
第3章 困難を抱える青少年等に対する施策

第１節 困難な状況ごとの取組

１　障害のある青少年の支援
⑴ 障害のある青少年の支援
ア　福祉施策（厚生労働省）
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）
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
よう努めている。
イ　教育に関する施策
①　特別支援教育（文部科学省）
障害の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等に応じ，特
別支援学校や小・中学校の特別支援学級
において，特別の教育課程や少人数の学
級編制のもと，特別な配慮をもって作成
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
どを活用して指導が行われている。
また，通常の学級においては，通級に
よる指導※12のほか，習熟度別指導や少
人数指導などの障害に配慮した指導方
法，支援員の活用など一人一人の教育的
ニーズに応じた教育が行われている。
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学習障害（LD）・
注意欠陥多動性障害（ADHD）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・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。
これらの法改正も踏まえ，平成20年

３月に幼稚園，小・中学校の学習指導要
領等が，平成21年３月に高等学校及び
特別支援学校の学習指導要領等が改訂さ
れた。
現在，文部科学省では，「特別支援教

育の推進に関する調査研究協力者会議」
を開催し，平成19年４月より新たな制
度としてスタートした特別支援教育の実
施状況を評価しつつ，特別支援教育の具
体的な推進方策について検討を行ってお
り，平成21年２月には早期からの教育
支援の在り方等を主な内容とする審議の
中間とりまとめを公表したところであ
る。
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※12　小・中学校の通常の学級に在籍し，比較的軽度の言語障害，情緒障害，弱視，難聴等のある児童生徒を対象として主として各教科等の指導を通
常の学級で行いながら，障害に基づく学習上又は生活上の困難の改善・克服に必要な特別の指導を特別の場で行う教育形態。



②　特別支援教育の一層の推進のための取
組（文部科学省，厚生労働省）
○　障害の重度・重複化，多様化への対
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，多様化が進
んでおり，適切な教育的対応が求めら
れている。
特別支援学校の学習指導要領におい
ては，障害の重度・重複化等に応じた
弾力的な教育課程が編成できるよう，
児童又は生徒の障害の状態により特に
必要がある場合には，各教科の目標及
び内容の一部を取り扱わないこととし
たり，自立活動を主として指導を行っ
たりすることができることなど，様々
な配慮事項を規定している。
また，一人一人の障害の実態に応じ
た指導を充実するため，個々の児童又
は生徒の実態を的確に把握し，個別の
指導計画や個別の教育支援計画を作成
することとしているほか，障害のため
通学して教育を受けることが困難な児
童生徒に対しては，特別支援学校の教
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）。
さらに，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
幼児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（現
特別支援学校）と医療機関との連携の
在り方などについて実践的な研究を行
い，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・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・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。

○　特別支援学校と関係機関等との連
携・協力による就労支援
障害のある生徒が，生涯にわたって

自立し，社会参加していくためには，
企業等への就労を支援し，職業的な自
立を果たすことが重要である。このた
め，特別支援学校においては，生徒の
障害の状態等に応じ，例えば，コン
ピュータや情報通信ネットワークを活
用して，情報技術や情報処理の能力を
育成したり，産業界との連携を図った
職場体験の機会を設けたりするなど，
時代の進展や社会の変化に対応した職
業教育を行っている。特に，企業等に
おける現場実習は，生徒の職業観や勤
労観を育成し，学校生活から社会生活
への円滑な移行を進める上で重要な学
習活動であることから，積極的に取り
組まれている。
また，障害のある生徒の就労を促進

するためには，教育，医療，福祉関係
機関が一体となった施策を講じる必要
がある。このため，文部科学省では，
平成19年度から２箇年で「職業自立
を推進するための実践研究事業」を実
施し，厚生労働省との連携・協力の下
に，特別支援学校における職業教育や
進路指導の改善を図り，職域・職種を
拡大するための方策などについて先進
的な研究を行った。
さらに，平成21年２月20日には，

特別支援学校卒業後，直ちに就職が難
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しいと考えられる就職未内定者に対し
て，公共職業訓練の受講を積極的に促
し，就労に必要とされる知識・技能等
を付与するため，各都道府県の職業能
力開発主管部と各都道府県教育委員会
等が連携を強化するよう，厚生労働省
との連名通知を発出し，積極的な取組
を促したところである。
○　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活動を共にするこ
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。
また，文部科学省においては，交流
及び共同学習が一層推進されるよう，
「交流及び共同学習事例集」の発行や，
「交流及び共同学習ガイド」をホーム
ページに掲載するなどの取組を進め
た。
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
習推進指導者研究協議会」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。
○　特別支援教育の改善・充実のための
体制整備
文部科学省では，平成19年４月の
改正学校教育法（本節⑴イ①参照）の
施行を踏まえ，体制整備を含む基本的
な考え方や留意事項等について「特別
支援教育の推進について」（初等中等
教育局長通知）を発出し，学校や教育

委員会等の取組を促進している。
また，発達障害を含め障害のある幼

児児童生徒への学校における支援体制
を充実するため，すべての都道府県に
委嘱して，「発達障害等支援・特別支
援教育総合推進事業（平成15年度か
ら平成19年度までは「特別支援教育
体制推進事業」）」を実施している。同
事業では，「校内委員会」の設置，「専
門家チーム」の設置，「特別支援教育
コーディネーター」の指名，専門家な
どによる「巡回相談」の実施，学校と
福祉・医療・労働などの関係機関とが
連携するための「特別支援連携協議
会」の設置，「個別の教育支援計画」
の作成・活用，特別支援学校による
小・中学校等への支援の実施など，学
校や地域における支援体制を強化する
取組を行っている。
さらに，平成19年度より公立小・

