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度）の妊婦健診を受けられるよう，公費負担
の拡充を図ったところである。
　 　また，妊娠や出産等の悩みを抱える方に対
して，訪問指導等の母子保健事業を活用した
支援や，保健医療施設等の相談者が利用しや
すい施設において実施する女性健康支援セン
ター事業を通じ，相談体制の充実を図ってい
る。

発活動を実施している。
　 　文部科学省においては，性同一性障害のあ
る児童生徒への対応について，学級担任や管
理職を始めとして，養護教諭，スクールカウ
ンセラーなど教職員等が協力して，児童生徒
の実情を把握した上で相談に応じるととも
に，必要に応じて関係医療機関とも連携する
など，児童生徒の心情に十分配慮した教育相
談の徹底を関係者に対して依頼している。
⑸ 十代の親への支援（厚生労働省）
　 　妊娠・出産・育児について，医師や助産師
等から専門的なアドバイスを受ける機会でも
ある妊婦健診について，必要な回数（14回程

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
　　 　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，すべての乳児のいる家庭を訪問し，
子育てに関する情報提供や乳児及びその
保護者の心身の状況及び養育環境等の把
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「乳児家庭全
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21年度にお
いては，全国の市区町村のうち84.1％に
あたる1,512市区町村にて実施（雇用均
等・児童家庭局総務課調（平成21年７月
１日現在）））。

　　　 　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

１　児童虐待防止対策
⑴ 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年及び平成
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，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
事件が後を絶たず，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21年度には児童虐待防止法制定直前
の約3.8倍に当たる４万4,211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。
⑵ 児童虐待防止対策の充実（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
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訪問し，養育に関する相談，指導，助言
その他必要な支援を行う「養育支援訪問
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」を推進している。

　　　 　文部科学省では，就学時検診等の機会
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等を盛り
込んだ家庭教育に関するヒント集とし
て，家庭教育手帳を文部科学省ホーム
ページに掲載するとともに，全国の教育
委員会等へ電子コンテンツとして提供
し，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。

　　　 　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。

　　○　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
保するための事業等を実施している。

　　　 　文部科学省においては，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，児童生徒が置か
れた様々な環境へ働き掛けたり，児童相
談所等の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
ワーカーを配置するために必要な経費を
支援している。

　　　 　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
６次にわたる報告が取りまとめられてい
る。
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レンジリボンキャンペーン」について後援
を行っている。

　イ 　全国青少年健全育成強調月間（内閣府）
　　 　平成53年度から毎年11月を「全国青少年
健全育成強調月間」に定め，平成21年度
は，内閣府，関係省庁，地方公共団体，そ
の他関係諸団体等が実施主体となって実施
した。「児童虐待の予防と対応」を重点事
項として，地域ぐるみで実効性のある児童
虐待防止への取組を図った。

　　 　なお，平成22年度からは名称を「子ど
も・若者育成支援強調月間」と変更した。

　ウ 　教育機関と福祉機関等の連携（文部科学
省，厚生労働省）

　　 　文部科学省と厚生労働省では，平成22年
３月に教育機関と児童相談所等の連携を強
化するため，虐待が疑われる児童の出欠状
況等について学校等から市町村や児童相談
所に定期的に情報提供する指針を共同で策
定し，都道府県等に通知した。

　　 　また，関係機関や民間団体が連携し，子
どもを対象とした相談体制の充実や学校・
地域における子どもの居場所づくり等の取
組を推進するため平成22年１月に設置した
「子どもを見守り育てるネットワーク推進
会議」（平成22年７月時点で５関係府省と
38民間団体が参加）においては，児童虐待
を発見しやすい立場にある教育と福祉・医
療の関係者が，関係者間における円滑な連
携の在り方等について検討している。

⑷ 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

　　○　関係法令の改正
　　　 　平成20年には，児童福祉法等の改正が

行われ，一部を除き平成21年４月から施
行された。主な改正事項は，次のとおり
である。

　　　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

⑶ 関係省庁・機関との連携
　ア 　児童虐待防止推進月間（内閣府，厚生労
働省）

　　 　厚生労働省では，内閣府とともに，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22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23
日・広島県広島市），広報啓発等チラシの
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
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進，被害児童の早期発見及び支援活動の推
進等に取り組み，今後３年間を目途に概ね
１年ごとにフォローアップを行っていくこ
ととしている。

