
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

                                                  
 

 

子ども・若者育成支援推進大綱の総点検にかかる 

これまでの議論の整理 

資料１ 

Ⅰ．総点検の目的・方法

１．目的・経緯 

現在、政府では、子ども・若者育成支援推進法（以下「法」という。）に基づ

く大綱「子ども・若者ビジョン」（平成 22 年７月子ども・若者育成支援推進本

部決定。以下「大綱」という。）により、子ども・若者の健やかな育成や、子ど

も・若者が社会生活を円滑に営むことができるようにするための支援に関する

施策を推進している。 

現行法の下では、平成 27 年度に、法の５年後見直し（法附則第２条）と大綱

の５年後見直しが予定されており、平成 26 年度には新たな大綱の検討を開始す

ることが想定される。 

このため、子ども・若者育成支援推進点検・評価会議において、大綱の総点

検を行い、施策の進捗や課題・今後の方向性を確認することとし、平成 25 年

11 月より計○回の審議を行った。 

２．方法 

大綱の３つの柱立てである、 

・「すべての子ども・若者の健やかな成長を支援する」 

・「困難を有する子ども・若者やその家族を支援する」 

・「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を整備する 

のそれぞれについて、 

①関係府省から、大綱策定後の現在までの取組（関係データの推移含む。）、

進捗に係る自己評価、課題、今後の方向性などについて、資料提出を受

けるとともに、主な府省からヒアリング 

②構成員から、専門分野における取組などを踏まえ、進捗状況の評価、課

題、今後の方向性などについてプレゼンテーション 


を行った上で、意見交換を行った1。 


1 なお、内閣府が別途作成・推進している他分野の法律・大綱などが引用されている項目（例：「子

ども・子育てビジョン」「青少年インターネット環境整備法」）については、当該分野においてフォ

ローアップなどが行われていることから、この会議では直接的には取り上げないこととした。
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Ⅱ．総点検結果～これまでの取組と課題・今後の方向性～

（これまでの議論を基に整理。これをベースに文章化してはどうか。） 

１．総論 

今般行った大綱の各柱立てに係る意見交換により浮き彫りとなった、横断的な事

項に係る課題や今後の方向性を記載する。 

（１）子ども・若者のライフサイクルを見通した重層的な支援ネットワークの構築 

（i）法・大綱における関連記載 

 法では、子ども・若者育成支援の基本理念として、家庭・学校・地域な

ど社会のあらゆる分野におけるすべての構成員が各々の役割を果たす

とともに相互に協力しながら取り組むこと、教育・福祉・保健・医療・

矯正・更生保護・雇用などの関連分野における知見を総合して行うこと、

社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者に対してはその困

難の内容・程度に応じ本人の意思を十分に尊重しつつ必要な支援を行う

ことなどが掲げられている。また、子ども・若者育成支援に関する相談

に応じ情報の提供や助言を行う拠点（「子ども・若者総合相談センター」）

の機能を担う体制の確保に係る努力義務が地方公共団体に課されてい

る。 

 大綱では、子ども・若者が持つ能力や可能性、抱えている困難の程度は

一人一人異なり、また、様々な分野にわたる支援を組み合わせることが

必要な場合などもあることから、社会全体で分野・主体の壁を超えて互

いに連携・協力し、子ども・若者一人一人の置かれた状況、発達段階、

性別などに応じて抱えている問題が異なることにも配慮しつつ、きめ細

やかな支援を行っていく必要があるとされている。 

（ii）課題・今後の方向性 


＜“縦のネットワーク”（ライフサイクルを見通した支援）＞ 


（法の理念とこれまでの運用） 


 法が制定された当時に議論されたことは、生まれてから大人になるまで

の終始一貫したライフサイクルの軸を見据えて、学校・学校外・家庭な

ど地域全体として子ども・若者の支援が重層的に行われるべきであると
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いうこと。法施行後の状況を見ると、生まれてから若者期まで繋げると

いう点で非常に多くの課題がある。（宮本座長 第５回） 

 法に理念と枠組みが盛り込まれたが、運用はなかなか進んでいない現実

がある。（谷口構成員 第７回）

（子ども・若者のライフサイクルからみた課題例） 

 不登校の子どもが学校を卒業した後のフォローアップが難しく、長期の

展望を持ちづらい。（植山構成員 第７回） 

 児童養護施設を出た後、20 歳までの子ども、特に女の子が行くところが

ないということは、非常に重要な問題。18 歳以上 20 歳未満の子どもを

カバーする社会資源が乏しい。（相原構成員 第６・８回 松原構成員 第

８回） 

 障害児の支援というと、就学までが福祉、就学してしまうと教育、卒業

すると福祉という形で連続しないということが言われている。関係機関

はいろいろ変わっても子どもを見ていける支援が必要。（奥山構成員 第

７回）

（ライフサイクルを踏まえた「縦のネットワーク」） 

 就労困難な若者たちというのは、生まれてから現在までの困難を複合的

に抱えている人たちで、学校に適応できず、その後、社会に出て仕事に

適応できない。単なる労働政策の問題ではない。大人の年齢で昀終的に

自立するところまで見える仕組みをつくらない限り、学校段階で様々な

支援を行ってもある意味で徒労に終わってしまう。教育・労働・福祉の

機能を完全に繋げない限りは、税金の無駄遣いと言われかねない。（宮

本座長 第３・７回） 

 子どもの発達というのをもう一度見返しながら、どの時期にどんなもの

が必要で、さらにそれがどのように担保されていくのかを考えるべき。

（奥山構成員 第３回） 

 ある時点での横のネットワークだけではなく、年齢を縦断して継続的に

寄り添って支援する縦のネットワークがこれからの課題。（奥山構成

員・松原構成員 第７回）【再掲】 

 ライフサイクルを通じて社会的な自立に至るまでの一貫した支援を行

っていくべき。（谷口構成員 第７回） 

 福祉・医療と就労・社会参加との接続を一層図ることができれば、縦の

ライフサイクルに応じたネットワークづくりに非常に重要な貢献がで

きる。（古賀構成員 第７回）
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 年代やライフステージの移行などの変化によって支援の狭間が生まれ

るような領域に関しては、各支援事業が重なる合うことも検討しなけれ

ば、支援体制全体として合理性が失われる側面がある。（谷口構成員 第

６回）

（「縦のネットワーク」の仕組みとしての「要保護児童対策協議会」と「子ども・

若者支援地域協議会」の連携の有用性） 

 要保護児童対策地域協議会は非行少年も対象にしており、その活用が必

要。また、児童福祉法では 18 歳未満が対象であり、それ以降の年齢期

における支援を途切れさせないことが必要。（奥山構成員 第６回） 

 非行は、虐待の問題とは切り離して考えることはできない。非行を起こ

す子どもが 18 歳未満であれば児童相談所が家族の対応もするが、18 歳

を超えてしまうとどのような機関が子どもや家族のケアをしていくの

かが見えてこない。（松原構成員 第６回） 

 要保護児童対策地域協議会で対象としている子どもの年齢が上がって

きたら子ども・若者支援地域協議会に繋いでいくなど、両協議会の連携

を図るべき。（奥山構成員 第６・７回） 

 虐待の世代間連鎖を断つという点からも、要保護児童対策地域協議会と

子ども・若者支援地域協議会が連動していくことが必要。（奥山構成員 

第８回） 

 要保護児童対策地域協議会、子ども・若者支援地域協議会、地域若者サ

ポートステーションのネットワークは、それぞれ、構成員はほとんど同

じであり、支援対象者にも共通性がある。運用ルールを定め一定程度統

合していく方向を考えなければいけない時期に来ている。（谷口構成員 

第７回） 

 子ども・若者支援地域協議会の構成員にも、要保護児童対策地域協議会

と同様に、守秘義務（罰則担保）がかけられており、プライバシーの問

題に対応できる。（谷口構成員 第６回）
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図 要保護児童対策地域協議会と子ども・若者支援地域協議会の協働・連携イメージ

（出典）第８回会合における

奥山構成員提出資料

＜“横のネットワーク”（関係機関・団体のネットワーク）＞ 

（縦割りの弊害を超えるためのネットワークによる支援の在り方） 

 複雑かつ深刻な背景要因を抱えて孤立する子どもたちや若者の姿と、従

来型の単一機関・単一分野の支援、いわゆる縦割り的な対応の限界が顕

在化している。（谷口構成員 第３・６回） 

 法の主眼である青少年にかかわる様々な機関の連携は、必ずしも実態と

して進んでいない。縦割り組織の弊害もあるが、いわゆる専門職と呼ば

れる人たちが連携することが下手であることも一因。（高塚構成員 第３

回） 

 スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと地域若者サポ

ートステーションなどの学校外の関係機関・団体との連携や日常的な交

流を一層強化すべき。（谷口構成員・松原構成員 第５回） 

 学校現場に地域の支援資源の全体像や見取り図を情報提供し、教職員や

子どもがそれらを理解できるようにすべき。（古賀構成員 第 10 回） 

 公的機関だけではなく、地域のボランティア、ＮＰＯなども含めたネッ

トワークを作っていくべき。（谷口構成員 第６回） 

 どこが主導して支援すべきか曖昧になるような複合的な要因を抱える

ケースへの対応に関しては、各支援事業が重なる合うことも検討しなけ

れば、支援体制全体として合理性が失われる側面がある。（谷口構成員

第６回）【再掲】 

 ネットワークによる支援は、核となる機関・団体が中心となって１人の

子を見守っていくような体制が出来ないと支援が途切れてしまう。（相

原構成員 第７回） 

 支援対象の子どもに関する個人情報を一定の機関が集約し、状態を継続
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的にフォローしていく仕組み作りを検討していく必要。（谷口構成員 第

