
第２部 子ども・若者に関する国の施策
第１章 子ども・若者育成支援施策の総合的・計画的な推進
第１節 青少年育成推進本部の取組

（青少年育成施策大綱と関連諸施策の推進）
政府は，内閣総理大臣を本部長とし，全閣僚を構成員とする「青少年育成推進本部」で平成１５年１２月に

我が国における青少年の育成に係る基本理念と中長期的な施策の方向性を示す「青少年育成施策大綱」（平
成１５年大綱）を策定した。
その後，時代の変化に対応した青少年育成施策の一層の推進を図るため見直しを行い，平成２０年１２月に

新しい「青少年育成施策大綱」（平成２０年大綱）を策定した。
平成１５年大綱策定後，少子化社会対策，子どもを犯罪から守るための取組，非行少年対策，食育の推
進，若者の社会的自立の支援等法令整備や関連諸施策の取りまとめ等が行われてきた。
少子化社会対策では，少子化社会対策大綱（平成１６年６月）策定から５年が経過した平成２２年１月に新

しい少子化社会対策大綱として「子ども・子育てビジョン」を策定した。
平成１９年１２月に策定された「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活

の調和推進のための行動指針」に新たな視点や取組を盛り込み，仕事と生活の調和の実現に向けて一層積
極的に取り組む決意を表明するため，平成２２年６月，政労使トップによる新たな合意が結ばれた。
平成２１年４月に施行された「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関す
る法律」（平２０法７９）に基づき，同年６月，「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるように
するための施策に関する基本的な計画」が策定されている。
政府全体の意識を改革し，一丸となって自殺対策の緊急的な強化を図るため，平成２２年２月に「いのち
を守る自殺対策緊急プラン」が策定されている。

（子ども・若者育成支援推進法・子ども・若者ビジョン）
子ども・若者をめぐる環境の悪化やニート，ひきこもり，不登校等子ども・若者の抱える問題の複雑
化，さらに従来の個別分野における縦割り的な対応では限界が生じていることを背景として，①国の本部
組織や子ども・若者育成支援のための大綱（子ども・若者育成支援推進大綱）を策定，②地域における計
画やワンストップ相談窓口等子ども・若者育成支援施策の総合的推進のための枠組，③社会生活を円滑に
営む上での困難を有する子ども・若者を支援するためのネットワーク整備等を主な内容とする「子ども・
若者育成支援推進法」（平２１法７１）が平成２１年７月に成立し，平成２２年４月１日に施行された。
内閣府では，同法の施行後速やかに「子ども・若者育成支援推進大綱」を策定するため，平成２２年１月
から政務三役及び有識者からなる「子ども・若者育成支援に関するワーキングチーム」において検討を開
始し，その過程で，内閣府特命担当大臣と子ども・若者との対話集会を開催した。
平成２２年４月１日の同法の施行に伴い，内閣府に，特別の機関として，内閣総理大臣を本部長，内閣官

房長官及び青少年育成を担当する内閣府特命担当大臣を副本部長，全閣僚を構成員とする「子ども・若者
育成支援推進本部」が設置された。
平成２２年４月２日には，第１回の本部を開催し，「子ども・若者育成支援推進大綱の作成方針」を決定

した。その後，国民や地方公共団体からの意見募集等を行った上で，７月に同法に基づく子ども・若者育
成支援推進大綱として「子ども・若者ビジョン」（平成２２年７月２３日子ども・若者育成支援推進本部決定）
を策定した。
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図表２３ 子ども・若者のビジョンについての意見・評価

（子ども・若者ビジョンの評価）
内閣府では，政府における子ども・若者育成支援施策の基本的な方針を明らかにした「子ども・若者ビ

ジョン」について，平成２２年度に，子ども・若者（中学生以上 ３０歳未満３００名）の意見・評価をメール
を通じて聴取（回答率５５．３％）。
主な意見・評価としては，ビジョンに対して，「共感」３８．６％，「実行できるか疑問」１３．９％，「非共感」