　　 　児童買春や児童ポルノは，児童の権利や
少年の健やかな育成を著しく阻害するもの
であり，国際的にも問題となっている。特
に，児童ポルノ事件の検挙件数や被害児童
数は大幅な増加傾向にあることから，「児
童買春・児童ポルノ禁止法」による積極的
な取締りに努めており，平成21年中は，
2,030件，1,515人を検挙している。

　ウ 　「出会い系サイト」問題（警察庁）
　　 　警察では，「出会い系サイト」を利用し
た犯罪について，平成21年中は，「児童買
春・児童ポルノ禁止法」違反事件398件，
青少年保護育成条例違反149件を検挙して
いる。

　　 　また，平成21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353件を検挙している。

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。

２　子ども・若者の福祉を害する犯罪対策
⑴ 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・児童ポルノ禁止法」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。
　 　検察庁においては，「児童福祉法」違反事
件，「児童買春・児童ポルノ禁止法」違反事
件等，青少年の福祉を害する犯罪を積極的に
訴追し，厳正な科刑の実現に努めている。
　ア　福祉犯の検挙状況（警察庁）
　　 　平成21年の福祉犯の検挙人員は，7,394

人で，前年に比べ411人（5.9％）増加した
（第２-３-４図）。このうち，暴力団等関係
者の検挙人員は，446人で，福祉犯におけ
る検挙人員の6.0％を占めている（第２-３-
２表）。

　イ 　児童買春・児童ポルノ問題（内閣府，警
察庁）

　　 　児童ポルノは被害に遭った児童の心身に
深刻な影響を与え，その健全な育成を阻害
することから，政府は，「児童ポルノ排除
総合対策」（平成22年７月決定）を取りま
とめた。

　　 　本総合対策では，関係省庁が連携し，児
童ポルノ排除に向けた国民運動の推進，被
害防止対策の推進，インターネット上の児
童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策の推

第２-３-４図　 福祉犯の法令別検挙人員  
（平成21年）

資料：警察庁調べ

計
7,394人
（100％）

青少年
保護育成条例
2,859人
（38.7％）

児童買春・
児童ポルノ禁止法

1,515人
（20.5％）

風営適正化法
637人（8.6％）

児童福祉法
436人（5.9％）

未成年者飲酒禁止法
197人（2.7％）

労働基準法 69人（0.9％）覚せい剤取締法
129人（1.7％）

売春防止法
66人（0.9％）

職業安定法 43人（0.6％）
毒物及び劇物取締法 110人（1.5％）

未成年者
喫煙禁止法
922人

（12.5％）

出会い系サイト規制法
 341人（4.6％）

その他 70人（0.9％）



147

第３章　困難を有する子ども・若者やその家族の支援

（第２節　子ども・若者の被害防止・保護）

第
２
部
－
第
１
章

第
２
章

第
３
章

第
４
章

第
５
章

147

を図るとともに，潜在化している可能性のあ
る人身取引事案をより積極的に把握し，その
撲滅と被害者の適切な保護を推進している。

３　その他の犯罪対策
⑴ 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，文部
科学省，厚生労働省，農林水産省，経済産業
省，国土交通省）
　 　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
時の安全確保等の緊急対策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６月から，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

⑵  人身取引対策（内閣官房，内閣府，警察庁，
法務省，外務省，文部科学省，厚生労働省，
国土交通省）
　 　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，「人身取引対策行動計画」
を取りまとめ，人身取引の防止・撲滅及び被
害者保護の観点から，包括的・総合的な対策
を推進してきた。
　 　その結果，人身取引事犯の認知件数が減少
するなど，各種対策は大きな成果を上げたと
ころであるが，近年，人身取引の手口はより
巧妙化・潜在化してきているとの指摘に加
え，我が国の人身取引対策に対する国際社会
の関心も高く，より幅広い対策の推進を求め
る様々な指摘がなされている。
　 　こうした情勢を踏まえ，人身取引対策に係
る懸案に適切に対処し，政府一体となった対
策を引き続き推進していくため，平成21年12
月に，「犯罪対策閣僚会議」※13において「人
身取引対策行動計画2009」を策定した。
　 　政府では，外国の関係機関，国際機関及び
NGOとの協力を強化して，人身取引の防止

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21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