７回）

＜一元的な相談窓口（子ども・若者総合相談センター）の在り方＞ 

（ワンストップ機能の重要性） 

 地域の様々な関係者が一つのワンストップをつくって、若者を支援する

ことが必要。（古賀構成員 第３回） 

 子どもや若者をサポートする組織、施設、相談機関を総合するような体

制を充実させることが必要。（高塚構成員 第６回） 

 誰でも気軽に利用できるようなセンターが入口としてあって、専門的な

対応が受けられることが望ましい。入口の機能が包括的であることは非

常に重要。（植山構成員 第６回） 

 様々な専門資格を持ったメンバーをチームで配置することにより、ワン

ストップ型の相談支援が可能。（谷口構成員 第６回）

（支援をコーディネートする機能の強化） 

 支援ネットワーク全体をコーディネートする機能がないと、ネットワー

ク自体が有機的に動かない。そうしたコーディネートを行う人材の養成

が重要。（奥山構成員 第７回） 

 支援のコーディネートを担う一元的な相談窓口として法で定められた

子ども・若者総合相談センターは、全国では普及が遅れ、また、設置さ

れているところも関係機関などを紹介するだけで精一杯であり、地域全

体の資源を動員しながら子ども・若者支援をプランニングし、コーディ

ネートする機能を全く果たしていない。今後、その力量を持たせるよう

にすることが大事。（宮本座長 第６・７回）

（サポステ活用など総合相談センターの具体的な在り方） 

 困難を抱える子ども・若者に関する相談対応、シェルター機能、生活支

援、就労支援などまでできるようなセンターが少なくとも県に１箇所あ

るようにすべき。法に基づく子ども・若者総合相談センターや、地域若

者サポートステーションなどが持つ専門性を上手く活用し、組み合わせ

ることで受け皿にしていく方向で検討してはどうか。（奥山構成員・谷

口構成員 第８回） 

 就労だけでなく、学習や福祉の問題も含め、本当の意味でのワンストッ

プの機関に、地域若者サポートステーションがならないか。（植山構成

員 第５回）
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 各府省が相談体制を細やかに整備しているが、相談窓口間の連携を図る

ことも重要。（福田構成員 第６回）

（２）家族に対する支援の充実強化 

（i）法・大綱における関連記載 

 法では、子ども・若者育成支援の基本理念として、子ども・若者が成長

する過程においては様々な社会的要因が影響を及ぼすものであるとと

もにとりわけ良好な家庭的環境で生活することが重要であることを旨

とすることなどが掲げられている。また、社会生活を営む上で困難を有

する子ども・若者への支援に寄与するため、その家族などに対し相談・

助言などの援助を行う努力義務が関係機関等に課されている。 

 大綱では、子ども・若者が成長・発達するための基礎作りとして良好な

家庭的環境を確保することや、様々な困難を有するが故に特別な支援が

必要な子ども・若者について本人だけでなく家族に対する支援も行うこ

とが掲げられている。 

（ii）課題・今後の方向性 


（子ども・若者の成育環境や成育史の視点） 


 子どもたちが抱えている問題が非常に複雑で多様になってきており、背

景にある家庭の問題もケアしなければならない。また、保護者の世代か

らの連鎖に対する地域社会のサポートが必要。（植山構成員 第３回） 

 子ども・若者本人の状態が困難というだけではなくて、その背景をみて

いく必要。成育環境に問題を抱えて、家族支援がなければ本人が立ち直

ることはできないだろうと思われるケースは多い。（奥山構成員 第６回） 

 表面的な状態を追うのではなく、その背景にある成育環境の問題にもア

プローチし、支援する必要。（谷口構成員 第７回） 

 支援の対象を保護者だけでなくきょうだいを含めた家族総体に広げて

いかないと、子どもたちだけをピンポイントに政策を考えていっても、

十分な施策とはならない（松原構成員 第６回） 

 いじめの加害者については、懲罰的な指導で終わってしまっている現実

が一部あるが、成育環境に問題があって認知的な偏りがある場合である

とか、ストレス要因など問題行動を引き起こす何かしらの要因があると

いうことであれば、しっかりとその背景にまでアプローチをする必要。
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（谷口構成員 第９回） 

 非行少年は、虐待、貧困、低学力、発達障害、学校不適応、不就労とい

った問題を複合的に抱えている。特に、虐待や家庭における愛着の問題

は切っても切れないところにある。（定本構成員 第３・６回 嶋﨑構成

員 第６回）

（家族への支援の充実強化） 

 家族に対して社会資源の投入が必要。（奥山構成員 第３回） 

 幼児期に人間の関係性を育てられた子どもは、その後に難しいことがあ

っても取り返すことができる。（奥山構成員 第３回） 

 小さいうちに愛情やコミュニケーションを十分に感じて育っていけば、

多少の困難があっても乗り越えられる力がつくが、それがないと、小さ

なことでつまずくと、どんどん世の中から取り残されていく現状がある。

こうした点に力を入れることで、困難を抱える状況の子どもたちをつく

らないようにしていくことができるのではないか。（明石構成員 第３回） 

 家庭教育が重要。子どもに手伝いなど役割を与え、それを褒めることが、

日常生活能力の基礎になる。また、そのことを通じて、大人と子ども、

子ども同士のコミュニケーションが促進される。（川邉座長代理 第５回） 

 保護者の認識により障害を持つ子どもの養育に差がある。障害の子ども

を持つ保護者への支援を、子どもが幼児の段階から継続的に行っていく

ことが必要。（相原構成員・植山構成員 第７回） 

 虐待を受けた子どもの家族からの分離と家族維持のバランスが重要。保

護者のみならず家族全体に対する積極的な支援を一層手厚くする必要。

（奥山構成員 第８回）

（家族への支援に関する留意点） 

 困難を抱える子ども・若者の家族への支援は、単なる助言、指導のみの

単発の関わりでなく、日常で生活場面を共にしながら問題解決を継続的

にしていく必要があり、それを支える仕組みが必要。（谷口構成員 第８

回） 

 すべての保護者に対する家庭教育支援と、困難を抱えている事例に対す

る支援とで、段階を分けて整理し、議論していく必要。（古賀構成員 第

８回） 

 特に状態が深刻化した子ども達の支援に求められるスキルはおおよそ

共通しており、また、多くの問題が成育環境に起因しそれを解決する能

力が必要であることから、専門家を育成する段階で、家庭への支援を大
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きな柱と位置付けた上で具体的なスキルを身に付けるような育成シス

テムをつくっていく必要。（谷口構成員 第９回） 

 医療、福祉、教育など様々な分野で行われている訪問支援のノウハウが

集約されていない、検証されていない、体系化されていないという問題

があり、内閣府が主導して分野横断的に検証する作業を進めるべき。（谷

口構成員 第８回）

２．各論 

ここでは、上記の横断的な事項を含め、大綱の各項目についての課題や今後の

方向性を記載する。 

（１）すべての子ども・若者の健やかな成長の支援 

①自己形成支援 

（ア）日常生活能力の習得 

（i）これまでの取組 

 文部科学省は、新学習指導要領に基づき、道徳や特別活動をはじめ全体

を通じて、基本的な生活習慣の形成、規範意識・倫理観の育成を図るた

めの指導を推進。また、「早寝早起き朝ごはん」運動を推進。食育につ

いては、栄養教諭の配置を促進。体力の向上については、体育・運動部

活動の振興、学校・家庭・スポーツ団体などが連携する取組の充実を図

っている。 

 厚生労働省は、母子健康手帳などを活用し、栄養指導の充実を図ってい

る。 

（ii）課題・今後の方向性 


（これまでの取組への評価と子ども・若者を巡る生活環境の変化） 


 各種の取組は進んできており、その内容は向上してきている。（嶋﨑構

成員・谷口構成員 第５回） 

 コミュニケーション能力が低い、協調性がない、自律心に乏しいといっ

た課題が存在。背景として、核家族化や少子化、近隣との関係の希薄化、

ＩＴの浸透などにより、人との接点が非常に少なくなっていることが挙

げられる。（明石構成員 第５回）
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 特に中高生について、生活圏の拡大や行動の多様化、スマートフォンな

どの情報機器の使用により、生活リズムが乱れやすいといったことが課

題。（文部科学省 第５回）

（家庭教育や道徳教育等の重要性） 

 道徳教育の改善に期待。マナーやしつけに関する教育についても検討し

ていただきたい。（明石構成員 第５回） 

 子ども・若者が抱えるトラブルや課題の抑止として、健全な家庭教育を

強化しなくてはならない。子どものうちから徹底して教えるべきは、規

則正しい生活習慣と規範意識。家庭におけるしつけについての保護者へ

の啓発・教育が必要。（明石構成員 第５回）【再掲】 

 しつけとは、型を伝承すること。美しい型を伝承するしつけができる大

人をいかに育てるかが大きな問題。（奥山構成員 第５回） 

 日常生活という点では、家庭生活が大きなウェートを占めており、家庭

教育が重要。子どもに手伝いなど役割を与え、それを褒めることが、日

常生活能力の基礎になる。また、そのことを通じて、大人と子ども、子

ども同士のコミュニケーションが促進される。（川邉座長代理 第５回）

【再掲】 

 道徳教育も大事だが、生きる死ぬといった哲学的な問題や心の健康につ

いて、学校教育で子どもたちに考えさせる必要。（嶋﨑構成員・高塚構

成員 第５回）

（大人と子どものコミュニケーションの在り方） 

 コミュニケーションは変容するものであり、大人が押し付けてはいけな

い。大人が日常の中で、子どもとコミュニケーションを持つ時間を保つ

ことや、子どもに語りかけをすることが重要。（松原構成員 第５回）

（イ）多様な活動機会の提供 

（i）これまでの取組 

 文部科学省は、(独)国立青少年教育振興機構などと連携し、「体験の風

を起こそう」運動、「子どもゆめ基金」による民間団体の体験活動への

支援などを推進。読書活動については、「第三次子どもの読書活動の推

進に関する基本的な計画」に基づき、学校図書館の充実など、子どもが

自主的に読書活動を行うことができる環境を整備。 

 厚生労働省は、ガイドラインや事例集の発出により、児童館の活動や運

営の向上を図っている。 
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 このほか、各府省は、環境学習、自然体験、スポーツ活動、芸術・伝統

