
第4章 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整備

1 家庭，学校及び地域の
相互の関係の再構築

⑴ 　保護者等への支援を行う「家庭を開く」
取組
ア　家庭教育支援（文部科学省）

　 　文部科学省では，「学校・家庭・地域の
連携による教育支援活動促進事業」により，
身近な地域において，すべての親が家庭教
育に関する学習や相談が出来る体制が整う
よう，家庭教育支援チームの組織化等によ
る相談対応，保護者への学習機会や親子参
加行事の企画・提供などの家庭教育を支援
する活動を実施している（平成23年度実施
か所数：2512か所）。

　 　また，地域住民，学校，行政，NPO，
企業等の協働による社会全体での家庭教育
支援の活性化を図るため，効果的な取組事
例等を活用した全国的な研究協議を行っ
た。平成23年度においては，宮城県と滋賀
県において研究協議会を開催し，全国的な
啓発を行った。

　 　なお，各自治体による立体的な取組の活
性化や，喫緊の社会的課題を踏まえた家庭
教育支援のあり方を国として示すこと等を
目的として，「家庭教育支援の推進に関す
る検討委員会」を開催し検討を重ね，報告
書「つながりが創る豊かな家庭教育」をと
りまとめたところである。

　 　平成24年度においては，本報告を踏まえ
た取組の活性化を図るとともに，引き続き，
地域人材の連携や養成・活用等により学校
と家庭をつなぐ，地域の主体的な取組を支
援していく。

⑵ 　外部の力も活用した「開かれた学校」づ
くり
ア 　家庭・地域と一体となった学校の活性
化（文部科学省）

　①　学校の裁量の拡大
　　 　学校が，地域や子どもたちの実情に応
じて特色ある教育活動に主体的に取り組
めるよう，承認・届出等の教育委員会の
関与の縮減や，教育課程・学校予算につ
いての学校裁量の拡大を促している。

　② 　保護者や地域住民の学校運営への参
加

　　 　保護者や地域住民が学校運営に参画す
る新たな仕組みとして，平成16年６月の
「地方教育行政の組織及び運営に関する
法律」（昭31法162）の改正により，学校
運営協議会制度（コミュニティ・スクー
ル）が創設され，同年９月から施行され
ている。平成23年４月１日現在でコミュ
ニティ・スクールに指定されている学校
は，前年度から160校増えて，789校とな
り，着実にその導入が進んできている。

　③　学校評価と情報提供の推進
　　 　学校の教育活動その他の学校運営の状
況について評価を行い，その結果に基づ
き学校及び設置者等が学校運営の改善を
図ることや評価結果等を広く保護者や地
域住民等に公表していくことが求められ
ている。

　　 　このため，平成19年に学校教育法及び
同法施行規則が改正され，学校評価と学
校の積極的な情報提供に関する規定が整
備された。この法令改正を受けて，各学
校や設置者の取組の参考となるよう，学
校評価ガイドラインを策定している。
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　　 　学校評価には，①法令上の実施義務が
課されている自己評価（各学校の教職員
が行う評価），②実施が努力義務となっ
ている学校関係者評価（保護者や地域住
民等が自己評価結果に基づいて行う評
価），③任意に実施する第三者評価（学
校運営に関する外部の専門家を中心とし
て行う評価）がある。とりわけ学校関係
者評価については，平成20年度間には
81％の公立学校において実施されている
が，学校・家庭・地域が学校の現状と課
題について共通理解を深めて相互の連携
を促し，学校運営の改善への協力を促進
するために，できる限りすべての学校に
おいて実施されることが期待される。

　④ 　地域の多様な人材の参画による教育
支援の充実

　　 　学校が多様な要請にこたえつつ，特色
ある教育を推進していくためには，教育
の様々な分野において，地域の多様な人
材の参画による教育支援の取組を積極的
に進めることが有効である。

　　 　このため，平成20年度から授業の補助，
読み聞かせや環境整備，登下校パトロー
ル等について，地域住民がボランティア
として学校をサポートする「学校支援地
域本部事業」が実施されており，平成23
年度は570市町村で2659本部が設置され
ている。平成23年度からは地域住民等の
参画による子どもの教育支援を総合的に
支援する「学校・家庭・地域の連携によ
る教育支援活動促進事業」において引き
続き「学校支援地域本部」の取組を推進
している。こうした取組を通じて，学校
と学校外の社会の連携・協力が強化され，
開かれた学校づくりの促進も期待される。