福祉犯の検挙人員数（A）（人） 7,394 436 66 43 69 637 110 129 2,859 1,515 1,530

うち暴力団等関係者（B）（人） 446 92 15 10 1 56 12 73 103 56 28

関与率（B／A）（％） 6.0 21.1 22.7 23.3 1.4 8.8 10.9 56.6 3.6 3.7 1.8 

法令別の構成比（％） 100.0 20.6 3.4 2.2 0.2 12.6 2.7 16.4 23.1 12.6 6.3 

資料：警察庁調べ

※13 　「人身取引対策に関する関係省庁連絡会議」は，平成21年12月に，全閣僚を構成員とする「犯罪対策閣僚会議」の下に位置付けられた。
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険等発生時対処要領の作成，保護者や地域の
関係機関等との連携を図った学校安全の推進
などについて規定されたところである。

４　犯罪被害に遭った子ども・若者とその家族
等への対応（警察庁，法務省，文部科学省，
厚生労働省）
　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，その後の健やかな育成に与え
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。
　さらに，犯罪被害を受けた児童生徒の心のケ
アに当たっては，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
ウンセラー等を配置するために必要な経費を支
援している。
　また，犯罪被害を受けた児童生徒の支援にあ
たっては，児童生徒の心の問題に加え，家庭，
友人関係，地域，学校等の児童生徒が置かれて
いる環境に係る問題の解決が必要な場合がある
と考えられる。そこで，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を活用し，
犯罪被害を受けた児童生徒に対し，関係機関等
とのネットワークを活用するなど多様な支援方

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，被害者本人からの申
告が期待しにくく潜在化しやすい犯罪を早期
に認知して検挙に結び付けるため，警察庁か
ら委託を受けた民間団体が少年福祉犯罪，児
童虐待事案及び人身取引事犯等に関する通報
を国民から電話やインターネットにより匿名
で受け付け，事件検挙への貢献度に応じて情
報料を支払う「匿名通報ダイヤル」を運用し
ている。運用が開始された平成19年10月１日
から平成21年12月31日までの通報受理件数は
1,396件であり，このうち13件が事件解決等
に結び付いた。
⑵ 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し，学校安全ボラン
ティア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，校内研修や職員会議などで活用でき
る教職員向け学校安全資料の作成等を行って
いる。
　 　文部科学省で行った調査の結果によれば，
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％に上っており，各地域・学校において
子どもの安全確保に向けた取組が推進されて
いる。
　 　また，平成20年６月には，「学校保健法」
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。「学校保健安全
法」においては，学校の施設・設備の安全点
検や，日常生活における安全指導等の取組を
含む総合的な学校安全計画の策定・実施，危
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　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が
中心となり，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（http://
www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html）
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21年におけ
る「子どもの人権110番」の利用件数は，
２万2,847件であり，このうち，いじめに
関する相談は，3,345件となっている。

　　 　法務省の人権擁護機関では，人権相談等
を通じていじめ事案の情報を得た場合に

法を用いて，立ち直りを支援する活動を推進し
ている。
　さらに，子どもの心のケアの充実を図るた
め，基本的理解や対応方法，学校における体制
づくりに関した養護教諭及び一般の教職員を対
象とした指導参考資料を作成するとともに，養
護教諭，スクールカウンセラー等を対象とした
シンポジウムを開催している。

５　いじめ被害，自殺対策
⑴ いじめ被害対策
　ア　学校における被害相談（文部科学省）
　　 　いじめ等の問題行動に対しては，学校だ
けでなく関係機関が緊密に連携して，子ど
も一人一人に対するきめ細かな支援を行う
ことが必要である。文部科学省では，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，
取組の徹底を求めるとともに，各種会議に
おいてこの通知の趣旨の徹底を図ってい
る。平成19年２月からは，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））を設定し，都道府
県・政令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。また，「生
徒指導・進路指導総合推進事業」におい
て，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
する学校の取組等について自治体が行って
いる調査研究を支援し，成果の普及を図っ
ている。さらに，近年では，インターネッ
トや携帯電話を利用した「ネット上のいじ
め」という新しい形のいじめが生じている
ことから，平成20年11月に学校・教員向け
の「ネット上のいじめ」に関する対応マ
ニュアル・事例集を作成し，各学校・教育
委員会に配布している。
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プロジェクトチーム」の報告を踏まえ，ゲー
トキーパー機能やアウトリーチ（訪問支援）
の充実，精神保健医療改革の推進等を行い，
自殺を防ぐ体制の充実を図っている。
　 　文部科学省では，児童生徒の自殺予防につ
いては，平成18年８月，「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。同報告を受けて，専門
家や学校現場の関係者による「児童生徒の自
殺予防に関する調査研究」を実施している。
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」のマニュアルを作成する
とともに，平成22年３月には，教育委員会・
学校向けに「子どもの自殺が起きたときの緊
急対応の手引き」を作成した。平成22年度に
おいては，児童生徒の自殺の背景調査の指針
等について検討，調査を行うこととしている。
　 　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布した。
本書では，いじめ，自殺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。
　 　また，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が大切であることから，
スクールカウンセラーやスクールソーシャル
ワーカー等の活用など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いる。

