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１　ニート，ひきこもり，不登校の子ども・若
者への支援等
⑴ 社会生活を円滑に営む上での困難を有する
子ども・若者を地域において支援するための
取組（内閣府，文部科学省，厚生労働省，各
省庁）
　 　平成22年４月に施行された「子ども・若者
育成支援推進法」に基づき，ニートやひきこ
もり，不登校等の社会生活を円滑に営む上で
の困難を有する子ども・若者に対し，教育，
福祉，保健，医療，矯正，更生保護，雇用等
様々な機関がネットワークを形成し，それぞ
れの専門性を生かして発達段階に応じた支援
を行っていくことや，社会生活を円滑に営む
ことができるようにするために，関係機関の
施設はもとより，子ども・若者の住居その他
の適切な場所において，必要な相談，助言又
は指導を行うことが必要とされている。
　 　このため，子ども・若者支援地域協議会の
設置の促進を図る，「子ども・若者支援地域
協議会体制整備モデル事業」を実施してい
る。また，困難を有する子ども・若者に対す
る支援に携わる人材の養成を図るため，各種
研修を実施している。
　 　また，平成22年２月～７月にかけて，子ど
も・若者支援地域協議会運営方策に関する検
討会議を開催し，社会生活を円滑に営む上で
困難を有する子ども・若者の支援のために，
地方公共団体，高等学校，小・中学校，公的
支援・相談機関，大学及び企業の各関係者に
対して，子ども・若者支援に関する様々な
ネットワークを形成していく上で参考とな
る提案をまとめた報告書を作成し，内閣府
ホームページ（http://www8.cao.go.jp/youth/
suisin/shien/houkoku.html）にも公表してい
る。

　 　この報告書では，各関係者に対し，以下の
提案を行っている。
　① 地方公共団体の関係者に対しては，「支援

機関マップ」を作成し，社会資源に関する
情報を広く周知すること。

　② とりわけ中退者の多い高等学校の関係者に
対しては，学校の中にハローワークや地域
若者サポートステーションの分室的な場所
を設け，生徒と就労支援機関の職員が顔な
じみの関係を形成すること。

　③ 小・中学校の関係者に対しては，母校を訪
ねる卒業生に相談窓口を紹介すること。

　④ 大学の関係者に対しては，学生ボランティ
アの活用を始め大学の持つ知的資源を活用
すること。

　 　なお，男女共同参画会議監視・影響調査専
門調査会は，平成21年11月に「新たな経済社
会の潮流の中で生活困難を抱える男女に関す
る監視・影響調査報告書」を公表し，この中
で，困難な状況におかれた若者の現状につい
て，いわゆる「ニート」と同様の問題を抱え
ていても女性は「家事手伝い」として潜在化
してしまうことが多いこと，また，若者の自
立を支援する関係機関の利用状況をみると，
女性の方が利用が少ないなどの状況を報告し
た。
　 　文部科学省では，子ども・若者が社会生活
を円滑に営むことができるようにするため，
ニート，ひきこもり等の子ども・若者を対象
に立ち直り支援，社会性や就労意欲の向上の
ための体験活動の機会を提供するための取組
を推進している。
⑵ ニート等の若者への支援（厚生労働省）
　 　ニート等の若者の職業的自立を支援するた
め，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
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開発等に関する調査研究を支援し，成果の普
及を図っている。
　 　また，教育相談体制の一層の充実を図るた
め，都道府県及び指定都市教育委員会が，「心
の専門家」であるスクールカウンセラーを公
立小・中学校に配置すること及び児童生徒の
置かれた環境に働きかけて問題を抱える児童
生徒の支援を行うスクールソーシャルワー
カーを活用することを支援している。
　 　平成22年３月には，生徒指導に関する学
校・教員向けの基本書として「生徒指導提
要」を作成し，各教育委員会及び学校に配付
した。ここでは，不登校等個別の課題ごとの
対応の基本的な考え方について解説している。
⑸ 心の問題への対応（文部科学省，厚生労働省）
　 　児童生徒の不登校等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。
　 　平成20年６月には「学校保健法」（昭33法
56）の改正が行われ，平成21年４月に「学校
保健安全法」として施行された。この改正に
おいて，養護教諭と関係教職員が連携して，
健康相談や保健指導を行うことや，必要に応
じて地域の医療機関その他の関係機関と連携
して健康相談や保健指導を行うことが規定さ
れたところである。
　 　教職員がメンタルヘルスについて正しい知
識をもって児童生徒に対応することができる
よう，平成20年度には「教職員のための子ど
もの健康観察の方法と問題への対応－メンタ
ルヘルスを中心として－」を作成し，全国の
学校等に配布した。
　 　また，「心の専門家」であるスクールカウ
ンセラーや，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・技術を有するス
クールソーシャルワーカーの活用等教育相談
体制の整備を支援しており，平成22年度にお
いては，小学校へのスクールカウンセラーの
配置の拡充等，一層の充実を図ることとして