　⑤ 　高等学校教育改革の推進と中高一貫
教育

　　 　現在，高等学校等への進学率は約98％
に達しており，多様化する生徒の実情を
踏まえつつ，生徒や保護者，地域，社会

のニーズに対応した特色ある高等学校づ
くりが求められている。

　　 　このため，文部科学省としては，総合
学科，単位制高等学校，中高一貫教育制
度を創設するなど高等学校教育改革の推
進を図ってきたところである。

　　ⅰ　中高一貫教育
　　　 　中高一貫教育は，これまでの中学校

と高等学校に加えて，生徒や保護者が
中高一貫教育校も選択できるようにす
ることにより，中等教育の一層の多様
化を進めることを目的として，平成11
年度から制度化されており，平成22年
度までに402校が設置されている。

　　　 　中高一貫教育校には，修業年限６年
の学校として，一体的に中高一貫教育
を行う中等教育学校，高等学校入学者
選抜を行わず，同一の設置者による中
学校と高等学校を接続する併設型中高
一貫教育校，市町村立中学校と都道府
県立高等学校等，異なる設置者による
中学校と高等学校が，教育課程の編成
や教員と生徒間の交流等の連携を深め
る形で，中高一貫教育を実施する連携
型中高一貫教育校の３つの形態がある。

　　　 　また，中高一貫教育校として特色あ
る教育課程を編成することができるよ
う，実施形態に応じて，教育課程の基
準の特例を設けている。

　　ⅱ　総合学科
　　　 　総合学科は，普通教育を主とする学

科である「普通科」，専門教育を主と
する学科である「専門学科」に並ぶも
のとして，普通教育と専門教育とを総
合的に行う学科として，平成６年度か
ら制度化されており，平成22年度まで
に349校が設置されている。

　　　 　総合学科の特色としては，生徒の主
体的な学習を促し，個性を伸張させる
ため，将来の進路への自覚を深めさせ
る学習や，生徒の個性を生かした主体
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的な学習を通して学ぶことの楽しさや
成就感を体験させる学習が重視されて
いる。

　　ⅲ　単位制高等学校
　　　 　単位制高等学校は，生徒の幅広い

ニーズにこたえる多様な履修形態を可
能にするため，学年による教育課程の
区分を設けず，卒業までに所要の単位
を修得すれば卒業が認められる学校で
あり，平成22年度までに928校が設置
されている。

　　　 　単位制高等学校の特色としては，自
分の学習計画に基づき，興味，関心等
に応じた科目を選択し学習できること
や，学年の区分がなく，自分のペース
で学習に取り組むことができること等
が挙げられる。

イ 　教育・相談の体制や機能の充実（文部
科学省）

　①　教員の資質能力の向上
　　 　教員の資質能力の向上については，現
在，中央教育審議会（教員の資質能力向
上特別部会）において，教員養成，採用，
研修の各段階を通じた体系的な施策を充
実させるための検討を行っている。なお，
現在講じている施策は以下のとおりと
なっている。

　　ⅰ　教員養成・免許制度
　　　 　教員養成・免許制度については，い

じめ・不登校，性教育，薬物乱用等の
問題に対応するため，養護教諭が保健
の授業を担任することを可能とすると
ともに，児童生徒の心身の健全な発達
に配慮した食に関する指導と学校給食
の管理を行うための栄養教諭の制度を
整備している。

　　　 　さらに，優れた知識経験や技術を有
する者に免許状を授与できる制度（特
別免許状制度）や，免許状を持たない
社会人が教壇に立てる制度（特別非常
勤講師制度）により，地域の人材や社

会人等を活用して，学校教育の多様化
への対応や活性化を図っている。

　　　 　また，平成21年度から実施されてい
る教員免許更新制により現職教員等
は，10年ごとの免許状更新講習を受講・
修了することが必要となり，生徒指導
等を内容とするものも開設されている。

　　ⅱ　教員研修
　　　 　教員研修に関しては，教員の資質能

力の向上を図るため，公立学校の新任
教員に対する採用後１年間の初任者研
修や，在職期間が10年に達した教員に
対して個々の能力，適性等に応じた研
修を行う10年経験者研修が制度化され
ている。

