
子供・若者育成支援推進大綱 
点検・評価シート 

 
項目：１．全ての子供・若者の健やかな育成 

（２）子供・若者の健康と安心安全の確保 
  ②子供・若者に関する相談体制の充実 

府省名： 警察庁   
（１）大綱策定（平成 28 年２月）から現在までの主な取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）取組の進捗に係る自己評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）現在の課題と今後の方向性 
 

 警察では、いじめ防止対策推進法及び「いじめの防止等のための基本的な方針」（H29.3 改定）の趣旨に
基づき、平成 29 年３月、「いじめ防止基本方針の改定について」（通達）を各都道府県警察に発出し、スク
ールサポーター制度の充実、対策組織への積極的な参画など、学校等との連携強化を図っている。        
平成 30 年からは、文部科学省のＳＮＳ等を活用した相談体制の構築事業における自治体の取組において、
関係する都道府県警察は、自殺予告等緊急を要する事案に迅速に対応できるよう連絡体制の構築を図って
いる。 

平成 31 年３月には、「学校におけるいじめ問題への的確な対応について」（通達）及び「被害少年の状況
に応じた適切な保護活動の推進について」（通達）をそれぞれ発出し、いじめを含む被害少年に関する相談
窓口について、被害少年が早期に適切な支援を受けることができるよう、ＳＮＳ等への掲載等効果的な周知
広報を行うことなどを示達している。 

校内暴力については、いじめ対策と同様、学校警察連絡協議会等を活用した非行防止に関する情報交換に
より、内容に応じた適切な措置を行うとともに再発の防止に努めている。                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 平成 29 年中、いじめを含む学校問題の少年相談は 7,711 件（前年比＋519 件）、うち少年自身からの相
談は 1,190 件（前年比＋46 件）。被害児童生徒が早期に相談できるよう相談窓口の周知広報を推進 

○ 平成 30 年４月現在、スクールサポーターは 44 都道府県で約 850 人が配置。５年前と比べて約 90 人の
増員。 

○ 平成 29 年中のいじめに起因する事件は 155 件（前年比＋６件）、245 人（前年比－22 人）を検挙・補
導。 

○ 文部科学省のＳＮＳ等を活用した相談体制の構築事業における自治体の取組（H30,4,1～12.31）に 
おいて、関係する都道府県警察が対応した緊急通報の件数は５件 

○ 平成 29 年中の校内暴力事件は 717 件（前年比－115 件）で、平成 26 年以降４年連続で減少している
ものの、小学生の事件数は 103 人で平成 24 年以降連続して増加 

○ いじめに起因する事件の検挙件数は５年前に比べると減少傾向にある。警察においては、いじめ事案
の早期把握、学校等との情報の共有、適切な相談対応など、スクールサポーターを通じた学校等との緊
密な関係を構築するなどして、いじめ事案への的確な対応を推進してきたところ、引き続き、学校等と
の連携強化を図るため、スクールサポーターの更なる拡充等を図る必要がある。 

○ 警察に対するいじめを含む少年相談は高水準で推移していることから、相談担当の職員による心理学
の専門知識やカウンセリング技術など、事案に応じて適切に相談対応できるよう職員の資質向上を図っ
ていく必要がある。  



 
 

○少年相談状況 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

「平成 29 年中における少年補導及び保護の概況」 
（警察庁生活安全局少年課）より抜粋 



○いじめに起因する事件 
 
（１）事件数 

 

 
（２）検挙・補導人員 

 
 
 

○校内暴力事件 

 



学校への訪問活動による非行事案、い
じめ、校内暴力事案等に対する指導・助言

街頭補導活動
有害環境等の浄化

子どもを対象とした犯罪、不審者等に関する
情報の把握

把握した情報の学校、地域住民等への
積極的な提供

非行等問題行動に関する情報の把握と学校
警察連絡協議会等への情報提供

防犯教室・学校への不審者侵入訓練
非行防止教室
薬物乱用防止教室

学校の施設・設備の点検及び助言
学校周辺のパトロール
防犯ボランティア団体との連携

少年の非行防止・立ち直り支援等 学校等における児童等の安全確保

地域安全情報の把握と提供非行・犯罪被害防止教育の支援

スクールサポーター
～警察と学校との橋渡し役～

スクールサポーター制度



2 子供・若者育成支援推進大綱 
点検・評価シート 

 
項目：１．全ての子供・若者の健やかな育成 

（２）子供・若者の健康と安心安全の確保 
  ②子供・若者に関する相談体制の充実 

府省名：法務省 
 
（１）大綱策定（平成 28 年２月）から現在までの主な取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）取組の進捗に係る自己評価 

 
 
 
 
 
 
 
（３）現在の課題と今後の方向性 
 
 
 
 
 
 
 

 