中学校に在籍する発達障害を含む障害
のある児童生徒をサポートする「特別
支援教育支援員」の配置に係る経費が
各市町村に対して地方財政措置されて
いるところであり，平成20年度は，
全公立小・中学校数に相当する約３万
人分，約360億円に拡充された。
なお，私立の特別支援学校及び小・

中学校の特別支援学級において，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。

○　就学支援
特別支援学校及び特別支援学級等へ

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。

第３章　困難を抱える青少年等に対する施策

119

第
２
部

第
１
章

第
３
章

第
２
章

第
５
章

第
４
章

（第１節　困難な状況ごとの取組）



⑵ 発達障害のある青少年の支援
ア　福祉施策（厚生労働省）
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20年度
末において62都道府県・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行うための支
援関係機関のネットワークを構築すること
で，発達障害者の地域支援体制の整備を進
めてきたところであり，平成21年度から
は，市町村における個別の支援計画の作成
等を含む支援体制の整備状況の調査及び評
価を実施し，都道府県によるサポートを行
うことで支援体制の充実を図ることとして
いる。
さらに，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」の設
置，発達障害研修事業の充実，発達障害の
成因や病態の解明，診断・評価，療育方法

等に関する研究事業への助成を行ってい
る。

イ　教育に関する施策（文部科学省，厚生労
働省）
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」や「学校教
育法等の一部を改正する法律」の施行等を
踏まえ，幼稚園，小・中学校，高等学校，
特別支援学校等のすべての学校において，
発達障害を含め障害のある幼児児童生徒へ
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実施しているところ
である。
各学校における特別支援教育体制の整備

状況について，文部科学省において実施し
た調査によると，公立の小・中学校におい
ては基礎的な支援体制はほぼ整備されつつ
あるが，幼稚園や高等学校は体制整備に遅
れが見られることが明らかとなった。
そこで，新たに平成19年度から，幼稚

園及び高等学校に在籍している発達障害の
ある幼児・生徒に対する支援手法の開発や
関係機関との効果的な連携方策等に関する
実践研究を行う「発達障害早期総合支援モ
デル事業」「高等学校における発達障害支
援モデル事業」を実施している。これらの
事業を通じて，指定を受けたモデル地域や
学校の支援体制整備を進めるとともに，優
良な取組については，全国の地方公共団体
や学校の支援体制整備の参考となるよう，
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広く情報提供していくこととしている。
また，平成20年度から学校の教職員や
保護者等に対し，発達障害に関する正しい
理解や支援等に関する様々な教育情報，ま
た教員研修用の講座等をWEBサイトにて
提供する中核センターとして「発達障害教
育情報センター」を独立行政法人国立特別
支援教育総合研究所に開設した。今後は厚
生労働省とも連携を図りながら，必要なコ
ンテンツ等を充実することとしている。
平成20年６月に，「障害のある児童及び
生徒のための教科用特定図書等の普及の促
進等に関する法律」（平20法81）が成立し，
国は検定教科用図書等において，一般的に
使用される文字や図形等を認識することが
困難な発達障害等のある児童及び生徒が使
用する教科用特定図書等の整備及び充実を
図るため，必要な調査研究等を推進するこ
ととされた。
学校における支援をより充実するために
は，教職員に対する研修が不可欠である。
そこで，独立行政法人国立特別支援教育総
合研究所において各種研修を行っており，
本年度は各都道府県等において，発達障害
のある幼児児童生徒への支援について指導
的な立場にある教職員の専門知識の習得や
技能を高めるため，「発達障害教育指導者
研究協議会」が開催された。
これらの取組を通じ，発達障害のある幼
児児童生徒に対し，乳幼児期から卒業後ま
で切れ目のない一貫した支援体制の充実を
図っていくこととしている。

２　少年非行対策等
⑴ 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５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
や児童ポルノ事件等の被害が増加するな

ど，少年の非行防止，保護の両面において
予断を許さな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　法整備（法務省）
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。
ウ　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
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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。
エ　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，保護処分の適正かつ円滑な
執行を図るために，毎年十数庁の少年院に
おいて，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，処遇実践に基づく事例
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，平成21年度においては，本調査
研究の成果を受け，児童虐待防止法の趣旨
を踏まえ，学校における児童虐待の早期発
見・通告，関係機関との連携，虐待を受け
た子どもへの対応等について，教職員の意
識啓発と対応スキルの向上を図るため，
「児童虐待防止と学校」というタイトルで

研修教材を作成し，都道府県・指定都市教
育委員会に配布した。
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21年３月には，「いきなり型」非行
に関する報告書を取りまとめた。

オ　「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
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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」（平成16年９月少年非行対策
課長会議申し合わせ）を地方公共団体に対
して周知し，取組の一層の普及促進を図っ
ている。
カ　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21年
４月１日現在，約2,500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。

⑵ 非行防止，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”が全国
で実施されている。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
い地域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，非行防止活

動，子育て相談活動，地域で非行問題や非
行のある少年の立ち直り支援を話し合うシ
ンポジウム，ミニ集会活動，各種広報活動
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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（P91 ⑵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20
年に警察が受理した少年相談の件数は，
７万5,274件で，前年に比べ3,515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，学校，交友及び犯罪被害の問
題に関する悩みが多く，保護者からの相談

