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ポートチーム」の活用等により，非行防止と
立ち直りのために，少年やその家族等の支援
を推進します。また，「学校問題解決支援チー
ム」や「学校・警察連絡協議会」などの活
用，スクールサポーター制度の拡充等によ
り，学校や警察等の地域の関係機関等の連携
を図ります。

　　　（非行防止，相談活動等）
　　　 　少年非行等の未然防止，早期発見・早期対

応につながる効果的な取組，地域の人々と連
携した多様な活動の機会の提供や居場所づく
りのための取組等を推進します。

　　　 　また，様々な悩みを持つ少年やその家族等
に対し適切な助言，支援等を行うため，学校
や青少年センター等における相談体制の整備
等に努めるとともに，地域や学校，関係機関
等の連携による取組を推進します。

　　　 　街頭補導活動に取り組むとともに，事件の
捜査・調査については，少年の特性やその立
ち直りに配意した迅速・的確な対応を推進し
ます。

　　　 　暴走族を始めとする非行集団については，
取締りの徹底とグループの解体，少年の加入
阻止や構成員の離脱を支援するなど，総合的
な対策を推進します。

　　　（薬物乱用防止）
　　　 　子ども・若者による薬物乱用の防止対策に

ついては，学校等における薬物乱用防止教室
の開催や大学入学時等のガイダンス活用によ
る啓発の強化など，薬物乱用防止に資する教
育，広報啓発活動の一層の強化を図ります。

　　　 　また，刑事施設・少年院・保護観察所にお
いて，薬物事犯者に対し，薬物依存からの離
脱指導を始めとする再乱用防止のための処遇
内容及び方法の充実強化を図ります。加え
て，相談窓口の周知や関係機関間の連携強
化，地域における薬物等依存症対策の推進な
ど，子ども・若者を含めた薬物依存者及びそ
の家族への支援の充実に努め，再乱用防止の
ための取組を推進します。

　　　（被害者への配慮）

システムの構築という障害者権利条約の理念
を踏まえた検討を行います。

　　　 　さらに，障害のある子ども・若者が，身近
な地域で安心して生活できるよう在宅サービ
スや放課後支援の充実を図るなど，障害の特
性に配慮した適切な支援が提供されるよう取
組を推進します。

　　　（発達障害のある子ども・若者の支援）
　　　 　医療，保健，福祉，教育関係機関等の連携

が重要であることから，「発達障害者支援セ
ンター」を核とした地域支援体制の強化を推
進します。

　　　 　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ます。

　　　 　発達が気になる段階からの支援や，学校，
相談支援事業所等において，発達の段階に応
じた適切な指導等を行うとともに，「発達障
害教育情報センター」，「発達障害情報セン
ター」等において，発達障害についての正し
い理解の啓発や情報提供等の充実を図ります。

　　　（障害者に対する就労支援等）
　　　 　障害者雇用率を柱とした障害者雇用の一層

の促進を図るとともに，ハローワークを中心
に，福祉・教育機関と連携した「障害者就労
支援チーム」による支援を行うこと等によ
り，就職の準備段階から職場定着までの一貫
した支援を展開します。併せて，様々な障害
の態様やニーズを踏まえた職業訓練機会を確
保します。

　　　 　学校において，産業界や労働関係機関との
連携の下，就業体験の機会を積極的に設ける
などして職業教育の充実を図ります。

　　　 　また，授産施設等で働く障害のある人の工
賃水準の引上げ等に取り組むとともに，企業
等で働く機会を増やすため福祉的就労から一
般雇用への移行促進を図ります。

　③　非行・犯罪に陥った子ども・若者の支援等
　　　（総合的取組）
　　　 　「更生保護活動サポートセンター」や「サ
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　　　（いじめ・暴力対策）
　　　 　問題行動を起こす児童生徒への指導や事件

を起こした少年に対する適切な処遇を推進
し，再発防止を図るとともに，未然防止，早
期発見・早期対応につながる効果的な取組等
を促進します。

　④　子どもの貧困問題への対応
　　　（経済的困難を抱える家庭への支援） 
　　　 　次代を担う一人一人の子どもの育ちを個人

や家庭だけの問題とするのではなく，社会全
体で応援するという観点から，子ども手当を
実施します。

　　　 　また，すべての意志ある子ども・若者が経
済的理由により希望する教育を断念すること
がないよう，初等中等教育においては，高校
の実質無償化の定着等を図るとともに，引き
続き，市町村が実施する就学援助の促進等を
図ります。また，教育に係る経済的負担の一
層の軽減を図るため，必要な支援措置に取り
組みます。

