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1．障害のある青少年の支援
（1）福祉施策

障害のある人が自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう，必要な障害福祉サ

ービスに係る給付その他の支援を行う「障害者

自立支援法」（平17法123）が，平成17年10月

に成立し，平成18年10月から本格施行された。

今後，この法律に基づき，安定的かつ持続可能

な制度の下で，障害福祉サービスの一層の充実

を図るよう努めていくこととしている。

（2）教育に関する施策

ア　特別支援教育

障害がある子どもについては，その能力や

可能性を最大限に伸ばし，自立し，社会参加

するために必要な力を培うため，一人一人の

障害の状態に応じ，特別支援学校（平成18

年度までは盲・聾
ろう

・養護学校）や小・中学校

の特別支援学級（平成18年度までは特殊学

級），あるいは通級による指導9において，特

別の教育課程，少人数の学級編制，特別な配

慮の下に作成された教科書，専門的な知識・

経験のある教職員，障害に配慮した施設・設

備などによって指導が行われている。

また，近年，特別支援学校に在籍する児童

生徒の障害の重度・重複化が見られること，

小・中学校において発達障害のある児童生徒

への適切な指導及び必要な支援が求められる

ことなど，障害のある児童生徒の教育を取り

巻く最近の動向を踏まえ，特別支援教育を推

進するための制度の在り方について見直しが

行われた。文部科学省においては，中央教育

審議会において平成17年12月に取りまとめ

られた答申「特別支援教育を推進するための

制度の在り方について」における提言等を踏

まえ必要な制度の見直しについての検討が進

められ，平成18年4月より通級による指導の

対象にLD（学習障害）・ADHD（注意欠陥／

多動性障害）が新たに加えられたとともに，

平成18年6月に「学校教育法等の一部を改正

する法律」（平18法80）が成立した（改正法

は平成19年4月より施行）。この改正法は，

従来の盲・聾
ろう

・養護学校の制度を，複数の障

害種別を受け入れることができる特別支援学

校の制度に転換することや，小・中学校等に

おいても特別支援教育を推進することを法律

上明確に規定すること等を主な内容とするも

のである。

さらに，この改正に伴う関係法令の整備に

おいては，障害のある児童生徒の就学先の決

定手続きについても見直しが行われ，従来障

害のある児童の就学先は専門家の意見を聴い

た上で市町村教育委員会が決定することとさ

れていたところ，専門家に加えて保護者の意

見も聴くことが法令上義務付けられた。

イ　新たな課題への対応

①　障害の重度・重複化への対応

近年，特別支援学校に在籍する子どもの

障害の重度・重複化が進んでおり，適切な

教育的対応が求められている。

特別支援学校学習指導要領においては，

重複障害者等に応じた，弾力的な教育課程

が編成できるよう，例えば，重複障害者の

うち，学習が著しく困難な児童生徒につい

ては，自立活動を主として指導を行うこと

ができることなどの種々の特例が設けられ

ている。

また，重複障害者の指導に当たっては，

個々の児童生徒の実態に応じた適切かつ効
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9 通級による指導とは，小・中学校の通常の学級に在籍する比較的軽度の障害のある児童生徒に対し，その障害の状態に

応じ，週に数回程度特別な指導を行う形態。
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第1節　障害のある青少年の支援