 第2-3-1表 警察が受理した少年相談の状況（平成20年）

区分

相談者別

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 75,274 100.0 41,120 100.0 1,486 100.0 33,838 41,436

少

年

計 18,099 24.0 8,024 19.5 995 67.0 7,836 10,263

未 就 学 5 0.0 3 0.0 0 0.0 3 2

小 学 生 937 1.2 533 1.3 9 0.6 355 582

中 学 生 4,700 6.2 1,643 4.0 183 12.3 1,726 2,974

高 校 生 6,856 9.1 3,453 8.4 225 15.1 3,197 3,659

大 学 生 567 0.8 257 0.6 29 2.0 275 292

そ の 他 生 522 0.7 218 0.5 13 0.9 196 326

有 職 少 年 1,849 2.5 791 1.9 31 2.1 900 949

無 職 少 年 1,784 2.4 823 2.0 14 0.9 558 1,226

不 詳 879 1.2 303 0.7 491 33.0 626 253

保 護 者 34,793 46.2 20,258 49.3 187 12.6 10,002 24,791

そ の 他 22,382 29.7 12,838 31.2 304 20.5 16,000 6,382

資料：警察庁調べ
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では，非行，家庭の問題に関する悩みが多
い（第2-3-1図）。
相談後も，継続的な指導・助言を必要と
するケースは，平成20年は，１万112件
で，全体の13.4％を占めている。
法務省の人権擁護機関では，子どもの人
権問題について，「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
法務局の職員が相談に応じている。
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，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。

⑶ 薬物乱用防止（警察庁，文部科学省，厚生
労働省）
政府では，「『ダメ。ゼッタイ。』普及運動」
等における広報啓発の積極的な展開，少年に
対する薬物の供給源となっている外国人密売
人等に対する取締りの強化等の各種施策を実
施している。
警察庁では，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。
薬物乱用防止教育の充実を図るため，競技

場等の大型ディスプレイを活用した広報啓発
活動等を推進している。
厚生労働省では，地域において，若者の心

の健康，薬物乱用防止，性感染症対策等に関
する相談の充実を図るとともに，医療機関に
よる対応の充実を図っている。
また，薬物乱用防止キャラバンカー等によ

る学校，地域等における教育の充実，保健
所・精神保健福祉センター等における相談活
動の実施と相談窓口の周知等の各種施策を実
施している。
なお，薬物関連問題に関しては，ホーム

 第2-3-1図 少年相談の内容（平成20年）

学校問題
2,642 件
（14.6％）

家庭問題
1,899 件
（10.5％）

交友問題
2,941 件
（16.2％）

健康問題
1,699 件
（9.4％）

犯罪被害
2,539 件
（14.0％）

その他
4,728 件
（26.1％）

18,099 件家出関係
226 件
（1.2％）

少年自身からの相談

非行問題
6,861 件
（19.7％）

学校問題
4,740 件
（13.6％）

家庭問題
7,549 件
（21.7％）

交友問題
3,692 件
（10.6％）

健康問題
631 件
（1.8％）

犯罪被害
3,019 件
（8.7％）

その他
4,529 件
（13.0％）

34,793 件

家出関係
3,772 件
（10.8％）

非行問題
5,434 件
（24.3％）

学校問題
3,345 件
（14.9％）

家庭問題
3,354 件
（15.0％）交友問題

1,112 件
（5.0％）

健康問題
1,730 件
（7.7％）

犯罪被害
1,625 件
（7.3％）

その他
4,949 件
（22.1％）

22,382 件

家出関係
833 件
（3.7％）

その他からの相談保護者からの相談

非行問題
1,425 件
（7.9％）

資料：警察庁調べ
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ページ等で相談窓口を紹介しており，平成
19年度実績で，警察1,523件，保健所6,061
件，精神保健福祉センター3,325件の相談が
あった。
⑷ 補導活動及び事件の捜査・調査
ア　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。
イ　事件の捜査・調査
①　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。
○　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）等に規定する手続きに従って，
必要な捜査を遂げた後，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。

○　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。

○　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
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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。

②　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。

⑸ 少年審判
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（指導助言など）
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。

 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） 

窃盗
63,941 人
（32.8％）

横領
26,962 人
（13.9％）

その他
21,725 人
（11.2％）

業務上（重）
　　過失致死傷等
　　　　32,380 人
　　　　　（16.6％）

道路交通事件を除く
特別法犯 8,699 人（4.5％）

その他
7,796 人
（4.0％）

毒物及び劇物取締法
違反 903 人（0.5％）

道路交通事件
39,963 人　　

（20.5％）　　　

ぐ犯
980 人
（0.5％）

総　　数
194,650 人

刑法犯
145,008 人
（74.5％）

（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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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
関係事件のうち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

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
止の働き掛けをしている。

⑹ 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」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