１２．０％，「分からない・分かりにくい」７．８％となっており，共感できるとした意見が４割程度を占めてい
るものの，「非共感」及び「分からない・分かりにくい」を合わせると２割程度を占めている。

このように，ビジョンの基本的な方向性は，子ども・若者から一定程度賛同を得ていると思われるが，
今後は，より子ども・若者の立場に立って，具体的な例示や分かりやすい用語を用いて説明すること等に
より，「非共感」・「分からない・分かりにくい」の割合を減らすことが求められる。
また，内閣府において開催されている「青少年インターネット環境の整備等に関する検討会」において

インターネット環境整備に関する関係府省庁の施策の実施状況等について有識者に意見を求めたところ，
① 子どもの携帯電話使用を前提に，保護者がきちんと安心できる環境づくりのため，各省庁が連携して
啓発等に取り組むべき，

② 日本の取組は他国においても参考となる先進的な取組であり，今後とも国際連携や海外への情報発信
に取り組むべき，

③ 有害情報を閲覧した青少年や有害情報対策従事者の精神的ケア対策の整備に向けた取組について，着
実に今後もこの道筋を継続すべき，

等，現在の方向性を着実に進め，情報発信の強化を求める評価がなされた。
今後は，これらの意見も踏まえつつ，ビジョンに関する点検・評価の仕組みを設けることとなってい
る。

第２章 すべての子ども・若者の健やかな成長の支援
第１節 子ども・若者の自己形成支援

（日常生活能力の習得）
学校教育においては，学習指導要領等に基づき，道徳や特別活動を始め，学校の教育活動全体を通じ
て，基本的な生活習慣の形成を図るための指導が行われている。
新しい学習指導要領では，特に小学校低学年において，あいさつ等の基本的な生活習慣，社会生活上の
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きまりを身に付け，善悪を判断し，人間としてしてはならないことをしないことの指導を重視するなど，
道徳教育について充実を図っている。

（多様な活動機会の提供）
農林水産省，文部科学省及び総務省の３省では，力強い子どもの成長を支える教育活動として，小学校

における農山漁村での宿泊体験活動を推進する「子ども農山漁村交流プロジェクト」を展開している。
農林水産省では，受け入れの核となる受入モデル地域を選定して受入体制の整備等の支援を実施してい

る。また，文部科学省では，３泊４日以上での農山漁村での自然体験活動等の取組を支援している。
内閣府の青年国際交流事業は，多様な価値観を持つ各国青年との交流により日本青年がグローバルな知

識や発想を身につけることと，各国から参加した優秀な青年に我が国との信頼関係を基礎として我が国へ
の理解と友好親善を深めてもらうために行われている。
本事業は，多様な背景を持つ各国青年との交流により，普段の生活の場を超えた多様な価値観に触れる

貴重な機会を提供しているところであるが，事業の既参加青年たちが自主的に行っている事後活動におい
ても，背景の異なる外国人等との交流活動等により，自らとは異なる文化や多様な価値観に触れる機会を
継続的に設けているところである。

（学力の向上）
平成２０年（小・中学校）・２１年（高等学校）に改訂された新学習指導要領においては，①「生きる力」
の育成，②知識・技能の習得と思考力，判断力，表現力等のバランスを重視すること，③豊かな心と健や
かな体の育成を基本的なねらいとし，授業時数の増加を図るとともに，言語活動や理数教育の充実など，
教育内容の改善を図っている。
新学習指導要領は，小学校では平成２３年度から，中学校では平成２４年度から全面実施（平成２１年度から

算数・数学，理科等で先行実施），高等学校では，平成２５年度入学生から年次進行で実施することとして
いる（小・中学校における学習の成果を生かすため，数学及び理科は平成２４年度入学生から先行実施）。

（大学教育等の充実）
文部科学省では，国公私立大学を通じた競争的環境の下で，大学教育の質の保証や教育力の向上を図る

取組の中から，効果の見込まれる取組を選定し，大学教育の改革への財政支援とともに，フォーラムの開
催や事例集の作成等により，社会に対する情報提供を実施し，各大学等における教育改革の取組を推進し
ている。
平成２３年度からは，各成長分野における取組を先導する産学コンソーシアムを組織化し，中核的専門人
材養成のための新たな学習システムの基盤を整備する「成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的
推進」を推進している。そのほか，専修学校の留学生の日本での就職・生活を支援する「専修学校留学生
総合支援プラン」事業を引き続き実施するとともに，専門学校に対する大型教育装置・情報処理関係設備
の整備費補助や教員研修事業等の施策を行うなど専修学校教育の一層の振興を図っている。

