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為等の学童期や思春期にある青少年に多くみら

れる心の問題に対応するため，精神保健福祉セ

ンター，保健所，児童相談所等において，医師，

保健師，精神保健福祉士等による相談を実施し

ている。

また，保健所等において，妊娠・出産につい

ての悩みに応ずるほか，妊娠について悩んでい

る若者を対象に，個別に医学的，精神的，社会的

な相談援助を行う場を設置する，モデル的相談

事業を実施するなど様々な取組を進めている。

（2）不登校・ひきこもり対策

ア　不登校への対応

不登校への対応の在り方について，文部科

学省においては，不登校児童生徒の早期発

見・早期対応を始め，より一層，きめ細かな

支援を行うため，教員や教育支援センター指

導員の研修など，不登校対策に関する中核的

機能（スクーリング・サポート・センター）

を充実し，学校・家庭・関係機関が連携した

地域ぐるみのサポートシステムを整備する

「スクーリング・サポート・ネットワーク整

備事業」を実施し，平成18年度は新たに，

家庭にひきこもりがちな不登校児童生徒やそ

の保護者に対応するため訪問指導員を指定地

域に配置して，効果的な訪問指導の在り方に

ついての調査研究を行った。

平成19年度においては，不登校等の未然

防止，早期発見・早期対応など，児童生徒の

支援に効果的な取組について，これまで構築

してきた関係機関と連携したサポート体制を

いかしつつ調査研究を行う「問題を抱える子

ども等の自立支援事業」を実施することとし

ている。

また，平成17年度から，不登校児童生徒に

多様な支援を行うため，不登校児童生徒及び

保護者への指導・支援を行っているNPO，民

間施設及び公的施設に対し，不登校児童生徒

の実態に応じた効果的な学習カリキュラム，活

動プログラム等の開発を委託しており，平成

19年度も引き続き実施することとしている。

イ　体験活動の推進

ひきこもりなど社会との関係が希薄な青年

が，将来の目標を設定し，社会の中で自ら行

動することができるようになるために，福祉

作業所などでの社会体験への参加を支援する

とともに，不登校やいわゆるニートなどの悩

みを抱える青少年に対し，自然体験や生活体

験等の体験活動に取り組む機会を提供するこ

ととしている。

ウ　相談業務の充実

いわゆる「ひきこもり」については，地域精神

保健福祉業務の一環として，精神保健福祉セ

ンター，保健所，児童相談所等において，本

人や家族に対する相談・支援を行っている。

また，相談業務をより適切に実施するため，

対応ガイドラインを作成し，関係機関に配布

するなど，地域精神保健福祉業務のより一層

の充実を図っている。

第4節　青少年の被害防止・保護

1．児童虐待防止対策
（1）児童虐待の現状

児童虐待防止対策については，平成12年11

月の「児童虐待の防止等に関する法律」（平12

法82。以下「児童虐待防止法」という。）の施

行以来，様々な施策の推進が図られ，さらに，

平成16年には，「児童虐待防止法」及び「児童

福祉法」（昭22法164）の2つの法律が改正され，

制度的な対応についても充実が図られている。

しかしながら，子どもの命が奪われる等重大

な虐待事件が後を絶たず，また，児童相談所に

おける虐待に関する相談対応件数も増加を続

け，平成17年度には，「児童虐待防止法」が施

行される直前の3倍に当たる3万4,472件となる

など，児童虐待問題は，依然として早急に取り

組むべき社会全体の課題となっている。
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また，児童虐待は，その子どもの心身の発達