 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） 

保護観察
30,597 人
（15.5％）

保護処分
34,987 人
（17.7％）

年齢超過
2,522 人（1.3％）

刑事処分相当
5,085 人（2.6％）

児童自立
支援施設等送致
300 人（0.2％）

少年院送致
4,090 人
（2.1％）

不処分
32,425 人
（16.4％）審判不開始

99,022 人
（50.1％）

移送・回付
9,548 人
（4.8％） 併合

13,756 人
（7.0％）

総　　数
197,574 人

児童相談所長等送致
229 人（0.1％）

検察官送致
7,607 人
（3.9％）

資料：最高裁判所「司法統計年報」
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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
結果等の情報を提供し，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
送致処分又は保護観察処分を受けた加害少年
について，加害少年の健全育成に留意しつ
つ，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
等を通知している。検察庁，地方更生保護委
員会及び保護観察所においては，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，事件の処分結果，裁判結果，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
る事項等を通知している。
さらに，全国の地方検察庁に被害者支援員
を配置し，青少年を始めとする犯罪被害者及
びその家族からの相談への対応，法廷への案
内・付添い，検察庁での各種手続の手助けを
するほか，青少年を始めとする犯罪被害者及
びその家族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。
加えて，「更生保護法」（平19法88）に基
づき，地方更生保護委員会が，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保護観察所が犯罪被害者
等の心情等を保護観察中の加害少年に伝達す
る制度を実施している。
「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，家庭裁判所調査官
が被害者に直接会って話を聞くなどして，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，①から③までについて
は同年12月15日から，それぞれ施行されて
いる。

⑺ 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
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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。
⑻ 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及び16歳に
達するまでの間少年院において刑の執行を
受ける少年を収容し，これに矯正教育を行
う施設である。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，
少年刑務所又は少年院に収容されるが，少
年刑務所においては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
応じた矯正処遇を処遇要領に基づき実施し
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。

⑼ 更生保護，自立・立ち直り支援
ア　少年院からの仮退院，少年刑務所等から
の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少年刑務所等か

らの仮釈放は，少年院及び少年刑務所の矯
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，収容期間が満了するまでの
間，保護観察を受ける。平成20年におけ
る少年院仮退院者は，全出院者の99.0％に
当たる3,994人であった（数値は速報値）。
少年院からの仮退院及び少年刑務所等か

らの仮釈放に先立って，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，非行があったり犯罪をした

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

第２部　青少年に関する国の施策

130



護司とが協働して，その実施に当たってい
る。
平成20年中に保護観察所が新たに開始
した保護観察事件数は，成人事件を含め
50,715件であったが，このうち61.4％に当
たる31,162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，暴走族
に関係のある少年や無職少年の比率が高い
比率を占める状態が続いている（数値は速
報値）。
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）
非行のある少年の改善更生を図るために
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，非行防止と改善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，改善更生が困
難な少年院仮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。平成21年４月現在，全国に更生保
護施設は102施設あり，このうち少年を
保護の対象とする施設は，82施設ある。
なお，更生保護施設は１施設を除き，す
べて「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り運営されて
いる。

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改善更生の援
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。
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平成21年４月現在，全国で約19万人
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 Bro ther s and S i s t e r s 
Movement）会
非行など，様々な問題を抱える少年の
悩み相談に乗ったり，学習支援などを通
して，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。
平成21年４月現在，全国で約4,200人
の会員が，市町村等を単位とした地区組
織や大学を単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，平成21年４月現在，全国に約7,700
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。

オ　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，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を行う事業
や，立ち直りのため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
する取組を推進している。

カ　処遇全般の充実・多様化（法務省）
①　社会奉仕活動や自然体験活動等への参
加
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
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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，保護観察に付されている少年を
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。
②　被害者との関係改善に向けた加害者の
取組の支援
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させるしょく罪指導
を実施している。
さらに，家庭裁判所では，被害の実情

や被害感情を少年に伝えて内省を深めさ
せるとともに，被害者の声を少年審判手
続に反映するよう努めている。また，被
害者に謝罪や弁償がされてなければ，少
年や保護者に指導を行っている。
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。

キ　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）
少年の再非行を防止するために家族が果

たす役割は大きい。そのため，各機関で
は，保護者の監護能力を高められるような
様々な働き掛けを行っている。
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，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，問題解決に向けて家族関係の調整を
行ったり，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す
るなどの働き掛けを行っている。
また，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
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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。

⑽ 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
にあり，教育上の大きな課題であると考えて
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。

３　不登校・ひきこもり対策等
⑴ 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。

⑵ 不登校対策（文部科学省）
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21年度も引き続き実施している。

⑶ 高校中途退学者対策（内閣府，文部科学省，
厚生労働省）
内閣府では，高等学校中途退学者の進路状

況や必要な支援を把握するため，平成20年
度に，文部科学省の協力を得て緊急調査を実
施した（P59特集参照）。
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⑷ ひきこもり対策
ア　体験活動の推進（文部科学省）
文部科学省では，不登校，ひきこもり，
ニートなど自立に支援を要する青少年の社
会性をはぐくむため，自然体験，生活体
験，社会体験等の体験活動の機会を継続的
に提供するための取組を推進している。
イ　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。

４　労働市場で不利な条件下にある青少年
の自立支援

⑴ 若年失業者等に対する支援等（厚生労働省）
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，ヤングワークプラザ及び12道府県
のハローワークにおいて，的確な求職活動を
行えない年長フリーター等（25～39歳）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。
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
業を全国30か所で実施している（平成21年
度）。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，
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21年度においては，設置拠点を拡
充（77か所→92か所）するとともに，教育
機関等とのネットワーク機能を強化し，若
者・保護者に対し能動的に働き掛けるモデル
事業等を実施している。

⑵ 障害者に対する支援等（厚生労働省，農林
水産省）
「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。
また，ハローワークを中心として，職業指