　　　 　特に学習者の負担が大きい高等教育につい
ては，奨学金の充実とともに，実質的な給付
型の経済的支援として，大学等が行う授業料
減免措置の支援等に取り組みます。

　　　 　また，生活保護受給者に対し，就労による
経済的自立を支援するとともに，受給者の子
どもに対し学習支援等を行います。

　　　（ひとり親家庭への支援）
　　　 　子育てと就業の両立のため，保育所の優先

入所や家庭生活支援員の派遣等による子育て
や家事支援などを推進します。

　　　 　また，母子家庭の母に対する一貫した就業
支援サービス等の提供，自立支援プログラム
の策定，知識技能の習得に係る給付金の支給
等各種就業支援策を推進します。

　　　 　さらに，母子福祉資金の貸付け，公的年金
制度による遺族年金の支給を行うとともに，
児童扶養手当については，父子家庭にも支給
します。また，生活保護の母子加算を引き続
き支給します。

　　　 　被害者等の求めに応じて，加害少年のプラ
イバシー，健やかな成長への影響や事件の性
質等を考慮しつつ，適切な情報提供に努めま
す。

　　　 　また，加害少年に対するしょく罪指導等を
実施し，被害者の視点を取り入れた教育を充
実させます。

　　　（少年鑑別所等）
　　　 　少年鑑別所においては，少年の資質面，環

境面等の問題を調査するとともに，その少年
が非行に陥った原因等を明らかにすること
で，再非行，再犯を防ぐために必要な処遇を
実施できるよう，家庭裁判所とも連携を図り
ながら，鑑別及び観護を充実，強化します。

　　　 　さらに，少年鑑別所に収容された少年に対
する法的援助の在り方については，平成20年
に改正された少年法の施行状況を踏まえ，検
討します。

　　　（少年院・児童自立支援施設等）
　　　 　少年院や少年刑務所における矯正教育や改

善指導等，児童自立支援施設における自立支
援のための指導等を充実させ，自他の尊厳と
価値を知り，規範を順守する態度を養うこと
ができるよう，個々の年齢や能力に応じた指
導助言及び教育を行う体制を充実させ，その
ための専門職員の研修，養成に努めます。

　　　（更生保護，自立・立ち直り支援）
　　　 　保護観察中の少年が介護・奉仕活動等を行

う社会参加活動やしょく罪指導等を実施する
などして処遇の充実を図ります。

　　　 　また，保護司等民間ボランティア団体の活
動を推進します。

　　　（非行少年に対する就労支援等）
　　　 　少年院・少年刑務所において，就労に対す

る心構えを身に付けさせ，就労意欲を喚起す
る指導等を充実するとともに，社会復帰に資
する職業技能の習得や高等学校卒業程度認定
試験の受験を奨励します。

　　　 　また，出院及び出所予定者，保護観察に付
された少年等を対象として，刑務所出所者等
就労支援事業を推進します。
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学・編入学させたり，その際に下学年に受け
入れたりするなど，小学校又は中学校に入り
やすい環境の整備を促進するとともに，定住
外国人の子どもに対して，公立学校等への円
滑な転入を目指した就学支援を行います。

　　　 　さらに，進路指導の充実を図ります。
　　　（定住外国人の若者の就職の促進等）
　　　 　日系人を始めとする定住外国人の若者の就

職を促進するため，就職支援ガイダンス，職
業意識啓発指導，職業指導等，個別の就職支
援を行うほか，職業訓練を実施します。

　　　（性同一性障害者等）
　　　 　性同一性障害者や性的指向を理由として困

難な状況に置かれている者等特に配慮が必要
な子ども・若者に対する偏見・差別をなく
し，理解を深めるための啓発活動を実施しま
す。

　　　（十代の親への支援）
　　　 　十代で親になる者に対し，妊娠に伴う学業

の継続支援や，出産や子育ての知識や経験の
不足に対する相談，支援の整備を進めます。

　　　（嫡出でない子）
　　　 　嫡出でない子と嫡出である子の相続分を同

等化する民法改正を引き続き検討します。

（2）　子ども・若者の被害防止・保護
　　　（児童虐待防止対策）
　　　 　児童虐待の発生予防のため，地域における

子育て支援を充実するとともに，子育てに関
する親等への情報や学習機会の提供，相談体
制の充実を始めとするきめ細かな家庭への支
援が実施されるよう促します。

　　　 　相談，通報等を通じて，児童虐待の早期発
見と早期対応に努めるとともに，関係機関等
と連携した取組の促進，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，機能強化を図りま
す。また，相談，支援を行う児童福祉司等の
確保などにより，児童相談所の体制強化を図
ります。