文化体験などの様々な体験活動の機会の提供を推進。 

（ii）課題・今後の方向性 


（民間を含め多様な担い手による体験活動等の充実） 


 生きる力や社会力にあふれた豊かな人間性を育成するためには、学校、

家庭、地域、行政、ＮＰＯ、企業の連携が必要。（福田構成員 第５回） 

 かつては学校外で体験活動の充足が図られてきたが、これまで青少年団

体が行ってきたものを国立青少年教育振興機構などが全て行うことに

は無理がある。もう一度、青少年教育の意味を考え直し、青少年団体の

活用などに関する施策を新たに展開すべき。（高塚構成員 第５回）【再

掲】

（その他の留意点） 

 小・中・高校生の不読率（１カ月に１冊も本を読まない子どもの割合）

は減少傾向にあるが、学校段階における差が依然として大きい。（文部

科学省 第５回） 

 東日本大震災の影響により、子どもたちの遊び場や勉強する環境が少な

い。文部科学省が行っている遊び場の整備、復興教育支援事業などを更

に進めてほしい。（奥山構成員 第５回）

（ウ）学力の向上 

（i）これまでの取組 

 文部科学省は、新学習指導要領に基づき、基礎的・基本的な知識・技能

とそれらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現

力・主体的に学習に取り組む態度などの「確かな学力」の育成を推進。

新学習指導要領の円滑かつ着実な実施に向け、全国学力・学習状況調査、

教職員定数の改善、補助教材の作成・配布などを実施。また、文部科学

省と総務省は連携して、学校教育におけるＩＣＴ活用に関する実証研究

などを実施。 

（ii）課題・今後の方向性 


（高校段階における支援の更なる充実） 


 高校が学力だけでなく他の面もフォローしているのは日本の非常に良

いところ。（相原構成員 第５回） 

 家庭が揺らいでしまって高校が支えないとなかなか支えきれない人た

ちがいる。福祉的な要素や労働の入り口としての要素などを高校が「昀

11
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

後の砦」として持っている。大学まで行く人もいるが、高校を、市民教

養を獲得できる場として、外部資源も活用して設計していかなければな

らない。（古賀構成員 第５回） 

 毎日の食事がしっかりとできていないような高校生や、高校生になって

初めて虐待がわかるという事例もあり、高校段階で省庁を超えた形での

包括的な支援が必要。（植山構成員 第５回）

（その他の留意点） 

 外国語活動の導入に併せ、正しい日本語を後世に伝えていくという視点

を持って日本語教育の指導強化をしていただきたい。（明石構成員 第５

回）

（エ）大学教育等の充実 

（i）これまでの取組 

 文部科学省は、大学設置基準の改正による体制整備や、大学の認証評価

制度により大学の質を維持・向上させる取組を実施。専修学校教育につ

いては、ガイドラインの策定や、中核的専門人材養成の推進を実施。 

（ii）課題・今後の方向性 


（主体的な学修選択の重視） 


 予測困難なこれからの時代を生き抜く力をこれまで以上に育むため、学

生の主体的な学修を重視した大学教育への転換に取り組む。（文部科学

省 第５回） 

 生涯学習の一環として、学び直すチャンス、いつでも学びに行けるとい

う場が保証されていることが重要。大学進学だけではない様々な選択肢

を考えていただけたらいい。（植山構成員 第５回）

（オ）経済的支援の充実 

（i）これまでの取組 

 文部科学省は、幼稚園の入園料などの軽減、経済的理由により就学が困

難と認められる小・中学生に対する学用品などの援助、高校の授業料の

無償化や低所得者支援の充実、給付型奨学金の創設などを推進。 

（ii）課題・今後の方向性 


（経済的支援の更なる充実） 


 大学進学希望者の多くが予備校や家庭教師などの外部資源に頼ってい

る中、経済的に困難であるために学校だけの勉強で、大学に行けない子
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どもたちが増えている。何か手を打つ必要。（原田構成員 第５回） 



②社会形成・社会参加支援 

（ア）社会形成への参画支援 

（i）これまでの取組 

 教育基本法と学校教育法において「公共の精神に基づき、主体的に社会

の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと」が教育の目標と

して掲げられている。これを受け、小学校では平成 23 年度、中学校で

は平成 24 年度、高校では平成 25 年度から順次始まった、新学習指導要

領において、社会形成・社会参加に関する教育（シティズンシップ教育）

の充実が図られた。文部科学省は、新学習指導要領の趣旨の周知に加え、

関係府省と連携しながら、教材や学習プログラムの提供、教員研修の充

実を推進。 

 このほか、各府省は、法教育、租税教育、金融経済教育、消費者教育の

普及・推進に取り組んでいる。 

（ii）課題・今後の方向性 


（社会参加に関する教育の更なる充実） 


 政治や行政、セーフティネットの仕組みを知らない若者が多い。（原田

構成員 第３回） 

 若者と話をして驚くのは、「昀低賃金」や「失業手当」を知らないとい

うこと。困ったときにどういうところに相談に行けばいいのか、どうし

たら自分の権利がきちんと守れるのか、学校教育などで、生きる力を養

うために社会の仕組みをもう少しきちんと教える必要がある。（花井構

成員 第３回）

（発達段階に応じた社会参加の機会の確保） 

 義務教育の年代から、社会参画の意思を醸成し、社会参画の方法を教え

ることを積み重ねていくことが必要。しかしながら、社会参画の仕組み

の一部しか学ぶことができておらず、また、社会参画の意思が薄くその

必要性を感じていない若者もいるといった課題がある。より実用的な仕

組みを教えることや、発達段階に応じて当事者意識を持つことができる

範囲（生徒会や地域課題の解決など）での社会参画体験の機会を充実さ

せることを検討すべき。（原田構成員 第４回）
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（新学習指導要領に基づく教育の検証） 

 ２年前から順次始まったばかりの新学習指導要領に基づくシティズン

シップ教育の実施状況を今後検証する。（文部科学省 第４回）

（イ）社会参加の促進 

（i）これまでの取組 

 文部科学省は、学校教育では、新学習指導要領に基づき、総合的な学習

や特別活動の時間などにおいて社会参加活動を推進。学校教育以外では、

青少年教育施設においてボランティアの機会を提供。 

 国際交流について、文部科学省は、都道府県や高校生の留学・交流を行

う民間団体などへの支援、青少年教育施設を活用して国内外の若者との

交流機会を提供。内閣府は、国内外の青年の招へい・派遣を通じた国際

交流や異文化体験の機会を提供。外務省は、諸外国との友好関係促進と

いう側面から、青少年の交流事業を実施。 

（ii）課題・今後の方向性 


（青少年団体等の活用） 


 学校教育の中でボランティア活動が義務のようになり、むしろ嫌気がさ

したという意見もある。学校外における青少年教育が非常に大事である

が、いわゆる青少年団体の活動は非常に衰退して、見る影もない。こう

した青少年団体の状況の背景を分析し、それを踏まえ、民間の活力を生

かす施策を考えなくてはいけない。（高塚構成員 第４回）【再掲】 

 社会教育への大人たちの参加も減り、子ども会の活動などが減少してい

る。なぜこういった事態が起きているのかを見つめた上で対策を打って

いく必要。（谷口構成員 第４回） 

 意識が高く金銭的にも余裕がある層だけでなく、助成がなければ海外に

行けない層にも手厚い施策が必要。（川邉座長代理 第４回）

③健康と安心の確保 

（ア）健康の確保・増進 

（i）これまでの取組 

 厚生労働省は、総合周産期母子医療センターや小児救命救急センターな

どの整備、小児救急電話相談、「健康日本 21」に基づくたばこ対策やア

ルコール対策、「健やか親子 21」に基づく思春期やせ症などに係る取組
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を推進。 

 文部科学省は、新学習指導要領に基づき、喫煙、飲酒、薬物乱用、感染

症などについて教材などを活用した、学校教育全体を通じた指導を推進。

また、厚生労働省や警察庁と連携して、薬物乱用防止教室を開催。性に

関する指導も、子どもが心身の発育や性感染症などの知識を身に付け適

切な行動を取れるよう、学校教育全体を通じた指導を推進。 

（ii）課題・今後の方向性 

（健康と安心確保のための体制整備） 

 「防げる死」から子ども・若者を守るため、多職種（医療、福祉、警察、

司法、行政、教育など）からなる子どもの死の検証や事故のデータベー

スの構築や検証を、消費者庁・厚生労働省・経済産業省をはじめ関係府

省が連携して推進していくべき。（奥山構成員 第５回） 

 他国と比べて少ない予防接種を一層充実すべき。（奥山構成員 第５回） 

 周産期医療が充実してきたことは評価できるが、妊婦健診未受診の方へ

の一層のケアなど、妊娠期の相談体制の強化が必要。（奥山構成員 第５

回） 

 特別な保健医療ケアを必要とする子どもたちの実態把握とライフサイ

クルを通じた心身のケアが必要。（奥山構成員 第５回） 


（子どもが自らの心や体の状態を認知するための教育） 


 子ども自らが健康を追及する力を育むため、自らの体や心の状態を認知

するための教育（健康の認知教育）が必要。また、自らの「健康手帳」

を子どもたちに持たせることが必要。（奥山構成員 第５回） 

 思春期の子どもに対し、自らの身体をいかに守るかという観点から、性

に関する教育を充実させる必要。（松原構成員 第９回） 

 自らの身体に意識を向けるといったことが十分にできていない現状に

あり、低年齢の段階から意識させていく必要。（植山構成員 第９回） 

 性犯罪の被害者にならないというということと同時に、加害者にならな

いためにも、性に関する教育は必要。（定本構成員 第９回） 

 性の問題に子どもたちが悩んでいる、困っているということを学校関係

者が一層認識する必要。（定本構成員 第９回） 

 思春期の子どもが心の健康を害するきっかけは孤独感や不安感であり、

そうした心の問題に向き合っていけるような教育が必要。（高塚構成員 

第５回） 

 子どもの健康状態を発達段階などに応じて当事者である子どもに理解
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してもらうことが必要。（相原構成員 第５回）