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る。平成22年度
においては，設置拠点を拡充（平成21年度に
は92か所であったものを平成22年度には100
か所に増設）するとともに，高校中退者等を
対象とした訪問支援（アウトリーチ）による
学校教育からの円滑な誘導，学力を含む基礎
力向上に向けた継続的支援等を実施している。
⑶ ひきこもりへの支援（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。
　 　さらに，ひきこもり状態にある者やその家
族を早期に支援するために，医療・保健・福
祉・教育・雇用等の関係機関と連携の下，ひ
きこもり専門相談窓口としての機能を担う
「ひきこもり地域支援センター」の整備を推
進している。
⑷ 不登校の子ども・若者への支援（文部科学
省）
　 　不登校への対応については，未然防止や早
期発見・早期対応の取組や，学校が家庭・地
域・関係機関と連携した取組に加え，子ども
たちの悩みや不安を受け止めて相談に当たる
相談体制の整備が重要である。
　 　そこで，文部科学省では，「生徒指導・進
路指導総合推進事業」において，不登校等の
問題行動等の未然防止及び早期発見・早期対
応につながる取組や不登校等に対応するため
関係機関が連携した取組を推進するため，自
治体，特定非営利活動法人，民間団体等が
行っている関係機関との連携協力，専門的人
材の活用，問題行動等への対応プログラムの
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　　　 　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
級編制の下，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・設備等を
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
人数指導等の障害に配慮した指導方法，
支援員の活用等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
が求められること等，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，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）が新たに加えられるととも
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
月に幼稚園及び小・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

いる。
　 　厚生労働省では，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。
⑹ 高校中途退学者への支援（内閣府，文部科
学省）
　 　内閣府では，高等学校中途退学者の生活状
況や抱えている問題等を把握するため，平成
22年度に，文部科学省の協力を得て「若者の
意識に関する調査（高等学校中途退学者調
査）」を実施しているところである。

２　障害のある子ども・若者の支援
⑴ 障害のある子ども・若者の支援
　ア　福祉施策（厚生労働省）
　　 　障害のある子ども・若者が地域で安心し
て生活ができるよう，「児童福祉法」（昭22
法146）及び「障害者自立支援法」（平17法
123）に基づき，市町村等がホームヘルプ
や児童デイサービス等の必要な福祉サービ
スを提供しているところである。

　　 　なお，平成22年６月に閣議決定された
「障害者制度改革の推進のための基本的な
方向について」において，「現行の障害者
自立支援法（平17法123）を廃止し，制度
の谷間のない支援の提供，個々のニーズに
基づいた地域生活支援体系の整備等を内容
とする「障害者総合福祉法」（仮称）の制
定」を行うこととしている。このため現
在，障がい者制度改革推進会議において，
障害児支援の在り方を含めた障害保健福祉
施策の総合的な検討が進められているとこ
ろである。

　イ 　教育に関する施策（文部科学省，厚生労
働省）

　　①　特別支援教育（文部科学省）
※12 　小・中学校の通常の学級に在籍している比較的障害の軽い子どもが，ほとんどの授業を通常の学級で受けながら，障害の状態等に応じた特別の指

導を特別な場で受ける指導形態であり，言語障害，自閉症，情緒障害，学習障害，注意欠陥多動性障害，弱視，難聴等のある児童生徒を対象として
いる。


