生労働省）
　児童虐待は，子どもの心身の発達及び人格の
形成に重大な影響を与えるため，児童虐待の防
止に向け，虐待の「発生予防」から「早期発見・
早期対応」，さらには虐待を受けた子どもの「保

護・自立支援」に至るまでの切れ目ない総合的な
支援体制を整備，充実していくことが必要である。
ア　児童虐待防止対策の充実に向けた取組（法
務省，文部科学省，厚生労働省）

　　児童虐待については，その発生予防から虐
待を受けた子どもの自立に至るまで，切れ目
なく総合的に支援していくため，関係省庁が
連携して，施策の一層の充実を図っている。

　　①　発生予防
　　　　厚生労働省では，発生予防に関して

は，平成19年度から，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）」を実施している（平成19年に
おいては，全国の市区町村のうち58.2％
にあたる1,063市区町村にて実施（平成
19年度次世代育成支援対策交付金交付決
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定ベース））。
　　　　また，養育支援が必要な家庭に対して，

保健師，助産師，子育て経験者等が訪問
し，育児・家事の援助や具体的な育児に
関する指導・助言等を行う育児支援家庭
訪問事業や，子育て中の親子が気軽に集
い，相談・交流等できる地域子育て支援
拠点事業（ひろば型・センター型）の設
置を推進している。

　　　　文部科学省では，就学時健診等の機会
を活用した子育て講座の全国的な開設な
どにより，子育て不安の軽減や地域から
の孤立の解消に努めている。

　　　　また，児童虐待に関する内容を盛り込
んだ子育てのヒント集としての「家庭教
育手帳」を，乳幼児等を持つ親に配布し
ている。

　　②　早期発見・早期対応
　　　　厚生労働省では，早期発見・早期対応

に関しては，児童相談所の体制強化，市
町村における「子どもを守る地域ネット
ワーク」（要保護児童対策地域協議会）
の設置促進・機能強化などの，児童の安
全の確認及び安全の確保を最優先とした
対応を図っている（P139（2）イ参照）。

　　③　児童相談所の児童福祉司の配置基準
　　　　厚生労働省では，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10万から13万までを基準とし
て定める」を「人口おおむね５万から８万
までを標準として定める」こととし，平成
17年４月１日から施行したところである。
平成20年４月の調査では，児童福祉司
は，2,358人と，児童虐待防止法が制定
された平成12年度に比べて1.8倍の増員
となるなど，児童福祉司の配置の充実は
進んでおり，さらに，平成20年度地方財
政措置においては，標準人口170万人当
たり１名の増員を図ったところである。

　　　　また，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，警察官
OB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。

　　　　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事業を実施している。

　　④　人権擁護機関における相談
　　　　法務省の人権擁護機関においても，被

害児童からの申告や人権相談，新聞・雑
誌等からの情報により，おそれのあるも
のも含め，児童虐待事案があるとの情報
を得た場合は，児童相談所等と連携し，
児童の一時保護など適切な対応に努める
とともに，必要に応じ，加害者等に対し
て人権尊重理念に対する理解を深めるよ
うな啓発を行うことなどによる被害児童
の救済に努めている。

　　　　また，「児童虐待防止推進月間」中に
おいて，子どもの人権専門委員全国会議
を開催し，児童虐待防止のための取組強
化を図っている。

　　⑤　保護・支援
　　　　厚生労働省では，保護・自立支援に関

しては，児童養護施設等の小規模ケアの
推進，個別対応職員や家庭支援専門相談
員の配置等のケア担当職員の質的・量的
充実，里親委託の推進，児童養護施設等
を退所する子ども等の身元保証人を確保
するための事業などを実施している。

　　　　文部科学省においては，平成20年度に
おいて，児童虐待等の問題に対応するた
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め，教育分野に関する知識に加えて，社
会福祉等の専門的な知識・技術を用い
て，児童相談所等の関係機関等とのネッ
トワークを活用するなど，児童生徒が置
かれた様々な環境へ働き掛けて支援を行
う専門家であるスクールソーシャルワー
カーの活用方法等について調査研究を
行っている。