果的な指導を進めるため，個別の指導計画

を作成することとしている。

さらに，障害のため通学して教育を受け

ることが困難な児童生徒に対して，養護学

校等の教員を家庭や医療機関等に派遣して

教育を行っている（訪問教育）。

なお，障害の重度・重複化に伴い，日常

的に医療的ケアを必要とする児童生徒への

対応が求められていることについて文部科

学省では，厚生労働省との連携の下，養護

学校における関係者の連携，医療・福祉等

関係機関及び都道府県の関係部局間の連

携，並びに看護師と教員の連携の在り方に

ついて実践的な研究を行う「養護学校にお

ける医療的ケア体制整備事業」を実施して，

養護学校における医療的ケアの体制整備を

図ってきた。

一方，厚生労働省においても，平成16

年10月に医政局長通知「盲・聾
ろう

・養護学校に

おけるたんの吸引等の取り扱いについて」

を発出し，医療安全の確保が確実となるよ

うな一定の条件の下であれば，教員が看護

師との連携・協力の下に，医療のニーズの

高い幼児児童生徒に対して，たんの吸引，

経管栄養及び導尿を行うことを盲・聾
ろう

・養

護学校全体に許容することは，やむを得な

いとの整理が示された。これを受けて，文

部科学省としては，同通知の趣旨を踏まえ，

指導主事や教員を対象に「特別支援学校

（平成18年度までは盲・聾
ろう

・養護学校）に

おける医療的ケアに関する研修事業」を全

国4ブロックに分けて実施している。

②　交流及び共同学習の充実

障害のある子どもと，障害のない子ども

や地域の人々が共に活動することは，子ど

もの経験を広め，積極的な態度を養い，豊

かな人間性や社会性をはぐくむ上で意義が

あるばかりでなく，地域の人々が障害のあ

る子どもに対する正しい理解と認識を深め

るためにも有意義である。特別支援学校及

び小・中・高等学校の学習指導要領等にお

いては，その充実を図るように規定してい

る。

さらに，独立行政法人国立特別支援教育

総合研究所において，小・中学校等の教員

等を対象に「交流及び共同学習推進指導者

講習会」を開催し，具体的な方策について

伝達・普及を図るなど交流及び共同学習の

充実に努めている。

③　特別支援教育の改善・充実のための条件整備

特別支援学校及び特別支援学級への就学

の特殊事情にかんがみ，これらの学校に就

学する幼児児童生徒の保護者等への経済的

負担を軽減し，就学を奨励するため，保護

者の経済的負担能力に応じて，国及び地方

公共団体は就学奨励費を支給している。

また，私立の特別支援学校及び特別支援

学級等において，障害に適応した教育を実

施する上で必要とする設備を学校法人が整

備する場合に，国がその一部を補助してい

る。

2．LDやADHDなどの青少年の支援
（1）福祉施策

自閉症，注意欠陥／多動性障害（ADHD），

学習障害（LD）などの発達障害についての国

民の理解を促進し，地域において発達障害者を

一貫して支援していくための国民や国・地方公

共団体の責務などを定める「発達障害者支援法」

（平16法167）が第161回臨時国会で成立し，平

成17年4月1日から施行された。

厚生労働省では，自閉症，ADHD，LDなど

の発達障害について，家庭，学校等において適

切な支援が実施できるよう，乳幼児健康診査等

を通じた早期発見に努めるほか，保健指導手引

書の普及等により適切な相談・指導の実施を推

進している。

また，地域において，医療・保健・福祉・教

育・雇用等の関係者と連携して，発達障害者や

その家族に対する相談支援等を行う「発達障害

者支援センター」の整備を推進しているところ

であり，平成18年度末において52都道府県・
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指定都市に設置されているところである。これ