　　　 　さらに，児童虐待の防止等を図り，児童の

　　　（世代を超えた貧困の連鎖の防止）
　　　 　貧困が世代を超えて継承されることがない

よう，自立の前提となる子どもの学びを支援
します。学校，保育所等の公的施設を活用し
て，子ども一人一人に対して教育や福祉関係
者，地域のボランティアなどが連携し，生活
面での支援，学習面での支援，家庭への支援
などを行う取組について検討します。

　　　（状況把握）
　　　 　子どもの貧困率について，継続的に調査を

行い，その状況を把握するなど，必要な対応
を進めます。

　⑤　困難を有する子ども・若者の居場所づくり
　　　（非行少年の立ち直り支援）
　　　 　更生保護施設や自立援助ホームの充実等を

図るとともに，関係機関，学校，民間協力者，
地域の人々等が連携して行う居場所づくりを
始めとした多様な立ち直り支援を推進します。

　　　（要保護児童の居場所づくり）
　　　 　児童養護施設等において，小規模グループ

ケア及び地域小規模児童養護施設の設置を推
進し，要保護児童の成長に寄り添うケアを充
実します。

　　　（グループホーム等の居場所づくり） 
　　　 　児童養護施設等を出た後に修学・就労を目

指す子ども・若者が生活のできるグループ
ホーム等の居場所づくりを支援します。ま
た，虐待等により保護が必要な子どもについ
ては，一時保護が適切に行われるよう対応し
ます。

　⑥ 　外国人等特に配慮が必要な子ども・若者の支
援

　　　（外国人の子どもの教育の充実等）
　　　 　公立学校における日本語指導体制を整備す

るとともに，バイリンガルの人材の配置等の
適応支援を行います。

　　　 　また，外国人の日本語能力等に配慮した弾
力的なカリキュラムの編成など制度面につい
ての検討や，学齢を超過した者も含め，入
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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ります。

　　　（被害防止のための教育）
　　　 　犯罪被害，交通事故及び自然災害等の危険

から自分や他者の身を守る能力を養うため，
安全教育を推進します。

　　　 　メディアリテラシーを身につけ，情報モラ
ルを養うことを通じ，被害者にも加害者にも
ならないための取組を推進します。

　　　 　労働法等労働者の権利に関する知識を身に
付けるための教育や啓発活動を推進します。

　　　 　消費者トラブルに巻き込まれることを防止
するとともに，自主的かつ合理的に行動する
ことを支援するため，消費者教育の充実を図
ります。

　　　 　女性に対する暴力の加害者にも被害者にも
ならないための予防啓発の充実を図ります。

３ 　子ども・若者の健やかな成長を社会全体
で支えるための環境を整備する

（1）　環境整備
　① 　家庭，学校及び地域の相互の関係の再構築
　　ⅰ　保護者等への支援を行う「家庭を開く」取組
　　　（家庭教育支援）
　　　 　家庭教育に関する人材の養成，学習機会や

情報の提供，相談体制の充実等の地域の取組
を支援します。このような取組に当たって
は，地域人材や民生委員・児童委員，学校，
スクールカウンセラーやスクールソーシャル
ワーカー等との連携を推進します。また，家
庭の教育力向上に向けた各地域の取組の活性
化や家庭教育の大切さについての国民の更な
る理解を促進します。