（経済的支援の充実）
「平成２２年度における子ども手当の支給に関する法律案」は，第１７４回通常国会に提出され，平成２２年

３月に成立し，同年４月１日から施行された。
また，「国民生活等の混乱を回避するための平成２２年度における子ども手当の支給に関する法律の一部
を改正する法律」が平成２３年３月に成立，同年４月１日に施行され，平成２３年４月～９月までの６か月間
についても，これまでと同じ月額１万３０００円の子ども手当が引き続き支給されることとなった。
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「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」が平成２２年３月
３１日に成立し，４月１日から施行された。この法律により，公立高等学校について授業料を無償とすると
ともに，私立高等学校等の生徒については，高等学校等就学支援金を支給する制度が創設された。

第２節 子ども・若者の社会形成・社会参加支援

（社会形成への参画支援）
平成２１年度から，「ユース特命報告員」を募集し，内閣府から提示する課題等について，Eメールによ

り意見等を報告してもらう「青少年目安箱事業」を開始している。

第３節 子ども・若者の健康と安心の確保

（健康の確保・増進）
平成２０年６月には「学校保健法」（昭３３法５６）の改正が行われ，平成２１年４月に「学校保健安全法」と

して施行された。養護教諭と関係教職員が連携した組織的な保健指導や地域の医療機関その他の関係機関
との連携による児童生徒等の救急処置・健康相談・保健指導の充実等が図られたところである。

（相談体制の充実）
「心の専門家」であるスクールカウンセラー等を平成２３年度においては全公立中学校約１万校及び公立
小学校１万２０００校に配置できるよう必要な経費を支援している。
また，子ども等がいつでも相談できるよう，各都道府県及び指定都市の教育委員会が実施している電話

相談について，夜間・休日を含めた２４時間体制で対応できるよう必要な経費を支援している。
さらに，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・技術を有するスクールソーシャ

ルワーカーが，児童生徒が置かれた様々な環境に働きかけたり，児童相談所等の関係機関等とのネット
ワークを活用する等多様な方法を用いて，問題を抱える児童生徒に支援を行うことができるよう，その適
切な配置に必要な経費を支援している。

第４節 若者の職業的自立，就労等支援

（就業能力・意欲の習得）
平成２０年１２月に，文部科学大臣から中央教育審議会に対し，今後の学校におけるキャリア教育・職業教
育の在り方について諮問を行い，平成２３年１月に「今後の学校におけるキャリア教育の在り方について（答
申）」が取りまとめられた。答申では，人々の生涯にわたるキャリア形成を支援する観点から，①幼児期
の教育から高等教育に至るまでの体系的なキャリア教育の推進，②実践的な職業教育の重視と職業教育の
意義の再評価，③生涯学習の観点に立ったキャリア形成支援（生涯学習機会の充実，中途退学者などの支
援）の３つの基本的方向性に沿った具体的な方策が提言されている。
厚生労働省では，平成２２年度から，本格的な進路決定の前段階にある高校におけるキャリア教育の充実
を図る観点から，厚生労働行政としてこれまで培ってきたキャリア・コンサルティングの専門性を活か
し，キャリア教育の企画・運用を担う人材を養成するための講習を行う「キャリア教育専門人材養成事業」
を実施しており，平成２３年度は，中学のキャリア教育に携わる者を対象に実施することとしている。
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（就労等支援の充実）
「新卒者雇用・特命チーム」を設置し，チームでの検討等を踏まえ，「新成長戦略実現に向けた３段構
えの経済対策」や「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」において新卒者及び既卒者の支援に取
り組むほか，文部科学，厚生労働及び経済産業の３大臣から新規学校卒業者の採用拡大等に関する要請を
行うなど，関係府省が連携しつつ，新卒者及び既卒者の支援に取り組んでいる。
厚生労働省では，ハローワークにおいて，フリーター等が安定した職に就くことができるよう，支援対

