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第３章　特定の状況にある青少年に関する施策

第２節　ひとり親家庭等の支援

第３節　少年非行対策等社会的不適応への対応

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（内閣府）
　　近年の少年非行等の情勢は，刑法犯少年の
検挙人員が４年連続で減少する一方で，少年
による社会の耳目を集める重大な事件の発生
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するなど厳しい状況と
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（内閣府）
　　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～」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」
　　②　「子どもが非行・犯罪被害に巻き込ま

れない力を地域で育む」
　　③　「困難を抱える子どもの立ち直りを地

域で支援する」
　という３つの視点から，それぞれ今後の取組
強化の方向性を示している。
　　現在，政府においては，同プラン等に基
づき，各種の取組を強化・加速化させ，各
地域において関係機関や施策の十分な連携
を図り，子どもが健全に成長し，また安心
して子どもを生み育てることのできる地域
社会づくりを推進している。
ウ　法整備（法務省）
　　「青少年育成施策大綱」等を踏まえ，深刻
な少年非行の現状に適切に対処するため，平
成18年２月，第164回国会に「少年法等の一
部を改正する法律案」を提出し，同法律案は，
衆議院（第166回国会）で修正の上，平成19
年５月25日参議院本会議（第166回国会）に
おいて可決，成立し，同法は，同年６月１日
に公布され，同年11月１日に施行された。
　　この法律による主な改正点は，
　　①　いわゆる触法少年に係る事件につい

て，警察官による調査手続を整備する。
　　②　おおむね12歳以上の少年について，家

庭裁判所が特に必要と認める場合には少
年院送致の保護処分をすることができる
こととする。

　　③　保護観察に付された者が遵守すべき事
項を遵守しなかった場合の措置等に関す
る規定を整備するとともに，少年院及び
保護観察所の長が保護処分中の少年の保
護者に対し指導，助言等をすることがで
きる旨を明確化する。

　　④　一定の重大事件について，国選付添人
を付する制度を創設する。

　ことなどを内容としている。

まとめられた。
文部科学省では，本報告書の提言を踏まえ，外

国人児童生徒教育の支援施策の一層の充実を図る
こととしている。
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エ　家庭，学校，地域の連携（内閣府，警察庁，
法務省，文部科学省）
　　少年非行は，家庭，学校，地域社会のそれ
ぞれが抱えている問題が複雑に絡み合って発
生しており，その対策の基本としては，次代を
担う青少年を健全に育成することが国民的課題
であるとの認識に立って，真剣に国民一人一人
が，この問題に地道に取り組み，息の長い国
民的運動にまで高めていくことが重要である。
このような立場から，家庭，学校，地域社会
のより一層の緊密な連携の下に，一体的な非
行防止対策を更に推進していく必要がある。
　　関係機関では，地域ぐるみの活動の強化に
関して，例えば，
　　①　地域の実情に応じた非行防止のための

活動・行事の展開
　　②　学校における非行防止教室や薬物乱用

防止教室の開催
　　③　地域における多様な活動機会や居場所

づくり
　　④　街頭補導活動の強化，サポートチーム

の形成の推進
　等に取り組んでいる。
オ　調査研究（内閣府，法務省，文部科学省）
　　関係省庁では，少年非行対策への総合的な
取組という観点から，関係機関の協力による
非行防止のための先進的な事例などについ
て，調査研究や情報提供を行うことに努める
こととしている。
　　法務省では，毎年十数庁の少年院におい
て，保護処分の適正かつ円滑な執行を図るた
めに，関係する検察庁，少年鑑別所，地方更
生保護委員会，保護観察所及び家庭裁判所の
協力を得て，処遇実績に基づく事例研究会を
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。

　　なお，関係省庁では，「少年非行事例等に
関する調査研究」として，少年非行の原因・
背景として考えられる事項を踏まえた上で，
これに対応する現在の少年非行対策の整理・
集約と，これに関する分析，検討を実施する
とともに，新たな対策の検討を行っている。

　　平成20年４月には，報告書「少年の再非行
防止のために」を取りまとめた。

（2）非行防止，多様な活動機会・居場所づくり，
相談活動
ア　社会を明るくする運動（法務省）
　　法務省の主唱の下，犯罪予防活動の一環と
して，“社会を明るくする運動”が実施されて
いる。同運動は，すべての国民が，犯罪や非
行の防止と罪を犯した人たちの更生について
理解を深め，それぞれの立場において力を合
わせ，犯罪や非行のない明るい社会を築こう
とする運動であり，運動の趣旨に賛同した
様々な機関・団体により，各地域の実情に応
じた方法による運動が展開されている。

　　具体的には，全国各地で，直接的な非行防
止活動，しつけまで視野に入れた子育て相談
活動，地域で非行問題等を話し合うミニ集会
活動，各種広報活動などのほか，作文コンテ
スト，ワークショップ，親子触れ合い行事な
ど青少年の主体的参加を得た行事等を積極的
に実施している。

イ　非行防止教室・薬物乱用防止教室（警察庁，
文部科学省）

　　学校，家庭，地域等が十分連携を図り，子
どもの豊かな人間性や社会性などをはぐくむ
ため，道徳教育の充実を図るとともに，関係
機関等と連携した非行防止教室の開催などに
より，少年の非行防止に努めている。

　　また，青少年の薬物乱用防止対策として，
「薬物乱用防止広報強化期間」を実施するな
ど，家庭・地域に対する広報啓発活動の推進
を図っている。

ウ　多様な活動機会・居場所づくりの推進（警



115

第

２
部

第３節　少年非行対策等社会的不適応への対応

第３章　特定の状況にある青少年に関する施策

然防止とその兆候の早期発見や犯罪，いじめ，
児童虐待等に係る被害少年等の保護のために
少年相談窓口を設け，心理学等の知識を有す
る少年補導職員や経験豊かな警察官等が，少
年や保護者等からの相談を受け，必要な指導
や助言を行っている。
　　また，ヤングテレホンコーナー等の名称で
電話による相談を受けているほか，フリーダ
イヤルを導入したり，FAXや電子メールを
活用するなど，少年相談を利用しやすい環境
の整備に努めている。平成19年に警察が受理
した少年相談の件数は，７万8,789件で，前
年に比べ8,137件減少した（第2-3-1表）。
　　少年相談の内容をみると，少年自身からの相
談では，交友，学校及び犯罪被害の問題に関す
る悩みが多く，保護者からの相談では，非行問
題・家庭問題に関する悩みが多い（第2-3-1図）。