６　被害防止のための教育
⑴ 安全教育
　ア　防犯（警察庁，文部科学省）
　　 　近年，子どもが被害者となる犯罪が後を
絶たず，子どもを取り巻く環境は，依然厳
しい状況にある（第２-３-３表，第２-３-５
図）。そのため，警察では，子どもが被害
に遭った事案や子どもに対する犯罪の前兆
と思われる声掛けやつきまとい等の発生に

は，人権侵犯事件として調査し，教職員や
学校等と連携していじめ行為の中止や再発
防止を図るなど，いじめを受けた子どもの
救済に努めている。また，教職員や学校等
のいじめに対する対応が不十分であったと
認められたときは，教職員や学校等に対し
て人権啓発を行うなど，適切な対応に努め
ている。

　　 　さらに，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。

⑵  自殺対策（内閣府，文部科学省，厚生労働省）
　 　政府では，「自殺対策基本法」（平18法85）
に基づく「自殺総合対策大綱」（平成19年６
月８日閣議決定）により，関係府省庁で連携
して，自殺対策を総合的に推進している。し
かしながら，我が国における年間の自殺者数
が，平成10年から12年連続して３万人を超え
る厳しい状況にあることを踏まえ，自殺総合
対策会議において，「いのちを守る自殺対策
緊急プラン」（平成22年２月５日決定）を策
定し，自殺対策を緊急的に強化した。
　 　同プランにおいては，子どもを対象とする
相談体制の強化や，子どもの自殺への対応等
について盛り込まれたほか，３月が「自殺対
策強化月間」と定められた。これを受けて，
平成22年３月，政府・地方公共団体・関係団
体が連携し，重点的に啓発活動を展開した。
　 　さらに，平成22年の年間の自殺者数を可能
な限り減少させるため，平成22年９月７日，
自殺総合対策会議の下に自殺対策タスク
フォースを設置し，年内に集中的に自殺対策
の取組を実施することとしている。
　 　また，日本が先進７か国で唯一，15歳から
34歳までの若者の死因のトップが自殺となっ
ている深刻な状況にかんがみ，厚生労働省で
は，自殺予防週間・自殺対策強化月間や，自
殺・うつ病等対策強化月間での啓発事業，地
域における心の健康づくりや相談体制の充実
等を推進するとともに，「自殺・うつ病対策
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ている。
　　 　学校においては，子どもが犯罪被害等の
危険から身を守れるよう，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，各地域での講習会の指
導者となる教職員等を対象に，防犯訓練や
応急手当等の講習を行い，子どもの安全対
応能力の向上を図る「防犯教室」の開催の
支援を行うなど，各学校における子どもに
危険予測能力や危険回避能力を身に付けさ
せる取組等を推進している。

　　 　また，学校安全に関する規定が充実され

関する情報については，迅速に保護者等に
対し情報提供が行われるよう，警察署と学
校及び教育委員会との間で情報共有体制を
整備している。また，これらの情報を都道
府県警察のウェブサイトで公開しているほ
か，電子メール等を活用した情報提供シス
テムによる情報発信を行うなど，地域住民
に対する積極的な情報提供を実施している。

　　 　さらに，警察では，学校や教育委員会と
連携して，子どもが犯罪に巻き込まれる危
険を予見する能力や危険を回避する能力を
向上させるため，幼稚園や保育所，小学校
等において，学年や理解度に応じて，紙芝
居，演劇，ロールプレイ方式等により，子
どもが参加，体験できる防犯教室を開催し

第２-３-３表　 少年の主な犯罪被害（平成21年）

暴行 傷害 恐喝 強姦 強制わいせつ 略取誘拐

うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性 うち女性

少年被害者計（人） 5,379 2,569 5,046 1,160 2,302 181 603 603 3,508 3,412 126 100

うち）未就学 65 27 112 45 2 0 1 1 73 65 23 14

うち）小学生 571 232 280 67 102 13 36 36 794 734 48 39

うち）中学生 1,214 443 1,536 313 718 47 101 101 482 471 27 22

うち）その他 3,529 1,867 3,118 735 1,480 121 465 465 2,159 2,142 28 25

資料：警察庁調べ

第２-３-５図　 学校等における主な犯罪認知件数
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（注）　本図表における学校等には，学校教育法第１条に掲げる学校（小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，大学，高等専門学校，特別支援学校（平
成18年度までは盲学校，聾学校，養護学校），幼稚園），同法82条の２専修学校及び同法第83条の各種学校のほか，その実態が幼稚園と同視され
るような保育所を含む。