象者一人一人の課題に応じて，正規雇用化に向け，一貫したきめ細かな支援を実施している。

第３章 困難を有する子ども・若者やその家族の支援
第１節 困難な状況ごとの取組

（ニート，ひきこもり，不登校の子ども・若者への支援等）
内閣府では，子ども・若者支援地域協議会の設置の促進を図る「子ども・若者支援地域協議会体制整備

モデル事業」を実施している。
また，困難を有する子ども・若者に対する支援に携わる人材の養成を図るため，各種研修を実施してい

る。
ニート等の若者の職業的自立を支援するため，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おり，平成２３年度においては，設置拠点を拡充（１１０
か所，前年度比１０％増）するとともに，高校中退者等を対象とした訪問支援（アウトリーチ）による学校
教育からの円滑な誘導，公的職業訓練に移行した者等に対する生活支援，学力を含む基礎力向上に向けた
継続的支援等を実施している。

（障害のある子ども・若者の支援）
文部科学省では，発達障害を含む障害のある幼児児童生徒への学校における支援体制を充実するため，

「特別支援教育総合推進事業」を実施し，「専門家チーム」の設置，教員に指導内容の助言等を行う「巡
回相談」の実施，学校と福祉・医療・労働などの関係機関が連携するための「特別支援連携協議会」の設
置等，学校や地域における支援体制を強化する取組を行っている。
また，独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の「発達障害教育情報センター」において，学校の教

職員や保護者等に対し，発達障害に関する正しい理解や支援等に関する様々な教育情報や教員研修用の講
座等をインターネットを通じて提供しており，厚生労働省とも連携をしながら，必要なコンテンツ等の充
実を図っている。

（非行・犯罪に陥った子ども・若者の支援等）
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窓口を設け，心理学等の知識を有する少年補導職員や経験豊かな
警察官等が，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したりするなど，少年相談を利用しやすい環境の整備に努めている。
政府では，「第三次薬物乱用防止五か年戦略」（平成２０年８月）及び「薬物乱用防止戦略加速化プラン」
（平成２２年７月）に基づき，関係省庁が連携して，子ども・若者に対する薬物乱用対策を推進している。
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（子どもの貧困問題への対応）
母子家庭等対策については，安心こども基金を活用し，高等技能訓練促進費の支給期間の延長等，母子家

庭の母の就業支援策等の充実を図っている。さらに，平成２２年８月分から父子家庭の父にも児童扶養手当を
支給し（最初の支給時期は平成２２年１２月），ひとり親家庭の自立支援の拡充を図っている。

（困難を有する子ども・若者の居場所づくり）
警察では，少年が非行を繰り返さないために，少年本人に対する助言，指導等の補導を継続的に実施し

ているほか，社会奉仕活動や社会参加活動等の居場所づくりを推進するなど，少年の規範意識の向上及び
社会との絆の強化を図る観点から，問題を抱えた少年の立ち直り支援活動を積極的に推進している。
家庭的な環境の下で児童を養育する「里親制度」について，里親への委託を推進し，里親家庭への支援

体制の充実を図るため，平成２０年度から「里親支援機関事業」を実施し，里親と関係機関との連絡調整，
里親家庭への訪問支援，里親による相互交流の促進等，里親への子どもの養育に関する支援や里親制度の
積極的な普及啓発等を総合的に実施している。
児童養護施設等を退所した後に就労・自立を目指す子ども・若者が生活できる自立援助ホームの拡充を

図っている。また，児童養護施設の本体施設の支援の下，地域社会の民間住宅を活用して，近隣住民との
適切な関係を保持しつつ，家庭的な環境の中で養護するグループホーム（地域小規模児童養護施設）を計
画的に整備している。
なお，児童養護施設等を退所し就職をしたものの仕事が続かない子ども・若者や住居等生活の基盤が確