及び人格の形成に重大な影響を与えるととも

に，虐待の世代間連鎖を引き起こすこともある

といわれており，子どもの一生涯，さらには世

代を越えて大きな影を落とすものである。この

ため，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。

（2）児童虐待防止対策の充実

ア　児童虐待防止対策の充実に向けた取組

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

ため，関係省庁が連携して，施策の一層の充

実を図っている。

○ 発生予防に関しては，子育て中の親子が

気軽に集い，相談・交流等できる地域子育て

支援拠点事業（ひろば型・センター型）の設

置の推進，出産後間もない時期や養育が困

難になっている家庭に対して，保健師，助

産師，子育て経験者等が訪問し，育児・家事

の援助や具体的な育児に関する技術支援を

行う育児支援家庭訪問事業を実施している。

平成19年度からは，「新しい少子化対策

について」を踏まえ，生後4か月までの乳

児のいるすべての家庭を訪問し，子育て支

援に関する情報提供や養育環境等の把握を

行うなど，乳児のいる家庭と地域社会をつ

なぐ最初の機会とすることにより，乳児家

庭の孤立化を防ぎ，乳児の健全な育成を確

保するための「生後4か月までの全戸訪問

事業（こんにちは赤ちゃん事業）」を創設

した。

また，就学時健診等の機会を活用した子

育て講座の全国的な開設などにより，子育

て不安の軽減や地域からの孤立の解消に努

めている。

さらに，児童虐待に関する内容を盛り込

んだ子育てのヒント集としての「家庭教育

手帳」を，乳幼児等を持つ親に配布している。

○ 早期発見・早期対応に関しては，児童相

談所の体制強化，市町村における要保護児

童対策地域協議会（子どもを守る地域ネッ

トワーク）の設置促進，警察による街頭補導，

少年相談，110番通報等の様々な機会を活

用した早期発見と通告，児童相談所長等の

行う児童の安全確認等への適切な援助，事

案が犯罪に当たる場合の適切な事件化，検

察が受理した事件についての事案に即した

処理などの，児童の安全の確認及び安全の

確保を最優先とした対応を図っている。

○ 児童相談所の児童福祉司の配置基準につ

いては，子どもの生命の安全と心身のケア

に万全を期すよう，迅速かつ的確な対応を

図るため，「人口おおむね10万から13万ま

でを基準として定める」を「人口おおむね

5万から8万までを標準として定める」こ

ととし，平成17年4月1日から施行したと

ころである。平成18年4月の調査では，児

童福祉司は，2,147人と，児童虐待防止法

が制定された平成12年度に比べて1.6倍の

増員となるなど，各自治体とも児童福祉司

の配置の充実は進んでおり，さらに，平成

19年度地方財政措置においては，標準人口

170万人当たり3名といった大幅な増員を

図ったところである。

また，児童相談所の専門性の確保・向上

等を図り，相談機能を強化する取組として，

24時間・365日体制強化事業（児童相談所

が夜間休日を問わず，いつでも相談に応じ

られる体制の整備を図るもの），児童虐待

に対する医療的ケアの重要性にかんがみ，

地域の医療機関との協力・連携体制の充実

を図るための医療的機能強化事業，司法的

な相談や対応が必要となる事例について弁

護士の協力を得て行う法的対応機能強化事

業等を行っている。

特に，平成19年1月に児童相談所運営指

針等の改正を行い，児童相談所の虐待対応

について，

① 安全確認に関する基本ルールの設定

安全確認を行う時間ルールを設定

し，その時間としては48時間以内が
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望ましい旨明記する等