■第 2-3-1 表　警察が受理した少年相談の状況（平成 19年）

相談者別
　　　　

区分 　相談件数（件）
性　　別（件）

うち電話相談 うちメール相談
構成比（％） 構成比（％） 構成比（％） 男 女

総　　　　　　　数 78,789 100.0 43,558 100.0 1,774 100.0 35,567 43,222

少　
　
　
　
　

年

計 17,965 22.8 7,680 17.6 1,310 73.8 7,654 10,311
未 就 学 14 0.0 4 0.0 0 0.0 4 10
小 学 生 952 1.2 557 1.3 11 0.6 356 596
中 学 生 5,324 6.8 2,223 5.1 179 10.1 2,023 3,301
高 校 生 6,105 7.7 2,677 6.1 287 16.2 2,730 3,375
大 学 生 580 0.7 307 0.7 7 0.4 234 346
そ の 他 生 511 0.6 214 0.5 44 2.5 212 299
有 職 少 年 1,596 2.0 583 1.3 36 2.0 737 859
無 職 少 年 1,773 2.3 771 1.8 34 1.9 595 1,178
不 詳 1,110 1.4 344 0.8 712 40.1 763 347

保　　　護　　　者 36,716 46.6 21,412 49.2 198 11.2 10,831 25,885
そ　　　の　　　他 24,108 30.6 14,466 33.2 266 15.0 17,082 7,026

資料：警察庁調べ 
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■第 2-3-1 図　少年相談の内容（平成 19年）

学校問題
2,615件
（14.6%）

非行問題
1,702件
（9.5%）

家庭問題
1,940件
（10.8%）

交友問題
3,016件
（16.8%）

健康問題
1,467件
（8.2%）

犯罪被害
2,576件
（14.3%）

家出関係
285件
（1.6%）

その他
4,364件
（24.3%）

非行問題
7,179件
（19.6%）

学校問題
5,079件
（13.8%）

家庭問題
7,800件
（21.2%）

交友問題
3,773件
（10.3%）

健康問題
700件
（1.9%）

犯罪被害
3,244件
（8.8%）

家出関係
4,446件
（12.1%）

その他
4,495件
（12.2%） 非行問題

5,913件
（24.5%）

学校問題
3,532件
（14.7%）

家庭問題
3,711件
（15.4%）交友問題

1,065件
（4.4%）

健康問題
2,218件
（9.2%）

家出関係
1,013件
（4.2%）

犯罪被害
1,834件
（7.6%）

その他
4,822件
（20.0%）

17,965件 36,716件 24,108件

少年自身からの相談 保護者からの相談 その他からの相談

察庁，文部科学省）
　　警察では，少年の多様な活動機会や居場所
づくりの一環として，関係機関・団体及び地
域社会と協力しながら，環境美化活動を始め
とする少年の社会奉仕活動，生産体験活動等
の社会参加活動や警察署の道場を開放して地
域の少年たちに柔道や剣道の指導を行う少年
柔剣道教室等のスポーツ活動を行っている。
　　文部科学省では，完全学校週５日制の実施
を契機に，関係省庁，民間団体等との連携の
下，地域の人材を活用した子どもの週末等の
活動支援やボランティア活動等の奉仕活動・
体験活動の総合的な推進を図っている（P84
（2）ア参照）。
エ　相談活動（内閣府，警察庁，法務省，文部
科学省）
　　警察では，少年の非行，家出，自殺等の未

資料：警察庁調べ
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　　相談後も，継続的な指導・助言を必要と
するケースは，平成19年は，１万1,902件で，
全体の15.1％を占めている。

　　法務省の人権擁護機関においては，子ども
の人権問題に関する相談は，「子どもの人権
専門委員」を中心とする人権擁護委員や法務
局・地方法務局の職員が応じている。
　　さらに，少年鑑別所は，主として家庭裁判
所から観護の措置により送致された少年を収
容するとともに，その資質の鑑別を行う施設
であるが，子どもの非行等の問題に悩む学校
関係者や一般市民からの相談等に応じる一般
少年鑑別も行っている。一般少年鑑別におい
ては，臨床心理学の専門家である法務技官が
助言や指導に当たっている。
　　そのほか，保護観察所においても，犯罪予
防活動の一環として，保護観察官や保護司が，
子どもの非行や問題行動で悩む親等からの相
談に応じている。
　　少年補導センターは，地域住民に身近な市
町村を中心に設立された機関であり，街頭補
導，少年相談，有害環境の浄化等の活動を行っ
ている。少年補導センターが扱う少年相談の
内容は，非行に関するもののほか，いじめ，
不登校，虐待の問題など様々である。
　　また，文部科学省では，昨今のいじめ問題
の対応等のひとつとして，子どもたちが全国
どこからでも夜間・休日を含めて，いつでも
いじめ等の悩みを相談することができるよ
う，全国統一の電話番号（0570-0-78310（な
やみ言おう））により平成19年２月から全都
道府県及び指定都市教育委員会で24時間いじ
め相談ダイヤルを実施している（平成19年度
実績　総利用回数53,180回，うち夜間・休日
の利用回数37,028回（割合69.6%））。

（3）補導活動（内閣府，警察庁）
　少年の非行を防止する上で，少年の問題行動
の初期段階での適切な対応が極めて重要であ
る。警察では，全国に設置された「少年サポート
センター」を中心として，盛り場，公園等非行の
行われやすい場所に重点を置いて日常的に補導