保できなくなる子ども・若者に対し，社会的に自立した地域生活を営むことができるよう，施設退所児童
等アフターケア事業によりきめ細かな支援を行っている。

（外国人等特に配慮が必要な子ども・若者の支援）
義務教育段階にある外国人の子どもについても，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。
さらに，昨今の景気後退により，不就学等になっているブラジル人等の子どもに対し，平成２１年度から
日本語指導等を行う「虹の架け橋教室」を設け，公立学校等へ円滑に転入できるようにする「定住外国人
の子どもの就学支援事業」を実施している。平成２３年度は，自治体や大学，特定非営利活動法人等が設置
する３９教室で事業が行われている。

第２節 子ども・若者の被害防止・保護

（児童虐待防止対策）
全国の児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数は増加を続け，平成２１年度には４万４２１１件と
なるなど依然として，社会全体で早急に取り組むべき重要な課題となっている。
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

援していくことが必要である。このため，発生予防に関しては，「乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤
ちゃん事業）」や「養育支援訪問事業」等の推進，早期発見・早期対応に関しては，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，児童福祉司の配置
の充実等児童相談所の体制強化等の推進，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推進などの取組みを進めている。
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（子ども・若者の福祉を害する犯罪対策）
政府では，「児童ポルノ排除総合対策」（平成２２年７月）に基づき，関係省庁が連携して，児童ポルノ排
除対策を推進している。
児童ポルノや児童買春は，児童の権利や少年の健やかな育成を著しく阻害するものであり，国際的にも

問題となっている。特に，児童ポルノ事件の検挙件数や被害児童数は大幅な増加傾向にあることから，
「児童買春・児童ポルノ禁止法」による積極的な取締りに努めている。

（いじめ被害，自殺対策）
文部科学省では，「生徒指導・進路指導総合推進事業」において，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等
について自治体が行っている調査研究を支援し，成果の普及を図っている。
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
が中心となり，少年補導職員によるカウンセリングの継続的な実施等，きめ細かな支援を行っている。
さらに，法務省の人権擁護機関では，専用相談電話「子どもの人権１１０番」（フリーダイヤル）を開設す

るなど，子どもが相談しやすい体制の整備に努めている。
自殺総合対策会議において，「いのちを守る自殺対策緊急プラン」（平成２２年２月５日決定）を策定し，

自殺対策を緊急的に強化した。同プランにおいては，子どもを対象とする相談体制の強化や，子どもの自
殺への対応等について盛り込まれたほか，３月が「自殺対策強化月間」と定められた。
さらに，平成２２年の年間の自殺者数を可能な限り減少させるため，平成２２年９月７日，自殺総合対策会

議の下に自殺対策タスクフォースを設置し，年内に集中的に自殺対策の取組を実施することとしている。
タスクフォースは，平成２３年３月３１日までの時限設置とされていたが，平成２３年３月１日の自殺対策総合
会議において，設置期限を１年間延長し，平成２４年３月３１日までとすることが決定され，引き続き平成２３
年の自殺者数を可能な限り減少させるよう取り組むこととなった。

第４章 子ども・若者の健やかな成長を社会全体で支えるための環境整備
第１節 環境整備

（家庭，学校及び地域の相互の関係の再構築）
平成２０年度から授業の補助，読み聞かせや環境整備，登下校パトロール等について，地域住民がボラン

ティアとして学校をサポートする「学校支援地域本部事業」が実施されており，平成２２年度は１００５市町村
で２５４０本部が設置されている。平成２３年度からは地域住民等の参画による子どもの教育支援を総合的に支
援する「学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業」において引き続き「学校支援地域本部」
の取組を推進していくこととなっている。こうした取組を通じて，学校と学校外の社会の連携・協力が強
化され，開かれた学校づくりの促進も期待される。

（多様な主体による取組の推進）
各市区町村においては，地域の関係機関が子どもやその家庭に関する情報や考え方を共有し，適切な連

携の下で対応していくための「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）」の設置が
進められており，平成２２年４月１日現在，要保護児童対策地域協議会又は任意設置の虐待防止ネットワー
クを設置している市区町村の割合は９８．７％である。
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（子育て支援等の充実）
平成２２年１月に決定された「子ども・子育てビジョン」において，保育サービスの定員を毎年約５万人