　　　 　なお，独立行政法人教員研修セン
ターでは，国が行うべき研修として，
各地域における指導者を養成するため
の学校経営研修や喫緊課題に関する研
修を実施している。

　②　教員評価
　　 　教員の能力や実績をきちんと評価し，
その結果を人事や処遇，研修等に適切に
反映させることが重要であることから，
教員評価制度の改善・充実を促してきた。
平成22年４月現在では，一部実施を含め
るとすべての教育委員会において，教員
の能力や実績を評価する教員評価が実施
されている。

　③　学級編制と教職員配置
　　 　公立の小学校，中学校，中等教育学校，
高等学校及び特別支援学校における学級
編制と教職員配置については，「公立義
務教育諸学校の学級編制及び教職員定数
の標準に関する法律」（昭33法116）（以下，
「義務標準法」という。）及び「公立高
等学校の適正配置及び教職員定数の標準
等に関する法律」（昭36法188）において，
学級編制と教職員定数の標準を定めるこ
とにより，児童生徒の学習活動や学校生
活の基本的な単位である学級の規模の適

174

【第２部】子ども・若者に関する国の施策



正化を図るとともに，教育活動を円滑に
行うために必要な教職員を確保するため
の教育条件の整備を図っている。

　　 　学級編制及び教職員定数については，
累次の公立義務教育諸学校教職員定数改
善計画及び公立高等学校教職員定数改善
計画により，計画的な改善を行い，40人
学級の実現や習熟度別少人数指導の実施
を図ってきた。

　　 　また，平成23年度には，小学校１年生
で35人以下学級を実現するため，義務標
準法等の改正を行い，小学校１年生の学
級編制の標準を現行の40人から35人に引
き下げることのほか，市町村が地域や学
校の実情に応じて柔軟に学級編制を行う
ことを可能とすることや，改正法の附則
に小学校２年生以降の学級編制の標準を
順次改定すること等について検討を行う
旨の規定を設けたところである。

　　 　平成24年度においては，小学校１年生
に引き続き，切れ目なく２年生でも35人
以下学級を実質的に全国で実現するため
に必要な加配定数の増（900人）のほか,
小学校専科指導や特別支援教育の充実等
（1900人）や東日本大震災への対応（1000
人）のため,あわせて3800人の教職員定
数の改善を図ったところである。

　　 　なお，学級編制については，地方の自
主性を高める観点等から，平成13年度以
降，各都道府県教育委員会の判断により，
国の標準を下回る学級編制の基準を定め
ることが可能となるよう，順次，運用の
弾力化を図ってきており，この結果，平
成22年度までに，すべての都道府県にお
いて小学校低学年を中心に少人数学級が
実施されている。

　④　学校における教育相談体制の充実
　　　再掲（第２章第３節２⑴）
ウ　安全管理の徹底（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
進している。

⑶ 　放課後の居場所やさまざまな活動の場づ
くり
ア 　放課後子どもプランの推進（文部科学
省，厚生労働省）

　 　文部科学省と厚生労働省では，両省が連
携し，地域社会の中で，放課後等に子ども
たちの安全で健やかな居場所づくりを推進
するため，平成19年度から，総合的な放課
後対策として，「放課後子どもプラン」を
創設し，すべての小学校区での実施を目指
し，推進を図っている。

　 　このうち，文部科学省が行う「放課後子
ども教室推進事業」においては，放課後や
週末等に小学校の余裕教室等を活用して，
地域の方々の参画を得て，子どもたちに学
習活動やスポーツ・文化芸術活動，地域住
民との交流活動等の機会を提供する取組を
推進しており，平成23年度は9733か所にお
いて実施されている。平成23年度からは地
域住民等の参画による子どもの教育支援を
総合的に支援する「学校・家庭・地域の連
携による教育支援活動促進事業」において
引き続き「放課後子ども教室」の取組を推
進している。
イ　体験・交流活動等の場づくり
　①　青少年教育施設（文部科学省）

　　 　青少年教育施設は，体験活動を中心と
する様々な教育プログラムの実施や，青
少年が行う自主的な活動の支援等によ
り，健全な青少年の育成や青少年教育の
振興を図ることを主たる目的として設置
された施設である。