　　⑥　児童虐待による死亡事例等の検証
　　　　児童虐待による死亡事例等の検証は，

事件の再発防止と対策を構築する上での
課題を抽出するために重要な意義を持つ
ことから，社会保障審議会児童部会の下
に設置されている「児童虐待等要保護事
例の検証に関する専門委員会」において
平成16年より実施されており，これまで４
次にわたる報告書が取りまとめられてい
る。今般，同検証委員会において，厚生
労働省が都道府県等に対する調査により
把握した死亡事例について分析検討を行
い，平成20年６月，第１次から第４次ま
での報告の総括報告書を取りまとめた。

　　⑦　関係法令の改正
　　　　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，議員立
法により平成19年通常国会に提出され，
同年５月25日に成立し，平成20年４月に
施行された。主な改正事項は，次のとお
りである。

　　　　なお，これに伴い，児童相談所運営指
針等の所要の改正等が行われている。

　　　a　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

　　　b　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

　　　c　保護者に対する指導に従わない場合
の措置の明確化等

　　　d　国及び地方公共団体による重大な児
童虐待事例の分析責務を規定

　　　e　地方公共団体による「子どもを守る
地域ネットワーク」（要保護児童対策
地域協議会）設置の努力義務化

イ　関係省庁・機関との連携（内閣府，厚生労
働省）
　　政府では，児童虐待について，各界各層の
幅広い国民の理解を深め，社会的関心の喚起
を図るため，平成16年度から11月を「児童虐
待防止推進月間」（主唱：厚生労働省及び内閣
府）と位置付け，その期間中，関係府省庁や
地方公共団体，関係団体等と連携した集中的
な広報啓発活動を実施している。平成19年度
においては，月間標語の公募・決定，全国フォー
ラムの開催（11月10日～ 11日・熊本県熊本市），
広報啓発ポスター・チラシの作成，配布及び
政府広報を活用した各種媒体（テレビ，新聞，
雑誌等）による広報啓発などを実施した。
　　また，厚生労働省においては，関係省庁と
幅広い関係団体が参加する「児童虐待防止対
策協議会」を開催して，関係者の認識と情報
の共有化を図ることにより，連携の促進を
図っている。

　　さらに，児童虐待防止の啓発を図ることを
目的に，民間団体（特定非営利活動法人児童
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
どもたち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。
ウ　調査研究（文部科学省，厚生労働省）
　　厚生労働省では，平成14年度に設立された，
児童虐待に特化した研究，研修，情報提供な
どを行う「日本虐待・思春期問題情報研修セ
ンター（通称：子どもの虹情報研修センター）」
において実施されている児童虐待に関する臨
床研究や，指導者の養成を目的に，高度かつ
最新の専門知識と実践的な援助技術が習得で
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きるような研修等の実施を支援している。
　　また，厚生労働科学研究においても，保護
者への指導法の開発に関する研究など，児童
虐待対策に関する研究を，従来から幅広い分
野の研究者の参画を得て実施している。
　　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。

2　青少年の福祉を害する犯罪対策
（1）人身取引対策（内閣官房）
　人身取引は，重大な人権侵害であり，被害者
となった女性や児童に深刻な肉体的・精神的な
影響を与え，その被害の回復が非常に困難であ
ることから，人道的な観点からも，迅速・的確
な取組が必要とされている。
　このような認識の下，政府は，平成16年４月
に，内閣官房副長官補を議長とする「人身取引
対策に関する関係省庁連絡会議」を設置し，同
年12月に，人身取引の防止・撲滅及び被害者保
護などからなる包括的・総合的な対策として，
「人身取引対策行動計画」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。
　行動計画においては，人身取引被害者の保護
に際し，被害者が児童である場合も含め，被害
者を保護の対象として明確に位置付け，被害者
の状況に応じて，きめ細かな対応を行うことと
している。