ずつ増加する目標値を設定，この目標を達成するため，平成２３年度予算において，保育所運営費の確保等
による保育サービスの量的拡充等を図ることとしている。
また，平成２０年度第２次補正予算において都道府県に創設した「安心こども基金」を，平成２２年度補正

予算において積み増しするとともに，平成２２年度末までとしていた事業実施期限を平成２３年度末まで延長
し，保育所の整備や認定こども園への支援等を，重点的に進めている。

（子ども・若者を取り巻く有害環境等への対応）
平成２１年６月，青少年インターネット環境整備法に基づき，①青少年が自立して主体的にインターネッ

トを利用できるようにするための教育・啓発の推進，②保護者が青少年のインターネット利用を適切に管
理できるようにするための啓発活動の実施，③事業者等による青少年が青少年有害情報に触れないように
するための取組の促進，④国民によるインターネット上の問題解決に向けた自主的な取組の推進，を基本
的な方針とする青少年インターネット環境整備基本計画が策定された。
同法及び同計画に基づき，関係府省庁や民間団体等が連携して青少年が安全に安心してインターネット

を利用できる環境を整備するための施策を実施している。
平成２３年３月，政府において取りまとめた「青少年の携帯電話にフィルタリングを普及させるための緊

急対策」の一環として，総務省，警察庁それぞれから携帯電話事業者に対し，保護者への説明を強化する
よう要請するとともに，総務省，警察庁及び経済産業省から，携帯電話販売代理店等に対して，上記の携
帯電話事業者に対する要請内容を周知した。

第２節 大人社会の在り方の見直し

（仕事と子育ての両立支援）
仕事と子育ての両立支援を一層進めるため，３歳未満の子を養育する労働者に対する短時間勤務制度を

義務化するなど育児・介護休業法（平３法７６）が改正され，平成２２年６月３０日から本格施行された。
また，次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるために，「次世代育成支援対策推
進法」（平１５法１２０）に基づき，国，地方公共団体，事業主及び国民がそれぞれの立場で次世代育成支援を
進めている。
同法では，常時雇用する労働者が１０１人以上の企業に対し，労働者の仕事と子育ての両立支援に関する
取組を記載した一般事業主行動計画（行動計画）の策定，届出を義務付けている。適切な行動計画を策定・
実施し，その目標を達成するなど一定の要件を満たした企業は厚生労働大臣の認定を受け，「くるみん
マーク」を使用することができる。

第５章 今後の施策の推進体制等
第３節 国際的な連携・協力

（国際機関等における取組への協力）
青少年育成に関連する国際人権条約としては，我が国も締約国である「児童の権利に関する条約」並び

に同条約を補完する「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」及び
「児童の売買，児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」があり，締約国
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に対し，条約の実施状況及び選択議定書の規定の実施のためにとった措置につき，専門家で構成される児
童の権利委員会に定期的に報告するよう求めている。
我が国は，平成２０年４月に同条約の第３回政府報告及び２つの選択議定書の第１回政府報告を提出し，

平成２２年５月，これらの政府報告に関する児童の権利委員会による審査を受け，同年６月，同委員会はこ
の審査を踏まえ最終見解を公表した。
政府としては，最終見解の趣旨を踏まえつつ，同条約及び２つの選択議定書の実施の確保に努めること

としている。
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東日本大震災に対応して，政府の行っている被災した子ども・若者に対する様々な支援について紹介する。
○子どもの安全・安心
・避難所での生活が長期間にわたることから生じる様々な問題を解消し，被災者の安全・安心を確保するため，
女性警察官等が避難所を訪問して，様々な相談を受けるなど警察官による子どもへの支援を実施している。

○福祉（心のケアを含む）
・被災地の児童相談所職員と他県の児童相談所職員がチームを組んで，各避難所を巡回し，現状の把握に努める
とともに，両親を亡くした又は両親が行方不明の児童等被災した児童の確認や，児童との面談，養育と生活に
関する親族との話し合いを実施するなど被災した児童への対応を実施している。

