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基本目標４ 様々な状況に応じて子どもの育ちと若者の自立を支援する   

 

 目標数値  

項 目 現 状 目 標 

児童発達支援事業所利用者数 ＊ 900 人 (H30 年度) 837 人 (R２年度) 

放課後デイサービス事業所利用者数 ＊ 2,644 人 (H30 年度) 3,067 人 (R２年度) 

特別支援学校高等部の一般就労率 30.6% (H30 年度) 40.0% (R５年度) 

小児等在宅医療に対応した医療機関数 28 箇所 (H30 年度末) 30 箇所 (R５年度末) 

外国人生徒の進学率と全体の進学率との差 △3.8% (H30 年度) 0.0% (R６年度) 

里親等委託率 17.4% (H30 年度) 42.0％ (R６年度) 

＊ バリアフリーぐんま障害者プラン７(H30～R2 年度)の改定に合わせて目標数値を見直します。 

 

 

（１）様々な状況の理解促進 次世代 子・若 子育て  

 

 現状と課題  

子ども・若者が、情報不足や一部の偏見により、差別的な扱いを受けることがあります。社会全体

で子ども・若者が抱える様々な状況を正確に理解する必要があります。 
 

○ 性の多様性について 

ＬＧＢＴＱ等の性的少数者については、広報・啓発等の実施により理解が進んではいますが、い

じめや差別等により、学校、職場、社会生活等で様々な問題に直面することがあります。性(セクシ

ュアリティ）の多様性に関して知る機会を増やし、子ども・若者への情報提供を充実させる必要が

あります。 
 

○ 障害について 

障害のある子ども・若者が地域で安心して生活して自立していくためには、障害の有無にかかわ

らず、互いにその個性を尊重し、理解と認識を深め、共に支え合うことが必要です。全ての人が平

等に社会参加できる社会や環境について考え、そのために必要な行動を続ける「心のバリアフリー」

の考え方を広めることが重要です。 

特に、発達障害はいくつかのタイプがあり個人差がとても大きいため、その特性を理解し、早い

段階から支援することが必要です。 

 私たちの社会は多様な個性を持った一人ひとりで成り立っていますが、その個性ゆえに差別を受けるな

ど困難を抱える子ども・若者が少なくありません。 

 多様性の理解を促進し、障害・疾病の有無、言語や文化の違い、性的指向や性自認等に関わりなく、共

生できる環境づくりに努め、その個性により困難を抱える子ども・若者に対して、生活、学習、社会参加へ

の支援を行います。 

 また、非行・犯罪等に陥った子ども・若者の居場所の確保や自立のための支援を行うほか、家庭での養

育が困難な子どもの里親への委託等、社会的養育を推進します。 

 さらに、今後、時代の変化により、新たな困難を抱える子ども・若者が出てきた場合には、その状況を把

握し、必要な支援を行います。 
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また、特別支援学校の児童生徒と小中高校の児童生徒との交流や共同学習の充実など、学校や家

庭、地域社会において、障害の有無にかかわらずお互いに理解を深める活動を推進することも必要

です。 
 

○ 不登校やひきこもりについて 

不登校やひきこもりの子ども・若者は、学校という居場所から離れているため、社会とのつなが

りが薄い場合が多く、ＳＮＳ等での一面的な情報により、偏見が助長され、ますます社会とつなが

りにくくなる悪循環に陥る可能性があります。 
 

（参考）援助や配慮を必要としていることを知らせるためのマークの例 

マーク 

の名前 
マーク 説明 

ヘルプマ

ーク  

他者からは分かりにくい身体

の内部障害や難病、初期妊

娠の人などが配慮を必要と

していることを周囲に知らせ

る。 

マ タ ニ テ

ィマーク 

 

 妊産婦であることを示す。 

障害者の

ための国

際シンボ

ルマーク 

 

障害者が利用できる建物や

施設であることを表す。 

 

耳マーク 

 

 