（イ）相談体制の充実 

（i）これまでの取組 

 文部科学省は、養護教諭と関係教職員が連携した健康相談や保健指導、

子どもの心理に関して専門知識・経験を有するスクールカウンセラーの

配置、社会福祉の知識も有し関係機関とのネットワークにより子どもを

支援するスクールソーシャルワーカーの配置などを推進。 

 厚生労働省は、地域において育児相談を実施する地域子育て支援拠点の

整備や、子どもの心の問題に対応するための診療ネットワークの整備、

平成 24 年に改正された児童福祉法に基づく障害児支援、思春期に関す

る相談対応などを推進。 

（ii）課題・今後の方向性 


（スクールカウンセラー等の研修・養成） 


 教職員がスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと上手

く連携できるように、教職員に対する教育相談関係の研修を一層充実す

べき。（嶋﨑構成員 第５回） 

 スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの力量の個人差

が大きくなっており、養成や研修に係る体制を充実させる必要。（谷口

構成員 第５回 植山・松原構成員 第７回）【再掲】

（スクールカウンセラー等の配置・勤務条件） 

 スクールカウンセラーは地方自治体ごとに配置のスタイルや雇用条件

が異なっており、我が国のスタンダードを明確にすることが必要。（植

山構成員 第９回） 

 スクールカウンセラーの配置は進んできていると認識しているが、常時

学校にいないために子どもたちが相談できないという話も聞く。できる

だけ長い時間帯学校に配置されるようにすべき。（花井構成員 第９回） 

 スクールソーシャルワーカーの配置が進んできていることは評価でき

るが、学校の教員の多忙さやスクールソーシャルワーカーの勤務条件の

ため、教員と連携しにくい状態。より実体的にスクールソーシャルワー

カーが活動できるような体制を考えるべき。（松原構成員 第５回）

（スクールカウンセラー等による支援の実効性の向上） 

 スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと地域若者サポ

ートステーションなどの学校外の関係機関・団体との連携や日常的な交
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流を一層強化すべき。（谷口構成員・松原構成員 第５回）【再掲】 

 スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置は進んで

きているが、学校や家庭との関係でどのくらい機能できているのかを検

証すべき。（相原構成員 第７回） 

 相談体制を整備しても子どもに相談する力がないと相談に結びつかな

い。相談することは恥ずかしくないということや相談サービスへのアク

セスなどに関する教育が必要。（奥山構成員 第５回） 

 障害児支援が市町村ベースになったことは評価できるが、社会資源に関

する市町村間の格差が大きいため、質的な担保を充実させる必要。（松

原構成員 第５回）

④職業的自立、就労等支援 

（ア）就業能力・意欲の習得 

（i）これまでの取組 

 文部科学省は、キャリア教育について、学校と地域の優れた連携・協働

への表彰、指導内容に関する手引やパンフレットの作成、教員向けの説

明会などを実施。また、インターンシップについては、ポータルサイト

などを通じ、学校と企業のマッチングなどを実施。 

 厚生労働省は、キャリア教育の専門人材を養成する事業などを実施。能

力開発については、公共職業訓練や求職者支援訓練などを実施するとと

もに、ジョブ・カード制度の活用を推進。 

 経済産業省は、企業が中学校や高校と連携してキャリア教育を行う取組

に対する表彰を実施。また、産業界が求める人材を高等教育の局面で普

及できるよう、社会人基礎力という形で形式化。 

（ii）課題・今後の方向性 


（キャリア教育に係る取組の評価） 


 キャリア教育は充実してきており、その質は高まっている。（奥山構成

員・谷口構成員・高塚構成員 第４回）

（子ども・若者の人生全体を見渡したキャリア教育の必要性） 

 進路のところだけに目が向いており、学業や社会、健康、安全などを包

括的にみていく姿勢が必要。（嶋﨑構成員 第４回） 

 知識の学習ばかりではなくて、外部人材なども活用して、今後の具体的

な人生の経路について理解を促すような教育を高校で行うべき。（古賀
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構成員 第４回） 

 小さい時から家庭の中で職業のことが余りわからない状態で育ってき

ている。幼児期や学童期から、もっと身近に職業を感じられる施策があ

っていい。（奥山構成員 第４回） 

 政治や経済、企業といった社会の仕組みを理解させるようなプログラム

があって、その後にインターンシップが無理のない形で導入され、実施

されるとよい。（明石構成員 第４回） 

 キャリアを考える上で女性特有の問題にも目を向けるべき。（宮本座

長・相原構成員 第４回）

（キャリア教育を担う者への対応） 

 キャリア教育が意欲喚起型になっており、そのために自信を喪失する若

者も出てくる。意欲をどうやったらつけられるのか、また、意欲を失っ

てしまわないためにどうするのか、本質的な議論が必要。（宮本座長・

定本構成員 第４回） 

 安易にグループ体験などを課すキャリア教育がみられるが、それについ

ていけない若者はドロップアウトする。キャリア教育を担う者について、

スキルアップと同時に、子ども・若者の心理的な問題などに対する認識

の向上を図るような施策を考えるべき。（高塚構成員 第４回）

（インターンシップの更なる充実） 

 普通科の高校のインターン参加率が低い。進路意識や目的意識が希薄、

就職状況が相対的に厳しいなか、どう取り組んでいくかが課題。企業な

どの出前授業や、インターンシップの受け入れ先の開拓などを行う地域

組織の設置を促進する。（文部科学省 第４回） 

 教育的な効果が高いインターンシップを増やすことが重要であり、より

中長期のインターンシップが必要。（経済産業省 第４回） 

 学校で行う様々な活動が学習履歴として就職につながるような方法論

を検討してほしい。（古賀構成員 第５回） 


（ジョブ・カードの更なる推進） 


 ジョブ・カード取得者数は目標値を下回っており、今後、一層の普及を

図ることが必要。社会的なインフラとしての定着をめざし、一般求職者

なども含めたより幅広い層への普及を図る。（厚生労働省 第４回）

（イ）就労等支援の充実 

（i）これまでの取組 
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 文部科学省は、学校における就職支援として、高校へのジョブ・サポー

ト・ティーチャーの配置、大学における就職相談員と新卒応援ハローワ

ークのジョブサポーターの連携を推進。また、都道府県教育委員会に対

し都道府県労働局と連携した求人開拓などを依頼。経済団体などに対し

ても、新規卒業者の求人枠の維持・拡大などを要請。 

 厚生労働省は、新卒者に対しては、新卒応援ハローワークにおけるきめ

細やかな相談・紹介を推進するとともに、フリーターなどに対しては、

常用就職を支援するわかものハローワークの充実を図っている。 

 経済産業省は、中小企業・小規模事業者におけるインターシップの推進

や、起業への支援を実施。 

（ii）課題・今後の方向性 


（若者の視点に立って適切な支援に繋ぐ必要） 


 ハローワークは丁寧に学生の面倒をみている。ただ、行く気になれない

人も多く、もっと広報すべき。（川邉座長代理 第４回） 

 学校から社会・職業への移行は、家庭や学校の教育力の低下、育ちの遅

れ、社会性の未発達といった点をクリアしないと、本来の効果は出てこ

ない。そういった点で、地域若者サポートステーションの果たしている

役割は大きい。（谷口構成員 第４回） 

 就職者の定着の支援に一層力を入れていく必要。就職活動を行う上で必

要な情報の公開の促進を図りたい。また、就職支援の網から抜け落ちて

いる方をいかに拾い上げていくかが課題。（厚生労働省 第４回） 

 就労について支援を受ける、相談するということが大切だということを

子どもたちにもう少し教えてほしい。（奥山構成員 第４回） 

 余りにも労働法などを知らない若者が多い。自分の働く権利や法律を知

らせる必要がある。（花井構成員 第４回） 

 ハローワークなどの施設や学校に来る人のデータは取れるが、そこから

外れた人たちのデータを継時的に取ることが難しい。欧米ではそうした

データが結構あり、これに基づいて施策が考えられている。（古賀構成

員 第４回）

（２）困難を有する子ども・若者やその家族の支援 

①困難な状況ごとの取組 
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（ア）ニート、ひきこもり、不登校の子ども・若者への支援等 

（i）これまでの取組 

 内閣府は、子ども・若者育成支援推進法に基づく子ども・若者支援地域

協議会の整備を推進（平成 26 年１月現在 60 地域）。このほか、地域に

おいて子ども・若者支援に関わる人材の養成（アウトリーチ研修など）

や子ども・若者支援に関する調査研究を実施。 

 文部科学省は、高校中退の現状を把握し公表するとともに、学校と地域

若者サポートステーションなどとの連携を推進。不登校については、不

登校経験者の状況を把握するための調査を実施するとともに、地方公共

団体が設定した生徒指導・進路指導上の諸課題に対応したＮＰＯなどを

活用した先導的な取組への支援、スクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカーの配置を推進。 

 厚生労働省は、地域若者サポートステーションの拡充を推進（平成 25

年度現在 160 か所）。高校などとの連携の強化や、合宿形式を含む生活

面のサポートをしつつ集中的な訓練を行う若年無業者等集中訓練プロ

グラムを実施。また、ひきこもり地域支援センターの設置の推進やひき

こもりサポーターの養成派遣を実施。 

（ii）課題・今後の方向性 

（ライフサイクルを踏まえた「縦のネットワーク」の必要性と「要保護児

童対策協議会」と「子ども・若者支援地域協議会」の連携の有用性） 

 相談者が来ることを待つという消極的な姿勢では問題の解決に至らな

い。また、表面的な状態を追うのではなく、その背景にある成育環境の

問題にもアプローチし、支援する必要。さらに、ライフステージを通じ

て社会的な自立に至るまでの一貫した支援を行っていくべき。（谷口構

成員 第７回）【再掲】 

 ある時点での横のネットワークだけではなく、年齢を縦断して継続的に

寄り添って支援する縦のネットワークがこれからの課題。（奥山構成

員・松原構成員 第７回）【再掲】 

 福祉・医療と就労・社会参加との接続を一層図ることができれば、縦の

ライフサイクルに応じたネットワークづくりに非常に重要な貢献がで

きる。（古賀構成員 第７回）【再掲】 

 不登校の子どもが学校を卒業した後のフォローアップが難しく、長期の

展望を持ちづらい。（植山構成員 第７回）【再掲】 

 要保護児童対策地域協議会で対象としている子どもの年齢が上がって
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きたら子ども・若者支援地域協議会に繋いでいくなど、両協議会の連携