②　虐待通告の受付に関する基本の徹底

虐待に関する情報はすべて通告と

して受理する等

③ 関係機能相互における情報共有の徹底

要保護児童対策地域協議会の運営

強化等

などの見直しを行ったところである。

さらに，平成18年度からは，親に対する

支援を強化するため，地域の医療機関と協

力し，治療計画の作成や，親子治療，家族訪

問治療等を行う家族療法事業を創設した。

○ 法務省の人権擁護機関においても，被害

児童からの申告や人権相談，新聞・雑誌等か

らの情報により，おそれのあるものも含め，

児童虐待事案があるとの情報を得た場合

は，児童相談所等と連携し，児童の一時保

護など適切な対応に努めるとともに，必要

に応じ，加害者等に対して人権尊重理念に

対する理解を深めるような啓発を行うこと

などによる被害児童の救済に努めている。

また，「児童虐待防止推進月間」中にお

いて，子どもの人権専門委員全国会議を開

催し，児童虐待防止のための取組強化を図

っている。

○ 保護・支援に関しては，児童養護施設等

における小規模化の推進や入所する子ども

の早期家庭復帰等を図るための家庭支援専

門相談員（ファミリー・ソーシャル・ワー

カー）の配置，児童養護施設，乳児院及び

母子生活支援施設に配置していた心理療法

担当職員（非常勤）の常勤化，児童自立支

援施設に心理療法担当職員（常勤）の配置，

少年サポートセンターを中心とした少年補

導職員によるカウンセリング，保護者に対

する訪問活動等による家庭環境の改善支援

などの取組を行っている。

また，被害少年支援ネットワークを構築

するとともに，各関係機関・団体が，その

特性に応じた機能を十分に発揮し，総合的

な被害児童対策を講じることができるよう

に努めている。

さらに，平成19年度においては，児童

養護施設等を退所する子ども等が，親がい

ない等の理由により身元保証人を得られ

ず，就職やアパート等の賃貸に影響を及ぼ

すことがないよう，身元保証人を確保する

事業を創設した。

○ 児童虐待による死亡事例等の検証は，事

件の再発防止と対策を構築する上での課題

を抽出するために重要な意義を持つことか

ら，平成16年10月に社会保障審議会児童

部会の下に「児童虐待等要保護事例の検証

に関する専門委員会」を設置して，全国の

事例を専門的かつ多角的な角度から分析・

検証を行うこととし，その検証結果の第1

次報告を平成17年4月に，第2次報告を平

成18年4月に取りまとめた。

○ 平成19年には，児童虐待防止法及び児

童福祉法の2つの法律が改正された。この

改正法は，平成16年の改正児童虐待防止

法附則の見直し規定を踏まえ，議員提案に

より平成19年4月に第166回国会に提出さ

れ，同年5月に成立した（平成20年4月施

行）。主な改正事項については，以下のと

おりである。

① 児童の安全確認等のため，裁判所の

許可状を得た上で，解錠等を伴う立入

を可能とする立入調査等の強化

② 保護者に対する面会・通信等の制限

の強化，都道府県知事が保護者に対し

児童へのつきまといや児童の住居等付

近でのはいかいを禁止できる制度の創

設等

③ 保護者に対する指導に従わない場合

の措置の明確化等

イ　関係省庁・機関との連携

児童虐待について，各界各層の幅広い国民

の理解を深め，社会的関心の喚起を図るため，

平成16年度から11月を「児童虐待防止推進

月間」（主唱：厚生労働省及び内閣府）と位置

付け，集中的な広報啓発活動を実施している。
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平成18年度においては，月間標語の公募・