資料：警察庁調べ
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全な利用，自動車等の特性，応急手当等に
ついて重点的に交通安全教育を実施してい
る。

　　 　高校生に対しては，特に，二輪車の運転
者及び自転車の利用者として安全な通行に
必要な技能と知識を習得させるとともに，
交通社会の一員として交通ルールを遵守
し，責任を持って行動できる社会人を育成
するため，免許取得前の教育として高等学
校等において，自転車の安全な利用，二輪
車・自動車の特性，運転者の責任，応急手
当等について重点的に交通安全教育を実施
している。また，生徒の実態や地域の実情
に応じて，二輪車の安全運転を推進する機
関・団体や PTA等と連携しながら，二輪
車の安全運転に関する意識の高揚と実践力
の向上を図っている。

　　 　学校においては，子どもが交通事故等の
危険から身を守れるよう，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，各地域での講習会の指
導者となる教職員等を対象に，安全な歩行
や自転車走行等の指導方法や応急手当等の
講習を行い，子どもの安全対応能力の向上
を図る「交通安全教室」の開催の支援を行
うなど，各学校における子どもに危険予測
能力や危険回避能力を身に付けさせる取組
等を推進している。

　　 　また，学校安全に関する規定が充実され
た学校保健安全法の施行等を踏まえ，交通
安全のみならず生活全般にわたる安全教育
について，目標，内容等を示した教職員用
の参考資料「『生きる力』をはぐくむ学校
での安全教育」を，平成21年度に改訂した。

　　 　その他，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

た学校保健安全法の施行等を踏まえ，防犯
のみならず生活全般にわたる安全教育につ
いて，目標，内容等を示した教職員用の参
考資料「『生きる力』をはぐくむ学校での
安全教育」を，平成21年度に改訂した。

　イ 　交通事故等（警察庁，文部科学省）
　　 　交通安全教育は，自他の生命尊重という
理念の下に，交通社会の一員としての責任
を自覚し，交通安全意識と交通マナーの向
上に努め，相手の立場を尊重し，他の人々
や地域の安全にも貢献できる良き社会人を
育成する上で，重要な意義を有している。
交通安全意識と交通マナーを身に付けるた
めには，人間の成長過程に合わせ，生涯に
わたる学習を促進し，国民一人一人が交通
安全の確保を自らの課題として捉えること
が重要である。

　　 　警察では，関係機関・団体と協力しつ
つ，各年齢層を対象に，交通社会の一員と
しての責任を自覚させるような交通安全教
育を段階的かつ体系的に実施している。

　　 　幼児に対しては，基本的な交通ルールを
遵守して，交通マナーを実践する態度を習
得させるとともに，安全な通行に必要な基
本的技能と知識を習得させるため，保育
所・幼稚園等において，計画的かつ継続的
に交通安全教育を実施している。

　　 　小学生に対しては，歩行者及び自転車の
利用者として必要な技能と知識を習得し，
道路交通における危険を予測・回避して安
全に通行する意識及び能力を高めるため，
小学校等において，歩行者としての心得，
自転車の安全な利用，交通ルールの意味や
必要性等について重点的に交通安全教育を
実施するとともに，保護者に対する交通安
全講習会等を開催している。

　　 　中学生に対しては，特に，自転車で安全
に道路を通行するために必要な技能と知識
を習得させるとともに，他の人々の安全に
も配慮できるようにするため，中学校等に
おいて，歩行者としての心得，自転車の安
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進している。
　　 　気象庁では，大雨や地震等による災害か
ら身を守るために，防災気象情報の利活用
の手引きやリーフレットの市町村教育委員
会等への配布，小中学校等への出前講座の
実施，教科書・教材出版社との気象庁の取
組に係る意見交換会の開催等教育関係機関
等への周知広報を行っている。