を図るべき。（奥山構成員 第７回）【再掲】 

 要保護児童対策地域協議会、子ども・若者支援地域協議会、地域若者サ

ポートステーションのネットワークは、それぞれ、構成員はほとんど同

じであり、支援対象者にも共通性がある。運用ルールを定め一定程度統

合していく方向を考えなければいけない時期に来ている。（谷口構成員 

第７回）【再掲】

（切れ目のない連携や支援の必要性） 

 小学校の段階で準備状態にある子どもが中学校に上がったことを契機

に不登校状態に陥ると考えられ、小中連携が非常に重要。また、校内委

員会が学校外の関係機関・団体とも機能的に連携できるようにすべき。

（植山構成員 第７回） 

 不登校などはあくまで現象であり、その背景にある多様な要素に対して

専門性を持って対応しなければならない。成育歴に根深い問題が存在す

る事例もある。教員だけで対応することは難しく、多職種のチームによ

る早期のアプローチが重要。（植山構成員・谷口構成員 第７回） 

 高校で不登校となり、中退してしまうと、所属のない状態が固定してし

まう懸念がある。特に高校の子どもについては、ネットワークによる支

援を行う必要。（松原構成員 第７回）

（ネットワークの中で支援のコーディネートを担う中核機関の必要性） 

 ネットワークによる支援は、核となる機関・団体が中心となって１人の

子を見守っていくような体制が出来ないと支援が途切れてしまう。（相

原構成員 第７回）【再掲】 

 支援対象の子どもに関する個人情報を一定の機関が集約し、状態を継続

的にフォローしていく仕組み作りを検討していく必要。（谷口構成員 第

７回）【再掲】

（支援の拠点としてのサポステの更なる活用） 

 法に理念と枠組みが盛り込まれたが、運用はなかなか進んでいない現実

がある。地域若者サポートステーションを活用することで法の目指す方

向性を実現しようとしている自治体も多い。（谷口構成員 第７回）【再

掲】 

 大人の年齢で昀終的に自立するところまで見える仕組みをつくらない

限り、学校段階で様々な支援を行ってもある意味で徒労に終わってしま

う。教育・労働・福祉の機能を完全に繋げない限りは、税金の無駄遣い
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と言われかねない。その点で、地域若者サポートステーションがなくな

ってしまうと、無駄な仕組みになるだろうということを懸念。（宮本座

長 第７回）【再掲】 

 地域若者サポートステーションがアウトリーチによりこれまで行政の

窓口に来られなかった若者を誘導し、継続的な支援の中でコーディネー

ターとして伴走し、支援が途切れることなく専門的に支援することで、

ハローワークなどでの就職支援も円滑に行われていく。分野横断的に支

援するための仕組みとして地域若者サポートステーションは有用性が

高い。（谷口構成員 第７回） 

 就労だけでなく、学習や福祉の問題も含め、本当の意味でのワンストッ

プの機関に、地域若者サポートステーションがならないか。（植山構成

員 第５回）【再掲】

（個々の子ども・若者の置かれた状況に応じた支援） 

 コミュニケーション能力や対人関係能力などを高めることは大事であ

るが、教育などにおいて同一化、同質化する方針が強められれば、それ

に乗れないタイプの子どもたちが社会の片隅に追いやられていく。（高

塚構成員 第３・７回） 

 それぞれの子どもの発達の特徴に合わせた教育環境を整備すること、ま

た、そのための教職員への研修などの機会の充実が必要。（植山構成員 

第７回） 

 適応指導教室の専門家の質と量を確保する必要。また、家庭に働きかけ

るという意味では低年齢から保健師などとの連携も必要。（植山構成員 

第７回） 

 公教育の現場が合わない子どもはおり、一過的な別の学びの場の整備が

充実することも必要。（植山構成員 第７回） 

 高校中退者のなかには、就労ではなく学習を志向する者もいるが、学習

を促進する資源や環境が乏しいことが問題。10 代では学習への志向も重

要であり、学校という網を外れた時の学習面のフォローを考えるべき。

（古賀構成員 第５回）

（ネットワーク対応に係るその他の留意点） 

 ひきこもりは、精神保健の観点から捉えるべき問題ではあるが、精神医

療的な枠組みだけでは解決できない。教育・福祉・労働・医療が連携し、

医師・心理士・ソーシャルワーカーなどの専門職が協力することにより

解決への道が開けるという認識を持つことが重要。（高塚構成員 第７回）
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 ネットワークの中に具体的な支援事業をいかに組み込んでいくかとい

うところまで考えないといけない。（谷口構成員 第７回） 

 学習塾など学校外教育の関係団体などを支援のネットワークに巻き込

んでいくことを検討すべき。（今村構成員・植山構成員 第７回）

（イ）障害のある子ども・若者の支援 

（i）これまでの取組 

 文部科学省は、インクルーシブ教育システムの構築のための早期からの

教育相談・支援体制の整備などや、障害のある子どもの保護者などの経

済的負担を軽減するための援助を推進。また、発達障害に係る教員への

研修や知識習得のためのプログラム開発を実施するとともに、特別支援

教育支援員の配置を推進。就労支援については、特別支援学校における

キャリア教育などの充実や就労関係機関との連携を推進。 

 厚生労働省は、平成 24 年４月に施行された改正児童福祉法により、障

害児支援の体系の再編・一元化を実施。障害児通所支援の実施主体を市

町村へ移行。あわせて、放課後等に必要な訓練や指導などの療育を行う

事業や保育所等を訪問して専門的な支援を行う事業を創設。また、発達

障害者支援法に基づき発達障害者支援センターを全都道府県・指定都市

に整備するとともに、ペアレントメンターの養成や巡回支援専門員の派

遣、発達障害に対する意識啓発などを実施。就労支援については、障害

者雇用率達成に向けた企業への指導を厳正に実施するとともに、ハロー

ワークを中心に特別支援学校や障害者福祉施設などの関係機関が集ま

ったチーム支援による就職から職場定着までの一貫した支援などを実

施。 

（ii）課題・今後の方向性 


（インクルーシブ教育に係るこれまでの取組）
	

 障害を持つ子どもが、希望し状況が許せば、できるだけ普通の子どもた

ちと同じような教育を受けることができるという点で、このところ大き

な変化があったことを評価。このまま進めていただきたい。（相原構成

員 第７回）

（ライフサイクルの視点に立った切れ目のない支援） 

 障害児の支援というと、就学までが福祉、就学してしまうと教育、卒業

すると福祉という形で連続しないということが言われている。縦のネッ

トワークが障害児に対しても機能し、関係機関はいろいろ変わっても子
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どもを見ていける支援が必要。（奥山構成員 第７回）【再掲】 

 保護者の認識により障害を持つ子どもの養育に差がある。障害の子ども

を持つ保護者への支援を、子どもが幼児の段階から継続的に行っていく

ことが必要。（相原構成員・植山構成員 第７回）【再掲】

（様々な障害の重複に対応するための包括的な支援） 

 障害が重複してある子どもも多いことから、複数の障害全体を見ていけ

るような形での支援も必要。例えば特別支援学級は特定の障害に限られ

てしまうと他の障害の子どもに対応できない。（奥山構成員・植山構成

員 第７回） 

 障害はグラデーションである中で、特別支援教育の境界線を設けるので

はなく、特別支援教育のシステムを使って、障害のみならず様々な困難

を抱えた子どもの支援ニーズに応じていくことを考えていけないか。

（宮本座長・古賀構成員 第７回）

（個別的できめ細かい支援） 

 発達障害の可能性のある子どもたちの中には大学に進学する者もいる

が、大学側に受け入れる準備ができておらず、就労に繋げていくという

ことも今後の大きな課題となる。高等教育機関でのサポートを考えてい

く必要。（松原構成員 第７回） 

 発達障害の支援は、個人の特性に応じて支援をしていくという点で、地

域若者サポートステーションによる支援と親和性が高く、こうした共通

性の高い支援を組み合わせていく必要。（谷口構成員 第７回） 

 雇用面でハンデの大きい障害区分の障害者に対してはより手厚い就労

支援が必要。（相原構成員・谷口構成員 第７回） 

 高齢・障害・求職者雇用支援機構の地域障害者職業センターが行ってい

る、それぞれの障害者のコミュニケーション能力に応じた本人と企業に

対する支援の取組を、一層広げていくべき。（古賀構成員 第７回）

（障害者雇用企業への支援の必要性） 

 障害者雇用について、一言に企業といっても、規模や業界は様々であり、

それぞれの特性に応じた企業への支援が必要。（奥山構成員・福田構成

員 第７回）

（ウ）非行・犯罪に陥った子ども・若者の支援等 

（i）これまでの取組 

 関係省庁が密接な連絡や情報交換をしながら、非行対策を推進。内閣府
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は、毎年７月を青少年の非行・被害防止全国強調月間とし、国民意識の

高揚を図っている。 

 警察庁と文部科学省は、学校・警察連絡制度や学校警察連絡協議会など、

警察と学校との連携を推進。 

 警察庁は、個々の少年の立ち直りを支援するための、学校、警察、児童

相談所などの関係機関の実務担当者からなる少年サポートチームの活

用や、非行少年を生まない社会づくりなどを推進。また、少年が相談を

行いやすい環境の整備や、少年サポートセンターを中心とした補導活動

を実施。 

 法務省は、少年院などにおける矯正教育や就労支援の充実、少年鑑別所

における鑑別制度向上や関係機関との連携強化、保護観察における社会

貢献活動や施設入所中から就労後の職場定着までの継続的な指導など

を推進。また、人権擁護機関において、子どもの人権に係る相談を実施。 

 厚生労働省は、薬物乱用防止に係る普及啓発や講習会、相談事業などを

実施。また、児童自立支援施設について、人員配置基準の引上げや、施

設運営指針の策定、施設長研修の義務化などを実施。 

（ii）課題・今後の方向性 

（非行少年の背景要因の複雑さ） 

 非行少年は、虐待、貧困、低学力、発達障害、学校不適応、不就労とい

った問題を複合的に抱えている。特に、虐待や家庭における愛着の問題

は切っても切れないところにある。（定本構成員 第３・６回 嶋﨑構成

員 第６回）【再掲】 

 非行に至るプロセスとして、学業のつまずきや学校生活への不適応があ

る。特別支援教育的な対応を子どもとその家族に包括的に行えるとよい。

（植山構成員 第６回） 

 少年法は少年の健全な育成を期し刑罰よりも保護処分を優先しており、

非行減少効果のみならず、責任の自覚や順法精神の向上などの健全育成

面での効果も検証すべき。また、厳罰化により少年法が持つ健全育成の

理念を希薄化させないようにすべき。非行の原因を少年のみに押し付け

てしまうと、家庭、学校、地域社会などの持つ問題から目を背けさせて

しまう。（川邉座長代理 第６回）

（多機関連携や様々な社会資源の更なる活用） 

 少年非行は多様であり、非行性の進み具合や背景にある問題性に応じた

応答性のある支援を行うことが重要。例えば、家庭的・資質的に大きな
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ハンディキャップを持つ場合には福祉的な対応が、思春期に一過性のあ

