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各構成員の連携強化のための取組の充実を
図っていく。
また，最近の少年非行の背景には，少年

自身の規範意識の低下やコミュニケーショ
ン能力の不足，家庭や地域社会の教育機能
の低下，少年が疎外感を抱いている現状等
が指摘されており，次代を担う少年の健全
育成を図るためには，こうした問題の解決
に社会全体で取り組む必要がある。
このため，警察では，「非行少年を生ま

ない社会づくり」の取組を全国的に推進し
ており，問題を抱え非行に走る可能性があ
る少年に対して積極的に連絡して手を差し
伸べ，社会奉仕活動への参加促進や就学・
就労の支援等によりその立ち直りを支援す
る活動を行うとともに，少年非行に関する
社会全体の理解を深め，厳しくも温かい目
で少年を見守る社会気運の醸成を図ってい
る。

３ 関係機関の機能強化，地域における多様な
担い手の育成

⑴ 専門職の養成・確保
ア 医療・保健関係専門職（厚生労働省）

平成１６年４月から，すべての研修医が，
周産・小児・成育医療の現場を必ず経験
し，小児の疾患に関する基本的な診療能力
について研修を行う臨床研修制度を実施し
ている。
また，保健師，助産師を含む看護職員の

養成課程においては，学校保健・地域母子
保健・小児看護学等を教育内容としてい
る。

イ 児童思春期の心理関係専門職（法務省，
厚生労働省）
厚生労働省では，精神保健福祉セン

ター，保健所，児童相談所等における相談
体制を強化するため，思春期精神保健に関
する専門家が少ない現状を考慮し，医師，
保健師，看護師，精神保健福祉士，臨床心
理技術者等を対象に，児童思春期における

心の健康問題に対応できる専門家の養成研
修を実施している。
また，様々な子どもの心の問題，児童虐

待等や発達障害に対応するため，都道府県
における拠点病院を中核とし，各医療機関
や保健福祉機関と連携した支援体制の構築
を図るための事業を平成２０年度から３か年
のモデル事業として実施してきたところで
あり，平成２３年度においては，本モデル事
業の成果を踏まえ，事業の本格実施を行う
こととしている。
少年鑑別所に勤務する法務技官に対して

は，心理査定や心理療法等に関する専門的
な知識や技術を付与するための研修体制が
整備されており，心理関係専門職として計
画的な養成が行われている。

ウ 少年補導や非行少年の処遇に関する専門職
① 少年補導職員（警察庁）

少年非行を防止し，その健やかな育成
を支援するには，不良行為等の問題行動
の早期発見と少年及びその保護者に対す
る適切な指導・助言，少年の規範意識の
向上，非行少年の立ち直り支援等のほ
か，少年非行に対する社会全体の問題意
識の醸成を図り，犯罪等により少年が被
害を受けた場合には，被害少年及びその
家族に対して，早期の支援を行うことが
重要である。
これらの活動を行うため，警察では，

少年問題に関する専門組織である「少年
サポートセンター」を全国に１９７か所設
置するとともに，全国に約１０００人の少年
補導職員を配置している（平成２３年４月
１日現在）。
少年補導職員は，少年相談，継続補

導，被害少年の支援等の専門的・継続的
な活動を行っており，時代に応じて変化
する少年の問題に的確に対応できるよ
う，都道府県単位，あるいは，全国規模
で研修を行うなど必要な知識の修得に努
めている。
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② 少年院の法務教官（法務省）
少年院在院者の矯正教育等に当たる少

年院の法務教官に対しては，職務に必要
な行動諸科学等に関する専門的な知識及
び技術を付与するための研修体制が整備
されているほか，日々の事例を通しての
研究会を頻繁に行うなど，非行少年の処
遇に関する指導力の向上が図られてい
る。

③ 保護観察官（法務省）
保護観察所及び地方更生保護委員会事

務局において，非行少年等の更生保護，
犯罪・非行の予防に関する業務等を担当
している保護観察官に対しては，家庭等
に複雑な問題を抱えた非行少年等，処遇
困難なケースに対応できるように，今後
処遇能力の向上に資する研修等の一層の
充実を図ることとしている。

⑵ 地域における多様な担い手の育成
ア 青少年リーダー等の育成（内閣府，文部
科学省，環境省，各省庁）
内閣府では，地域で牽引的役割を担って

いる青少年育成指導者，少年補導委員，子
ども・若者育成支援に関する活動を行う特
定非営利活動法人の指導者等に対して，子
ども・若者に係る諸問題の状況を明確にし
て，対処能力の向上を図るとともに，政府
の子ども・若者育成支援施策についての理
解を深めてもらい，新たな変化にも対応し
得る中核的指導者層を育成し，子ども・若
者育成支援の現場に反映させることを目的
として，中央研修会を東京で，ブロック研
修会を全国６ブロックで開催した。
文部科学省では，次代を担う青少年の育

