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よる段差の解消，多機能トイレ（おむつ
交換シート等）の設置，乗合バス車両に
おけるノンステップバス及び路面電車に
おける低床式車両（LRV）の導入等の
公共交通機関のバリアフリー化を促進し
ている。

⑧ 建築物のバリアフリー化（国土交通省）
バリアフリー法に基づき，建築物のバ

リアフリー化を推進している。同法に基
づく認定特定建築物のうち一定のものに
ついては，スロープ，エレベーター等の
整備に対する助成により優良なバリアフ
リー建築物の建築の一層の促進を図って
いる。

ウ 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。このような認識のもと，地
域における福祉活動を活性化するため拠点
づくりや，学童の通学安全確保のための取
組等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等に対する支援を行う
「地域福祉等推進特別支援事業」等を通じ
て，住民参加による地域づくりの一層の推
進を図っている。

２ 多様な主体による取組の推進
⑴ 相談体制の充実
ア 子ども・若者総合相談センター（内閣府）

子ども・若者総合相談センターは，地方
公共団体が子ども・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として設
けられるものであり，幅広い分野にまたが
る子ども・若者の問題への相談に対し，一
次的な受け皿になり，他の適切な機関に
「つなぐ」，いわゆる「たらい回し」を防
ぐ機能を果たすことが求められている。

内閣府では，将来的に，子ども・若者総
合相談センターとしての機能を担う青少年
相談センター等の公的相談機関等の職員を
対象とした研修を実施している。

イ ネットワークの中核的人材
① 専門機関・相談機関の充実（警察庁，
法務省，文部科学省）
警察では，少年補導職員等を配置した

「少年サポートセンター」が中心となり，
関係機関等と連携して，少年相談，街頭
補導，継続補導，広報啓発等少年非行の
防止や被害少年の支援等を行っている。
文部科学省では，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））により，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。
少年鑑別所は，非行問題の専門機関と

して，非行を行った少年の資質鑑別を通
じて豊富な知識や経験を蓄積するととも
に，そうした専門機関としての機能を地
域社会に還元し，青少年の健全育成に資
することを目的として一般少年鑑別業務
を行っている。
また，各都道府県・市町村教育委員会

では，教育支援センター（適応指導教室）
において不登校児童生徒への相談・指導
を行っており，平成２１年度は１２２８か所が
設置されている。

② 事案に応じた専門機関・相談機関の連携
ⅰ 非行防止に関する連携（警察庁）

少年問題に対しては，関係機関・団
体が相互に連携を強化し，社会全体と
して取り組んでいくことが重要であ
る。そのため，関係機関・団体等は，
日常的な情報交換，意見交換等を行う
など，少年や家庭等に対する支援体制
の充実強化に努めている。
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（注）平成17年度までは６月１日現在の調査であり，平成18年度からは４月１日現在の調査である。
　　　平成16年度までは「子どもを守る地域ネットワーク」に準ずる「虐待防止ネットワーク」の設置数及び割合であり，平成17年度から「子どもを守る地域ネットワーク」

又は「虐待防止ネットワーク」の設置数及び割合である。
資料：厚生労働省調べ
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ⅱ 児童虐待防止に関する連携（文部科
学省，厚生労働省）
児童虐待は，家族の抱える社会的，

経済的あるいは心理的といった様々な
要因の複合的な相互作用の結果生じる
と考えられており，その防止には，福
祉，医療，保健はもとより，教育，警
察，司法，さらにはNPO等幅広い関
係者が共通の認識に立って組織的に対
応していくことが必要である。
こうした連携の取組として，現在，

各市区町村においては，地域の関係機
関が子どもやその家庭に関する情報や
考え方を共有し，適切な連携の下で対
応していくための「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）」の設置が進められており（第
２―４―４図），平成２２年４月１日現在，要
保護児童対策地域協議会又は任意設置
の虐待防止ネットワークを設置してい
る市区町村の割合は９８．７％である。
文部科学省では関係省庁の協力を得