活動を実施し，非行の前兆ともなり得る不良行為
等の問題行動を早期に認知して，少年やその家
庭に対する適切な助言，指導等に努めている。
　また，少年の非行を防止し，その健全な育成
を図るため，警察では，少年指導委員，少年補
導員及び少年警察協助員を民間ボランティアと
して委嘱しており，これらのボランティアは，
少年補導活動や少年を取り巻く社会環境の浄化
活動等地域に密着した活動を行っている。
　平成18年５月には，公安委員会の指示の下，
少年指導委員が風俗営業の営業所等に立ち入る
ことができることとする規定を盛り込んだ「風
俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法
律の一部を改正する法律」（平17法119）が施行
され，都道府県公安委員会の指示に基づき立ち
入りを行っている。
　内閣府では，街頭補導，少年相談，有害環境
の浄化等の青少年健全育成活動を行う機関とし
て全国に設置されている「少年補導センター」の
機能の充実・強化を図るため，センター職員等の
知識や能力の向上のための研修を実施している。

（4）関係者の連携したサポート体制の構築
ア　「サポートチーム」等（内閣府，警察庁，
法務省，文部科学省）

　　「サポートチーム」は，少年の問題行動が
多様化，深刻化している現状において，個々
の少年の問題状況に着目し，的確な対応を行
うため，学校，警察，児童相談所，保護観察
所等の関係機関がチームを構成し，適切な役
割分担の下に連携して対処するものである。
「サポートチーム」の円滑な組織化のために
は，日常的な関係機関によるネットワークの
構築や，必要に応じて「サポートチーム」へ
の参加を求め得る団体等との緊密な連携を
図っていくことが重要である。

　　文部科学省では，これまでも個々の児童生
徒に対して的確な対応を行うため，学校，教
育委員会，関係機関等からなる「サポートチー
ム」の取組を推進しており，「学校と関係機
関との行動連携に関する研究会」が取りまと
めた報告書（平成16年３月）では，これまで
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の取組の成果と課題を踏まえ，学校が関係機
関等との連携を進める際の基本的な視点や具
体的な方策が示されているところである。
　　平成19年度から，問題行動等の未然防止，
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」を実施している。
　　さらに，平成17年度から，文部科学省，警
察庁，都道府県教育委員会及び管区警察局が
共催して，「児童生徒の問題行動に対する連
携ブロック協議会」を開催し，児童生徒の問
題行動に対する地域における関係機関相互の
緊密な連携を図っている。
　　政府では，非行少年等に対して，予兆の把
握，深刻化する前の段階での対応等を可能と
するための少年サポート体制の在り方に関す
る基本的な考え方をまとめた「関係機関等の
連携による少年サポート体制の構築につい
て」を平成16年９月，少年非行対策課長会議
において申し合わせ，地方公共団体に対して
周知し，取組の一層の普及促進を図っている。
イ　その他の関係機関の連携（警察庁，法務省，
文部科学省）
　　児童生徒の非行や校内暴力を防止するため
には，学校と警察が密接に連携する必要があ
るため，全国の小学校，中学校及び高等学校
の約93％の参加を得て，平成19年３月末現在，
約2,100組織の学校警察連絡協議会が結成さ
れている。
　　また，都道府県警察と都道府県教育委員会
（庁）等との間で締結した協定，申合せ等に基
づき，非行少年，不良行為少年その他の健全
育成上問題を有する児童生徒に関する情報につ
いて警察・学校間で通知を行う，いわゆる「学
校警察連絡制度」が各地で構築され，非行防止，
健全育成に関し，効果を上げつつある。
　　少年非行の深刻化に対処するため，少年の
プライバシー等との調整を図りながら，関係機
関が情報を共有し，各機関のなすべき役割を果

たしていく必要がある。そこで，家庭裁判所，
少年鑑別所，少年院，地方更生保護委員会及
び保護観察所においては，少年院や保護観察
における効果的な処遇及び連携の在り方を検
討するため，定期的に協議会等を開いている。

　　さらに，処遇機関においては，必要に応じ，
学校，警察及び福祉施設の職員とも個別事例
の検討を行っている。

　　最近の少年非行の増加の要因として，少年
の規範意識や社会性の欠如，あるいは対人関
係能力の未熟さが指摘されているが，特に，
中学生の問題行動が深刻化している現状に
あって，次代を担う中学生に焦点を当てた非
行防止活動を推進し，その健全な育成を図る
必要がある。

　　そこで，法務省においては，「中学生サポー
ト・アクションプラン」を実施している。具
体的には，非行問題に関する豊富な知識，保
護観察対象者に対する処遇経験等を有する保
護司（学校担当保護司）が，直接中学校へ赴
き，非行問題，薬物問題をテーマにした非行
防止教室，問題を抱えた生徒への指導方法等
について教師との個別協議を実施するなどし
て，中学生の犯罪・非行の未然防止及び健全
育成を図っている。

　　そのほか，多くの少年鑑別所が，地域レベ
ルで整備が進められている少年相談機関の
ネットワークに参加し，非行問題の専門機関
としての役割を果たしている。

（5）事件の捜査・処理
ア　警　察（警察庁）
　　警察は，非行少年を発見した場合は，必要
な捜査又は調査を行い，検察官，家庭裁判所，
児童相談所等の関係機関へ送致し，又は通告
するほか，その少年の保護者等に助言を与え
るなど，非行少年に対して適切な指導がなさ
れるよう措置している。

　　①　犯罪少年
　　　　犯罪少年（14歳以上20歳未満で罪を犯

した少年）については，「刑事訴訟法」（昭
23法131），「少年法」（昭23法168）等に
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規定する手続きに従って，必要な捜査及
び調査を遂げた後，罰金以下の刑に当た
る事件は家庭裁判所に，禁錮以上に当た
る事件は検察官に送致又は送付する。

　　②　触法少年
　　　　触法少年（14歳未満で刑罰法令に触れ

る行為をした少年）については，その者
に保護者がいないか，又は保護者に監護
させることが不適当と認められる場合に
は，児童相談所に通告し，その他の場合
には，保護者に対して適切な助言を行う
などの措置を講じている。