⑵ メディアを活用する能力の向上（内閣府，
総務省，文部科学省）
　 　社会の情報化が進展する中で，子どもたち
が情報活用能力を身に付け，情報を適切に取
捨選択して利用するとともに，適切にイン
ターネットによる情報発信を行うことが重要
な課題となっている。
　 　青少年インターネット環境整備法において
は，学校教育，社会教育及び家庭教育におけ
るインターネットの適切な利用に関する教育
の推進に必要な施策を講ずるものとされてお
り，同法に基づき策定された青少年インター
ネット環境整備基本計画（http://www8.cao.
go.jp/youth/youth-harm/suisin/）において
関連施策が規定されている。
　ア　情報モラル教育の推進（文部科学省）
　　 　小・中学校では平成21年４月から，高等
学校では平成22年４月から一部先行実施さ
れた新学習指導要領において，各教科等に
おける指導の中で「情報モラルを身に付
け」ることを明記するとともに，小・中学
校の道徳において「情報モラルの指導に留
意すること」を新たに明記するなど，情報
教育の充実を図っているところである。

　　 　また，新学習指導要領における教育の情
報化の円滑かつ確実な実施のため，学校・
教育委員会の具体的な取組の参考となる
「教育の情報化に関する手引」（小学校・中
学校・高等学校特別支援学校分）を公表し
ている。

　　 　このほか，情報モラル指導が着実に実施
されるよう，情報モラル指導の実践事例な
どを紹介する教員向けWeb サイト（情報

る。
　ウ 　防災（消防庁，文部科学省，国土交通省，
気象庁）

　　 　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
当などの防災知識の普及啓発を，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）等を通して行って
いる。

　　 　さらに，小中学生などに防災知識や応急
救護などの防災に関する実践的な技術を伝
えるための指導者用防災教材「チャレン
ジ！防災48」を作成・配布し，消防庁ホー
ムページでも公開している。

　　 　学校においては，子どもが自然災害等の
危険から身を守れるよう，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，各地域での講習会の指
導者となる教職員等を対象に，防災訓練や
応急手当等の講習を行い，子どもの安全対
応能力の向上を図る「防災教室」の開催の
支援を行うなど，学校における子どもに危
険予測能力や危険回避能力を身に付けさせ
る取組等を推進している。

　　 　また，平成21年度には高校生向けの防災
教育教材を作成しており，平成22年度につ
いては，学校安全に関する規定が充実され
た学校保健安全法の施行等を踏まえ，教職
員用の参考資料「『生きる力』をはぐくむ
防災教育の展開」を改訂することとしてい
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
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るよう，ICT メディアリテラシーを総合
的に育成するプログラムを平成18年度に調
査，開発し，平成19年度から普及を進める
とともに，内容の更なる充実を図っている。

　　 　さらに，「インターネットトラブル事例
集」を平成21年度に作成し，「e- ネット
キャラバン」等のインターネットの安心・
安全な利用に向けた啓発講座等において活
用している（教育の情報化推進ページ：
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/
joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/index.html）。

⑶ 労働法等労働者の権利（厚生労働省）
　 　労働法等労働者の権利に関する知識を身に
つけるための教育や啓発活動を推進している。
⑷ 消費者教育（消費者庁，文部科学省）
　　再掲（第２章第２節１⑴オ）
⑸ 女性に対する暴力（内閣府）
　 　内閣府では，女性に対する暴力の加害者及
び被害者となることを防止する観点から，若
年層を対象とした予防啓発教材を作成した。
さらに，その効果的な活用に資するため，同
教材を用いた参加型授業の様子を紹介した映
像資料及び指導者用手引を作成し，教育機関
等に配布した。

モラル指導ポータルサイト：http://kayoo.
info/moral-guidebook-2007/）を公開して
いる。

　　 　また，平成21年度には，「学校における
情報モラル等教育の推進事業」として，地
域に専門家を派遣する事業や教員等に対し
て情報モラルに関する専門的な研修を実施
するなど，学校における情報モラル教育の
一層の充実を図っている。

　イ　メディアリテラシーの向上（総務省）
　　 　総務省では，「放送分野における青少年
とメディア・リテラシーに関する調査研究
会報告書」（平成12年6月）の提言を受け，
小・中学生及び高校生向けの教材を開発
し，教育関係者を中心に，広く一般に貸出
しを行っている。平成20年度からは，e-
ラーニング教材を開発するとともに，「放
送分野におけるメディアリテラシー」サイ
ト（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/
joho_tsusin/top/hoso/kyouzai.html）を 開
設し，更なる普及に努めている。

　　 　また，子どもがインターネット，携帯電話
等のICT（Information and Communications 
Technology）メディアを安全に利活用でき