て，関係機関や民間団体が連携し，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２３年３月時点で５関係省庁と４２民間
団体が参加）を設け，児童虐待問題を
含む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円滑
な連携の在り方等について検討してい
る。

ⅲ 相談機関の連携（内閣府）
内閣府では，国や地方公共団体が設

置している相談機関の担当者及び学校
教育関係者の参加を得て，「青少年相
談機関連絡会議」をブロック別（全国
６ブロック）に開催し，関係機関等と
の連携体制の在り方や相談機能の充実
強化のための方策について，情報交換
等を行い，青少年相談機関活動の充実
を図っている。

③ 包括的な一次相談・支援窓口の整備・
充実（内閣府）
内閣府では，平成２２年度に，困難を有

する子ども・若者を支援するため，公的
機関において相談業務に当たる職員に対
して，総合的に支援するための法的仕組
みや関係機関の役割等について理解を深
めることを目的とした研修を実施すると

第２―４―４図 「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）」又は「虐待防止ネットワーク」の設置数および割合
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ともに，民間団体において相談業務に当
たる職員に対しても，精神医学の基礎的
知識やカウンセリング技能等を習得する
ことを目的とした研修を実施することと
している。

⑵ 民間団体等の取組の推進
ア 国民運動等の取組の推進（各省庁）

政府，地方公共団体及び関係団体では，
すべての国民が互いに力を合わせ，社会の
あらゆる分野で子ども・若者の育成支援を
推進するための国民運動を展開している。

イ 「新しい公共」による子ども・若者を支
える活動等の支援（内閣府，文部科学省，
各省庁）
「新しい公共」については，大胆な制度

改革や仕組みの見直し等を通じ，これまで
官が独占してきた領域を「公」に開くこと
を目指し，「新成長戦略」（平成２２年６月１８
日閣議決定）に基づき，市民公益税制の見
直しや社会的活動を支える人材育成，教育
の充実等国民が支える公共の構築に向けた
取組を着実に実施・推進することとしてい
る。
子ども・若者をめぐる現状として，学力

低下の傾向や不登校等が指摘されるなど，
様々な課題への対応が求められている中，
学校だけがその役割と責任を負うのではな
く，新しい公共の流れを踏まえ，これまで
以上に地域ぐるみで子どもを育てる体制を
整えていくことが不可欠である。
このような観点から，文部科学省では，

コミュニティスクール（学校運営協議会制
度），学校支援地域本部，放課後子ども教
室，家庭教育支援等，学校・家庭・地域が
連携して教育を進める取組を支援してお
り，それぞれの地域で創意工夫のある取組
が推進されている。例えば，学校支援地域
本部では，地域住民がボランティアとして
授業の補助や読み聞かせ，登下校パトロー
ル等についてサポートを行っている。これ
らの取組により，世代を超えた地域住民の

交流が生まれ，地域活動が活発化すること
もまた，期待されるところである。
また，地域が抱える課題を住民目線で解

決するため，公民館・図書館等の社会教育
施設における来館者に対する情報提供・相
談業務を発展させ，地域が抱える様々な課
題に対する解決支援サービスの推進に取り
組むとともに，地域住民が主体的に地域の
スポーツ環境を形成する，「総合型地域ス
ポーツクラブ」等の事業を支援し，だれも
が，いつでも，どこでも，それぞれの体力
や年齢，興味等に応じて，スポーツに親し
むことができる明るく豊かなで活力に満ち
た社会の形成を図っている。
さらに，教育等の政策形成の在り方とし

て，文部科学省では，「新しい公共」の理
念の下，意思決定・意見形成プロセスを国
民に広く開き，現場対話やインターネット
活用により収集された，当事者による「熟
議」（熟慮と討議）に基づく意見を踏まえ
た政策形成の取組を進めている。熟議の取
組の推進による効果として，若者等が公共
に参画する機会が拡大されることや，現場
対話の熟議を通して，希薄化が指摘されて
いる対面でのコミュニケーションが活性化
されること等が考えられ，国レベル，地域
レベル双方の在り方として，一層の取組が
期待されるところである。
平成２２年１月には，「新しい公共」の理