成を図るため，自然体験活動の指導者養成
に取り組んでいる。また，独立行政法人国
立青少年教育振興機構を始めとする青少年
教育施設においては，青少年関係団体の指
導者等を対象とした研修を行っている。
環境省では，市民，団体，事業者等の各

主体に対して適切に助言や指導を行いうる

人材の発掘・育成を目的として，平成８年
度から，専門知識や経験を活用して環境カ
ウンセリングを行い得る能力を有する者を
「環境カウンセラー」として登録し，その
情報をデータベース化して広く国民に公表
している。平成２２年度末時点において，
４５１９名の環境カウンセラーが登録されてい
る。

イ 民間協力者の確保
① 保護司等（法務省）

近時，犯罪・非行の態様や保護観察に
付された人の抱える問題の複雑化・多様
化が進んでいることから，これらに適切
に対応するため，幅広い世代・分野から
の保護司適任者の確保に努めるととも
に，保護司研修の充実を図っている。
なお，法務省としては，近年，保護司

の確保が困難になっている状況にかんが
み，幅広い分野から保護司候補者を得る
とともに新任保護司の不安を軽減するた
めに，保護司の活動を組織としてサポー
トできるよう基盤整備に努めている。
また，保護司会と地域の関係機関・団

体との連携を強化し，処遇活動，犯罪予
防活動を始めとする更生保護の諸活動を
一層促進するための拠点として，平成２０
年度からモデル的に「更生保護活動サ
ポートセンター」を導入してきたが，平
成２３年度からは「更生保護サポートセン
ター」としてすべての都道府県に計５５か
所設置することとしている。
さらに，現在，全国各地で，更生保護

女性会やBBS会を始めとする更生保護
ボランティア団体が，地域における様々
な機関・団体と連携し，地域住民のニー
ズに応じた多様な活動を行っている。
これらの活動は，地域社会における主

体的な犯罪予防活動を促進するものであ
り，更生保護の諸施策の円滑な実施に資
することとなることから，法務省では，
積極的にその促進を図っているところで
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あり，今後も，各団体の自発性・自主性
を尊重しながら，その活動の一層の促進
が図られるよう支援することとしてい
る。

② 人権擁護委員（法務省）
法務省の人権擁護機関では，人権擁護

委員に関する広報，地方公共団体等の関
係機関への働き掛けを積極的に行い，幅
広い世代・分野からの人材の確保を図る
とともに，研修を充実させている。

③ 児童委員（厚生労働省）
児童委員は，民生委員をもって充てら

れ，全国で約２３万人（平成２２年１２月１日
現在）が厚生労働大臣から委嘱されてい
る。児童委員は，児童及び妊産婦の生活
の保護，援助及び指導を行うが，児童福
祉について，必ずしも専門的知識を持つ
わけではないので，研修の実施によりそ
の知識の習得に努めるほか，関係機関等
と連携して活動を行っている。主任児童
委員は，児童委員の中から約２万１１００人
が指名され，児童福祉に関する事項を主
に担当し，関係機関と児童委員との連絡
調整や，児童委員の活動に対する援助及
び協力を行うほか，研修により専門的知
識の習得に努めている。

④ 母子保健推進員（厚生労働省）
母性及び乳幼児の健康の保持増進のた

め，家庭訪問による母子保健事業の周知
及び声かけ，健康診査や各種教室等への
協力を始め，地域の実情に応じた独自の
子育て支援及び健康増進のための啓発活
動を行っている。

⑤ 少年警察ボランティア（警察庁）
少年の非行を防止し，その健全な育成

を図るため，次のような少年警察ボラン
ティア約６万１０００人を委嘱している（平
成２３年４月１日現在）。
○ 少年指導委員（約６４００人）

「風俗営業等の規制及び業務の適正
化等に関する法律」（昭２３法１２２）に基

づき，都道府県公安委員会から委嘱さ
れ，少年を有害な風俗環境の影響から
守るため，少年補導活動や風俗営業所
等への立ち入り等の活動に従事

○ 少年補導員（約５万４０００人）
街頭補導活動，環境浄化活動を始め

とする幅広い非行防止活動に従事
○ 少年警察協助員（約３００人）

非行集団に所属する少年を集団から
離脱させ，非行を防止するための指
導・相談に従事
少年警察ボランティアについては，

深刻化する少年非行情勢を踏まえ，大
学生，女性，PTA関係者等の委嘱に
より，人材の多様化を図るとともに，
問題を抱える少年の立ち直り支援やイ
ンターネットを利用しての声掛け補導
活動等，活動の多様化を図っている。
また，警察では，全国少年警察ボラ