に加え，「発達障害者支援体制整備事業」によ

り，乳幼児期から成人期までの各ライフステー

ジに対応する一貫した支援を都道府県等の各圏

域で行うための体制づくりを推進している。平

成19年度からは，先駆的な取組を通じ，発達

障害者への有効な支援手法を開発・確立する

「発達障害者支援開発事業」の実施や，発達障

害に関する知見を集積し，全国へ情報提供を行

う「発達障害情報センター（仮称）」の設置，

発達障害研修事業の充実を図ることとしてい

る。

さらに，発達障害の成因や病態の解明，診

断・評価，療育方法等に関する研究について，

研究費の助成を行っている。

（2）教育に関する施策

近年，小・中学校等の通常の学級に在籍して

いる発達障害のある子どもの教育的支援の必要

性が高まっており，文部科学省では，平成15

年3月の「今後の特別支援教育の在り方につい

て（最終報告）」の提言を受け，モデル事業の

実施や「小・中学校におけるLD（学習障害），

ADHD（注意欠陥／多動性障害），高機能自閉

症の児童生徒への教育支援体制の整備のための

ガイドライン（試案）」の作成・配布等を通じ

て，関係機関と連携した総合的な教育的支援体

制の整備を図ってきた。

また，「発達障害者支援法」の施行を受けて，

文部科学省では，初等中等教育局長など3局長

の連名通知「発達障害のある児童生徒等への支

援について」を発出し，教育の部分について留

意すべき事項を具体的に示した。

この中では，文部科学省が，平成19年度ま

でを目途に，小・中学校の通常の学級に在籍す

る発達障害のある児童生徒への支援体制を整備

することを目指し，各都道府県への委嘱事業を

通じ，次のような取組を進めることとしており，

幼稚園及び高等学校においても同様の取組を進

めるべきことを明記している。

① 教育委員会における専門家チームの設置

及び巡回相談の実施

② 小学校等における校内の体制整備（校内

委員会の設置，特別支援教育コーディネー

ターの指名など）

③ 小学校等における「個別の指導計画」及

び「個別の教育支援計画」の作成

同通知はこのほか，就労の支援，発達障害の

ある児童生徒等の権利擁護，関係部局の連携，

大学及び高等専門学校における教育上の配慮，

教員の専門性の向上等についても明記してい

る。

これらも踏まえつつ，上記委嘱事業としては，

発達障害のある児童生徒等を含めた障害のある

子どもを対象に，乳幼児期から就労に至るまで

の一貫した支援体制の整備を図るための「特別

支援教育体制推進事業」を，幼稚園から高等学

校までを対象に実施しており，医療・保健・福

祉・労働等の関係機関が連携した個別の教育支

援計画に基づく乳幼児期から就労に至るまでの

一貫した支援体制の整備を目指している。また，

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所（平

成18年度までは独立行政法人国立特殊教育総

合研究所）においては，各都道府県等における

発達障害のある児童生徒への対応に指導的な役

割を果たす教員等に対する研修を，毎年実施し

ている。

さらに，通級による指導について，平成17

年12月の中央教育審議会答申等を踏まえ学校

教育法施行規則等の一部改正を行い，平成18

年4月から新たにLD及びADHDの児童生徒を

対象に加え，また従来「情緒障害者」の中に含

めて対象とされてきた自閉症者について，障害

の原因や指導法が異なることから分類を整理

し，法文上独立の号として規定する等の制度改

正を行った。
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1．ひとり親家庭
母子家庭等対策については，平成14年に「母