決定，全国フォーラムの開催（11月10日～

11日），広報啓発ポスター・チラシの作成，

配布及び政府広報を活用した各種媒体（テレ

ビ，新聞，雑誌等）による広報啓発などを行

い，関係省庁や地方自治体，関係団体等と連

携した集中的な広報・啓発活動を実施した。

また，厚生労働省においても，関係省庁と

幅広い関係団体が参加する「児童虐待防止対

策協議会」を開催して，関係者の認識と情報

の共有化を図ることにより，連携の促進を図

っている。

また，児童虐待防止の啓発を図ることを目

的に，民間団体（児童虐待防止全国ネットワ

ーク）が中心となって実施している「オレン

ジリボンキャンペーン」（子どもたちの虐待

を防止するというメッセージを込めたオレン

ジ色のリボンを配布するなどのキャンペー

ン）について後援を行っている。

（3）調査研究

厚生労働省では，平成14年度から，児童虐

待に特化した研究，研修，情報提供などを行う

「日本虐待・思春期問題情報研修センター（通

称：子どもの虹情報研修センター）」を立ち上

げ，①児童虐待に関する臨床研究や，②指導者

の養成を目的に，高度かつ最新の専門知識と実

践的な援助技術が習得できるような研修等を実

施している。

また，厚生労働科学研究においても，保護者

への指導法の開発に関する研究など，児童虐待

対策に関する研究を，従来から幅広い分野の研

究者の参画を得て実施している。

文部科学省においては，児童生徒の深刻な状

況や「児童虐待防止法」第4条の規定を踏まえ，

国内・諸外国の児童虐待防止に向けた先進的取

組等を収集・分析し，その成果について，平成

18年5月に報告を取りまとめた。

また，本報告書を全国へ普及させるとともに，

研修モデルプログラムを作成することとしてい

る。

2．青少年の福祉を害する犯罪対策
（1）人身取引対策

人身取引は，重大な人権侵害であり，被害者

となった女性や児童に深刻な肉体的・精神的な

影響を与え，その被害の回復が非常に困難であ

ることから，人道的な観点からも，迅速・的確

な取組が必要とされている。

このような認識の下，政府は，平成16年4月

に，内閣官房副長官補を議長とする「人身取引

対策に関する関係省庁連絡会議」を設置し，同

年12月に，人身取引の防止・撲滅及び被害者

保護などからなる包括的・総合的な対策とし

て，「人身取引対策行動計画」を取りまとめ，

同月，全閣僚を構成員とする「犯罪対策閣僚会

議」に報告した。

行動計画においては，人身取引被害者の保護

に際し，被害者が児童である場合も含め，被害

者を保護の対象として明確に位置付け，被害者

の状況に応じて，きめ細かな対応を行うことと

している。

政府では，策定後も，時宜に応じて関係省庁

連絡会議を開催し，行動計画のフォローアップ

を行っているほか，同計画の成果を犯罪対策閣

僚会議へ報告するなどして，施策の着実な推進

を図っている。

（2）取締り等

「児童買春，児童ポルノに係る行為等の処罰

及び児童の保護等に関する法律」（平11法52。

以下「児童買春・児童ポルノ法」という。）違

反や「児童福祉法」違反等の福祉犯は，少年の

心身に有害な影響を及ぼし，健全な育成を著し

く阻害することから，警察では，その積極的な

取締りと被害少年の発見保護に努めている。

ア　福祉犯の被疑者の検挙状況

平成18年の福祉犯の検挙人員は，6,532人

で，前年に比べ521人（8.7％）増加した（第

2-3-4図）。このうち，暴力団員の検挙人員は，

526人で，福祉犯における検挙人員の8.1％を

占めている（第2-3-2表）。
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イ　児童買春・児童ポルノ問題