　政府では，策定後も，時宜に応じて関係省庁
連絡会議及び同幹事会を開催し，行動計画の
フォローアップを行っているほか，同計画の成
果を犯罪対策閣僚会議へ報告するなどして，施
策の着実な推進を図っている。

（2）取締り等（警察庁，法務省）
　「児童買春，児童ポルノに係る行為等の処罰
及び児童の保護等に関する法律」（平11法52。
以下「児童買春・児童ポルノ法」という。）違
反や「児童福祉法」違反等の福祉犯は，少年の
心身に有害な影響を及ぼし，健全な育成を著し
く阻害することから，警察では，その積極的な
取締りと被害少年の発見保護に努めている。
ア　福祉犯の被疑者の検挙状況（警察庁）
　　平成19年の福祉犯の検挙人員は，6,768人
で，前年に比べ236人（3.6％）増加した（第
2-3-4図）。このうち，暴力団員の検挙人員は，
545人で，福祉犯における検挙人員の8.1％を
占めている（第2-3-2表）。

■第 2-3-4 図　福祉犯の法令別検挙人員
　（平成 19年）

労働基準法
164人（2.4%）

計
6,768人
（100%）

青少年
保護育成条例

2,770人
（40.9%）

児童買春・
児童ポルノ禁止法

1,361人
（20.1%）

風営適正化法
983人
（14.5%）

児童福祉法 
494人（7.3%）

未成年者飲酒禁止法
246人（3.6%）

未成年者喫煙禁止法
108人（1.6%）

売春防止法 63人（0.9%） 職業安定法 53人（0.8%）
大麻取締法 37人（0.5%）

毒物及び劇物取締法
192人（2.8%）

覚せい剤取締法
135人（2.0%）

その他 162人（2.4%）

■第 2-3-2 表　福祉犯の法令別暴力団等関係者の関与状況（平成 19年）

計 児童福祉
法

売春防止
法

職業安定
法

労働基準
法

風営適正
化法

毒物及び
劇物取締
法

覚せい剤
取締法

青少年
保護育成
条例

児童買春・
児童ポルノ
禁止法

その他

平成 19年 6,768 494 63 53 164 983 192 135 2,770 1,361 553
暴力団等関係者 545 126 19 12 17 114 14 57 107 56 23
関与率 8.1 25.5 30.2 22.6 10.4 11.6 7.3 42.2 3.9 4.1 4.2
構成比 100.0 23.1 3.5 2.2 3.1 20.9 2.6 10.5 19.6 10.3 4.2
資料：警察庁調べ

資料：警察庁調べ
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イ　児童買春・児童ポルノ問題（警察庁）
　　国際的にも問題となっている児童買春や児
童ポルノは，児童の権利保護や少年の健全育
成を図る上で大きな問題であることから，「児
童買春・児童ポルノ法」による積極的な取締
りに努めており，平成19年中は，1,914件，1,361
人を検挙している。
ウ　「出会い系サイト」問題（警察庁，法務省）
　　警察では，「出会い系サイト」を利用した
犯罪について，平成19年中は，「児童買春・
児童ポルノ法」違反事件760件，青少年保護
育成条例違反440件を検挙している。
　　また，インターネット異性紹介事業の利用
に起因する犯罪から児童を保護し，もって児
童の健全な育成に資するため，平成19年中，
「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」違
反で122件（うち61件が児童による誘引）を
検挙している。
　　また，出会い系サイト規制事業者に対する
届出制の導入等の規制の強化や，児童による
出会い系サイトの利用を防止するための民間
活動の促進に関する規定を盛り込んだ同法の
改正案を第169回国会（平成20年）に提出し，
同年５月，可決・成立した。
　　検察庁においては，「児童福祉法」違反事件，
「児童買春・児童ポルノ法」違反事件等青少
年の福祉を害する犯罪及び人身売買事犯につ
いても積極的に訴追し，厳正な科刑の実現に
努めている。