 法務省の人権擁護機関では，ホームページ上の「インターネット人権相談受付窓口(子
どもの人権 SOS-e メール)の開設，フリーダイヤルの専用相談電話「子どもの人権１１
０番」の開設及び全国の小中学生を対象とした「子どもの人権 SOS ミニレター」の配布
などを行い，いじめを始めとする子供の人権問題について相談に応じている。 

また，いじめの被害にあった子供が相談しやすくするため，人権相談窓口の更なる周
知広報を行ったところである。 

なお，相談を通じていじめ事案の情報を認知した場合には，人権侵犯事件として調査
し，学校や関係機関と連携していじめ行為の中止や再発防止を図るなど，被害の救済に
努めているほか学校のいじめに対する対応が不十分であったと認められたときは，改善
を促すなど，適切な対応に努めている。 

 平成３０年における「子どもの人権１１０番」を利用したいじめに関する相談件数は
2,955 件，平成３０年度に「子どもの人権 SOS ミニレター」を利用したいじめに関する
相談件数は 5,204 件となっており，いじめを始めとする子どもの人権問題について広く
相談に応ずる相談窓口として成果を収めている。 

インターネット人権相談受付窓口(子どもの人権 SOS-e メール)，フリーダイヤルの専
用相談電話「子どもの人権１１０番」及び「子どもの人権 SOS ミニレター」の配布を通
じ，いじめを始めとする子供の人権問題について引き続き相談に応ずるとともに，人権
相談窓口についても更なる周知広報を行っていく。また，若年層における主なコミュニ
ケーションツールが電話やメール等から SNS へと変化している状況を踏まえ，子ども
が相談しやすい相談体制の整備に向け検討していく予定である。 



法務省の人権擁護機関におけるいじめ事案への取組について
（令和元年５月３０日 子供・若者育成支援推進のための有識者会議資料 法務省人権擁護局）

〔具体的施策の例〕
・いじめ防止のための啓発冊子「「いじめ」させない 見逃さない」等の作成及び当該冊子等を活用した人権啓発活動の推進
〔人権擁護委員の活動〕
・小学校及び中学校等において，いじめ等の人権問題について考える機会を
つくることによって，相手への思いやりの心や生命の尊さを体得することを
目的とした「人権教室」を実施

人権啓発活動

〔具体的施策の例〕
・フリーダイヤル専用相談電話「子どもの人権１１０番」（平成３０年 ２，９５５件）
・全国の小中学生を対象とした「子どもの人権ＳＯＳミニレター」（便箋兼封筒）（平成３０年度 ５，２０４件）
・人権侵犯事件の新規開始件数（平成３０年 ２，９５５件）

相談・調査救済活動

小学生から，同級生からいじめを受けているとして，「子どもの人権ＳＯＳミニ
レター」が送付された事案である。

法務局の調査において，学校は加害児童の行為を把握し，担任が指導する
などの対応を行っていたが，それがいじめであるとの認識がないことが分かっ
た。そこで，法務局は，学校にいじめとして対応することを要請したところ，学校
はこれを了承し，いじめとして加害児童を指導するとともに被害者に対する見守
り体制の充実を図った。

その後，人権擁護委員が被害者に学校の状況を確認する手紙をミニレターを

同封して送ったところ，クラスは楽しい旨のミニレターが返送され，被害者が安
心して学校に通っていることが確認できた。

児童が，複数回にわたり，同級生から暴言を受けたり，蹴られたりするなどの
いじめを受けているにもかかわらず，学校が十分な対応を行わなかったとして，
親から法務局に相談がされた事案である。

法務局が調査した結果，学校がいじめ防止のために必要な対策を十分に講じ
なかった事実が認められた。また，教育委員会は，学校からいじめを認知した
旨の報告を受けるも，具体的な指示を行っていなかったことが認められた。

そこで，法務局は，学校及び学校を指導監督すべき立場にある教育委員会
が，安全配慮義務を怠っていたとして，校長及び教育委員会教育長に対し，今
後，同様のことを繰り返すことのないよう要請した。

〔小学校におけるいじめに対する対応事例〕

≪事例２≫≪事例１≫



○ 設置目的

○ 各年の利用件数と主な相談内訳（平成２６年～３０年）

平成

相談内訳

① 暴 行 ・ 虐 待 741 674 624 511 482

② い じ め 3,384 3,657 3,020 3,029 2,955

③ 体 罰 等 2,913 2,857 2,703 2,756 2,714

④ そ の 他 18,673 18,007 16,970 15,826 15,200

合 計 （ 件 ） 25,711 25,195 23,317 22,122 21,351

○ 利用件数の推移（平成２１年～３０年）

注) ①の件数は，18歳未満の者を被害者とする相談の件数を計上している。

「子どもの人権１１０番」統計資料

子どもをめぐる人権問題は，周囲の目につきにくいところで起こっていること
が多く，被害者である子ども自身も，身近な人に話しにくいといった状況がある
ことから，子どもが発する信号をいち早くキャッチし，その解決に導くため，全
国５０の法務局・地方法務局に，専用相談電話「子どもの人権１１０番」を設置
し，いじめ，体罰，児童虐待等をはじめとした子どもの人権問題をめぐる相談を
専門的に受ける体制を整備したもの。また，相談者の利便の更なる向上のため，
平成１８年４月から電話番号を全国共通とし，平成１９年２月からフリーダイヤ
ル化している。
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1．児童・生徒からのＳＯＳミニレターの受領通数（単位：通）