るタイプの場合には地域や学校におけるセーフティネット・居場所づく

りが必要。（川邉座長代理 第６回） 

 地域若者サポートステーションでは、学校連携推進事業として、中退リ

スクの高い若者を継続的に支援していくという取組を進めている。これ

は非行の予防の観点からもぜひ推進していく必要。（谷口構成員 第６回） 

 子どもや若者をサポートする組織、施設、相談機関を総合するような体

制を充実させることがあっていい。例えば、警察は少年サポートセンタ

ーで非行少年の対応をしており、厚生労働省は地域若者サポートステー

ションで就労支援をしている。（高塚構成員 第６回）【再掲】 

 民間人の活用など国選付添人制度の充実や家庭裁判所における試験観

察の充実を期待する。（相原構成員 第６回）

（少年院・児童自立支援施設と外部機関との更なる連携） 

 少年院は教育的な場所であり、生活指導、運動、教科教育、職業指導な

どが一生懸命に取り組まれている。少年院で行われている様々な支援活

動を一層知らせることと、外部との連携を充実させることが必要。（定

本構成員・古賀構成員 第６回） 

 少年院など施設に在所している間に就労の見込みを立てることが難し

い。早期から積極的に就労支援の働き掛けを行い、関係機関・団体と連

携して、出所後に就労を継続できるような指導・助言を充実させていく。

（法務省 第６回） 

 児童自立支援施設では、虐待経験のある子どもや発達障害・後遺障害を

持つ子どもなど特別なケアが必要なケースが増加。専門的機能の充実、

年長児童への対応、学校教育の実施、相談、通所、アフターケア機能を

充実することが必要。（厚生労働省 第６回） 

 児童自立支援施設は地域社会の中で孤立しがち。内部での専門職配置も

重要だが、外部からの様々なサポートを確保していく必要。（松原構成

員 第６回） 

 少年院と児童自立支援施設が交流し、互いの良いところを参考とするこ

とが必要。また、アフターケアやショートステイのための施設など、少

年院と児童自立支援施設以外の形態についても検討されるとよい。（奥

山構成員 第６回） 

 少年院などの退所後の子ども・若者をできるだけ多くの機関・団体によ

るネットワークで支援する必要。自立支援は再非行防止に直結する。（定
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本構成員 第６回）

（非行少年支援における「要保護児童対策協議会」と「子ども・若者支援

地域協議会」の連携の有用性） 

 要保護児童対策地域協議会は非行少年も対象にしており、その活用が必

要。構成員には守秘義務が課せられ、プライバシーに関わる問題も話し

合うことが可能。また、児童福祉法では 18 歳未満が対象であり、それ

以降の支援を途切れさせないことが必要。（奥山構成員 第６回）【再掲】 

 非行は、虐待の問題とは切り離して考えることはできない。非行を起こ

す子どもが 18 歳未満であれば児童相談所が家族の対応もするが、18 歳

を超えてしまうとどのような機関が子どもや家族のケアをしていくの

かが見えてこない。（松原構成員 第６回）【再掲】 

 法に基づく子ども・若者支援地域協議会の構成員にも守秘義務がかけら

れており、プライバシーの問題に対応できる。（谷口構成員 第６回）【再

掲】 

 要保護児童対策地域協議会で対象としている子どもの年齢が上がって

きたら子ども・若者支援地域協議会に繋いでいくなど、両協議会の連携

を図るべき。（奥山構成員 第６回）【再掲】

（子ども・若者の視点に立った支援の充実） 

 支援の対象を保護者だけでなくきょうだいを含めた家族総体に広げて

いかないと、子どもたちだけをピンポイントに政策を考えていっても、

十分な施策とはならない（松原構成員 第６回）【再掲】 

 非行少年にはロールモデルが必要であり、非行から立ち直った当事者な

どによる立ち直り支援を充実させるべき。（相原構成員 第６回） 

 サービス産業が雇用先として多くなっている中で、対人スキルなどに問

題を抱えた者が多いことから、現状の就労の在り様にあわせた支援を検

討してほしい。（古賀構成員 第６回）

（その他の留意点） 

 保護処分の有効性は高く評価されるべき。リスクアセスメント・ツール

の精緻化や充実化、非行種別のツールの開発などを期待。（川邉座長代

理 第６回） 

 性非行について、薬物乱用と同様に、取り出して考えていく必要。（奥

山構成員 第３回） 

 薬物乱用について行政が研修などにより一層学ぶ必要。（定本構成員 第

６回）
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（エ）子どもの貧困問題への対応 

（i）これまでの取組 

 政府では、子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく大綱を検討中。 

 厚生労働省は、ひとり親家庭への児童扶養手当の支給、子どもの学習支

援や進学相談などに応じる事業、保護者の就業支援に関する施策などを

推進。また、生活困窮者自立支援法の平成 27 年度からの施行に向け、

事業の拡充などを実施中。 

（ii）課題・今後の方向性 


（子どもの貧困対策推進法などの着実な施行） 
 	

 子どもの貧困対策の推進に関する法律や生活困窮者自立支援法などに

基づく各種施策が着実に実施されることが重要。（事務局案）

（オ）外国人等特に配慮が必要な子ども・若者の支援 

（i）これまでの取組 

 厚生労働省は、定住外国人の若者の就職を促進するため、キャリア形成

支援や個別の指導・相談による就職支援を実施。また、定住外国人に配

慮した職業訓練コースの設定を推進。 

 法務省は、人権擁護機関において、性的嗜好を理由とする差別をなくす

ことを啓発活動の年間強調事項とし、各種の啓発活動を実施。人権相談

などで人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、事案に応じた適

切な措置を実施。 

（ii）課題・今後の方向性 


（母国語による支援の充実） 
 	

 外国人の子どもが学校現場でネイティブな言語でアセスメントやカウ

ンセリングを受けられるようにすべき。言語能力のある支援の専門家の

養成も考えていく必要。（植山構成員・古賀構成員 第６回）

（日本人への啓発） 

 定住外国人や性同一性障害など多様な者がいて多様な価値観があるこ

とを、受け入れる側の日本の子どもたちにしっかりと教育すべき。（相

原構成員第６回） 

 地域社会において受け入れる大人たちに対する啓発も必要。（高塚構成

員 第６回）
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②子ども・若者の被害防止・保護 

（ア）児童虐待防止対策 

（i）これまでの取組 

 厚生労働省は、子育て支援事業や相談体制の整備などの虐待に至る前に

気になるレベルで適切な支援を行う発生予防、通告の徹底や児童相談所

全国共通ダイヤルの周知、要保護児童対策地域協議会などの早期発見・

早期対応、一時保護所や社会的養護体制の拡充などの子どもの保護・支

援や親子再統合に向けた保護者支援などを実施。 

 文部科学省は、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの

配置や養護教諭と関係教職員が連携した健康相談・保健指導などを推進。

教育委員会などに対し、児童相談所への速やかな通告を行うよう依頼。

また、親の育ちを応援する家庭教育支援に係る地方公共団体の取組を推

進。 

 警察は、児童虐待の疑いのある事案について、速やかに児童相談所に通

告するほか、厳正な捜査や被害児童の支援などを実施。平成 24 年には、

警察庁から都道府県警察に対し、児童の安全を直接確認するための昀大

限の対応の徹底や児童相談所との連携の一層の強化などを指示。また、

児童相談所との共同研修や児童相談所への現職警察官・ＯＢの出向・派

遣などを実施。 

 法務省は、人権擁護機関において、子どもの人権に係る相談体制の整備

を推進。また、平成 23 年には、親権停止制度の創設などを内容とする

民法の一部改正を実施。 

（ii）課題・今後の方向性 


（虐待死亡事例の検証に対する評価とデータ整備の充実強化）
	

 社会保障審議会による虐待死亡事例の検証を踏まえた提言が厚生労働

省の施策につながっていることを評価。今後は、虐待事例の対応や予後

などがわかるようなデータベースの構築など虐待統計を改善し、それを

施策に結び付けていく必要。（奥山構成員 第８回） 

 虐待にはいくつかのタイプがあり、それぞれに必要な支援は異なってく

ると考えられることから、各種の統計データなどの把握・分析が重要。

（川邉座長代理 第８回）

（ライフサイクルを視野に入れたネットワーク支援の重層化と、「要保護児

童対策協議会」と「子ども・若者支援地域協議会」の連携）
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 虐待の世代間連鎖を断つためには、妊娠・出産期の虐待予防から、虐待