導，職業紹介等の職業リハビリテーション
を，医療・保健福祉・教育等の関係機関の連
携のもとで実施しているほか，ハローワーク
や，地域障害者職業センター，障害者就業・
生活支援センター，ジョブコーチ支援等によ
り，障害者の職場定着支援を図っているな
ど，障害者一人一人の特性に配慮したきめ細
やかな支援を行っている。
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
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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拡充して実施
している。
また，農林水産省では，農業分野での障害
者の就労促進に向け，障害者就労マニュアル
を作成するとともに，農業で働きたい障害者
と農業法人等を対象とした研修会の開催等の
普及啓発を実施している。
⑶ 非行少年に対する支援等（法務省）
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
励しているほか，公共職業安定所等との連携
による職業講話，職業相談，職業紹介，求人
情報の提供等，求職活動を容易にするための
就労支援を実施している。
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。
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，就労意欲がない原因や意
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
の助言指導を行っている。
また，公共職業安定所と連携し，職業相
談，職業紹介，セミナー・事業所見学会，職
場体験講習，トライアル雇用等の保護観察中
の無職少年等に対する就労支援策を推進して
いるほか，就労後の相談，問題点の把握，問
題解決のための助言等，就労継続のための支
援を行っている（P130 ⑼参照）。

５　青少年の被害防止・保護
⑴ 児童虐待防止対策
ア　児童虐待の現状（厚生労働省）
児童虐待への対応については，平成12
年11月，「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。）が施行されたが，その後，平成16
年には，児童虐待防止法及び児童福祉法の
改正が行われ，制度的な対応について充実
が図られてきたところである。しかしなが
ら，子どもの生命が奪われるなど重大な児
童虐待事件が跡を絶たず，全国の児童相談
所における児童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
防止法制定直前の約3.5倍に当たる４万
639件となるなど，依然として，社会全体
で早急に取り組むべき重要な課題となって
いる。

イ　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。
①　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。
○　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20年度においては，
全国の市区町村のうち72.2％にあたる
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1,247市区町村にて実施（平成20年度
次世代育成支援対策交付金交付決定
ベース））。
また，養育支援が必要な家庭に対し
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
な育児に関する指導・助言等を行う
「育児支援家庭訪問事業」や，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」の
設置を推進している。
文部科学省では，就学時健診等の機
会を活用した子育て講座など，家庭教
育に関する学習機会を提供すること
で，保護者の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。
また，児童虐待に関する内容を盛り
込んだ家庭教育に関するヒント集とし
て「家庭教育手帳」を作成し，全国の
教育委員会等に提供して，子育て講座
など，家庭教育に関する学習機会など
での活用を図っている。
○　早期発見・早期対応
厚生労働省では，早期発見・早期対
応に関しては，市町村における「子ど
もを守る地域ネットワーク（要保護児
童対策地域協議会）」の設置促進・機
能強化，児童福祉司の配置の充実など
児童相談所の体制強化，虐待をした親
自身への再発防止策として，家族再統
合や家族の養育機能の再生・強化に向
けた取組を行う親支援を推進してい
る。（P159②参照）。
警察では，街頭補導，相談活動，通
報，事件捜査・調査等を通じて，児童
虐待事案の早期発見・被害児童の早期
保護に努めている。
○　人権擁護機関における相談
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のほ
か，新聞・雑誌等からの情報によっ

て，児童虐待事案の情報を得た場合
は，児童相談所等と連携し，被害児童
の一時保護など適切な対応に努めると
ともに，必要に応じて，加害者等に人
権尊重理念について理解を深めるよう
な啓発を行うことなどによって，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
厚生労働省では，保護・自立支援に

関しては，児童養護施設等の小規模ケ
アの推進，個別対応職員や家庭支援専
門相談員の配置等，ケア担当職員の質
的・量的充実，里親委託の推進，身元
保証人を確保するための事業などを実
施している。
文部科学省においては，児童虐待等

の問題に対応するため，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
な環境へ働き掛けたり，関係機関との
ネットワークを活用して，問題を抱え
る児童生徒に支援を行う専門家である
スクールソーシャルワーカーについ
て，適切に配置できるよう，必要な経
費を措置している。
また，平成21年度においては，児

童虐待防止法の趣旨を踏まえ，学校に
おける児童虐待の早期発見・通告，関
係機関との連携，虐待を受けた子ども
への対応等について，教職員の意識啓
発と対応スキルの向上を図るため，
「児童虐待防止と学校」というタイト
ルで研修教材を作成し，都道府県・指
定都市教育委員会に配布した。
警察では，警察官職務執行法に基づ

第３章　困難を抱える青少年等に対する施策

137

第
２
部

第
１
章

第
３
章

第
２
章

第
５
章

第
４
章

（第１節　困難な状況ごとの取組）



く犯罪の制止，立入等の権限行使，厳
正な捜査，被害児童の支援，児童相談
所の行う立入調査等に対する援助要請
への的確な対応等，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
行っている。
○　児童虐待による死亡事例等の検証
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講ずる上
での課題を抽出するために重要な意義
を持つことから，社会保障審議会児童
部会の下に設置されている「児童虐待
等要保護事例の検証に関する専門委員
会」において，平成16年から実施さ
れており，これまで４次にわたる報告
が取りまとめられている。平成20年
６月，同検証委員会において，第１次
から第４次までの報告の総括報告書が
取りまとめられた。
○　関係法令の改正
平成19年には，児童虐待防止法及
び児童福祉法の改正が行われ，平成
20年４月に施行された。主な改正事
項は，次のとおりである。なお，これ
に伴い，児童相談所運営指針の改正等
が行われている。
a 児童の安全確認等のため，裁判官の許
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
b 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
c 保護者に対する指導に従わない場合の
措置の明確化
また，平成20年11月，新たな子育
て支援サービスの創設，虐待を受けた
子ども等に対する家庭的環境における
養育の充実等の措置を講ずる「児童福
祉法等の一部を改正する法律」が成立

