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して，各種の問題・悩みについて青少年やその
家族の相談に応じ，多種多様な専門機関・相談
機関の中の適切な機関による支援につなげるた
めの知識や技能を向上させるため，相談助言の
効果的進め方等を内容とする研修事業を実施
し，少年補導センター機能の整備・充実を図っ
ている。
　また，内閣府の報告においては，自立に困難
を抱える若者やその親等を対象に，包括的・継
続的に支援を行うための相談・支援窓口を明確
化することも提言されている。
　さらに，内閣に設置された教育再生会議（平
成18年10月10日閣議決定）の第三次報告におい
ても，地域での関係機関窓口の一元化を推進し，
国レベルでの体制整備や，必要な法的措置を検
討することが提言された。これを受け，教育再
生懇談会担当室長のもとに置かれた「子どもと

若者総合支援勉強会」において，さらに具体的
な検討が行われ，平成20年10月23日に「早急に
確立されるべき子どもと若者総合支援策」（最
終まとめ）が取りまとめられた。

（4）相互支援活動の促進（厚生労働省）
　地域共同体の機能が失われつつあることや核
家族化等を背景として，子育てについて地域の
中で相談できる相手がいないなど，在宅で育児
を行う家庭の子育ての負担感が大きくなる中，
身近な場所で子育て中の親子が気軽に集い，相
談・交流ができる子育て支援拠点の設置を推進
している。
　また，障害者が，同じ悩みや苦しみを抱える
障害者からの相談に応じ，必要な助言等を行う
ことにより，相互に支援し合う取組を促進して
いる。

第２節　魅力的な学校づくり

1　開かれた学校づくり
（1）学校裁量の拡大（文部科学省）
　学校が，地域や子どもたちの実情に応じて特
色ある教育活動に主体的に取り組めるよう，承
認・届出等の教育委員会の関与の縮減や，教育
課程・学校予算についての学校の裁量を拡大す
る取組を行っている。

（2）保護者や地域住民の学校運営への参加（文
部科学省）
　保護者や地域住民が学校運営に参画する新た
な仕組みとして，平成16年６月の「地方教育行
政の組織及び運営に関する法律」（昭31法162）
の改正により，学校運営協議会制度（コミュニ
ティ・スクール）が創設され，同年９月より施
行されており，平成20年４月１日現在，343校
に導入されている。

（3）学校評価と情報提供の推進（文部科学省）
　学校の裁量拡大や，学校運営の質に対する保
護者等の関心が高まる中，学校運営の改善と発
展を目指すため，学校は，教育活動等の成果の

検証を行うとともに，保護者，地域住民等から
の理解と参画を得て，学校・家庭・地域の連携
協力による学校づくりを進めることが重要であ
る。このような状況を踏まえ，平成19年６月の
学校教育法改正により，学校評価に関する総合
的な規定が新設されるとともに，学校の積極的
な情報提供に関する規定が設けられた。
　さらに，平成19年10月には，学校教育法施行
規則において，
　　①　教職員による自己評価の実施・公表
　　②　保護者など学校関係者による評価の実

施・公表
　　③　評価結果の設置者への報告
について新たに規定された。
　平成18年度においては，98.0％の公立学校が
自己評価を実施している。一方，その結果を公
表している公立学校は実施校のうちの45.2％，
保護者など学校関係者による評価を実施してい
る公立学校は全体の49.1％にとどまるなど，課
題も見られるところである。
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　文部科学省としては，各学校や設置者におけ
る学校評価の取組の参考に資するよう，その目
安となる事項を示した「義務教育諸学校におけ
る学校評価ガイドライン」について，法令改正
を受け，平成20年１月に，高等学校に係る内容
も含む形で「学校評価ガイドライン」として改
訂したところであり，今後は，各学校や設置者
の創意工夫による学校評価の推進に向けての取
組が期待されている。

2　多様な教育活動と選択制の推進
（1）学校の外部資源の活用（文部科学省）
　学校が，多様な要請にこたえつつ，特色ある
教育を推進していくためには，教育の様々な分
野において，学校の外部にある資源の活用を積
極的に進めることが有効である。
　現在でも，中学校区単位に，教育委員会，
PTA，地元企業等の支援団体の協力を得て，
地域全体で学校教育を支援し学校と地域との連
携体制を構築する「学校支援地域本部事業」が
実施されている。こうした取組を通じて，学校
と学校外の社会の連携・協力が強化され，開か
れた学校づくりの促進も期待される。