　　 　独立行政法人国立青少年教育振興機構
は，国立青少年教育施設（全国28施設）
を通じて，青少年を対象とした総合的・
体系的な体験活動等の機会を提供してお
り，平成23年度は約500万人に利用され
ている。東日本大震災に際しては，被災
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地の子どもたちの心身の健全育成及びリ
フレッシュを図るため，自然体験活動等
を行う機会を提供する「リフレッシュ・
キャンプ」を実施するなど，被災地の子
どもたちに対しても，様々な体験・交流
活動等の場と機会を提供している。　ま
た，教育的研修支援や青少年教育に関す
る調査研究等を実施し，それらの成果を
全国の公立青少年教育施設や関係団体等
へ普及している※31。

　　 　さらに，社会全体で体験活動を推進す
る機運を高めるため，他の青少年団体と
連携して，「体験の風をおこそう運動」
を推進している。毎年10月を「体験の風
をおこそう推進月間」として設定し，全
国各地で青少年の体験活動に関する様々
なイベントや全国的なフォーラムを実施
し，子どもたちの健やかな成長にとって，
体験がいかに大切であるかを，広く家庭
や社会に発信している。

　　 　加えて，文部科学省では，平成23年５
月，中央教育審議会に「青少年の体験活
動の推進の在り方に関する部会」を設置
し，国立青少年教育施設の在り方を含め
た，今後の青少年の体験活動の推進の方
策について審議を行っている。

　②　都市公園（国土交通省）
　　 　都市公園は，都市における緑とオープ
ンスペースを確保し，水と緑が豊かで美
しい都市生活空間の形成や都市住民の
様々な余暇活動の場の提供のため設置さ
れており，スポーツやレクリエーション
活動等を通じて，子ども・若者を始め，
あらゆる世代が交流を図ることができる
よう整備を推進している。

　③　自然公園等（環境省）
　　 　自然公園は，優れた自然の風景地を保
護するとともに，その利用の増進を図る
ことにより，国民の保健，休養及び教化

に資するとともに，生物の多様性の確保
に寄与することを目的として指定されて
おり，青少年を含め広く国民の自然との
ふれあいや野外活動の場として重要な役
割を果たしている。平成23年度末現在，
国立公園30か所，国定公園56か所，都道
府県立自然公園315か所が指定されてお
り，平成22年における利用者は，延べ約
９億人に達している。

　　 　こうした自然とのふれあいを求める国
民のニーズに対応するため，平成23年度
は，29の国立公園において直轄事業を実
施するとともに，34都道府県が実施する
国定公園等整備に対する自然環境整備交
付金の交付を行い，ビジターセンター，
散策路，休憩所，トイレ等安全で快適な
公園利用施設の整備をしたところである。

　　 　このほか，環境学習・保全調査や過去
に損なわれた自然環境を再生するための
自然再生事業，新宿御苑等の国民公園に
おける施設整備を実施し，青少年を含め
広く国民に供している。

　④　スポーツ活動の場（文部科学省）
　　ⅰ 　地域における身近なスポーツ環境

の整備
　　　 　心身の健全な発達に重要な役割を果

たすスポーツに国民の誰もが生涯を通
じていつでも身近に親しむことができ
る環境を整備するため，総合型地域ス
ポーツクラブ等，地域における総合的
なスポーツの場の育成・整備を始めと
した取組への支援を推進している。

　　ⅱ　スポーツ施設
　　　 　体育・スポーツ施設は，青少年を始

めとする地域住民の日常スポーツ活動
の場であり，近年のスポーツニーズの
多様化・高度化に伴い，魅力的な施設
づくりが望まれている。

　　　 　平成20年現在，全国に体育・スポー

※31　http://www.niye.go.jp/
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ツ施設は約24万か所あり，そのうち，
学校体育・スポーツ施設が約61％，公
共スポーツ施設が約24％，民間スポー
ツ施設が約８％，大学・高専体育施設
が約４％，職場スポーツ施設が約３％
となっている。

　　　 　これらのうち，地域住民の身近なス
ポーツ活動の場となる学校体育・ス
ポーツ施設についてみると，最も設置
数の多い施設は体育館で，約４万9000
か所となっており，次いで，多目的運
動広場が約４万6000か所，水泳プール
（屋外）が約４万1000か所，庭球場（屋
外）が約１万9000か所となっている。