 耳が不自由であることを示

す。 

ほ じ ょ 犬

マーク 
 盲導犬・介助犬・聴導犬の理

解促進を目的に作られたマ

ーク。 

マーク 

の名前 
マーク 説明 

ハート・プ

ラ ス ・ マ

ーク 

 
心臓疾患などの内部障害・

内臓疾患など外見からは分

かりにくい障害を示す。 

オ ス ト メ

イト/オス

トメイト用

設備 

 

腹部に人工肛門・人工膀胱

を増設している人のこと、又

は対応設備があるトイレの場

所を示す。 

聴覚障害

者標識 

 

 
自動車運転時、聴覚障害が

あることを示す。 

身体障害

者標識 

 

 自動車運転時、身体障害が

あることを示す 

 

 

 

 

 

 
 施策の方向と具体的施策  

困難な状況にあっても、子ども・若者がその能力を発揮できるよう、差別や偏見をなくし、社会全

体での正しい理解の促進を図ります。 

具体的には、多様な性のあり方やＬＧＢＴＱ等の性的少数者に関する正しい知識と認識の啓発を図

ります。また、不登校の児童生徒やひきこもりの子ども・若者が、社会とつながることができるよう、

必要な居場所の重要性等について、社会の理解促進を図ります。 

 

 

ア 多様性への理解促進 

① 性の多様性の理解促

進 

 

○ＬＧＢＴＱ等の性的少数者への理解を一層深めるため、講演会や

基礎研修、啓発冊子を活用した周知など、正しい知識と認識の啓

発を図ります。 
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② 障害等の理解促進 

 

 

○「人にやさしい福祉のまちづくり条例」の普及啓発等を通じて、

心のバリアフリーを推進します。 

○障害者週間記念行事の開催や、福祉パレード、作品展やバザー展

の開催により、障害のある人への理解促進や交流を図ります。 

○国連が定める「世界自閉症啓発デー」や国が定める「発達障害啓

発週間」の趣旨に沿った県民向け啓発イベントを開催します。 

③ 特別支援学校と小中

高校との交流や共同学

習の推進 

 

○実施例等を掲載したリーフレットを作成・配布するなど、学校に

おける「交流及び共同学習」(居住地校交流、学校間交流、地域交

流、学級間交流)を推進し、全ての子どもたちが共に生き、共に学

ぶ地域社会の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妊産婦や子育て家庭を応援したい気持ちを意思表示する機運が広がっています。 

妊産婦が公共交通機関を利用する際に身につける「マタニティマーク」は、周囲の人が配慮をしやすくするだ

けでなく、趣旨に賛同する交通機関、職場、飲食店等の呼びかけにより、妊産婦さんに優しい環境づくりも行わ

れています。 

また、「ＷＥラブ赤ちゃん」プロジェクトは、赤ちゃんの泣き声を温か

く見守っている人たちが居ることを可視化する取組です。電車やバス、飲

食店などの公共の場で泣きやまない赤ちゃんに慌てるママ・パパに向け、

「ＷＥラブ赤ちゃん-泣いてもいいよ！-」のステッカーや缶バッジを身に

付けることで、「小さな赤ちゃんが泣いてしまうのは自然なこと。 『焦ら

なくても、大丈夫！その泣き声、わたしは気にしませんよ』」という思い

を伝えるものです。 

出産や子育てによって、肩身の狭い思いをすることがないよう、社会全体での妊産婦や子育て家庭を応援す

る気持ちが求められています。 

 

 

 

妊婦や子育て家庭を応援する気持ちを表す運動 

～ＷＥラブ赤ちゃんプロジェクト～ 
コラム 

「泣いてもいいよ！」ステッカー 
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（２）障害のある子ども・若者への支援 次世代 子・若 子育て   

 