（2）高等学校教育改革の推進と中高一貫教育（文
部科学省）
　現在，高等学校への進学率は97％を超えてお
り，多様化する生徒の実情を踏まえつつ，生徒
や保護者，地域，社会のニーズに対応した特色
ある高等学校づくりが求められている。
　この要請に応じ，文部科学省としては，総合
学科，単位制高等学校，中高一貫教育制度を創
設するなど高等学校教育改革の推進を図ってき
たところである。
ア　中高一貫教育（文部科学省）
　　中高一貫教育は，これまでの中学校・高等
学校に加えて，生徒や保護者が中高一貫教育
校も選択できるようにすることにより，中等
教育の一層の多様化を進めることを目的とし
て，平成11年度から制度化されており，平成
20年度までに334校が設置されている。
　　中高一貫教育校には，修業年限６年の学校

として，一体的に中高一貫教育を行う中等教
育学校，高等学校入学者選抜を行わず，同一
の設置者による中学校と高等学校を接続する
併設型中高一貫教育校，市町村立中学校と都
道府県立高等学校など，異なる設置者による
中学校と高等学校が，教育課程の編成や教員・
生徒間交流などの連携を深める形で，中高一
貫教育を実施する連携型中高一貫教育校の３
つの形態がある。

　　また，中高一貫教育校として特色ある教育
課程を編成することができるよう，実施形態
に応じて，教育課程の基準の特例を設けてい
る。

イ　総合学科（文部科学省）
　　総合学科は，普通教育を主とする学科であ
る「普通科」，専門教育を主とする学科であ
る「専門学科」に並ぶものとして，普通教育
と専門教育とを総合的に行う学科として，平
成６年度から制度化されており，平成20年度
までに334校が設置されている。

　　総合学科の特色としては，生徒の主体的な
学習を促し，個性を伸張させるため，将来の
進路への自覚を深めさせる学習や，生徒の個
性を生かした主体的な学習を通して学ぶこと
の楽しさや成就感を体験させる学習が重視さ
れている。

ウ　単位制高等学校（文部科学省）
　　単位制高等学校は，生徒の幅広いニーズに
こたえる多様な履修形態を可能にするため，
学年による教育課程の区分を設けず，卒業ま
でに所要の単位を修得すれば卒業が認められ
る学校である。平成20年度までに857校が設
置されている。

　　単位制高等学校の特色としては，自分の学
習計画に基づき，興味，関心などに応じた科
目を選択し学習できることや，学年の区分が
なく，自分のペースで学習に取り組むことが
できることなどが挙げられる。

3　体制・機能の充実
（1）学級編制と教職員配置（文部科学省）
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　公立の小学校，中学校（中等教育学校の前期
課程を含む。），高等学校及び特別支援学校にお
ける学級編制と教職員配置については，「公立
義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標
準に関する法律」（昭33法116）及び「公立高等
学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関す
る法律」（昭36法118）（以下「義務標準法等」
という。）において，学級編制と教職員定数の
標準を定めることにより，児童生徒の学習活動
や学校生活の基本的な単位である学級の規模の
適正化を図るとともに，教育活動を円滑に行う
ために必要な教職員を確保するための教育条件
の整備を図っている。
　学級編制及び教職員定数については，義務標
準法等の制定以来，累次の公立義務教育諸学校
教職員定数改善計画及び公立高等学校教職員定
数改善計画により，計画的な改善を行い，40人
学級の実現や習熟度別少人数指導の実施を図っ
てきた。
　平成20年度においては，子どもたちの学力の
向上と規範意識の育成を図るため，教員が子ど
もと向き合う環境をつくることができるよう，
1,195人の教職員定数の改善を始めとして，7,000
人の退職教員等外部人材活用事業，1,800か所
の学校支援地域本部の創設などを実施してい
る。
　なお，学級編制については，地方の自主性を
高める観点等から，平成13年度以降，各都道府
県教育委員会の判断により，40人を下回る学級
編制の基準を定めることが可能となるよう，順
次，運用の弾力化を図ってきており，この結果，
平成20年度においては，46道府県において小学
校低学年を中心に少人数学級を実施している。

（2）教員の資質向上と実績評価（文部科学省）
　優れた教員を確保するために，教員養成及び
現職教員の研修の各段階を通じて教員の資質向
上に努めているほか，平成21年度からの教員免
許更新性の導入や指導が不適切な教員に対する
人事管理システムの整備・運用や学校における
社会人活用などの取組を促している。
　また，教員の能力や実績をきちんと評価し，

その結果を人事や処遇，研修などに適切に反映
させることが重要であることから，各教育委員
会に委嘱して調査研究を実施するなどして，教
員評価制度の改善・充実を促してきた。この結
果，平成19年度末までには，教員の能力や実績
を評価するための新しいシステムを試行・実施
している教育委員会は，64都道府県・指定都市
の全てとなっている（P135（3）参照）。