　　　 　国民の日常生活における体力つくり
やスポーツ活動の場及び青少年の遊び
場が不足している今日，地域住民のス
ポーツ活動の場として，学校体育施設
を地域住民に対し積極的に開放するこ
とが望まれている。平成19年現在，そ
の開放率は，公立の小・中・高等学校
を合わせて，屋外運動場約80％，体育
館約87％，水泳プール約27％となって
いる。

　⑤　自然体験活動の場
　　ⅰ 　水辺空間の整備（文部科学省，国

土交通省，環境省）
　　　 　地域の身近に存在する川等の水辺空

間（「子どもの水辺」）における環境学
習・自然体験活動を推進するため，国
土交通省，文部科学省及び環境省が連
携した「『子どもの水辺』再発見プロ
ジェクト」を実施している（平成22年
度末登録数：290か所）。このプロジェ
クトは，市民団体や教育関係者，河川
管理者等が一体となって取り組む体制
を整備するとともに，「子どもの水辺
サポートセンター」による，水辺での
活動に必要な機材（ライフジャケット
等）の貸出しや学習プログラムの紹介
等，環境学習・自然体験活動を総合的

に支援する仕組みを構築し，安全確保
や親水空間確保のための水辺の整備が
必要な場合には，「水辺の楽校プロジェ
クト」により，水辺に近づきやすい河
岸整備等水辺空間の整備を実施するも
のである。

　　ⅱ 　レクリエーションの森の整備等
（農林水産省）

　　　 　林野庁では，森林との触れ合いに対
する国民の要請の多様化，高度化を踏
まえ，国有林野を国民の保健・文化・
教育的利用に積極的に供するため，自
然休養林等の「レクリエーションの森」
について，民間活力を活かしつつ魅力
あるフィールドとして整備し，その活
用を推進している。

　　　 　平成22年４月１日現在，全国1099か
所，39万ヘクタールをレクリエーショ
ンの森として設定しており，平成22年
度には延べ１億2000万人が利用してい
る。

　　　 　また，文部科学省と連携し「森の子
くらぶ活動推進プロジェクト」の受入
れが可能な施設として，平成22年度は，
全国414か所の森林総合利用施設等を
登録している。

　⑦　自転車利用環境の整備（国土交通省）
　　 　環境負荷の小さい都市内交通体系の実
現と自転車関連事故対策のため，道路空
間の再配分などにより，歩行者・自転車・
自動車を適切に分離し，安全で快適な自
転車走行空間のネットワーク化を推進し
ている。また，交通の安全を確保し，併
せて，国民の心身の健全な発達に資する
ことを目的として，自然公園，名勝，観
光施設，レクリエーション施設等を結ぶ
大規模な自転車道の整備を推進している。

ウ　図書館等の充実（文部科学省）
　 　図書館は，子どもたちが読書の楽しみを
知ることのできる教育施設であり，子ども
の読書活動の推進に資する施設である。
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　 　また，公民館等は，子どもたちの地域に
おける多様な活動を支える施設である。公
民館においては，親子で参加する工作教室
等，子どもを対象とした様々な教育活動が
行われている。

　 　さらに，博物館は，豊富な学習資源と学
芸員等の専門家を有しており，その機能を
活用した実験教室等，子どもを対象とした
様々な教育活動が行われている。

⑷ 　子ども・若者が犯罪等の被害に遭いにく
いまちづくり
ア 　子ども・若者が犯罪等の被害に遭いに
くいまちづくり（警察庁，国土交通省）

　 　近年，幼い子どもが被害者となる犯罪が
多発し，子どもを取り巻く環境は厳しいも
のとなっている。こうした現状を踏まえ，
子どもが犯罪等の被害に遭いにくい環境を
創出するために次のような取組を行ってい
る。
　① 　道路，公園等の公共施設や共同住宅
における防犯施設の整備等の推進（警
察庁，国土交通省）

　　 　警察庁では，平成18年４月，これまで
の取組や近年の防犯設備の普及状況等を
踏まえ，平成12年２月に策定した「安全・
安心まちづくり推進要綱」を見直し，同
要綱において「道路，公園，駐車場・駐
輪場等の整備・管理に係る防犯上の留意
事項」を策定するとともに，「共同住宅
に係る防犯上の留意事項」を国土交通省
と共同で改正し，防犯に配慮した公共施
設等の整備及び管理の一層の推進を図っ
ている。