　　　　なお，平成19年の少年法の一部改正に
より，触法少年事件に係る警察官による
任意調査権限の明確化，押収・捜索・検
証等の強制調査権限の付与等が図られる
とともに，警察官は，調査の結果，故意
の犯罪行為により被害者を死亡させた罪
に触れると考えられる等一定の場合に
は，事件を児童相談所長に送致しなけれ
ばならないこととされた。

　　③　ぐ犯少年
　　　　ぐ犯少年（20歳未満で一定の事由が

あって，その性格又は環境に照らして，
将来，罪を犯し，又は刑罰法令に触れる
行為をするおそれのある少年）について
は，その者が18歳以上20歳未満の場合は，
家庭裁判所に送致し，14歳以上18歳未満
の場合は，事案の内容，家庭環境等から
判断して家庭裁判所又は児童相談所のい
ずれかに送致又は通告し，14歳未満の場
合には児童相談所に通告し，又は，その
非行の防止を図るために特に必要と認め
られる場合には，保護者の同意を得た上
で，補導を継続的に実施する。

イ　検察庁（法務省）
　　検察官は，警察から送致されるなどした少
年の犯罪について必要な捜査を行い，犯罪の
嫌疑があると認めたときは，事件を家庭裁判
所に送致する。犯罪の嫌疑がなくとも，ぐ犯
などの事由がある場合も，同様に事件を家庭

裁判所に送致する。
　　その際，検察官は，少年に刑罰を科すのが
相当か，保護観察，少年院送致等の保護処分
に付すのが相当かなど処遇に関する意見を付
すことになっている。

　　また，検察官は，家庭裁判所から少年審判
に関与すべき旨の決定があった場合に，これ
に関与し，裁判所の事実認定を補助すること
となっている。

　　さらに，家庭裁判所から，刑事処分相当と
して検察官に送致された少年については，検
察官は，原則として刑事裁判所に公訴を提起
することとなっている。検察官が，このよう
に十分な捜査を行い，事案を解明した上で適
切な処理をすることは，少年犯罪に対する最
も基本的で重要な対策であり，今後も，一層
充実させることとしている。

（6）少年審判（最高裁判所）
　家庭裁判所は，非行少年に対する調査・審判
を行い，非行があると認めるときは，家庭裁判
所調査官の調査結果等も考慮して，少年を保護
処分（保護観察，児童自立支援施設等送致又は
少年院送致）に付し，保護処分に付さない場合
でも教育的措置を講じる。また，犯行時14歳以
上の少年に係る禁錮以上の刑に当たる罪の事件
について，刑事処分を相当と認めるときは，検
察官に送致する。
ア　受理の状況（最高裁判所）
　　平成19年における少年保護事件の全国の家
庭裁判所での新規受理人員は，19万4,650人
で，その非行別の内訳は，第2-3-2図のとお
りである。

　　平成19年は前年と比較して１万7,149人
（8.1％）減少している｡ 増加人数の多い非行
は，軽犯罪法違反（1,177人・61.3％），器物
損壊等（220人・13.8％），暴行（64人・4.6％）
等で，減少人数の多い非行は，窃盗（5,324人・
7.7％），道路交通法違反（4,783人・10.7％），
横領（3,949人・12.8％）等である。
イ　処理の状況（最高裁判所）
　　平成19年における少年保護事件の終局人員
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は19万7,574人で，このうち一般事件（交通
関係事件を除く少年保護事件）が12万4,217
人，交通関係事件（業務上（重・自動車運転）
過失致死傷，危険運転致死傷及び道路交通事
件）が7万3,357人となっている。
　　これを終局決定別にみると，第2-3-3図の
とおりである。
　　①　保護処分
　　　　平成19年に保護処分に付された少年は

3万4,987人で，その内訳は，一般事件が
1万8,018人（51.5％），交通関係事件が1
万6,969人（48.5％）である。前年と比較
し3,468人（9.0％）減少している。

　　　○　保護観察
　　　　　保護観察に付された少年は３万597

人で，その内訳は，一般事件が１万4,035
人（45.9％），交通関係事件が１万6,562
人（54.1％）であり，交通関係事件の
１万2,511人（75.5％）は交通短期保護
観察に付されたものである。前年と比
較し2,999人（8.9％）減少している。

　　　○　児童自立支援施設等送致
　　　　　児童自立支援施設又は児童養護施設

送致となった少年は300人である。こ
の処分は，少年を児童福祉施設に送致

するもので，その対象のほとんどが
15歳以下の少年である。

　　　○　少年院送致
　　　　　少年院送致となった少年は4,090人

で，その内訳は，一般事件が3,684
人（90.1％），交通関係事件が406人
（9.9％）である。前年と比較して，一
般事件は365人（9.0％），交通関係事
件は43人（9.6％），それぞれ減少して
いる｡

　　②　検察官送致
　　　　平成19年に刑事処分が相当であると

して検察官送致となった少年は5,085人
で，前年と比較して572人（10.1％）減
少している｡ そのうち4,729人（93.0％）
が交通関係事件によるものである。

　　③　児童相談所長等送致
　　　　知事又は児童相談所長送致は，少年

の処遇を児童福祉機関の措置にゆだね
るもので，児童自立支援施設等送致と
同様にその対象のほとんどが15歳以下
の少年であるが，毎年その数は少なく，
平成19年は229人である。