（3）被害相談・支援（厚生労働省）
　平成19年度に児童相談所で受け付けた児童買
春等被害相談は，40件であり，児童，家庭及び
関係機関から，児童買春等の被害により保護を
必要とする相談及び通告が児童相談所にあった
場合には，児童の心身の状態，家庭環境，生活
環境等について総合的に調査・判定を行い，以
下の措置を実施している。
　　①　児童相談所への通告等により継続的な

カウンセリング等を実施
　　②　緊急的な保護を必要とする場合は，児

童相談所の一時保護所で一時保護を実施
　　③　総合的な判定の結果，児童の生活全般

の立て直しが必要な場合は，児童養護施
設，情緒障害児短期治療施設，児童自立
支援施設等に入所措置を行い，保護及び
指導を実施

　　④　心身の状態が医療を必要とする場合に
は，医療機関をあっせん 

3　その他の犯罪対策
（1）子どもを犯罪から守るための取組（内閣官房，
内閣府，警察庁，総務省，法務省）
　近年，子どもを対象とした殺人，暴行・傷害，
性犯罪，略取誘拐等の犯罪が多数発生し，国民
に強い不安を与えていることから，政府では，
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，全通学路の緊急安全
点検や路線バスを活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。
　また，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。
　さらに，平成18年６月に，「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～」を取りまとめた。
　警察庁では，子どもの犯罪被害等を防止する
ため，平成17年度から，公民館等の活動拠点を
中心とした自主防犯活動を支援するための「地
域安全安心ステーション」推進事業を実施（平
成20年９月現在600地区整備）しているほか，
平成17年６月からは，法務省から子どもを対象
とした暴力的な性犯罪に係る受刑者の出所情報
の提供を受け，出所者の更生や社会復帰を妨げ
ないように配慮しつつ，犯罪の予防や捜査の迅
速化等への活用を図っている。
　そのほか，警察では，犯罪の被害者となって
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いる子どもの早期保護等を図るため，警察庁の
委託を受けた民間団体が，市民から匿名による
事件情報の通報を，電話により受け，これを警
察に提供して，捜査等に役立てるという匿名通
報モデル事業（通称「匿名通報ダイヤル」）を
平成19年10月から運用している。
　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「地域安心安全ス
テーション」を中心として，地域住民による防
災・防犯パトロールや防災訓練などを行うこと
により，地域の安心・安全の確保を図る取組が
平成16年度から行われており，平成20年５月現
在，412団体でモデル事業が実施されている。
この事業の全国展開を図るため，平成19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20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組から～」を開
催した。

（2）学校における安全管理（文部科学省）
　学校における事件等が大きな問題となってい
る状況を踏まえ，文部科学省では，平成14年
度から，学校安全の充実に総合的に取り組む「子
ども安心プロジェクト」を推進しており，警察官
OB等からなるスクールガード・リーダーを全国
に配置するなど地域社会全体で学校安全に取
り組む「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事
業」や，子ども自身が危険を予測し，回避する
能力を身に付けることができるよう「防犯教室」
の開催の支援に関する事業等を実施している。
　また，平成20年６月には，「学校保健法」（昭
33法56）が改正され，「学校保健安全法」と改
められた。改正法においては，総合的な学校安
全計画の策定・実施や，危険等発生時の対処要

領の作成など学校の施設・設備の安全点検，日
常生活における安全指導等を含めた取組が規定
されたところである。
　文部科学省で行った調査結果によれば，平
成18年度に地域のボランティアによる巡回が
行われた学校の割合は，66.5％で，その中でも
小学校における割合は，91.0％，子どもを対象
に防犯教室等を実施した学校の割合は，80.6％
で，その中でも小学校における割合は，95.8％
となっており，前年度と比較して増加若しくは
横ばいであり，地域や学校における子どもの安
全確保に向けた取組は推進されている。