した。主な内容としては，
a すべての乳児のいる家庭を訪問するこ
とにより，子育て支援に関する情報提
供や養育環境等の把握，相談助言等の
援助を行う「乳児家庭全戸訪問事業
（旧生後４か月までの全戸訪問事業）」
や，養育支援が必要な家庭に対して，
訪問による養育に関する相談，指導・
助言等の支援を行う「養育支援訪問事
業（旧育児支援家庭訪問事業）」，乳幼
児とその保護者が相互の交流を行う場
所を開設し，子育てについての相談，
情報提供，助言等の援助を行う「地域
子育て支援拠点事業」等の子育て支援
サービスの法定化

b 子どもを守る地域ネットワーク（要保
護児童対策地域協議会）の機能強化

c 里親制度の改正と施設内虐待の防止等
の規定等
が盛り込まれたところである（一部を
除き平成21年４月１日から施行）。

ウ　関係省庁・機関との連携（厚生労働省）
厚生労働省では，平成16年から11月を

「児童虐待防止推進月間」と位置づけ，児
童虐待問題に対する社会的関心の喚起を図
るため，その期間中，関係府省庁や地方公
共団体，関係団体等と連携した集中的な広
報・啓発活動を実施している。平成20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２日～３日・
滋賀県大津市），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
報啓発などを実施した。また，児童虐待防
止の啓発を図ることを目的に，民間団体
（特定非営利活動法人児童虐待防止全国
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」につい
て後援を行っている。

エ　調査研究（文部科学省，厚生労働省）
厚生労働省では，平成14年度に設立さ
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れた，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）」において実施されている
児童虐待に関する臨床研究や，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
の実施を支援している。
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，平成21年度においては，本調査
研究の成果を受け，児童虐待防止法の趣旨
を踏まえ，学校における児童虐待の早期発
見・通告，関係機関との連携，虐待を受け
た子どもへの対応等について，教職員の意
識啓発と対応スキルの向上を図るため，
「児童虐待防止と学校」というタイトルで
研修教材を作成し，都道府県・指定都市教
育委員会に配布した。

⑵ その他の要保護児童への対応（厚生労働省）
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，里親への委託を推
進し，里親家庭への支援体制の充実を図るた
め，平成20年度から「里親支援機関事業」
を実施し，里親と関係機関との連絡調整，里
親家庭への訪問支援，里親による相互交流の
促進など，里親への子どもの養育に関する支

援や里親制度の積極的な普及啓発等を総合的
に実施している。さらに，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。

⑶ 青少年の福祉を害する犯罪対策
ア　人身取引対策（内閣官房）
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

省庁連絡会議及び同幹事会を開催し，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。

イ　取締り等（警察庁，法務省）
「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。
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①　福祉犯の被疑者の検挙状況（警察庁）
平成20年の福祉犯の検挙人員は，6,983
人で，前年に比べ215人（3.2％）増加し
た（第2-3-4図）。このうち，暴力団員の
検挙人員は，446人で，福祉犯における
検挙人員の6.4％を占めている（第2-3-2
表）。
②　児童買春・児童ポルノ問題（警察庁）
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20年中は，1,732件，1,272人を検挙し
ている。
③　「出会い系サイト」問題（警察庁，法
務省）

警察では，「出会い系サイト」を利用
した犯罪について，平成20年中は，「児
童買春・児童ポルノ法」違反事件601件，
青少年保護育成条例違反302件を検挙し
ている。
また，平成20年中，「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）違反で367件（うち119件が児童に
よる誘引）を検挙している。
なお，「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
に関する法律の一部を改正する法律」（平
20法52）により，事業者に対する届出
制の導入，児童を異性交際の相手方とな
るように誘う書き込み等の公衆閲覧防止
義務の新設等の規制の強化，児童による
出会い系サイトの利用を防止するための
民間活動の促進に関する規定が新たに盛
り込まれ，平成20年12月１日から施行
されている。
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。

ウ　被害相談・支援（厚生労働省）
平成19年度に児童相談所で受け付けた

児童買春等被害相談は，40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

 第2-3-4 図 福祉犯の法令別検挙人員（平成20年） 

青少年
保護育成条例
2,817 人
（40.3％）

計
6,983 人
（100％）

児童買春・
児童ポルノ禁止法

1,272 人
（18.2％）

風営適正化法
823 人

（11.8％）

児童福祉法
518 人（7.4％）未成年者飲酒禁止法

272 人（3.9％）

毒物及び劇物取締法
111 人（1.6％）

労働基準法
121 人（1.7％）

覚せい剤取締法
92人（1.3％）

未成年者喫煙禁止法
394 人（5.6％）

売春防止法 59 人（0.8％）

職業安定法 63 人（0.9％）

大麻取締法 44 人（0.6％）

その他 397 人（5.7％）

資料：警察庁調べ

 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20年）

計
児童福祉
法

売春防止
法

職業安定
法

労働基準
法

風営適正
化法

毒物及び
劇物取締
法

覚せい剤
取締法

青少年
保護育成
条例

児童買春・
児童ポルノ
禁止法

その他

平成20年 6,983 518 59 63 121 823 111 92 2,817 1,272 1,107

暴力団等関係者 446 123 16 14 9 72 7 39 107 36 23

関与率 6.4 23.7 27.1 22.2 7.4 8.7 6.3 42.4 3.8 2.8 2.1 

構成比 100.0 27.6 3.6 3.1 2.0 16.1 1.6 8.7 24.0 8.1 5.2 

資料：警察庁調べ
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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
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