　　　（養育の多様化への支援）
　　　 　養親子などの養育の多様化に配慮した支援

の充実を検討します。

　　ⅱ　外部の力も活用した「開かれた学校」づくり
　　　（家庭・地域と一体となった学校の活性化）
　　　 　「学校支援地域本部」等地域住民のボラン

権利利益を擁護する観点から，親権制限等の
具体的在り方について検討を進めます。

　　　（社会的養護の充実）
　　　 　社会的養護を必要とする子どもの増加や多

様化に対応するため，里親や小規模住居型児
童養育事業（ファミリーホーム）の拡充など
の家庭的養護の促進や，施設機能の見直しな
ど，社会的養護の充実を図ります。

　　　（子ども・若者の福祉を害する犯罪対策）
　　　 　児童買春，児童ポルノに係る犯罪等の被害

者となることを防ぐため，社会全体に対し
て，広報啓発を行うとともに，厳正な捜査及
び適切な処理を行います。

　　　 　特に，児童ポルノ排除対策については，児
童ポルノ事件の検挙件数や被害児童数の増
加，国際社会からの要請等にかんがみ，関係
省庁が連携して，児童ポルノの排除に向けた
国民運動の推進，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，被害児童
の早期発見及び支援活動の推進等，総合的な
対策を実施します。

　　　 （犯罪被害に遭った子ども・若者とその家族
等への対応）

　　　 　被害を受けた子ども・若者の治療や精神的
負担の軽減を図り，立ち直りを支援するた
め，専門職員等による継続的な支援活動を推
進するとともに，関係機関等が連携して行う
相談，訪問活動や環境調整等支援します。

　　　（いじめ被害，自殺対策）
　　　 　学校において，未然防止，早期発見・早期

対応につながる効果的な取組や関係機関等と
連携した取組等を促進するとともに，相談体
制の整備を支援します。

　　　 　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，自殺予防週間・自殺
対策強化月間での啓発事業や，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・うつ病等対策プロジェ
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
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進します。学校においては，子どもが読書に
親しむ機会を充実させるため，学校図書館の
充実を図るとともに，司書教諭の配置を促進
します。

　　ⅳ 　子ども・若者が犯罪等の被害に遭いにくい
まちづくり

　　　 （子ども・若者が犯罪等の被害に遭いにくい
まちづくり）

　　　 　学校や通学路の安全点検を実施するととも
に，防犯灯・防犯カメラの整備や見通しのよ
い植栽の確保等の安全に配慮したまちづくり
を推進します。

　　　（安心して外出や外遊びができる環境の整備）
　　　 　誰もが安心して快適に外出できるよう，道

路，路外駐車場，公園，官庁施設，公共交通
機関等のバリアフリー化を推進し，また，公
園遊具の安全点検等を通じ，子どもが安全に
遊べる環境を整備します。

　②　多様な主体による取組の推進
　　ⅰ　相談体制の充実
　　　（子ども・若者総合相談センター）
　　　 　子ども・若者育成支援に関する相談に応

じ，関係機関の紹介その他の必要な情報の提
供及び助言を行う拠点（子ども・若者総合相
談センター）としての機能を担う体制が確保
されるよう，研修の充実や優良事例の紹介等
の支援を行います。

　　　（オンブズパーソン等子どもの相談体制）
　　　 　オンブズパーソン等の第三者的立場から，

子ども・若者やその家族等の相談を受け，必
要な調査を行うとともに，関係機関等と調整
を行いながら問題を解決する仕組みの普及を
図ります。

　　ⅱ　民間団体等の取組の推進
　　　（国民運動等の取組の推進）
　　　 　地方公共団体，学識経験者，民間の関係者

等と連携・協力して，子ども・若者の育成支
援に取り組むことができるよう国民運動とし

ティア活動等による積極的な学校支援の取組
を促進します。

　　　 　保護者や地域住民が学校運営に参画し，学
校づくりを進めるコミュニティ・スクール
（学校運営協議会制度）の設置促進に取り組
みます。

　　　（教育・相談の体制や機能の充実）
　　　 　教員の資質能力の総合的な向上方策の検討

を行い，養成，採用，研修の各段階を通じた
体系的な施策を充実させ，使命感，得意分野，
個性を持ち，現場の課題に適切に対応できる
力量のある教員を確保します。

　　　 　スクールカウンセラーの配置や，スクール
ソーシャルワーカーの活用など，学校におけ
る相談体制の整備，充実を図ります。

　　ⅲ 　放課後の居場所やさまざまな活動の場づく
り

　　　（放課後子どもプランの推進）
　　　 　放課後子どもプラン（放課後児童クラブ・

放課後子ども教室）などの取組について，総
合的な放課後児童対策を推進します。

　　　 　特に，就労希望者の潜在的なニーズに対応
し，放課後児童クラブを利用したい人が必要
なサービスを受けられるよう，受入児童数の
拡充を図ります。

　　　（中高生の放課後の居場所づくり）
　　　 　中学生や高校生が，放課後，安全に楽しく

過ごせる居場所をつくります。集まった中高
生が地域コミュニティに参加することを支援
します。

　　　（体験・交流活動等の場づくり）
　　　 　子ども・若者が，自然体験や集団宿泊体験

等の体験活動を行える青少年教育施設，都市
公園等の整備や地域密着型スポーツクラブの
育成・充実を推進するとともに，自然公園，
河川や海岸などの水辺空間，森林を保全・整
備します。