　　④　審判不開始及び不処分
　　　　審判不開始及び不処分は，調査の結

■第 2-3-3 図　家庭裁判所の少年保護事件
　終局決定別構成比（平成 19年）

検察官送致
7,607人
（3.9%）

総　　数
197,574人

保護処分
34,987人
（17.7%）

年齢超過
2,522人 （1.3%）
児童相談
所長等送致

229人（0.1%）

刑事処分相当
5,085人　（2.6%）

少年院送致
4,090人
（2.1%）

施設等送致
児童自立支援

300人  （0.2%）

移送・回付
9,548人
（4.8%）

審判不開始
99,022人
（50.1%）

保護観察
30,597人
（15.5%）

不処分
32,425人
（16.4%）

併合
13,756人
（7.0%）

資料：最高裁判所「司法統計年報」

道路交通事件を除く
特別法犯8,699人（4.5%）

刑法犯
145,008人
（74.5%）

道路交通事件
39,963人

（20.5%）

ぐ犯
980人
（0.5%）

毒物及び劇物取締法
違反903人（0.5%）

その他
7,796人
（4.0%）

窃盗
63,941人
（32.8%）

横領
26,962人
（13.9%）

業務上（重）
過失致死傷等

32,380人
（16.6%）

その他
21,725人
（11.2%）

総　　数
194,650人

■第 2-3-2 図　家庭裁判所の少年保護事件
　の新規受理人員非行別構成比（平成 19年）

（注）　業務上（重）過失致死傷等とは，業務上（重・自動車運転）過失致死傷
　　　及び危険運転致死傷を指す。
資料：最高裁判所「司法統計年報」
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果，審判を開いたり保護処分に付する必
要がないと認められる少年に対して行わ
れる決定である。保護処分に付する必要
がないとしてこれらの決定がされる場合
にも，調査及び審判の段階で，少年の持
つ問題性に応じて，裁判官，家庭裁判所
調査官が訓戒や生活改善，被害者への謝
罪等の指導を行って非行を反省させた
り，家庭，学校等の環境を調整するなど
の指導，教育的措置を講じて，再非行防
止の働きかけをしている。

（7）施設内処遇
ア　少年院・少年刑務所（法務省）
　　少年院は，家庭裁判所において少年院送致
の保護処分に付された少年を収容し，これに
矯正教育を行う施設であり，収容対象となる
少年の年齢，犯罪的傾向の進度及び心身の故
障の有無に応じて初等，中等，特別及び医療
の４種類がある。
　　各少年院では，意図的，計画的な教育を実
施するため，生活指導，職業補導，教科教育，
保健・体育及び特別活動の各領域で構成され
る教育課程（在院者の特性及び教育上の必要
性に応じた教育内容を総合的に組織した標準
的な教育計画）を編成するとともに，個々の少
年について，少年鑑別所及び家庭裁判所の情
報や意見を参考にして個別的処遇計画を作成
し，効果的な教育を実施するよう努めている。
　　刑事裁判において，懲役又は禁錮の実刑の
言渡しを受けた少年は，刑執行のため，少年
刑務所に収容されるが，一人一人に個別担任
を指定し，個別面接や日記指導等の個別的な
指導を行う等，心身が発達段階にあり，可塑
性に富む等といった少年受刑者の特性に応じ
た矯正処遇を実施している。
　　なお，平成13年の改正「少年法」施行により，

16歳未満の受刑者を少年院に収容し，矯正教
育を行うことができるとされたが，同受刑者に
対して，少年院では，義務教育としての教科
教育の必要性，治療処遇の必要性等，個別的
事情を考慮して処遇を行うこととしている。

イ　児童自立支援施設（厚生労働省）
　　児童自立支援施設においては，不良行為を
なし，又はなすおそれのある子どもなどに対し
て，その自立を支援することを目的として，一
人一人の状況に応じた支援・ケアを行っている。

（8）更生保護，自立支援
ア　少年院からの仮退院，仮釈放及び保護観察
の概要（法務省）

　　少年院からの仮退院及び仮釈放は，少年院，
少年刑務所等の矯正施設に収容されている者
について，法律，判決又は決定によって定め
られている収容期間の満了前に仮に釈放し，
その円滑な社会復帰を促す措置であり，少年
院からの仮退院及び少年刑務所等からの仮釈
放を許された者は，本来の収容期間が満了す
るまでの間，保護観察を受ける。平成19年に
おける少年院仮退院者は，全出院者の98.6％
に当たる4,344人であった。

　　少年院からの仮退院及び仮釈放に先立っ
て，保護観察所は，出院・出所後の少年を取
り巻く環境（家庭，職場，交友関係等）が，
本人の改善更生を促す上で適切なものとなる
よう，引受人等との人間関係，出院・出所後
の職業等について調整を行い，受入体制の整
備を図っている。

　　保護観察は，非行や犯罪をした少年等に，
社会生活を営ませながら，本人の改善更生を
図る上で必要な生活及び行動に関する一定の
事項（遵守事項及び生活行動指針）を守って
健全な生活をするよう指導監督するととも
に，自助の責任を踏まえつつ，就学・就職そ
の他について補導援護することにより，その
改善更生を促すものであり，保護観察官と民
間篤志家である保護司とが協働して，その実
施に当たっている。

　　平成19年中に保護観察所が新たに受理した
保護観察事件数は，成人事件を含め54,878件
であったが，このうち63.6％に当たる34,898
件が，家庭裁判所の決定により保護観察に付
された少年又は地方更生保護委員会の決定に
より少年院からの仮退院を許された少年の事
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件であった。少年の保護観察に関する動向と
して近年では，無職少年の比率が上昇傾向に
あるほか，覚せい剤の使用歴のある少年や暴
走族に関係のある少年が高い比率を占める状
態が続いている。
イ　保護観察の実効性の向上等（法務省）
　　複雑かつ困難な問題性を抱えた処遇困難な
少年が増加していることを踏まえ，問題性の
高いケースについては，保護観察官による直
接的関与の程度を強める等により重点的な働
き掛けを行うほか，少年の持つ問題性，その
他の特性を類型化し，各類型の特性に焦点を
当てた処遇を実施している。
　　また，北海道雨竜郡沼田町において，主に
少年院を仮退院した少年を対象とし，旭川保
護観察所の駐在官事務所に設置された宿泊施
設に居住させ，濃密な保護観察を実施すると
ともに，同町が運営する農場で農業実習を受
けさせ，改善更生の促進を図る「沼田町就業
支援センター」が平成19年10月に開所した。
　　なお，保護観察における遵守事項を整理し
て充実させるとともに，保護観察の実施状況
に応じて特別遵守事項の変更ができることと
するなど更生保護の機能を充実強化する「更
生保護法」が平成19年６月に成立し，平成20
年６月１日に全面施行された。
ウ　民間ボランティア団体等との連携（法務省，
厚生労働省）
　　非行をした少年の更生を図るためには，国
の機関による指導・援助ばかりでなく，彼ら
を取り巻く地域社会，更には，国民全体の理
解と協力が不可欠である。そのため，更生保
護の施策の多くの分野で地域のボランティア
が協力している。
　　また，法務省の主唱により実施している“社
会を明るくする運動”等の機会において，非
行防止と更生の援助について，国民一人一人
の理解と協力を広く求めている。更生保護を
支えているボランティアとしては，次のよう
な人々が挙げられる。
　　①　保護司