（3）被害少年の保護活動（警察庁）
　人格形成の途上にある少年が犯罪等により被
害を受けた場合，その後の健全育成に与える影
響が大きいことから，警察では，被害少年の再
被害を防止するとともに，その立ち直りを支援
するため，少年補導職員による指導助言のほか，
被害少年に対するカウンセリング等，継続的な
支援を行っている。
　被害少年の支援に際しては，臨床心理学，精
神医学等の高度な知識・技能や豊富な経験を有
する部外の専門家を「被害少年カウンセリング
アドバイザー」として委嘱し，その適切な指導・
助言を受けながら，支援を実施している。
　また，それぞれの地域において，保護者等と
の緊密な連携の下に，日常の少年を取り巻く環
境の変化や生活状況を把握しつつ，きめ細かな
訪問活動等を行うボランティアを「被害少年サ
ポーター」として委嘱し，これらの者と連携し
た支援活動を推進している。

4　いじめによる被害対策
（1）学校における被害相談（文部科学省）
　平成18年度のいじめの深刻化を受けて，文部
科学省では，以下のような取組を行ってきた。
　　①　平成18年10月19日に，各都道府県・指

定都市教育委員会の担当者を集め，問題
を隠すことなく，迅速に対応するよう，
取組の徹底を求めた。平成18年11月17日
に「文部科学大臣からのお願い」を発表
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し，子どもと大人社会一般に対していじ
めの問題について呼び掛けた。

　　②　省内に設置された「子どもを守り育て
る体制づくり推進本部」において，19年
１月に「いじめ・自殺問題に関する取組
について」を取りまとめた。

　　③　昨今のいじめ問題の対応等のひとつと
して，子どもたちが全国どこからでも夜
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。

　　④　平成20年度から，「いじめ総合対策支
援事業」を実施し，いじめ等の問題行動
が生じた際に外部の専門家の協力を得た
効果的な取組の在り方や，いじめの未然
防止・早期発見等に関する学校の取組を
推進している。

　特に，「ネット上のいじめ」に関しては，平
成19年度において，「子どもを守り育てるため
の体制づくりのための有識者会議」を開催し，
平成19年12月に「『ネット上のいじめ問題』に
関する喫緊の提案について」，平成20年６月に，
第二次まとめとして，「『ネット上のいじめ』から
子どもたちを守るために－見直そう！ケイタイ・
ネットの利用のあり方を－」を取りまとめた。
　また，平成20年７月に各都道府県教育委員会
等に向けて通知を発出し，学校における携帯電
話の取扱等，有害情報に関する啓発活動等につ
いて，各地域の実情に合わせた更なる取組の推
進を行っている。
　さらに，教育相談体制の充実，問題行動への
毅然とした対応の促進などの取組を引き続き
行っていく。

（2）関係機関と連携した取組（警察庁，法務省）
　警察では，いじめの被害を受けた少年等に対
して，保護者及び関係機関・団体との連携を図
りつつ，被害少年の性格，環境，被害の原因，
ダメージ程度，保護者の監護能力等に応じて，