　　　（図書館等の充実）
　　　 　図書館や公民館が住民にとってより身近で

利用しやすい施設となるよう，環境整備を推
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　　ⅱ　地域における多様な担い手の育成
　　　（青少年リーダー等の育成）
　　　 　青少年関係団体等において，社会の中核を

担う青少年リーダーを育成するために行われ
ている活動を支援します。また，体験活動指
導者や自然解説指導者の養成・研修を推進し
ます。

　　　（民間協力者の確保）
　　　 　保護司，人権擁護委員，児童委員，少年警

察ボランティア，母子保健推進員等の民間協
力者について，幅広い世代・分野からの人材
の確保を図るとともに，研修を充実させます。

　　　 　また，ニートや非行に陥った少年，障害者
等の就労について，企業や個人事業主等の協
力者の確保に取り組みます。

　　　 （同世代又は年齢の近い世代による相談・支
援）

　　　 　同世代又は年齢が近い世代の学生ボラン
ティアの導入を推進し，相談・支援を充実さ
せます。また，価値観を共有する仲間による
相談活動（ピア・カウンセリング）を普及し
ます。さらに，非行など問題を抱えた少年の
自立を支援する青年ボランティアの活動を促
進するために必要な協力を行います。

　　　（子ども・若者自身のネットワーク）
　　　 　子ども・若者に対する支援を同世代の子ど

も・若者が行う等，子ども・若者自身のネッ
トワークの形成や強化のため，情報提供等の
支援を行います。

　④　子育て支援等の充実
　　　 （子どもと子育てを応援する社会の実現に向

けた取組）
　　　 　「子ども・子育てビジョン」に基づき，子

ども手当の創設等による子育て家庭等への支
援，待機児童の解消に向けた保育や放課後対
策の充実を含めた保育サービス等の基盤整
備，地域における子育て支援等の施策を推進
します。

　　　 　また，幼保一体化を含む新たな次世代育成
支援のための包括的・一元的なシステムの構

て気運の醸成等に努めます。
　　　 　そのため，多様な主体による取組（別紙）

を支援するとともに，各界各層との情報及び
意見の交換並びにその他の必要な連携を図る
ための機会を設けます。

　　　 （「新しい公共」による子ども・若者を支える
活動等の支援）

　　　 　「新しい公共」円卓会議における提案を踏
まえ，寄附を行った際の所得税の税額控除制
度の導入，認定NPO法人の認定基準の見直
し，地方公共団体において寄附金税額控除の
対象とするNPO法人を指定できる仕組みの
導入等の税制の整備や，社会的活動を担う人
材の育成等を行うとともに，地域における子
ども・若者を支える活動やそのネットワーク
づくりを支援します。

　③ 　関係機関の機能強化，地域における多様な担
い手の育成

　　ⅰ　専門職の養成・確保
　　　（医療・保健関係専門職）
　　　 　小児科医師及び産科医師の確保対策を推進

するとともに，保健師，助産師を含む看護職
員の人材確保対策を総合的に行います。

　　　（児童福祉に関する専門職）
　　　 　保育士，児童福祉司など児童福祉施設や児

童相談所の職員について，必要な体制の確保
に努めるとともに，研修を充実させ，専門性
の向上を図ります。

　　　（思春期の心理関係専門職）
　　　 　医師，保健師，看護師，精神保健福祉士，

臨床心理技術者等を対象に，児童思春期にお
ける心の健康問題に対応できる専門家の養成
研修等を行います。

　　　 　矯正施設の心理関係専門職に対して，各種
研修を充実させ，専門性の向上を図ります。

　　　（少年補導や非行少年の処遇に関する専門職） 
　　　 　少年補導職員の適正な職員数の確保に努

め，資質向上と少年相談等の専門家の育成を
図るとともに，法務教官及び保護観察官の指
導力の向上を図ります。