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

受領通数 17,640 16,823 14,092 12,975 12,016

２． ＳＯＳミニレターを端緒とする人権相談の受理件数（単位：件）　※注

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

受理件数 21,578 19,107 16,845 16,005 14,410

３．相談内容内訳（単位：件）

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

体罰 147 109 84 82 46

虐待 551 591 582 522 541

いじめ 6,793 6,762 6,200 5,859 5,204

その他 14,087 11,645 9,979 9,542 8,619

「子どもの人権ＳＯＳミニレター」統計資料（平成２６年度～平成３０年度）

※注　１通のミニレターに複数の相談内容が含まれている場合，それぞれを人権相談として受理している。
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子供・若者育成支援推進大綱 
点検・評価シート 

 
項目：１．全ての子供・若者の健やかな育成 

（２）子供・若者の健康と安心安全の確保 
  ②子供・若者に関する相談体制の充実 

府省名：消費者庁  
 
（１）大綱策定（平成 28 年２月）から現在までの主な取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）取組の進捗に係る自己評価 

 
 
 
 
 
 
（３）現在の課題と今後の方向性 
 
 
 
 
 

 

平成 27 年 7 月より、全国共通の電話番号で、地方公共団体が設置している身近な消費生活
相談窓口を案内する「消費者ホットライン 188」を運用しており、その周知に向けて、以下
の取組等を実施してきたところ。 
・消費者庁ウェブサイトへの掲載、チラシ・ポスターの作成・配布 
・イメージキャラクター「イヤヤン」の制作及びピンバッジ等の関連グッズの制作・配布 
・主に若者をターゲットにした SNS（YouTube,Twitter,Instagram,LINE）への広告配信 
・５月 18 日を「消費者ホットライン 188 の日」として制定し、普及啓発イベントを実施 
・「沖縄国際映画祭」「京都国際映画祭」「北海道みんわらウィーク」への参加など、吉本興

業と連携した広報活動を実施 
 
 
 

平成 30 年６月に公表された平成 29 年度消費者意識調査の結果では、１８８の番号を知っ
ている方は６．６％と認知度は低い状況。 

「消費者ホットライン 188」の認知度向上に向け、今後も様々な機会を捉えて、積極的に普
及・啓発に取り組んでいく。 



※ 一部のＩＰ電話、プリペイド式携帯電話等からは、御利用いただくことができせん。

お住まいの

都道府県の
消費生活センター など

お住まいの 市区町村の

消費生活センター や 消費生活相談窓口

携帯電話から固定電話から

お住まいの地域の
番号を入力

「こちらは消費者ホットラインです。最寄りの相談窓口を御案内いたしますので、
お住まいの郵便番号がわかる方は１を、そうでない方は２を押して下さい。」

「ナビダイヤルサービスを経由し、消費生活相談窓口へお繋ぎいたします。
この通話は、○○秒ごとに、およそ○○円の通話料金で御利用いただけます。」[※1]

※ 窓口が開所していない時間帯などは、窓口の名称、電話番号及び受付時間をご案内します。

「お住まいの郵便番号を
７桁で入力して下さい。」

「お住まいの地域を選択して下さい。
○○市は１を、○○市は２を･･･
押して下さい。」

１を入力 ２を入力

市区町村の窓口が開所していない場合など、
都道府県の消費生活センターなどを御案内することもあります。

※地域の選択は、
御案内しない
ことがあります

身近な
相談窓口

のアナウンスが流れます。アナウンスにしたがって、 の操作をお願いします。

【郵便番号がわかる】

お住まいの郵便番号を入力

〒 ｰ

【郵便番号がわからない】

[※1] 都道府県や政令市の消費生活センター等が話中でつながらない場合、国民生活センターの「平日バックアップ相談」の電話番号がアナウンスされます。
電話番号 03-3446-1623 / 受付時間 平日の10～12時/13～16時 [詳細]



l 「消費者ホットライン」１８８（いやや！）について、番号を知っていた人は6.6％、名前・番号・内
容のいずれかを知っていた人は23.3％、名前・番号・内容の全てを知っていた人は4.3％。

l 年齢層別にみると、50 歳代以下は60 歳代以上と比べて番号を知っていた人の割合が低い。

消費者ホットラインの認知度
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