国際的にも問題となっている児童買春や児

童ポルノは，児童の権利保護や少年の健全育

成を図る上で大きな問題であることから，

「児童買春・児童ポルノ法」による積極的な

取締りに努めており，平成18年中は，2,229

件，1,490人を検挙している。

ウ　「出会い系サイト」問題

警察では，「出会い系サイト」を利用した

犯罪について，平成18年中は，「児童買春・

児童ポルノ法」違反事件879件，青少年保護

育成条例違反534件を検挙している。

また，インターネット異性紹介事業の利用

に起因する犯罪から児童を保護し，もって児

童の健全な育成に資するため，児童を性交等

の相手方となるように誘引する行為を禁止す

るとともに，児童によるインターネット異性

紹介事業の利用を防止するための措置等を定

めた「インターネット異性紹介事業を利用し

て児童を誘引する行為の規制等に関する法

律」（平15法83）が制定され，平成15年9月

に施行された。平成18年中は，同法違反47

件（うち18件が児童による誘引）を検挙し

ている。

検察庁においては，「児童福祉法」違反事

件，「児童買春・児童ポルノ法」違反事件等

青少年の福祉を害する犯罪及び人身売買事犯

についても積極的に訴追し，厳正な科刑の実

現に努めている。

（3）被害相談・支援

平成17年度に児童相談所で受け付けた児童

買春等被害相談は，69件であり，児童，家庭及

び関係機関から，児童買春等の被害により保護

を必要とする相談及び通告が児童相談所にあっ

た場合には，児童の心身の状態，家庭環境，生

活環境等について総合的に調査・判定を行い，

以下の措置を実施している。

① 児童相談所への通告等により継続的なカ

ウンセリング等を実施

② 緊急的な保護を必要とする場合は，児童

相談所の一時保護所で一時保護を実施

③ 総合的な判定の結果，児童の生活全般の

立て直しが必要な場合は，児童養護施設，

情緒障害児短期治療施設，児童自立支援施

設等に入所措置を行い，保護及び指導を実

施

暴力団等関係者 
関　  与  　率 
構  　成  　比 

平成18年 6,532 
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第2-3-2表　福祉犯の法令別暴力団等関係者の関与状況（平成18年）

青少年保護 
育成条例 
2,483人 
 （38.0％） 

児童買春･ 
児童ポルノ 
禁止法 
1,490人 
（22.8％） 

風営適正化法 
949人 

（14.5％） 

毒物及び劇物取締法 
209人（3.2％） 

資料：警察庁調べ 

児童福祉法 
548人（8.4％） 

覚せい剤取締法 
144人（2.2％） 

未成年者飲酒禁止法 
235人（3.6％） 

職業安定法 
102人（1.6％） 

売春防止法 
82人（1.3％） 

労働基準法 
98人（1.5％） 

大麻取締法 
30人（0.5％） 
未成年者喫煙禁止法 
63人（1.0％） 

その他 
99人（1.5％） 

総数 
6,532人 

第2-3-4図　福祉犯の法令別検挙人員（平成18年）
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④ 心身の状態が医療を必要とする場合に