（3）学校における教育相談体制の充実（文部科
学省）
　児童生徒の問題行動や不登校の未然防止及び
早期発見・早期対応のためには，子どもたちの
悩みや不安を受け止めて相談に当たることや，
関係機関等と連携して必要な支援をしていくこ
とが大切である。
　このため，「心の専門家」であるスクールカ
ウンセラーを全公立中学校約１万校に配置でき
るよう必要な経費を措置しているほか，少年非
行の低年齢化等を踏まえ，平成20年度から小学
校にも配置できる経費を措置し，順次その拡充
を図ることとしている。
　また，子ども等がいつでも相談できるよう，
各都道府県及び指定都市の教育委員会が実施し
ている電話相談について，夜間・休日を今の24
時間体制で対応できるよう必要な経費を措置し
ている。
　平成20年度はこれらに加え，教育分野に関す
る知識に加えて，社会福祉等の専門的な知識・
技術を用いて，児童相談所等の関係機関等との
ネットワークを活用するなど，児童生徒が置か
れた様々な環境に働き掛けて支援を行う専門家
であるスクールソーシャルワーカーの活用方法
等について調査研究を実施している。

（4）公立学校施設（文部科学省）
　公立学校施設は，児童生徒等が一日の大半を
過ごす活動の場であるとともに，非常災害時に
は地域住民の応急避難場所としての役割も果た
すことから，その安全性の確保は非常に重要で
ある。
　平成20年４月１日現在,公立小中学校施設の
うち耐震性のある建物が占める割合は全体の
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62.3％にとどまるなど，今後，耐震化をより
いっそう進めていく必要がある。さらに，昭和
40～ 50年代の児童生徒急増期に数多く建設さ
れた学校施設の老朽化対策，近年の教育内容・
方法の多様化等に対応した施設整備も重要であ
る。
　このため，地方公共団体が公立学校施設整備
を適切に実施できるよう，新増改築事業や耐震

補強，改修事業に対する国庫補助等により，そ
の取組を支援している。

4　安全管理の徹底（文部科学省）
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」を推進している（P131（2）参照）。

第３節　地域社会を支えるまちづくり・むらづくり

1　地域社会意識の維持・再生・創出
（1）地域福祉の再構築（厚生労働省）
　地域で誰もが尊厳をもって暮らしていくため
に，住民同士のつながりを再構築し，支え合う
中で，地域における生活課題に対処し，支援す
る側とされる側相互の自己実現が可能となるよ
うな福祉を実現することが重要であるとの認識
のもと，地域における福祉活動を活性化するた
め拠点づくり等を行う「地域福祉活性化事業」
や，学童の通学安全確保のための取組など地域
社会における今日的課題の解決を目指す先駆的
な取組を行う「地域福祉等推進特別支援事業」
等を通じて，ボランティア活動の振興を含め，
地域福祉活性化に向けた基盤づくりを進めてい
る。

2　子育てを支援する良質な住宅・居住
環境の整備

（1）子育てを支援するゆとりある住宅の確保の支
援（国土交通省）
　公営住宅の整備，地域優良賃貸住宅制度，高
齢者等の住み替え支援，あんしん賃貸支援事業
などを推進している。
　また，独立行政法人都市再生機構における民
間供給支援型賃貸住宅制度により，良質なファ
ミリー向け賃貸住宅の供給を促進するととも
に，独立行政法人住宅金融支援機構における子
育て世帯向けの賃貸住宅融資や証券化支援事業
により，子育て世帯への住宅供給を促進してい

る（P104（2）参照）。
（2）公共賃貸住宅における多子世帯等への支援
（国土交通省）
　公営住宅においては，事業主体である地方公
共団体の判断により，小さな子どものいる世帯
や多子世帯等住宅困窮度の高い子育て世帯への
優先入居の活用が図られている。
　また，都市再生機構賃貸住宅においては，子
育て世帯に対して新規募集時における当選率の
優遇措置を行っている。

（3）保育所等を併設した住宅の供給（国土交通省）
　大規模な公共賃貸住宅の建替えに際して，保
育所等の子育て支援施設の一体的整備を推進す
るとともに，市街地再開発事業等における施設
建築物内への保育所等の導入の促進，総合設計
制度における保育所等に係る容積率制限の緩和
等により，住宅と保育所等との併設を促進して
いる。

3　安心して外出等できる環境の整備
（警察庁，国土交通省）
妊婦，乳幼児連れの者等すべての人が安心して
快適に外出できるよう，道路，公園，官庁施設等
の公共施設や公共交通機関，建築物，信号機等の
バリアフリー化を推進している。
（1）ユニバーサルデザインの考え方を踏まえ
たバリアフリー施策の推進（国土交通省）
　妊婦，乳幼児連れの者のみならず可能な限り
すべての人を対象に想定し，「どこでも，だれ