・「保健師等が被災地で避難している乳幼児・子ども等への専門的な支援にあたる際のポイント」をまとめ，自
治体に周知するなど子どもの心身の健康管理を実施している。

・子どもの心のケアに関する手引きを民間団体と協力して，地方公共団体，児童相談所，児童福祉施設等へ配布
するなど心のケア等を実施している。

・被災地の小・中学校等にスクールカウンセラーを緊急派遣するとともに，教育委員会や学校に，子どもの心の
ケアに関する指導書を送付している。

・被災して避難した児童生徒等に対する心のケアや，当該児童生徒を温かく迎えるための指導上の工夫，保護
者・地域住民等に対する説明などを適切に行い，いじめなどの問題を許さず，当該児童生徒の学校生活への適
応が図られるよう，必要な指導を行うなどの特段の配慮を各教育委員会等に要請している。

○情報提供等
・被災地域の子ども達がより必要な支援を受けやすくするために，被災者のニーズと提供可能な支援を相互に一
覧できるポータルサイト「東日本大震災子どもの学び支援ポータルサイト」を開設している。

○学校・教育
・被災地等における教育活動の実態把握に努めつつ，学校運営の本格的な復旧に向け，必要な教職員を確保する
ことが必要であることから，教職員の加配措置を実施している。

・被災児童生徒等が域内の学校への受入れを希望してきた場合には，可能な限り弾力的に取り扱い，速やかに受
け入れること等を，各教育委員会等に要請している。

・被災者の方が避難所等においても携帯電話から容易にアクセスできる文部科学省携帯版ウェブサイトに，各都
道府県・指定都市の転学等に関する問い合わせ窓口や，岩手県，宮城県及び福島県の学校の開校予定に関する
情報を掲載している。

・被災により転学した義務教育諸学校の児童生徒への教科書給与について，給与の際に必要となる教科書給与証
明書がなくとも可能とするなど，弾力的な運用を実施している。

・被災により就学援助等を必要とする児童生徒等に対する認定及び学用品費，学校給食費等の支給について，可
能な限り速やかに弾力的な対応を行うよう各教育委員会に要請している。また，被災した児童生徒等の就学を
支援するため，学用品費や学校給食費等を給与する経費として，第１次補正予算において「被災児童生徒就学
支援等臨時特例交付金」を措置している。

・被災した学生等に対し修学上の配慮について周知するとともに，平成２３年度当初の授業期間について，大学設
置基準に定める学修時間を確保する方策を大学が講じていることを前提に，弾力的に取り扱って差し支えない
ことを通知するなど学生等への支援を実施している。

・専修学校・各種学校の，震災により被災した受験生及び生徒，被災した地域に関わりのある受験生及び生徒に
ついて，入学者選抜・入学手続，卒業・進級，転学等における配慮（授業料等の徴収猶予と減免等を含む）を
行うよう，都道府県専修学校・各種学校所管課を通じて，各学校に要請している。

・被災者について，８月に実施する高等学校卒業程度認定試験（第１回）の出願期間を延長している。また，出
願時の添付書類（写真等）の提出については，その提出期限を延長している。

・関係都道県教育委員会等を通じて，被災した学校設置者からの被害報告等により，学校施設・社会教育施設等
の被災状況を把握するなど学校施設・社会教育施設等の復旧を実施している。

・福島県は，福島県内（２０km圏内の避難地域を除く）の小学校，中学校，幼稚園，保育所及び特別支援学校の
校庭・園庭において，空間線量率の測定を実施し，公表するなど放射線モニタリング等を実施している。

・原子力安全委員会の助言を踏まえた原子力災害対策本部の見解を受け，学校施設等の利用判断に関する暫定的
な考え方を４月１９日に福島県に通知している。

○情報収集
・被災地の児童相談所職員と他県の児童相談所職員がチームを組んで，避難所等を巡回するほか，教育委員会と
も連携して，両親を亡くした又は両親が行方不明の児童等被災した児童の現状の把握に努めている。

被災した子ども・若者のケア
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