は，医療機関をあっせん

3．その他の犯罪対策
（1）子どもを犯罪から守るための取組

近年，子どもを対象とした殺人，暴行・傷害，

性犯罪，略取誘拐等の犯罪が多数発生し，国民

に強い不安を与えていることから，政府では，

平成17年12月に内閣官房副長官補を議長とす

る「犯罪から子供を守るための対策に関する関

係省庁連絡会議」を設置し，全通学路の緊急安

全点検や路線バスを利用した通学時の安全確保

などの緊急対策6項目を含む「犯罪から子ども

を守るための対策」を取りまとめ，同月，全閣

僚を構成員とする「犯罪対策閣僚会議」に報告

した。

また，この対策については，平成18年12月，

関係省庁連絡会議において，主要な成果を取り

まとめるとともに，策定後の犯罪情勢や関係機

関における取組の状況等を踏まえ改定を行っ

た。

さらに，平成18年6月に，「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～」を取りまとめた。

�（195ページ，参考資料7参照）
警察庁では，子どもの犯罪被害等を防止する

ため，平成17年度から，公民館等の活動拠点

を中心とした自主防犯活動を支援するための

「地域安全・安心ステーション」モデル事業を

実施しているほか，平成17年6月からは，法務

省から子どもを対象とした暴力的な性犯罪に係

る受刑者の出所情報の提供を受け，出所者の更

生や社会復帰を妨げないように配慮しつつ，犯

罪の予防や捜査の迅速化等への活用を図ってい

る。

そのほか，警察では，犯罪の被害者となって

いる子どもの早期保護を図るため，警察庁の委

託を受けた民間団体が，市民から匿名で事件情

報の通報を受け，これを警察に提供して，捜査

等に役立てるという匿名通報制度を平成19年

度から試行実施することとしている。

消防庁では，警察庁と連携して，自主防災組

織等の地域コミュニティが地元消防本部，消防

団，警察署，地域の小・中学校，PTA，老人

クラブ，婦人会，防犯協会などと連携・協力し，

地域の公民館等を防災・防犯活動の拠点＝「地

域安心安全ステーション」として活動するモデ

ル事業を推進している。この「地域安心安全ス

テーション」を中心として，地域住民による防

災・防犯パトロールや防災訓練などを行うこと

により，地域の安心・安全の確保を図る取組が

平成16年度から行われており，平成18年4月

現在，218団体でモデル事業が実施されている。

この事業の全国展開を図るため，平成18年度

には全国6か所で優れた活動事例の紹介などを

行う「地域安心安全ステーション出前講座」や

平成19年2月には「地域安心安全ステーション」

の今後の在り方などについて考える「自主防災

組織と安心安全なまちづくりシンポジウム～地

域安心安全ステーションの取り組みから～」を

開催した。

（2）学校における安全管理

学校における事件等が大きな問題となってい

る状況を踏まえ，文部科学省では，平成14年

度から，学校安全の充実に総合的に取り組む

「子ども安心プロジェクト」を推進し，各学校

を巡回して，学校や地域のボランティアなどに

対して取組のポイントなどの指導を行うスクー

ルガード・リーダーを全国に配置するなど地域

社会全体で学校安全に取り組む「地域ぐるみの

学校安全体制整備推進事業」や子ども自身が危

険を予測し，回避する能力を身に付けることが

できるよう「防犯教室」の開催の支援に関する

事業等を実施している。

文部科学省で行った調査結果によれば，平成

17年度に地域のボランティアによる巡回が行わ

れた学校の割合は，63.1％（13.8％増）で，そ

の中でも小学校における割合は，86 . 7 ％

（22.5％増），子どもを対象に防犯教室等を実施

した学校の割合は，80.4％（10.6％増）で，そ

の中でも小学校における割合は，96 . 1 ％

（10.2％増）となっており，前年度と比較して
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それぞれ増加しており，地域や学校における子