を受けた子どもが親になるまで、ライフサイクルを通して支援していく

必要。妊娠期から子どもの思春期の自立支援までは施策が広がっている

が、成人期が欠落しており、支援の輪が途切れている。この点からも、

要保護児童対策地域協議会と子ども・若者支援地域協議会が連動してい

くことが必要。（奥山構成員 第８回）【再掲】 

 妊娠、出産、子育て、性的関わりの前提となる人間関係や社会などにつ

いて、小学校段階から教育するべき。（定本構成員 第８回） 

 虐待リスクの高い家族を発見しやすい機関やそうした家族がアクセス

し得る機関と虐待対応の機関との連携を一層促進すべき。（川邉座長代

理 第８回）

（児童相談所の拡充） 

 一時保護所の収容能力の一層の増強が必要。（谷口構成員 第８回） 

 児童相談所などで虐待対応を行う人材の量と質を拡充すべき。（谷口構

成員 第８回）

（イ）社会的養護の充実 

（i）これまでの取組 

 厚生労働省は、人員配置基準の引上げや、施設運営指針の策定、施設長

研修の義務化、都道府県や施設に対するケア形態の小規模化を進めるた

めの計画策定の要請、事例集作成などにより、家庭的養護、里親委託・

里親支援、施設運営の向上、親子関係再構築、自立支援、子どもの権利

擁護を推進。 

（ii）課題・今後の方向性 


（社会的養護の基盤拡充） 
 	

 虐待を受けた子どもの育て難さを認識し、里親やファミリーホームなど

への支援を充実させる必要。（相原構成員・奥山構成員 第８回） 

 児童養護施設などの職員は、バーンアウトしてしまう方も多く、サポー

トの一層の充実が必要。例えば、保育士ＯＢ・ＯＧなどを活用すること

が考えられる。（相原構成員 第８回） 

 児童養護施設を出た後、20 歳までの子ども、特に女の子が行くところが

ないということは、非常に重要な問題。18 歳以上 20 歳未満の子どもを

カバーする社会資源が乏しい。児童自立生活支援事業の拡充など、施設

退所後の若者への自立支援を一層充実させるべき。（相原構成員 第６・
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８回 松原構成員 第８回）【再掲】

（保護者支援や家族再統合の必要性） 

 虐待を受けた子どもの家族からの分離と家族維持のバランスが重要。保

護者のみならず家族全体に対する積極的な支援を一層手厚くする必要。

（奥山構成員 第８回）【再掲】 

 親子再統合について、子どもに対してはきめ細やかに専門家がケアをし

ているが、虐待をした保護者に対するサポートが極めて不十分。（相原

構成員・植山構成員 第８回） 

 困難を抱える子ども・若者の家族への支援は、単なる助言、指導のみの

単発の関わりでなく、日常で生活場面を共にしながら問題解決を継続的

にしていく必要があり、それを支える仕組みが必要。（谷口構成員 第８

回）【再掲】

（その他の留意点） 

 児童福祉法第 28 条に基づく家庭裁判所の承認による施設入所措置に関

し、証拠収集などを行う子どもの代理人への援助が必要。（相原構成員 

第８回）

（ウ）福祉を害する犯罪対策、犯罪被害への対応 

（i）これまでの取組 

 警察庁は、児童ポルノ事犯に係る取締りや流通・閲覧防止対策、広報啓

発活動や、出会い系サイトやコミュニティサイトを通じた児童買春など

の事犯の取締りや従事している子どもの補導・立ち直り支援を推進。 

 文部科学省は、スクールガードリーダーによる学校巡回などの学校にお

ける安全管理や、養護教諭やスクールカウンセラーなどによる子どもの

心のケアの充実を推進。 

（ii）課題・今後の方向性 


（被害を受けた子どもやその家族に対する十分な配慮）
	

 被害を受けた子どもから被害を聞き取る際には、心理の専門職が同席し

たり、何回も同じことを聞き取らなくてすむようにするなど、子どもの

傷を広げないような聞き取り方の工夫をすべき。（奥山構成員 第９回） 

 司法面接については、昔と比べて、研究も進んでおり、配慮は進んでい

る。立件するためのものであるので、保護的なものにはなり難い。（川

邉座長代理 第９回） 

 犯罪被害を受けた子どもの家族に対する支援については、保護者だけで
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なくきょうだいへの支援も重要。（奥山構成員 第９回） 

 犯罪被害に関連する子どものケアにかかる経済的負担を軽減すべき。

（奥山構成員 第９回）

（性被害から身を守るための教育） 

 子どもを性被害から守るためには、低年齢児の性的な問題行動（sexual 

misbehavior）への対応や、性的権利に関する教育を充実させる必要。（奥

山構成員 第９回）

（エ）いじめ被害、いじめ・暴力対策 

（i）これまでの取組 

 文部科学省は、いじめ防止対策推進法に基づく国の基本方針を策定、推

進。また、いじめ対策等総合推進事業において、道徳教育の充実、スク

ールカウンセラーや生徒指導推進協力員などの配置拡充、24 時間いじめ

相談ダイヤルなどを推進するとともに、教職員定数の改善を措置。 

 警察は、スクールサポーター制度や学校警察連絡協議会などにより、学

校と連携し、いじめ事案の早期把握と的確な対応を推進。校内暴力につ

いても同様に学校と連携をしながら事案に応じて対応。 

 法務省は、人権擁護機関において、子どもの人権問題に関する相談に応

じ、いじめ事案の情報を得た場合には、人権侵犯事件として調査士、教

職員や学校と連携していじめ行為の中止や再発防止を図るなど、いじめ

を受けた子どもの救済に努めている。 

（ii）課題・今後の方向性 


（いじめ防止対策推進法に対する期待）
	

 いじめ防止対策推進法は、開発的・予防的な視点が重視された法律であ

り、いじめの防止・解消につながることが期待される。（嶋﨑構成員 第

９回）

（長期的な視点に立った取組） 

 ニートの若者の多くはいじめ被害の経験を持っているなど、いじめは学

齢期だけの問題ではない。（宮本座長 第９回） 

 いじめは弱者に対する人権侵害であり、そうした人権侵害を許さないと

いう大きく長期的な視点を持った取組が必要。（定本構成員 第９回）

（教員の専門性向上のための研修の充実） 

 いじめ防止対策推進法により取組が進むと思うが、そうした取組を実行

し得る教員などの養成を行う必要。（谷口構成員 第９回）
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 学校と警察の連携も重要だが、第１にいじめの問題を発見でき、早期に

対応できるのは学校の教員以外にはいない。教員の第１次の対応能力・

発見能力を強化する施策を中心に据えた上で、各施策を構造化する必要。

（川邉座長代理 第９回） 

 教員が現場で子どもと対面していじめを予防したり回避しなければい

じめ自体をなくすことはできない。学校でできることとできないことを

はっきりさせ、地方自治体でばらばらに行われている教員への研修の在

り方などを検討すべき。（古賀構成員 第９回） 

 未然防止が重要であり、そのための教職員への研修や保護者に学んでも

らうことが必要。（植山構成員 第９回） 

 いじめは、当事者である子どもに認知の偏りがある場合や保護者の問題

が絡む場合などもあり、非常に複雑で様々な要素がかかわっていること

を専門的に把握した上で、取組を行う必要。（定本構成員 第９回）

（いじめの加害者への支援） 

 加害者と被害者が入れ替わるような事案については、子どもたちのグル

ープダイナミックスを踏まえた対応が必要。加害と被害がある程度明確

に分かれる事案については、加害者支援が非常に重要。（奥山構成員 第

９回） 

 いじめの指導に欠けていたのは、加害者指導の在り方。いじめる側の問

題解消のためには、福祉的な対応なども重要。（嶋﨑構成員 第９回） 

 いじめの加害者については、懲罰的な指導で終わってしまっている現実

が一部あるが、成育環境に問題があって認知的な偏りがある場合である

とか、ストレス要因など問題行動を引き起こす何かしらの要因があると

いうことであれば、しっかりとその背景にまでアプローチをする必要。

（谷口構成員 第９回）【再掲】

（その他の具体的な方策） 

 子どもたちと世代の近い、若い大学生などによる相談対応が有効。専門

家ばかりではなく、世代という特性も施策に活用すべき。（今村構成員・

谷口構成員 第９回） 

 ネットいじめは国際的にも大きな問題となっており、韓国などでは調査

が行われているが、日本ではあまり実態把握がしっかりとされていない

のではないか。（奥山構成員 第９回）

（オ）被害防止のための教育 
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（i）これまでの取組 

 文部科学省は、防犯教室、交通安全教育、防災教室などの開催を支援。

東日本大震災の教訓を踏まえ、防災教育に係る資料を作成・配布。また、

携帯電話やスマートフォンの普及を踏まえ、学習指導要領に基づく情報

モラル教育を推進するとともに、教員向けの手引書や子ども・保護者向

けの啓発活動を実施。 

 警察は、子どもが犯罪に巻き込まれる危険を予見する能力や危険を回避

する能力を向上させるための防犯教室や、交通安全教育指針に基づく交

通安全教室を実施。 

 総務省は、メディアリテラシー育成のため、リテラシー指標や育成のた

めのコンテンツの開発などを実施。 

（ii）課題・今後の方向性 


（より実践的な教育の提供） 


 より具体的なシチュエーションを念頭においた、参加・体験・実践型の

被害防止教育が必要。（警察庁 第９回） 

 より実践的なメディアリテラシーの学習を提供できるようなコンテン

ツの開発をしていきたい。（総務省 第９回） 

 ＩＴに関する教員研修を現場の負担感のないように進めてほしい。（植

山構成員 第９回）

（３）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 

①家庭・学校・地域の相互の関係の再構築 

（i）これまでの取組 

 文部科学省は、家庭教育に関する学習機会の提供や「家庭教育支援チー

ム」による相談対応、「学校支援地域本部」の設置やコミュニティ・ス

クールを推進。 

 厚生労働省と文部科学省は連携して、「放課後子どもプラン」を推進。 

 警察は、学校や通学路の安全対策として、ＰＴＡや防犯ボランティアと

連携したパトロール活動の強化や、「子供 100 番の家」などを推進。 

 文部科学省、警察庁、国土交通省は、学校、教育委員会、道路管理者、

警察などの関係機関が連携して実施する通学路の交通安全対策を支援。 

 国土交通省は、体験・交流活動の場となる都市公園の整備を推進すると

ともに、地方公共団体などが行う遊具の安全点検について技術的支援を
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実施。また、防犯に配慮した住宅の普及やバリアフリー化を推進。 