ンティア協会が行う各種研修会等の機
会を利用して，少年警察ボランティア
が，少年非行の防止及び少年の健全育
成のための活動を行うために必要な知
識の提供に努めている。

⑥ 少年補導委員（内閣府）
地方公共団体が委嘱している少年補導

委員（平成２１年３月現在約６万６０００人）
や少年補導センターの職員の技能や知識
の向上を図るため，相談助言の効果的進
め方等を内容とする研修事業を実施して
いる。

ウ 同世代又は年齢の近い世代による相談・
支援（各省庁）
BBS 会は兄や姉のような身近な存在と
して，少年たちとふれあい，その健やかな
成長を支援するとともに，犯罪や非行のな
い明るい社会の実現を目指して非行防止活
動を行う青年ボランティア団体である。少
年たちと同じ目の高さで共に考え学びあう
ことを理念としており，悩みの相談にのっ
たり，学習支援，レクリエーション活動等
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を行うほか，全国規模の研修会等を通じ
て，必要な知識・技術の習得に努めてい
る。

４ 子ども・子育て支援等の充実
⑴ 子どもと子育てを応援する社会の実現に向
けた取組（内閣府，文部科学省，厚生労働省，
国土交通省，各省庁）
政府はこれまで，少子化社会対策基本法

（平１５法１３３）に基づき，少子化社会対策大
綱（平成１６年６月）及び「少子化社会対策大
綱に基づく重点施策の具体的実施計画につい
て（子ども・子育て応援プラン）」（平成１６年
１２月）を，さらに，「新しい少子化対策につ
いて」（平成１８年６月），「「子どもと家族を応
援する日本」重点戦略」（平成１９年１２月）等
を策定し，これらを踏まえ少子化対策を総合
的に推進してきたところである。
平成２２年１月２９日，策定から５年が経過し

た少子化社会対策大綱を見直し，新たな「大
綱」として「子ども・子育てビジョン」を閣
議決定した。「子ども・子育てビジョン」は，
これまでの少子化社会対策大綱が「少子化対
策」という視点からつくられたものであった
ことに対し，「子どもと子育てを応援する社
会」の実現を目指す視点へと基本理念を転換
し，社会全体で子どもと子育てを支え，家族
形成や子育てについて個人の希望を実現する
ことを目指しており，「子ども手当」の創設
等の経済面の支援，保育サービス等の基盤整
備及びワーク・ライフ・バランスの推進等，
バランスのとれた総合的な子ども・子育て支
援を推進することとしている。また，「子ど
も・子育てビジョン」では，同ビジョンで掲
げた理念の実現に向けて，平成２２年度から平
成２６年度までの５年間の具体的な施策内容と
目指すべき数値目標を盛り込んでいる。
また，幼保一体化を含め，新たな次世代育

成支援のための制度・給付・財源の包括的・
一元的な制度（以下，「子ども・子育て新シ
ステム」という。）の構築を進めるため，平

成２２年１月に関係閣僚で構成する「子ども・
子育て新システム検討会議」を立ち上げた。
同会議の下で作業グループを開催し，関係者
からのヒアリング等を行い，同年６月に「子
ども・子育て新システムの基本制度案要綱」
を同会議において取りまとめ，少子化社会対
策会議に報告，決定された。
その後，より具体的な制度の検討を進める

ため，同会議の下で有識者等の参画を得て３
つのワーキングチームを開催し，関連法案の
早期提出を目指し，議論を進めている。
このような状況の中で，関係機関では次の

ような取組を進めてきた。
ア 待機児童の解消（厚生労働省）

待機児童の解消については，平成１４年度
から「待機児童ゼロ作戦」を開始し，平成
１６年度に策定された「子ども・子育て応援
プラン」に基づき，「待機児童ゼロ作戦」
の更なる展開として，受入児童数の拡大を
図ってきた。
こうした取組の結果，待機児童数は，平

成１５年をピークに４年連続で減少してきた
が，平成２０年４月１日現在で５年ぶりに増
加に転じ，平成２２年４月１日現在約２万
６０００人となっている（第２―４―５図）。
このような状況等を踏まえ，平成２２年１

月に「子ども・子育てビジョン」を策定し，
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。
さらに，総理指示により，内閣府特命担

当大臣（少子化対策担当）を主査として「待