少年サポートセンターとの緊密な連携，少年補
導職員によるカウンセリングの継続的な実施
等，きめ細やかな支援を行っている。
　また，電話，ファックス，電子メールなどを
活用し，いじめの被害を受けた少年等が相談し
やすい環境の整備を進めるとともに，少年相談
窓口の夜間，休日における対応の強化に努めて
いるほか，都道府県教育委員会における教育相
談窓口との連携協力を行っている。
　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（SOS-eメール）において人権相
談を受け付けている。平成18年度からは，全国
の小・中学校の児童生徒に対し，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も
行っている。
　また，各法務局・地方法務局の本局に，フリー
ダイヤルの専用相談電話「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に
関する相談を受ける体制を整備している。平
成19年における「子どもの人権110番」の利用
件数は，22,920件であり，このうち，「いじめ」
に関する相談は，4,728件となっている。法務
省の人権擁護機関においては，被害にあった本
人等からの申告や人権相談等による情報等を通
じて「いじめ」事案（「いじめ」のおそれのあ
る事案を含む。）があるとの情報を得た場合に
は，人権侵犯事件として調査し，「いじめ」があっ
た，あるいは「いじめ」が継続して行われてい
るなどその事実が認められた場合には，教職員
や学校等に対して人権思想の啓発を行うことに
より「いじめ」行為の中止や再発防止を図るな
ど被害を受けた少年の救済に努めている。
　また，子どもの人権専門委員を中心とする人
権擁護委員及び法務局・地方法務局の職員が，
地域の学校を訪問するなどして，いじめをなく
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すための様々な啓発活動も行っている。

5　災害・事故防止対策
（1）学校における防災教育及び交通安全教育
（文部科学省）
　学校においては，子どもが犯罪被害，交通事
故及び自然災害等の危険から身を守るため，子
ども自身に危険を予測・回避する能力を習得さ
せるとともに，家庭や地域と連携を図りながら，
学校の教育活動全体を通じて，子どもの発達段
階に応じた安全教育を推進している。
　文部科学省では，平成19年度に小学生向けの
防災教育教材を作成しているほか，平成20年度
には，中学生向けの防災教育教材を作成すると
ともに，引き続き，高等学校における自転車，
二輪車及び四輪車に関する指導内容・方法等に
ついて実践的な取組を行うこととしている。

（2）防災指導（総務省・消防庁）
　総務省及び消防庁では，地震や風水害などの
災害への備えや具体的な対応，初期消火，応急
手当要領などに関する防災指導を，学校，地域
活動やインターネットを活用したe-ラーニング
（防災・危機管理e-カレッジ）により行っている。

（3）母親クラブの活動（厚生労働省）
　地域における児童を持つ母親による児童健全
育成活動である母親クラブでは，公園の遊具の
安全性の点検や交通安全指導など，地域に密着
した活動を行っており，厚生労働省では，これ
らの取組を支援するため，母親クラブの活動費
の補助を行っている。

（4）水難・山岳事故対策（警察庁，文部科学省）
　今日，日常生活の中でスポーツを実践する
人々がますます増加してきており，その中で，
海や川での水泳や登山・キャンプ等の野外で自
然と触れ合いながら，様々な活動を行う野外活
動への関心も高まってきている。
　警察では，自治体や関係機関・団体等と連携
し，安全対策についての働き掛けや，海浜・山
岳パトロール等の活動を通じて，水難・山岳事
故の防止に努めている。文部科学省においても，
関係省庁とも連携を図り，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
を喚起している。
　また，各種の資料，パンフレット等の作成，
指導者に対する講習会や研修会の実施などによ
り，事故防止に努めている。

第５節　労働市場で不利な条件下にある青少年の支援

1　高校中退者，若年失業者等の就労支
援等（厚生労働省）
若年失業者の就職を支援するため，東京，神奈
川，愛知，大阪及び兵庫に設置しているヤングワー
クプラザにおいて，希望職種が明確になっていな
いフリーターを対象に，職業適性診断や職業カウ
ンセリングの実施など，計画的できめ細かな個別
の支援を実施している。
また，平成19年度から，ヤングワークプラザ及
び９道府県のハローワークにおいて，的確な求職
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。
また，ニート等の若者の職業的自立を支援する

ため，平成17年度から，３か月間の合宿形式によ
る集団生活の中での労働体験等を通じて，働く自
信と意欲を付与し就労等へと導く若者自立塾事業
を全国30か所で実施している（平成20年度）。さ
らに，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，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20年度においては，か所数を