どもの安全確保に向けた取組は大きく推進され

てきている。

また，このほかにも，ITを活用し子どもの

安全に関する情報を効果的に共有する取組を推

進するなど，地域社会全体で子どもの安全を見

守る環境の整備と子ども自身に危険予測や危険

回避の能力を身に付けさせるための実践的な安

全教育の推進の2つを大きな柱に，学校におけ

る子どもの安全確保に取り組んでいる。

（3）被害少年の保護活動

人格形成の途上にある少年が犯罪等により被

害を受けた場合，その後の健全育成に与える影

響が大きいことから，警察では，被害少年の再

被害を防止するとともに，その立ち直りを支援

するため，少年補導職員による指導助言のほか，

被害少年に対するカウンセリング等，継続的な

支援を行っている。

被害少年の支援に際しては，臨床心理学，精

神医学等の高度な知識・技能や豊富な経験を有

する部外の専門家を「被害少年カウンセリング

アドバイザー」として委嘱し，その適切な指

導・助言を受けながら，支援を実施している。

また，それぞれの地域において，保護者等と

の緊密な連携の下に，日常の少年を取り巻く環

境の変化や生活状況を把握しつつ，きめ細かな

訪問活動等を行うボランティアを「被害少年サ

ポーター」として委嘱し，これらの者と連携し

た支援活動を推進している。

4．いじめによる被害対策
平成18年度のいじめの深刻化を受けて，文部

科学省では，以下のような取組を行ってきた。

① 平成18年10月19日に，各都道府県・指定

都市教育委員会の担当者を集め，問題を隠す

ことなく，迅速に対応するよう，取組の徹底

を求めた。

② 平成18年10月に省内に「子どもを守り育

てる体制づくり推進本部」を設置し，同本部

において19年1月に「いじめ・自殺問題に関

する取組について」を取りまとめた。

③ 各方面の専門家による審議・研究を行うた

めに平成18年11月以降，「子どもを守り育て

るための体制づくりのための有識者会議」を

開催し，平成19年2月に「『いじめを早期に

発見し・適切に対応できる体制づくり』―ぬ

くもりのある学校・地域社会をめざして―」

を取りまとめた。

④ 平成18年11月17日に「文部科学大臣から

のお願い」を発表し，子どもと大人社会一般

に対していじめの問題について呼び掛けた。

また，教育相談体制の充実，問題行動への毅然

とした対応の促進，問題行動調査の見直し，いじ

め問題に対する取組事例集の作成・配布などの取

組を行った。

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

ートセンターとの緊密な連携，少年補導職員によ

るカウンセリングの継続的な実施等，きめ細やか

な支援を行っている。

また，電話，ファックス，電子メールなどを活

用し，いじめの被害を受けた少年等が相談しやす

い環境の整備を進めるとともに，少年相談窓口の

夜間，休日における対応の強化に努めるほか，都

道府県教育委員会における教育相談窓口との連携

協力を行っている。

法務省の人権擁護機関においては，被害にあっ

た本人等からの申告や人権相談等による情報等を

通じて「いじめ」事案（「いじめ」のおそれのあ

る事案を含む。）があるとの情報を得た場合には，

人権侵犯事件として調査し，「いじめ」があった，

あるいは「いじめ」が継続して行われているなど

その事実が認められた場合には，教職員や学校等

に対して人権思想の啓発を行うことにより「いじ

め」行為の中止や再発防止を図るなど被害を受け

た少年の救済に努めている。

また，子どもの人権専門委員を中心とする人権

擁護委員及び法務局・地方法務局の職員が，地域

の学校を訪問するなどして，いじめをなくすため

の様々な啓発活動も行っている。



第2部　青少年に関する国の施策

128

1．高校中退者，若年失業者等の就労支援等
若年失業者の就職を支援するため，東京，神奈

川，愛知，大阪及び兵庫に設置しているヤングワ

ークプラザにおいて，希望職種が明確になってい

ないフリーターを対象に，職業適性診断や職業カ

ウンセリングの実施など，計画的できめ細かな個

別の支援を実施している。

また，平成19年度から，ヤングワークプラザ

及び北海道，埼玉，千葉，福岡のハローワークに

おいて，的確な求職活動を行えない25歳以上の

フリーター（以下「年長フリーター」という。）

に対し，民間のノウハウを活用し，これらの者が

相互に交流する場を設け，適職の探索や就職活動

方法の習得等を行い，主体的に就職活動が展開で

きるように支援する「ジョブクラブ（就職クラブ）」

方式の取組を実施している。

さらに，正社員としての就業経験が少ない，特

に就職が困難な年長フリーターについて，トライ

アル雇用後に，「若年者雇用促進特別奨励金」を

支給することにより，常用雇用に移行した事業主

の教育研修に係る負担を軽減し，安定した雇用を

促進している。

なお，平成16年度から，若年失業者やフリー

ターに対して，教育訓練機関が主体となった就職

支援策として，「日本版デュアルシステム」を実

施しており，平成19年度においても，企業や民

間教育訓練機関における導入促進を通じ，同シス

テムの社会的定着を図ることとしている。

5．災害・事故防止対策
（1）学校における防災教育及び交通安全教育

学校においては，地震や台風等の災害時に安

全な行動ができるような態度や，交通安全意識