子及び寡婦福祉法」（平14法119）等が改正され，

平成15年には「母子家庭の母の就業の支援に関す

る特別措置法」（平15法126。以下「特別措置法」

という。）が成立し，自立・就業に主眼を置いて，

①　子育て・生活支援策

②　就業支援策

③　養育費の確保策

④　経済的支援策

といった総合的な自立支援策を展開している。

また，平成18年12月には，「多様な機会のある

社会」推進会議において，再チャレンジ支援総合

プランが決定されたほか，今般，新たに母子家庭

の就労移行に関する5年後の具体的な目標設定な

どを含む「成長力底上げ戦略」がスタートしたと

ころである。

平成19年度においては，こうした状況を踏ま

えるとともに，次のような就業支援を始めとした

取組を行うこととしている。

（子育て・生活支援）

ア 母子生活支援施設等を退所する母子家庭等

のための身元保証人確保対策事業の創設

（就業支援）

イ 母子家庭の母が在宅就業の機会を得るため

の支援事業の創設

ウ 母子家庭の母を積極的に雇用する民間企業

に対して法人が支出する寄附金について，税

制上の優遇措置の創設

（養育費の確保）

エ 養育費取り決め等に関する困難事例への対

応等を行う「養育費相談・支援センター」の

創設

オ 母子家庭等就業・自立支援センターへの養

育費専門相談員の設置

また，公的年金制度においては，死亡した者に

よって生計を維持されていた子や妻等に対して，

遺族年金を支給している。

2．経済的に困難な家庭
（1）生活支援

生活保護制度は，生活に困窮する者が，その

利用し得る資産，稼働能力，他の法律や施策な

どを活用してもなお最低限度の生活を維持でき

ない場合に，その困窮の程度に応じて保護を行

うものであり，健康で文化的な最低限度の生活

を保障するとともに，その自立の助長を目的と

する制度である。

平成17年4月から，生活保護を受給する有子世

帯の自立を支援する観点から，新たに高等学校等

への就学費用について保護費を支給している。

（2）就学支援

経済的理由により小・中学校への就学が困難

と認められる学齢児童生徒の保護者に対して，

市町村は，必要な援助を与えなければならない

こととされており，各市町村において，学用品

の給与等の就学援助が行われている。

3．養護に欠ける児童
保護者のいない児童や保護者から適切な監護を

受けられない児童等が健やかに成長できるよう，

指導・支援の単位の小規模化等を推進し，児童養

護施設等における処遇の向上に努めている。

また，家庭的な環境の下で児童を養育する「里

親制度」についても，里親家庭の負担を軽減する

ため，訪問による生活援助や相談援助を実施する

「里親養育援助事業」や，里親が児童相談所等に

集い，里親相互の交流により里親自身の養育技術

の向上等を図る「里親養育相互援助事業」などの

里親支援事業を実施している。

なお，平成18年度から「里親委託推進事業」

を創設し，施設から里親への子どもの委託を総合

的に推進するとともに，施設行事の活用や，施設

職員OBやボランティア登録者への働き掛け等に

より，里親候補者の掘り起こしを行っている。

さらに，里親制度を広く国民に啓発するための

ポスター及びリーフレットを作成し，都道府県等

の関係機関での掲示及び配布を行ったり，映画館

第2節　ひとり親家庭等の支援
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及びラジオで里親制度を普及させるためのCMを

流したりする等，広く里親制度の周知が図られる

よう広報・啓発活動にも努めている。

4．来日外国人家庭
義務教育段階にある外国人児童生徒が，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。

文部科学省では，平成18年度においては，指

定した地域の公立小・中学校の一部をセンター校

として，日本語指導教室を設置し，母語の分かる

指導協力者等を配置するとともに，域内の各学校

にも巡回指導を行うことにより，地域における日

本語指導，適応指導の充実を図る支援体制モデル

の構築を行う「帰国・外国人児童生徒教育支援体

制モデル事業」を全国16地域で実施した。

また，不就学の外国人の子どもたちの実態を把

握するとともに，これを踏まえた就学支援の取組

を行う「不就学外国人児童生徒支援事業」を全国

14地域で実施した。

さらに，平成19年度から，

① 外国人児童生徒の母国政府との教育分野で

の協力促進を図るための協議会の開催

② 外国人を対象とした日本語教室の設置や日

本語能力を有する外国人や退職教員を対象と

した指導者養成研修，実践的な日本語教育の

研究開発等を行う「生活者としての外国人」

のための日本語教育事業

③ 外国人の不就学の子どもに対する就学促進

や外国人児童生徒等の学校への受入体制の整

備等を行う帰国・外国人児童生徒受入促進事

業

④ 学習活動に日本語で参加するための力の育

成を図ることを目的として開発されたJSL

（Japanese as a second Language）カリキュ

ラムを活用した指導方法の普及・充実を図る

JSLカリキュラム実践支援事業

からなる「外国人の生活環境適応加速プログラム」

を実施している。

1．少年非行対策
（1）少年非行対策への総合的取組

ア　関係省庁の連携

近年の少年非行等の情勢は，刑法犯少年の

検挙人員が減少する一方で，少年による特

異・重大な事件の発生が後を絶たず，また，

児童虐待事件や出会い系サイトを通じた児童

買春事件等，児童が被害者となる事件が多発

し，深刻な状況となっている。政府としては，

少年非行対策の推進について密接な連絡，情

報交換，協議等を行うために，青少年育成推

進本部に少年非行対策課長会議を設置し，関

係省庁が連携の上，少年非行対策の充実強化

を図っている。

イ　地域における取組の強化・支援方策

少年による社会を震撼させる重大事件が発

生し，また一方で，子どもが犯罪に巻き込まれ

る悲惨な事件も後を絶たなかったため，平成

18年5月に開催された青少年育成推進本部副

本部長会議における議論を踏まえ，関係府省

等において検討を行い，同年6月，子どもを非

行や犯罪被害から守るため今後特に強化・加

速化していく対策を取りまとめた「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～」（195ページ，参

考資料7参照）を「犯罪対策閣僚会議」と青少年

育成推進本部の合同会議において了承した。

この「子ども安全・安心加速化プラン」で

は，特に，「地域」における取組を強化し，

支援する方策を取りまとめ，

① 「地域の力で子どもを非行や犯罪被害

から守る」

第3節　少年非行対策等社会的不適応への対応
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