 現状と課題  

 障害のある子ども・若者の支援にあたっては、子どものライフステージに沿って、地域の保健、医

療、障害福祉、保育、教育、就労支援などの関係機関が連携を密にし、切れ目のない一貫した支援を

提供する体制が必要です。 
 
○ 保健・医療と生活支援 

 障害のある子ども・若者が、地域社会で自立した生活を送ることができるようにするためには、

入所施設から地域生活への移行を推進することが重要です。そして、障害の特性やニーズに応じた

良質な福祉サービスが身近な地域で受けられるよう、障害福祉サービスの充実を図るとともに、早

期の適切な治療や障害の予防・軽減が図れるよう、保健・医療サービスの充実が必要です。 

また、自ら口腔ケアを十分に行うことが困難な場合には、保護者や支援者によるケアが必要です。

さらに、定期的・継続的な口腔管理のため、障害児・者の歯科疾患予防を行う歯科医療機関の増加

も必要です。加えて、入所施設における歯科保健指導や摂食嚥下(※１)に係る支援も必要です。 
 

○ 発達障害 

  (早期発見) 

発達障害については、早期の発見・早期からの支援が特に重要です。 

家族や保健、福祉、教育等の関係者が早い段階から本人の特性を理解し、適切な対応や支援を行

うことにより、二次的な問題(不登校、ひきこもり、非行、うつ・強迫症状等の精神症状等)を予防

するとともに、学校・職場等においてその能力を十分に発揮することができます。 
早期発見後の受け皿として、児童発達支援事業所等の利用が見込まれますが、利用者の増加に対

応するため、更なる事業所の整備が求められます。 
 

  (現在の取組) 

市町村では、１歳６か月児又は３歳児の乳幼児健康診査時において、発達障害の早期発見、早期

支援に取り組んでいます。発達障害が疑われた場合は、社会性の発達を把握する行動観察などの方

法により事後指導等の支援を行っています。また、３歳児健診から就学前までの間に「５歳児健診

（相談）」を実施し、発達障害の早期発見と保護者支援を行う市町村も増えています。 
県は、健康診査従事者の資質向上など、市町村への支援を行うほか、発達障害のおそれのある児

童に対し、医師による支援を行っています。 
 
   市町村の取組 

内 容 実施市町村数 

乳幼児健康診査で発達障害が疑われた子どもに対することばの教室、健診の事

後指導事業の実施 
31 

親が育てにくさを感じる子どもへの支援（教室、個別訪問）につなげる取組 32 

保健センターや保育所等の関係機関が発達支援に関する個別事例の情報を交

換する会議の定期的な開催 
19 

３歳児健康診査以降、発達支援・就学支援を目的に、５歳児健康診査や健康相

談を保健センターで実施するセンター方式のほか、保育所等の巡回方式など、

地域の実情に応じた方法での発達障害の支援 

16 

 

(※１) 摂食嚥下 食べること、飲み込むこと。食物を口の中から食道を通って胃に送り込むこと。 
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○ 教育の状況 

 (特別支援学校の整備) 

県では、平成 30年４月に、特別支援学校高等部の未整備地域（沼田、藤岡、富岡、吾妻）に新た

に高等部を整備し、小学部から高等部まで身近な地域で学べる環境を整えました。また、各特別支

援学校において、地域の特色を生かした作業学習の導入を進めています。 

 

  (一般就労の状況) 

本県の特別支援学校高等部卒業生の一般就労率は 30%～40%で、全国平均より高い水準で推移して

いますが、生徒一人ひとりに合った就業体験実習や就労のマッチングは、１年生から計画的に取り

組む必要があります。また、早期離職を防ぐための定着支援が課題です。 

 

  (個別のニーズに応じた支援の必要性) 

一人ひとりのニーズに応じて的確に支援するため、保護者の同意を得ながら、障害のある幼児や

児童生徒を対象に、「個別の(教育)支援計画」の作成を進めています。計画を必要とする全ての子ど

もに対して作成されるよう、各園や学校での取組を促進していく必要があります。 

また、医療的ケアを必要とする児童生徒や特別の教育的支援を必要とする児童生徒数が増加して

います。さらに、小中高校からの要請による相談支援の件数も増加しており、教育と保健・福祉分

野が連携し、切れ目なく対応する体制の整備が必要です。 

 

小･中･高校からの要請に基づき行う相談支援の状況 

相談支援の内容 相談受付件数(H30 年度) 