と交通マナーなどを身に付けさせるため，児童

生徒等の心身の発達段階に応じて，家庭や地域

と連携を図りながら，学校の教育活動全体を通

じて防災教育及び交通安全教育が行われてい

る。

文部科学省では，平成19年度，小学生向け

の防災教育教材を作ることとしているほか，引

き続き，高等学校における自転車，二輪車及び

四輪車に関する指導内容・方法等について実践

的な研究を行うこととしている。

（2）防災指導

地震や風水害などの災害への備えや具体的な

対応，初期消火，応急手当要領などに関する防

災指導を，学校，地域活動やインターネットを

活用したe-ラーニング（防災・危機管理e-カレ

ッジ）により行っている。

（3）母親クラブの活動

地域における児童を持つ母親による児童健全

育成活動である母親クラブでは，公園の遊具の

安全性の点検や交通安全指導など，地域に密着

した活動を行っており，厚生労働省では，これ

らの取組を支援するため，母親クラブの活動費

の補助を行っている。

（4）水難・山岳事故対策

今日，日常生活の中でスポーツを実践する

人々がますます増加してきており，その中で，

海や川での水泳や登山・キャンプ等の野外で自

然と触れ合いながら，様々な活動を行う野外活

動への関心も高まってきている。

一方，このような状況を背景に，海，河川及

び山での活動中の事故も増加する傾向にあり，

警察では，自治体や関係機関・団体等と連携し，

安全対策についての働き掛けや，海浜・山岳パ

トロール等の活動を通じて，水難・山岳事故の

防止に努めている。

文部科学省においても，関係省庁とも連携を

図り，適宜関係機関・団体等に対し，水泳や登

山の事故防止について注意を喚起している。

また，各種の資料，パンフレット等の作成，

指導者に対する講習会や研修会の実施などによ

り，事故防止に努めている。

第5節　労働市場で不利な条件下にある青少年の支援
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若年者向けのキャリア・コンサルタントを普及

促進するため，若年者支援施設の運営担当者に対

して，導入レベルのキャリア・コンサルティング

セミナーを実施するとともに，市町村の既存施設

等を活用したキャリア・コンサルティング等を実

施する。

また，ニート等の若者の職業的自立を支援する

ため，平成17年度から，合宿形式による集団生

活の中での労働体験等を通じて，働く自信と意欲

を付与し就労等へと導く若者自立塾事業を実施し

ており，平成18年度は5か所が新たに加わり，全

国25か所にて実施している。

さらに，平成18年度から，各地域に「地域若

者サポートステーション」を設置し（全国25か

所），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

られるようにしているところであり，平成19年

度においては，専門支援体制の強化を図るととも

に，か所数を50か所に拡充し実施することとし

ている。

2．障害者の就労支援等
「障害者の雇用の促進等に関する法律」（昭35

法123）に基づき，事業主に対して障害者の雇用

義務を課すとともに，実雇用率が低い事業主等に

対して，障害者雇入れ計画の作成命令を行う等の

障害者雇用率達成指導を行っている。

障害者の職業能力開発については，一般の職業

能力開発校において，バリアフリー化を推進し，

障害者の入校を促進しているほか，知的障害者等

を対象とした訓練コースを設置して，障害者の受

入れを促進し，職業訓練機会を提供している。

また，一般の職業能力開発校において受入れが

困難な重度障害者等については，障害者職業能力

開発校（全国19校）において，障害の特性に応

じた職業訓練を実施している。

さらに，企業，社会福祉法人，特定非営利活動

法人，民間教育訓練機関等，地域の多様な委託先

を開拓して，就職に必要な知識・技能を習得する

ための委託訓練を大幅に拡充して実施している。

おって，働く障害のある人，働くことを希望す

る障害のある人の就業機会の拡大を目指した「障

害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正す

る法律」が，平成18年4月1日（一部は平成17年

10月1日）から全面施行され，精神障害者に対す

る雇用対策の強化，在宅就業障害者に対する支援，

障害者福祉施策との有機的な連携などが図られて

いる。

3．非行少年の就労支援等
少年院や少年刑務所においては，処遇の一環と

して，就労に対する心構えを身に付けさせ，就労

意欲を喚起し，各種の資格取得を奨励している。

保護観察所においては，少年院や少年刑務所等

矯正施設に在院・在所中の少年について，矯正施

設や家族，学校等と協力し，出院・出所後の就労

先の調整・確保に努めている。

また，保護観察中の無職少年等に対しては，そ

の処遇過程において，就労意欲がない理由や意欲

があっても就労できない理由，就労しても継続し

ない理由等，不就労の原因となっている問題点の

把握に努め，その解消を図るための助言指導を行

うとともに，公共職業安定所等と連携し，就職に

関する情報の収集及びその本人への提供を行って

いる。
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