念に基づいた取組の一環として，「子ども
を見守り育てるネットワーク推進会議」
（平成２３年３月時点で５関係省庁と４２関係
団体が参加）を立ち上げ，「子どもを見守
り育てるネットワーク推進宣言」を採択し，
関係機関や民間団体が連携して，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
進していくこととした。
平成２２年７月には，「子どもを見守り育

てる新しい公共の実現に向けた行動計画」
を策定した。今後は，行動計画に基づき，
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各構成員の連携強化のための取組の充実を
図っていく。
また，最近の少年非行の背景には，少年

自身の規範意識の低下やコミュニケーショ
ン能力の不足，家庭や地域社会の教育機能
の低下，少年が疎外感を抱いている現状等
が指摘されており，次代を担う少年の健全
育成を図るためには，こうした問題の解決
に社会全体で取り組む必要がある。
このため，警察では，「非行少年を生ま

ない社会づくり」の取組を全国的に推進し
ており，問題を抱え非行に走る可能性があ
る少年に対して積極的に連絡して手を差し
伸べ，社会奉仕活動への参加促進や就学・
就労の支援等によりその立ち直りを支援す
る活動を行うとともに，少年非行に関する
社会全体の理解を深め，厳しくも温かい目
で少年を見守る社会気運の醸成を図ってい
る。

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

⑴ 専門職の養成・確保
ア 医療・保健関係専門職（厚生労働省）

平成１６年４月から，すべての研修医が，
周産・小児・成育医療の現場を必ず経験
し，小児の疾患に関する基本的な診療能力
について研修を行う臨床研修制度を実施し
ている。
また，保健師，助産師を含む看護職員の

養成課程においては，学校保健・地域母子
保健・小児看護学等を教育内容としてい
る。

イ 児童思春期の心理関係専門職（法務省，
厚生労働省）
厚生労働省では，精神保健福祉セン

ター，保健所，児童相談所等における相談
体制を強化するため，思春期精神保健に関
する専門家が少ない現状を考慮し，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
修を実施している。
また，様々な子どもの心の問題，児童虐

待等や発達障害に対応するため，都道府県
における拠点病院を中核とし，各医療機関
や保健福祉機関と連携した支援体制の構築
を図るための事業を平成２０年度から３か年
のモデル事業として実施してきたところで
あり，平成２３年度においては，本モデル事
業の成果を踏まえ，事業の本格実施を行う
こととしている。
少年鑑別所に勤務する法務技官に対して

は，心理査定や心理療法等に関する専門的
な知識や技術を付与するための研修体制が
整備されており，心理関係専門職として計
画的な養成が行われている。

ウ 少年補導や非行少年の処遇に関する専門職
① 少年補導職員（警察庁）

少年非行を防止し，その健やかな育成
を支援するには，不良行為等の問題行動
の早期発見と少年及びその保護者に対す
る適切な指導・助言，少年の規範意識の
向上，非行少年の立ち直り支援等のほ
か，少年非行に対する社会全体の問題意
識の醸成を図り，犯罪等により少年が被
害を受けた場合には，被害少年及びその
家族に対して，早期の支援を行うことが
重要である。
これらの活動を行うため，警察では，

少年問題に関する専門組織である「少年
サポートセンター」を全国に１９７か所設
置するとともに，全国に約１０００人の少年
補導職員を配置している（平成２３年４月
１日現在）。
少年補導職員は，少年相談，継続補

導，被害少年の支援等の専門的・継続的
な活動を行っており，時代に応じて変化
する少年の問題に的確に対応できるよ
う，都道府県単位，あるいは，全国規模
で研修を行うなど必要な知識の修得に努
めている。