　　 　また，平成21年３月，住まいと街の防
犯性を計画的かつ総合的に向上させるた
め，警察，地方公共団体，地域住民等が
協働して行う取組メニューや参画方法等
を具体的に示した「住まいと街の安全・
安心再生計画策定マニュアル」を国土交
通省と共同で作成するなど，犯罪防止に
配慮した環境整備を図っている。

　　 　さらに，警察庁，国土交通省，経済産
業省及び建物部品関連の民間団体からな
る「防犯性能の高い建物部品の開発・普
及に関する官民合同会議」により，侵入
までに５分以上の時間を要するなどの一
定の防犯性能を有する「防犯建物部品」
の開発とその普及に努めるとともに，警
察庁及び国土交通省の協力の下，住宅・
防犯設備関連団体が策定した，「防犯優
良マンション標準認定基準」の周知を図
るなど，防犯に配慮した共同住宅の整備
を推進している。

　　 　さらに，国土交通省では，住宅性能表
示制度において，「防犯に関すること」
として開口部の侵入防止対策を性能表示
事項に平成18年４月１日から追加し，防
犯に配慮した住宅の普及を進めている。

　② 　通学路やその周辺における子どもの
安全の確保のための支援（警察庁）

　　 　警察では，通学路や通学時間帯を考慮
したパトロール活動の強化に加え，子ど
もが犯罪に遭い，又は声掛けやつきまと
い等により犯罪に遭うおそれがある場合
に助けを求めることができる「子ども
110番の家」の活動に対する支援等を行っ
ている。

イ 　安心して外出や外遊びができる環境の
整備

　① 　ユニバーサルデザインの考え方を踏
まえたバリアフリー施策の推進（国土
交通省）

　　 　「どこでも，だれでも，自由に，使い
やすく」というユニバーサルデザインの
考え方に基づき制定された，「高齢者，
障害者等の移動等の円滑化の促進に関す
る法律」（平18法91）（以下「バリアフリー
法」という。）においては，以下の内容
を定めている。　

　　　ⅰ 　身体障害者のみならず，知的・精
神・発達障害者を含むすべての障害
者，高齢者，妊婦等を対象
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　　　ⅱ 　新設等の施設等（旅客施設，車両
等，道路，路外駐車場，都市公園，
建築物等）に対する移動等円滑化基
準適合義務及び既設の施設等に対す
る移動等円滑化基準適合努力義務

　　　ⅲ 　市町村が作成する基本構想による
重点整備地区の重点的かつ一体的な
バリアフリー化

　　　ⅳ 　国，地方公共団体，国民の責務と
して心のバリアフリーを規定

　　 　また，バリアフリー法に基づく「移動
等円滑化の促進に関する基本方針」（最
終改正平成23年国家公安委員会，総務省，
国土交通省告示第１号）において，各施
設等の移動等円滑化の目標値（2020（平
成32）年度末まで）を定めているほか，
当事者ニーズに即した施設の整備や教育
訓練を行うことの必要性，市町村の定め
る基本構想における協議会の活用等当事
者の参画を図ることの必要性，心のバリ
アフリー及びスパイラルアップといった
国，国民等の責務に関する事項等を定め

ている。
　② 　歩行空間のバリアフリー化（警察庁，
国土交通省）

　　 　平成18年12月の「バリアフリー法」の
施行を踏まえ，多数の高齢者，障害者等
が通常徒歩で移動する駅，官公庁施設，
病院等を結ぶ道路において，幅の広い歩
道等の整備や歩道の段差・傾斜・勾配の
改善，視覚障害者誘導用ブロックの設置
等の歩行空間のユニバーサルデザインを
推進している。

　　 　また，バリアフリー法の重点整備地区
内の主要な生活関連経路を構成する道路
に設置されている信号機等については，
平成32年度までに，原則としてすべての
当該道路において，音響信号機，歩行者
感応信号機等の信号機の設置，歩行者用
道路であることを表示する道路標識の設
置，横断歩道であることを表示する道路
標示の設置等のバリアフリー化を実施す
ることとしている (第2-4-1図)。

第2-4-1図 歩行空間のバリアフリー化

資料：警察庁
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　③ 　生活道路における交通安全対策の推
進（警察庁，国土交通省）