　　　　「保護司法」（昭25法204）に定めると
ころにより，法務大臣から委嘱された非常
勤・無給の国家公務員である。処遇の専
門家である保護観察官と協働して，保護
観察，生活環境の調整，地域社会におけ
る犯罪予防活動等に当たっている。現在，
全国で約49,000人の保護司が法務大臣の
定めた保護区ごとに配属され，地域事情
に通じた利点をいかして活動している。

　　②　更生保護施設
　　　　「更生保護事業法」（平７法86）の定め

るところにより，法務大臣の認可等を受
けて設置・運営される施設であり，保護
者がいないなどの理由で，更生が困難な
少年院退院者や保護観察中の少年を保護
し，各種の生活指導や宿泊場所の提供，
食事の供与，就労の援助等を行うことに
より，その自立更生を支援している。現
在，全国には，「更生保護事業法」の規
定により設立された更生保護法人によっ
て経営されている更生保護施設が101施
設あり，このうち少年を保護の対象とす
る施設は，81施設ある。

　　③　更生保護女性会
　　　　犯罪や非行のない明るい地域社会を実

現しようとするボランティア団体であり，
非行のある青少年の更生の援助，地域社
会の非行防止，子育て支援活動など，地
域に根ざした幅広い活動を展開している。

　　　　現在，全国で約20万人の会員が，市町
村等を単位に地区会を結成し，全国各地
で活動している。

　　④　BBS（Big Brothers and Sisters Mov- 
　ement）会

　　　　非行など，様々な問題を抱える少年
の良い友達となって，その自立を支援す
る「ともだち活動」を始め，非行防止や
子どもの健全育成のための多彩な活動を
行っている青年ボランティア団体である。

　　　　現在，全国で約4,300人の会員が，市
町村等を単位とした地区組織や大学を単
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位とした学域組織を結成し，全国各地で
活動している。

　　⑤　協力雇用主
　　　　犯罪や非行歴のある人に，その事情を

承知した上で職場を提供し，その人の立
ち直りに協力しようとする民間の事業主
で，現在，全国に約6,500の事業主がいる。

　　　　犯罪や非行歴のある人は，そのために
職業を得ることが難しく，また，就職して
も職場での理解を得にくい場合があるた
め，協力雇用主は，健全な就業生活の確
保に極めて重要な役割を果たしている。

　　法務省においては，引き続き，これらの民
間ボランティアの活動を支援するとともに，
その研修の充実を図ることとしている。
　　また，少年専用の更生保護施設では，入所
中の少年の円滑な自立更生を促進するための
効果的なプログラムの実施等，処遇機能の充
実化を図るための取組がなされている。
エ　「自立援助ホーム」の充実（厚生労働省）
　　施設等を退所したが，社会的自立が十分で
はない児童等の社会的自立を支援する「自立
援助ホーム」（児童自立生活援助事業）の充
実に努めている。

（9）立ち直り支援（警察庁，法務省，文部科学省）
　少年による凶悪重大な事件やいじめ，不登校，
ひきこもり等，青少年を取り巻く様々な問題の
背景として，地域社会における連帯感の欠如や
人間関係の希薄化など，従来，地域社会が持っ
ていた犯罪抑止力や教育力の低下が指摘される
現状にあっては，ボランティア団体を含めた地
域の関係機関・団体と連携し，これまで以上に，
地域に根ざした幅広い活動を行うことにより，
明るい地域づくりに積極的に貢献することが求
められている。
　現在，法務省が主唱する“社会を明るくする
運動”等において，全国各地で，街頭での声掛
け等の非行防止活動，地域で非行問題等を話し
合うミニ集会等を実施・推進しており，今後と
も，地域の青少年育成に携わる機関や団体が幅
広く連携し，地域が一体となって，多様な活動

の機会や場所づくりを進めることとしている。
　警察では，少年が非行を繰り返さないために，
少年本人に対する助言，指導等の補導を継続的
に実施しているほか，環境美化活動，生産体験
活動，社会参加活動等を通じた立ち直り支援活
動を推進している。
　文部科学省では，学校・家庭・地域に自分の
居場所がないと感じているといわれる非行等の
問題を抱える青少年が，地域社会で立ち直り，
再び非行を犯さないようにするため，非行等の問
題を抱える青少年の立ち直り支援策として，平成
20年度より新たに，どのような人材が必要とされ
ているのか，青少年の活動拠点として求められ
る機能など地域社会全体での立ち直りを支援す
る体制づくりの事業，及びどのような活動を経験
することが必要とされているのか，それらの活動
を円滑にすすめるための方策等新たな社会活動
の場を開拓する取組の事業を実施している。

（10）処遇全般の充実・多様化
ア　社会奉仕活動や自然体験活動等への参加
（法務省）
　　保護観察を実施する上においては，犯罪や
非行の態様の変化や個々の少年の抱える問題
性に適切に対応できるよう，処遇の充実・多
様化を図っている。

　　例えば，非行少年には，否定的な自己イメー
ジを抱き，健全な対人関係を持てず，社会か
らの疎外感を感じている者が多いが，介護・
奉仕活動やレクリエーション等を行う社会参
加活動に参加することにより，それらの問題
の改善が期待できる。そこで，全国の保護観
察所においては，保護観察中の少年を対象に，
上記社会参加活動を実施し，その改善更生に
向けた支援を行っており，今後も引き続き，
少年の特性や地域の実情に応じて，多様な活
動を実施していくこととしている。