⑷ その他の犯罪対策
ア　子どもを犯罪から守るための取組（内閣
官房，内閣府，警察庁，総務省，法務省）
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
バスを活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
以降，毎年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ている。
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」
推進事業を実施（平成21年４月現在800地
区整備）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等を図るた
め，警察庁の委託を受けた民間団体が，市
民から匿名による事件情報の通報を，電話
により受け，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モデル事業
（通称「匿名通報ダイヤル」）を平成19年
10月から運用している。平成19年10月１
日から平成20年９月30日までの通報受理
件数は459件であり，このうち７件が事件
解決等に結び付いた。
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，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・安全の確保を図る活動を実施する
事業を推進している。（平成20年度までに
412団体でモデル事業を実施）。
イ　学校における安全管理（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
推進しており，警察官OB等からなるス
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。
また，平成20年６月には，「学校保健法」

（昭33法56）が改正され，「学校保健安全
法」と改められた。改正法においては，総
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合的な学校安全計画の策定・実施や，危険
等発生時の対処要領の作成など学校の施
設・設備の安全点検，日常生活における安
全指導等を含めた取組が規定されたところ
である。
文部科学省で行った調査結果によれば，
平成19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，67.4％で，
その中でも小学校における割合は，
92.6％，子どもを対象に防犯教室等を実施
した学校の割合は，79.6％で，その中でも
小学校における割合は，95.1％となってお
り，前年度と比較して増加若しくは横ばい
であり，地域や学校における子どもの安全
確保に向けた取組が推進されている。

⑸ 犯罪被害に遭った青少年とその家族等への
対応（警察庁）
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。
⑹ いじめによる被害対策
ア　学校における被害相談（文部科学省）
いじめは教育上大きな課題となってお
り，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日に通知を発出し，
各都道府県・指定都市教育委員会や学校
に対し，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。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。

②　省内に設置された「子どもを守り育て
る体制づくり推進本部」において，平成
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　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。

④　平成20年度から，「いじめ総合対策支
援事業」を実施し，いじめ等の問題行動
が生じた際に外部の専門家の協力を得た
効果的な取組の在り方や，いじめの未然
防止・早期発見等に関する学校の取組を
推進している。
特に，「ネット上のいじめ」に関して
は，平成19年度から，「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20年６月に，第二
次まとめとして，「『ネット上のいじめ』
から子どもたちを守るために－見直そ
う！ケイタイ・ネットの利用のあり方を
－」を取りまとめた。
また，平成21年１月に各都道府県教

育委員会等に向けて通知を発出し，情報
モラル教育の充実，家庭や地域に対する
働きかけ等，「ネットいじめ」などから
子どもたちを守るための取組等につい
て，各地域の実情に合わせた更なる取組
の推進を行っている。
さらに，教育相談体制の充実，問題行
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動への毅然とした対応の促進などの取組
を引き続き行っていく。

イ　関係機関と連携した取組（警察庁，法務
省）
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
応の強化に努めているほか，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では，法務局・地
方法務局及びその支局で開設している常設
の人権相談所や，市町村役場やデパート，
公民館等において臨時に開設する特設の人
権相談所において人権相談に応じている。
また，法務省のホームページ上に「イン
ターネット人権相談受付窓口」（SOS-eメー
ル）を開設して，パソコンや携帯電話から
インターネットでいつでも相談できる窓口
を設置しているほか，全国の小中学校の児
童・生徒に「子どもの人権SOSミニレ
ター」（便せん兼封筒）を配布するなど，
「いじめ」を始めとする子どもの人権問題
について相談に応じている。
さらに，法務局・地方法務局では，専用
相談電話「子どもの人権110番」（フリーダ
イヤル）を開設し，子どもが相談しやすい
体制の整備に努めている。平成20年にお
ける「子どもの人権110番」の利用件数は，
21,353件であり，このうち，「いじめ」に
関する相談は，3,517件となっている。
法務省の人権擁護機関では，人権侵害を

受けた被害者等からの申告や人権相談等を
通じて「いじめ」事案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って「いじめ」行為
の中止や再発防止を図るなど，被害を受け
た少年等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。

⑺ 自殺対策（文部科学省）
平成18年８月，文部科学省は，「児童生徒
の自殺予防に向けた取組に関する検討会」を
立ち上げ，同検討会は平成19年３月に「子
どもの自殺予防のための取組に向けて（第１
次報告）」を取りまとめた。同報告を受け，
平成20年３月から「児童生徒の自殺予防に
関する調査研究協力者会議」を開催し，自殺
予防について調査研究を行っている。平成
21年３月には，「教師が知っておきたい子ど
もの自殺予防」のマニュアルを取りまとめ，
教育委員会・学校に配付した。今後も，児童
生徒の自殺予防に関する取組の充実に向けた
検討を文部科学省において行うこととしてい
る。

⑻ 災害・事故防止対策
ア　学校における防災教育及び交通安全教育
（文部科学省，国土交通省，気象庁）
学校においては，子どもが犯罪被害，交

通事故及び自然災害等の危険から身を守る
ため，子ども自身に危険を予測・回避する
能力を習得させるとともに，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，子どもの発達段階に応じた安全教
育を推進している。
文部科学省では，平成19年度，平成20