　　 　我が国では，交通事故死者数に占める
歩行者と自転車利用者の割合が５割を超
え，欧米と比べて高い割合となっている
(第2-4-2図)。

　　 　また，交通事故死者の約６割が，自宅
付近で被害に遭っている (第2-4-3図)。
こうした情勢を踏まえ，歩行者・自転車
死傷事故の発生割合が高く，面的な事故
抑止対策を実施すべき582エリアを「あ
んしん歩行エリア」として平成21年３月

に指定し，都道府県公安委員会と道路管
理者が連携して，交通事故対策を講じて
いる。また，市街地等における生活道路
の安全対策として，最高速度30㎞/hの
区域規制，路側帯の設置・拡幅，歩道整
備，物理的デバイスの設置等を行い，歩
車が共存する安全で安心な道路空間を創
出する「ゾーン30」を整備するなど，交
通事故抑止のための施策を実施している。

　④ 　水辺空間のバリアフリー化（国土交
通省）

　　 　河川の近隣に病院や福祉施設等が立地
している地区等において，すべての人々
が，水辺にアプローチしやすいよう，ス
ロープや手摺り付きの階段，緩傾斜堤の
整備等バリアフリー化対策を実施してい
る。

　⑤ 　都市公園のバリアフリー化・遊具の
安全の確保（国土交通省）

　　 　都市公園においては，園路の段差解消
や誰もが使いやすいトイレの整備を行う
など，子どもから高齢者等まで幅広く安
全で快適に利用することができるよう，
「バリアフリー法」に基づいた公園施設
のバリアフリー化を推進している。

　　 　また，遊具の安全確保を図り，安全で
楽しい遊び場づくりを推進するため，「都
市公園における遊具の安全確保に関する
指針」の周知徹底に取り組んでいる。

　⑥ 　官庁施設のバリアフリー化（国土交
通省）

　　 　窓口業務を行う官署が入居する官庁施
設について，妊婦，乳幼児連れの者等す
べての人が，円滑かつ快適に施設を利用
できるよう，窓口業務を行う事務室の出
入口の自動ドア化，多機能トイレの設置
等による高度なバリアフリー化を目指し
た整備を推進している。

　⑦ 　公共交通機関のバリアフリー化（国
土交通省）

　　 　「バリアフリー法」に基づき，旅客施

第2-4-2図 交通事故死者数に占める歩行者と自転車利
用者の割合の各国の比較（30日以内死者）
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（注）１　構成率は，死者数に占める構成率である。
　　　２　数値は，各集計年による。
　　　３　 欧米諸国の数値は，「国際道路交通事故データベース

（IRTAD）」による。
資料：警察庁調べ

第2-4-3図 歩行中の自宅からの距離別
死者数（平成23年中）

500m以下
（57.4％）

500m超
1km以下
（12.8％）

1km超過
（28.9％）

調査不能（0.9％）

500m以下
（57.4％）
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1km以下
（12.8％）

1km超過
（28.9％）

※ 各割合の算出に当たり、四捨五入をしているため合計の値とは必ずし
も一致しない。
資料：警察庁調べ
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設の新設・大規模な改良及び車両等の新
規導入の際に公共交通事業者等が適合さ
せるべき基準が「移動等円滑化のために
必要な旅客施設又は車両等の構造及び設
備に関する基準を定める省令」（平成18
年国土交通省令第111号）において定め
られている。また，平成19年に公共交通
機関の旅客施設・車両等の望ましい整備
内容等を示す「バリアフリー整備ガイド
ライン（旅客施設編・車両等編）」が策
定され，公表されている。

　　 　以上に加え，補助等の各種支援により
公共交通機関のバリアフリー化の促進が
図られているところであり，例えば，旅
客施設における段差の解消，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）
の導入等が進められている。

　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
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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22年度は1265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。

　　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24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。

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」の設置数及び割合
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設置市区町村数
全市区町村数
割合（％）

14 15 16 17 18 19 20 21 22
506 702 967 1,243 1,224 1,271 1,536 1,705 1,755 1,728
3,247 3,240 3,209 3,123 2,399 1,843 1,827 1,811 1,798 1,750
15.6 21.7 30.1 39.8 51.0 69.0 84.1 94.1 97.6 98.7

（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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