　　また，少年院においても，矯正教育の一環
として，地域の福祉施設等の協力を得て，社
会奉仕活動等の院外教育を実施している。

イ　被害者との関係改善に向けた加害者の取組
の支援（法務省）
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　　近年，刑事司法の分野において，被害者や
その親族の心情等について，一層の配慮を行
うことが求められるようになってきており，
各少年院及び少年刑務所においては，意図的・
計画的に「被害者の視点を取り入れた教育」
が実施されるよう，標準プログラム，指導案
等の整備に努め，同教育により，自分の犯し
た罪と向き合い，犯した罪の大きさや被害者
の心情等を認識し，被害者に誠意をもって対
応していくとともに，再び罪を犯さない決意
を固めさせるための働き掛けを行っている。
　　保護観察においても，個々の事案の状況に
応じ，その処遇過程等において，少年が自ら
の犯罪と向き合い，犯した罪の大きさや被害
者の心情等を認識し，被害者に対して誠意を
もって対応していくことができるようになる
ための助言指導を行っている。
　　また，平成19年３月からは，被害者を死亡
させ又はその身体に重大な傷害を負わせた事
件により保護観察に付された少年に対して，
犯した罪の重さや被害者の実情等を認識させ
ながら被害者に対する謝罪の気持ちをかん養
し，具体的なしょく罪計画を策定するしょく
罪指導を実施している。
　　さらに，犯罪による被害・損害の回復につ
いては，少年審判手続において，少年の改善
更生に有益と認められ，事案の性質に反しな
いときは，家庭裁判所の教育的措置として謝
罪や弁償の指導を行うことが可能である。
　　なお，法務省においては，諸外国における
修復的司法についても，調査等を行っている。

（11）非行少年の家族への働き掛け（法務省，厚
生労働省，最高裁判所）
　児童相談所においては，保護者からの相談に
直接応じるとともに，必要に応じて家庭訪問や児
童相談所への招致により，家庭状況の確認や家
族関係についての助言指導などを実施している。
　また，非行の背景に保護者の虐待がある場合
には，保護者に対するカウンセリング等の心理
的な治療などを実施している。
　家庭裁判所においては，従前から，少年の非

行に家族関係が及ぼしている影響を見極めた上
で，家族関係の調整や問題解決への働き掛けを
行ってきたが，平成12年の「少年法」（昭23法
168）の改正により，新たに家庭裁判所におけ
る保護者に対する措置について明文の規定が設
けられた趣旨を踏まえ，社会奉仕活動に少年と
保護者を参加させたり，保護者にも犯罪被害者
の体験談を聞かせてその痛みを理解させたりし
て，より積極的な働き掛けに努めている。
　さらに，保護者会を実施して保護者の感情や
経験を語り合う場を設けて少年に対する指導力
を高めさせたり，保護者が主体的に養育態度を
考え直し，監護についての責任を自覚するよう
に働き掛けている。
　少年院においては，家族関係にかっとうを抱
えた在院者も少なくないことから，従来から，保
護者会，各種行事や面会のため保護者が来庁し
た機会等を通して，家族関係調整のための取組
を実施していたところであるが，平成19年の少年
院法改正により，在院者の保護者に対する指導，
助言その他の適当な措置が明文化されたことか
ら，矯正教育に関する情報の提供，職員による
面談の実施，教育活動への参加の促進，保護
者会・講習会等の積極的な開催に努めている。
　保護観察所においては，少年院に収容されて
いる者の生活環境の調整や少年に対する保護観
察処遇の中で，保護観察官や保護司が家族と面
接を行っているが，家族関係や親の養育態度に
問題が認められる場合には，少年の監護に関す
る責任を自覚させるために，保護者に対し，保
護者会を実施するなどして監護能力が向上する
よう働き掛けたり，適切に監護に当たるよう指
導，助言等を行っている。
　さらに，家庭裁判所や少年院でなされた保護
者への働き掛け等との連携に努め，それらと一
貫性のある生活環境の調整や保護観察処遇を実
施するなど，保護処分の効果が最大限のものと
なるよう努めている。

（12）いじめ・校内暴力対策（警察庁，文部科学省）
　学校生活をめぐって，いじめ，暴力行為と
いった児童生徒の問題行動が憂慮すべき状況に
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あり，依然として極めて重要な課題である。こ
のため，学校において規範意識を培う指導や教
育相談体制の充実を図るほか，小・中学校にお
ける出席停止制度の一層適切な運用を図るとと
もに，問題行動を起こす児童生徒に対し，学校
と関係機関等からなるサポートチームを形成す
る等，地域における支援システムづくりを積極
的に推進している。
　警察では，少年相談活動や学校との情報交換
等により，いじめの早期把握に努めるとともに，
いじめ事案を認知した場合は，積極的かつ的確
な事案処理を行っている。
　また，プライバシーに配意しつつ，警察が得
たいじめの原因，実態等に関する情報を関係者
に提供するなどにより，いじめの解決及び再発
防止に努めている。
　さらに，学校との連携の一層の強化を図るな
ど，校内暴力事件の早期把握に努め，悪質な事
案に厳正に対処するとともに，学校内の非行集
団による非行解明と集団の解体補導を推進して
いるほか，非行防止に関する情報交換を行うな
ど，内容に応じた適切な措置と再発の防止に努
めている。

（13）非行集団対策（内閣府，警察庁）
　ひったくり，路上強盗等の街頭犯罪は，その
検挙人員の６割が少年であり，暴走族や非行少
年グループ等の非行集団によって敢行される各
種の犯罪は，我が国の治安にとって無視できな
いものとなっている。
　非行集団は，暴走行為，集団的暴行事件等の
集団的な違法行為に限らず，遊興資金や背後に
ある暴力団等への上納金等の獲得を目的として，
各種の街頭犯罪を敢行することが少なくない。
　また，暴力団等が非行集団を裏から支え，こ
れを資金源としている実態もうかがえる。
　このため，警察では，非行集団に対する取組
を街頭犯罪抑止対策の重要な柱と位置付け，少
年部門，交通部門及び刑事部門の連携を強化し
て，非行集団やその予備軍となる非行少年，さ
らには，非行集団の背後にある暴力団等による
犯罪を徹底的に取り締まり，非行集団の弱体化，