年度にそれぞれ小学生向け，中学生向けの
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防災教育教材を作成しており，平成21年
度については高校生向けの防災教育教材を
作成することとしている。
国土交通省では，平成19年度に小学校
教諭向けの「水防災学習マニュアル」及び
「水防災教育素材集」を作成し学校教育現
場における防災教育の実施支援を行ったほ
か，平成20年度に小中学校における土砂
災害防止教育に関する懇談会を開催するな
ど，土砂災害から命を守るための教育を推
進している。
気象庁では，平成20年夏に多発した局
地的大雨による事故や災害を踏まえ，防災
気象情報の利活用の手引き「局地的大雨か
ら身を守るために」やリーフレットを作成
し，各市町村の教育委員会等へ配布するな
ど教育機関等への周知広報を行っている。
イ　防災指導（消防庁）
消防庁では，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，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。
ウ　母親クラブの活動（厚生労働省）
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。
エ　水難・山岳事故対策（警察庁，文部科学
省）
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。
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。

６　外国人青少年の支援（内閣府，文部科
学省）
義務教育段階にある外国人の子どもについて

も，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，外国人の我が国の生活環境

への円滑な適応を促進するため，平成19年度
から，「外国人の生活環境適応加速プログラム」
として
①　ブラジル人学校等の教育状況や管理運営
体制の改善等に資するため，ブラジル人学
校やブラジル人子弟等を取り巻く喫緊の課
題についての調査研究

②　外国人児童生徒の母国政府との情報交換
及び教育分野での協力促進を図るための協
議会の開催

③　「生活者としての外国人」のための日本
語教室，日本語能力を有する外国人等を対
象とした指導者養成，ボランティアの実践
的研修等を行う「生活者としての外国人」
のための日本語教育事業

④　学校における外国人児童生徒の受入体制
の整備や不就学の外国人の子どもの就学促
進に関する取組を支援する帰国・外国人児
童生徒受入促進事業を実施している。

また，今般の厳しい雇用情勢の下で，日系人
をはじめとする定住外国人の方々が困難な状況
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に置かれ，特にその子どもたちが就学等の面で
厳しい状況にあることに鑑み，平成21年１月
内閣府に「定住外国人施策推進室」を設置し，
関係省庁連携の下，「定住外国人支援に関する
当面の対策について」（平成21年１月30日） を
取りまとめた。また，平成21年３月27日に
「定住外国人施策推進会議」を立ち上げ，政府
全体としての経済危機対策の取りまとめにあわ
せ，関係省庁連携の下，「定住外国人支援に関
する対策の推進について」（平成21年４月16日）
を取りまとめた。
文部科学省では，景気後退によって，ブラジ

ル人学校等に通学しているブラジル人等の子ど
もの就学が困難になりつつある状況を受けて，
平成21年１月30日に，主に平成20年度内の緊
急支援策として，公立学校に転入する者に対す
る支援や，子どもたちの居場所づくり等を取り
まとめた「定住外国人の子どもに対する緊急支
援　～ 定住外国人子ども緊急支援プラン～」
を公表した。さらに，３月27日には，平成21
年度予算の活用や既存の制度等の活用等を中心
に取りまとめた「定住外国人の子どもに対する
緊急支援（第２次）　～定住外国人子ども緊急
支援プラン～」を公表した。

１　「青少年総合対策推進法案」（内閣府）
平成20年12月に決定された「青少年育成施
策大綱」において，ニート，ひきこもり等自立
した社会生活に困難を抱える青少年に対して，
地域における官民の関係機関による支援ネット
ワークの整備等，新たな法的措置の検討を進め
るとされていることを踏まえ，政府は，平成
21年３月に総合的な青少年育成の推進を図る
ため，「青少年総合対策推進法案」を第171回
国会に提出した。
この法律案は，
① 　青少年総合対策推進大綱を作成し，その
実施を推進する特別の機関として，内閣府
に内閣総理大臣を本部長とする青少年総合
対策推進本部を設置する。
② 　青少年が自立した社会生活を営むことが
できるようにするための支援の効果的かつ
円滑な実施を図るため，地方公共団体が地
域ネットワークを作り，地域の支援機関が
連携して自立まで継続的に支援する体制を
整備する。

ことなどを内容としている。

２　「地域における若者支援のための体制
整備モデル事業」の実施（内閣府）
内閣府では，平成19年度に，若者の自立支

援に対応する専門的な相談員（以下「ユースア
ドバイザー」という。）の研修・養成プログラ
ムを開発し，平成20年度は，全国９地域にお
いて，少年補導センター（少年補導センターと
しての機能を有する機関を含む。）を中心とす
るモデル地域で，研修・養成プログラムに基づ
き，ユースアドバイザーを養成するための講習
会を実施するとともに，同センター等を地域の
中核機関とし，様々な問題を抱える若者を関係
機関・団体等と連携して個別的・継続的に支援
する体制を整備するモデル事業を行った。

３　「高校生活及び中学校生活に関するア
ンケート調査」の実施（内閣府）
ニートやひきこもり等自立や社会参加に困難

を抱える青少年の支援策の検討に当たり，内閣
府では，文部科学省の協力を得て，高等学校中
途退学者及び中学校不登校生徒の実態を把握す
るため，その進路状況等の調査を平成20年度
に実施した。
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