 消費者庁は、子どもを事故から守るプロジェクトを実施。 

（ii）課題・今後の方向性 


（子ども・若者の関係性を育む家庭教育に対する支援） 


 幼児期に人間の関係性を育てられた子どもは、その後に難しいことがあ

っても取り返すことができる。資源を投入するときは、妊娠期から３歳

までというのは大きなポイント。（奥山構成員 第３回）【再掲】 

 子ども・若者が抱えるトラブルや課題の抑止として、健全な家庭教育を

強化しなくてはならない。家庭におけるしつけについての保護者への啓

発・教育が必要。（明石構成員 第５回） 

 家庭教育支援については、文部科学省単体で考えるのではなく、厚生労

働省と一層連携する必要。例えば、学齢期の子どもを抱える若い保護者

に対しては、若者の自立支援のノウハウが有効な場合がある。（谷口構

成員 第 10 回） 

 家庭教育に関する学習内容や効果的支援のノウハウの標準化や体系化

が必要。（文部科学省 第８・10 回） 


（教職員の能力・資質向上） 


 教職員に対し、保護者との対応に必要なコミュニケーション力や、子ど

もの手本となる言葉遣い、日本古来の行事などに関するセミナーなどを

実施してはどうか。（明石構成員 第 10 回）

（その他の留意点） 

 一体型を中心とした放課後児童クラブ・放課後子供教室の計画的な整備

を推進。（厚生労働省・文部科学省 第 10 回） 

 公園遊具に関しては取組が進んできているが、是非とも更に加速化して

ほしい。また、遊びの指導員が公園に配置されるようになるとよい。（奥

山構成員 第 10 回） 

 子どもの事故防止に関する取組も少しずつ進んでいる。情報提供による

子どもや保護者の行動が安全な方向に変わっているか検証が必要。また、

ＮＰＯなどと一層連携すべき。（奥山構成員・定本構成員 第 10 回） 

 地域住民の防犯意識を高めることも重要だが、子どもたち自身に自らを

守ることを一層教えていかなくてはいけない。（定本構成員 第 10 回）

②有害環境等への対応 

（i）これまでの取組 
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 警察庁は、①携帯電話等インターネット接続機器からの有害情報の閲覧

防止、②インターネットカフェ、カラオケボックス等における善良な風

俗環境の保持、③各種営業者からの有害な商品等の供給の遮断、④性風

俗に関する営業等からの影響の排除の４つを推進事項として示し、都道

府県警察において有害環境の浄化対策を総合的に推進。また、インター

ネット利用に係る子どもの犯罪被害を防止するため、都道府県警察に対

し、保護者や子どもに対する啓発活動の強化や携帯電話販売店に対する

養成の徹底などを指示。 

 総務省は、携帯電話事業者によるフィルタリングの説明の徹底やソーシ

ャルメディアガイドラインの普及などを推進。また、関係府省などと協

力して「春のあんしんネット・新学期一斉行動」を実施し、関係事業者

や保護者に対するフィルタリングの徹底を要請。さらに、リテラシー指

標の開発・普及などリテラシー向上のための取組を実施。 

 文部科学省は、情報モラル教育を推進するとともに、「ネット依存」な

ど新たな課題に対応するための教員向け手引書を作成・配布。また、「ネ

ットモラルキャラバン隊」や普及啓発リーフレットの全高校生への配布

などによる啓発活動を実施。「ネット依存」傾向の青少年を対象に、規

則正しい生活を取り戻すための研究事業を実施。 

（ii）課題・今後の方向性 

（保護者に対する支援・啓発の充実強化） 

 インターネットに関する問題については、学齢期の子どもに対する教育

も重要だが、それに加え、乳幼児期から対応できるような取組が必要。

いわゆるデジタルネイティブと言われる世代が親になり始めており、例

えば母子手帳にスマートフォンやインターネットに関する情報を掲載

したり両親学級でそうした情報を提供するなど、子どもが学齢期になる

以前の段階から何らかの手立てを講じる必要。（植山構成員 第９・10

回） 

 大人が、情報機器の与え方を学ぶ必要。（定本構成員 第 10 回） 

 スマートフォンを始めとする新たな機器・サービスが急速に浸透してお

り、これに対応して子どもや保護者への広報・普及啓発などを充実強化

する必要。（警察庁・文部科学省・内閣府 第 10 回） 

 教員の指導力を含め情報モラル教育を一層充実させる必要。（文部科学

省 第 10 回）

（「ネット依存」等の新たな課題への対応） 
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 ネット依存傾向の青少年への対応方法について検討する必要。（文部科

学省 第 10 回） 

 ネット依存の問題については、もう少し危機感や問題意識をもった取組

を進めてほしい。（明石構成員 第 10 回） 

 インターネットに関する教育については、依存という概念を持ち込む必

要。（川邉座長代理 第 10 回） 

 ネット依存の問題について検討してほしい。（嶋﨑構成員 第５回） 

 ネット依存への対応と同時に、デジタルデバイドの解消にも力をいれて

いただきたい。（古賀構成員 第 10 回） 


（地域で子どもを育てる視点） 


 有害環境対策には、望ましくない環境の排除と望ましい環境の復活・醸

成の２つがある。後者について、特に意識的側面として、地域住民の管

理意識だけではなく、地域の子どもを地域が育てるという意識が重要で

あり、そうした意識を強化するための施策が必要。その際、住民主体の

活動にする工夫が必要。（川邉座長代理 第 10 回）

③多様な主体による取組の推進、多様な担い手の育成 

（i）これまでの取組 

 内閣府は、毎年 11 月を「子ども・若者育成支援強調月間」とし、様々

な事業を推進するとともに、青少年育成指導者などに対する各種研修事

業や青少年育成支援活動に功績のある者への表彰などを実施。 

 警察庁は、少年補導職員について、本来の活動以外の活動に従事しない

よう勤務形態や配置に特段の配慮をするとともに、各種の研修を実施。

少年警察ボランティアについては、大学生ボランティアの拡充に向けた

取組を実施するとともに、各種研修会の実施などにより活性化を図って

いる。 

 法務省は、法務教官・法務技官について、少年院などにおけるインター

ンシップの拡大などを行うとともに、体系的な研修を実施。保護観察官

について研修や実務訓練などを実施するとともに、保護司活動の支援の

充実を図っている。また、協力雇用主の数を拡大するための様々な取組

を実施。 

 文部科学省は、青少年教育団体の活動の推進として、国立青少年教育振

興機構を中心に、「体験の風をおこそう」などの啓発活動を実施すると

ともに、「子どもゆめ基金」事業により子ども会などの活動を支援。ま
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た、企業による青少年育成活動に対する表彰などを実施。 

 厚生労働省は、医師・看護職員の養成・研修などを実施。児童相談所に

ついて児童福祉司の増員やアドバイザーの派遣などを実施。民間協力者

として、民生委員・児童委員に対する研修などを実施。 

（ii）課題・今後の方向性 

（担い手が抱える課題） 

 いろいろな絵を描いても、実際にそれを運営、実践していく担い手がい

ないと、絵に描いた餅になる。多くの民間機関では、担い手がバーンア

ウトをしている。（松原構成員 第３回） 

 困難な課題に取り組んでいる担い手の方々は、東京では人材がかなりい

ると思うが、地方ではぐっと数が減り、意識や質という以前に頭数がい

ないということもある。そういった地域格差をどのようになくしていく

か。（植山構成員 第３回）

（専門職の養成・確保） 

 ユースアドバイザーの研修が全国各地で行われているが、それぞれの地

方自治体でやり方もまちまちであり、再考する必要。（宮本座長 第３回） 

 子ども・若者支援の人材については、これまでＮＰＯなどが自ら育てて

きたが、公的な期間が責任をもって体系的に育てる必要がある。（宮本

座長 第 10 回） 

 専門性ある支援者を養成することが大事。内閣府や厚生労働省などが行

っている短期の講習会程度のものではだめだろうと思っている。（高塚

構成員 第３回） 

 教育、医療、福祉を学ぶ、資格を取得する予定の大学生、大学院生を、

不登校やひきこもりへの支援などの分野で有償のボランティア活動を

させ、スーパーバイズを受けながら、大学の中でじっくりと養成して、

各分野の専門家として輩出をしていくような取組も考えていく必要。

（谷口構成員 第３回） 

 インターンシップを一層活用して担い手を養成していく必要。（植山構

成員 第 10 回） 

 子ども・若者の支援に携わる人材を分野横断的に育成するとともに、一

元化してコーディネートしていくような人材バンクのようなものを作

ってはどうか。（谷口構成員 第 10 回） 

 スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの力量の個人差

が大きくなっており、養成や研修に係る体制を充実させる必要。（谷口
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構成員 第５回 植山・松原構成員 第７回）

（ボランティアなどの確保） 

 児童委員などが風土づくりの担い手として行うことと、専門家に任せな

ければいけないことを、議論していくべき。（松原構成員 第３回） 

 児童委員などについては、一種の篤志家のやることだという認識で一つ

の名誉職として大臣から任命されるというレベルで存在している方々

がいることも事実。単なる名誉職、ボランティアとしての位置づけでは

なくて、その役割をもう少し明確にしたり、必要ならば一定のお金を出

したりしない限り、活用することにはなっていかない。（高塚構成員・

花井構成員 第３回） 

 児童委員や保護司などのボランティアについては、公的支援の重要な側

面を担っているが、今後とも継続的な制度であることを担保できるのか

が課題。（古賀構成員 第３回） 

 いわゆる青少年団体の活動は非常に衰退して、見る影もない。こうした

青少年団体の状況の背景を分析し、それを踏まえ、民間の活力を生かす

施策を考えなくてはいけない。もう一度、青少年教育の意味を考え直し、

青少年団体の活用などに関する施策を新たに展開すべき。（高塚構成員 

第５回）

（官民の協働・連携の推進） 

 子ども・若者に対する支援を行う企業や民間団体などの有機的で横断的

なネットワークを作っていく必要。熱意や経験、スキルのある団体や個

人を総合的にネットワーク化し、データベース化することも一考。（明

石構成員 第 10 回） 

 多様な主体の取組の推進のためには、全体像を把握し調整するマネジメ

ント役が重要であり、関係機関・団体のマネジメント能力の向上が必要。

また、官民の協働が重要。（植山構成員 第 10 回）

Ⅲ．おわりに～次期大綱の策定に向けて～
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