解体を図っているほか，少年の非行集団への加
入阻止，離脱支援等の施策を推進している。
　暴走族については，平成13年２月，暴走族対
策関係８省庁により，「暴走族追放気運の高揚」，
「家庭，学校等における青少年の指導の充実」，
「暴走行為阻止のための環境整備」，「暴走族に
対する指導取締りの強化」等を柱とする暴走族
対策の強化について申し合わせ，暴走族対策の
強化を継続している。共同危険行為等の禁止違
反を始めとする各種法令を活用した取締りはも
ちろんのこと，暴走族への加入防止や暴走族グ
ループからの離脱促進，車両の不正改造防止対
策等総合的な暴走族対策を推進するとともに，
暴走族追放条例等制定の促進等，暴走族を許さ
ない社会環境づくりを，政府一体となって推進
している。
　さらに，地方公共団体においても，暴走族追
放条例等の制定と，その的確な運用を行い，暴
走族追放気運の高揚に努めている。

（14）被害者への配慮（内閣府，警察庁，法務省，
最高裁判所）
　平成17年12月27日，総合的かつ長期的に講ず
べき犯罪被害者等のための施策の大綱等を定め
た「犯罪被害者等基本計画」（以下，本項では
「基本計画」という。）が閣議決定された。同計
画においては，少年事件の被害者等に係る施策
も盛り込まれている。
　警察では，被疑少年の健全育成に留意しつつ，
捜査上の支障のない範囲内で，少年事件の被害
者の要望に応じて，捜査状況等に関する情報を
可能な限り提供するように努めている。
　また，法務省では，全国の検察庁において，
少年事件の犯罪被害者等を含むすべての犯罪被
害者やその親族の心情等に配慮するという観点
から，犯罪被害者等に，事件の処分結果や裁判
結果等の情報を提供する被害者等通知制度を実
施してきたところであるが，平成19年12月から，
少年院，地方更生保護委員会及び保護観察所に
おいて，少年院送致処分又は保護観察処分を受
けた加害少年について，被害者等の希望に応じ
て，少年院における処遇状況に関する事項，仮
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退院審理に関する事項，保護観察中の処遇状況
に関する事項等を通知することとしたほか，検
察庁，地方更生保護委員会及び保護観察所にお
いて，刑事処分となった少年についても，被害
者等の希望に応じて，加害者の受刑中の処遇状
況に関する事項，仮釈放審理に関する事項，保
護観察中の処遇状況に関する事項等の通知を実
施している。
　さらに，全国の地方検察庁に被害者支援員を
配置し，犯罪被害者からの相談への対応，法廷
への案内・付添い，各種手続の手助けをするほ
か，犯罪被害者の状況に応じて精神面，生活面，
経済面等の支援を行っている関係機関や団体等
を紹介するなどの支援活動を実施している。
　なお，基本計画において２年以内を目途に実
施することとされていた，少年院からの仮退院
の審理において犯罪被害者等の意見等を聴取す
る制度及び犯罪被害者等の心情等を保護観察中
の加害少年に伝達する制度を盛り込んだ「更生
保護法」が，第166回国会において成立した。
同法は，平成19年６月15日に公布され，平成20
年６月１日から全面施行されているが，前記の
制度については，平成19年12月１日から先行し
て施行されている。
　「少年法」（昭23法168）では，被害者への配
慮の充実を図るために，
　　①　被害者等による記録の閲覧及び謄写
　　②　被害者等の申出による意見の陳述
　　③　被害者等に対する審判結果等の通知
　の制度が設けられている。家庭裁判所は，こ
れらの制度の適切な運用に努めているほか，被
害者の心情等に十分配慮しながら，被害状況，
被害感情等について書面で尋ねたり，家庭裁判
所調査官が被害者に直接会って話を聞き，その
声を少年審判手続に反映させている。
　また，平成20年の「少年法」の改正で，
　　①　一定の重大事件の被害者等による少年

審判の傍聴
　　②　被害者等に対する審判状況の説明
の制度が設けられ，
　　③　被害者等による記録の閲覧及び謄写の

範囲の拡大
　　④　被害者等の申出による意見の聴取の対

象者の拡大
が行われた。これらのうち④については平成20
年７月８日から施行されており，①から③まで
については同年12月15日から施行されることと
なっている。

2　不登校・ひきこもり，摂食障害等
（1）青少年の心の問題への対応（厚生労働省）
　不登校・ひきこもり，摂食障害，性の逸脱行
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（文部科学省）
　　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年度から，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
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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20年度も引き続き実施している。

イ　体験活動の推進（文部科学省）
　　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（厚生労働省）
　　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医師，保健師，精神保健
福祉士等による相談・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。

1　児童虐待防止対策
（1）児童虐待の現状（厚生労働省）
　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」（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年及び平
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，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19年度には，「児童虐待防止法」が施
行される直前の約3.5倍に当たる40,639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。

（2）児童虐待防止対策の充実（内閣府，警察庁，
法務省，文部科学省，厚生労働省）
　児童虐待は，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ため，児童虐待の防
止に向け，虐待の「発生予防」から「早期発見・
早期対応」，さらには虐待を受けた子どもの「保

護・自立支援」に至るまでの切れ目ない総合的な
支援体制を整備，充実していくことが必要である。
ア　児童虐待防止対策の充実に向けた取組（法
務省，文部科学省，厚生労働省）

　　児童虐待については，その発生予防から虐
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。

　　①　発生予防
　　　　厚生労働省では，発生予防に関して

は，平成19年度から，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）」を実施している（平成19年に
おいては，全国の市区町村のうち58.2％
にあたる1,063市区町村にて実施（平成
19年度次世代育成支援対策交付金交付決
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