特別支援学校の専門アドバイザーによる相談支援 9,896 件 

教育事務所の専門相談員による相談支援 3,827 件 

 

○ 社会参加 

障害のある人が一般就労し、社会参加していくことは、経済的な自立だけでなく、生きがいや自

己実現につながります。障害のある人の求職者数は年々増加を続けており、一般就労を支援してい

くことが重要です。 

本県の民間企業における障害者実雇用率は年々上昇を続け、令和元年は 2.14％となり過去最高と

なりましたが、法定雇用率（2.2％）には至っていません。 

更なる障害者雇用の増加や、障害者雇用に対する理解促進のための情報発信も必要です。 

35.5%
38.7%

34.8% 35.5% 35.9%

30.7% 30.6%

25%

35%

45%

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

特別支援学校高等部卒業生の一般就労率(群馬県)

(全卒業生中、一般企業へ就職した生徒の割合)

(出典) 県教育委員会特別支援教育課調べ
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 施策の方向と具体的施策  

 ○ 保健・医療体制と障害福祉サービス等の充実 

自立支援医療体制整備と制度周知を図るほか、市町村や関係機関と連携し、適正な障害児通所支

援事業所の確保に向け検討します。 

また、障害のある若者の日中活動の場となる各障害福祉サービス事業所等(生活介護、就労支援、

自立訓練等)について、必要な整備を着実に進めます。 

高次脳機能障害(※１)は、表面上分かりにくい障害であるため、周囲の人に理解されにくく、本

人や家族の負担が大きいため、高次脳機能障害支援拠点機関を中心とした専門的な相談支援を行い

ます。 
障害のある子ども・若者を支援する歯科医療従事者の育成を図るほか、障害のある子どもを支え

る施設職員や家族に対し、歯と口腔の健康づくりへの理解を深める取組を進めます。 

 
○ 発達障害の早期発見・早期支援 

乳幼児健康診査における発達障害の早期発見・早期支援の体制整備の強化及び社会性の発達を評

価する項目の標準化のため、行動観察実施マニュアルの整備や研修の実施により、健診従事者の資

質向上を図ります。 

１歳６か月児又は３歳児の乳幼児健康診査時の精神発達診査において、発達障害のおそれが指摘

された乳幼児に対しては、児童相談所において医師により支援します。 
  また、発達障害のある子どもの増加に対応するため、児童発達支援事業所等の障害児通所支援事

業所の充実を図ります。 
 
○ 特別支援教育の充実 

障害のある子どもを受け入れる幼稚園や学校に対して財政支援を行い、就園・就学環境の整備と

質の向上を図ります。 
医療的ケアが必要な児童生徒が在籍する県立特別支援学校における医療的ケア実施体制の整備

を進め、障害程度の重い児童生徒への教育の充実を図ります。 

 

(※１) 高次脳機能障害 病気や事故などの様々な原因で脳が部分的に損傷されたために、言語・思考・記憶・行為・学習・注意な

どの知的な機能に損害が起こった状態。注意力や集中力の低下、新しいことが覚えられない、感情や行動の抑制がきかな

くなるなど、周囲の状況にあった適切な行動が選べなくなり生活に支障を来す場合がある。 

1.80%

1.90%

1.96%

2.06%
2.14%

1.88% 1.92%

1.97%

2.05%
2.11%

1.70%

1.90%

2.10%

2.30%

H27.6.1現在 H28.6.1現在 H29.6.1現在 H30.6.1現在 R元.6.1現在

障害者雇用状況の推移

群馬県（実雇用率）

全国（実雇用率）

(出典)群馬労働局「障害者雇用状況の集計結果」
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高校における通級による指導を実施し、小・中・高と切れ目ない支援体制の構築に努めます。ま

た、小・中・高校等からの要請に基づいた相談支援への対応を通じ、小・中・高校等における特別

支援教育の充実を図ります。 
県内の教育及び保健福祉等の分野における発達や障害に関する相談担当者で、情報交換をする

場を提供します。 
 
○ 社会参加の促進 

障害のある子ども・若者が個々の適性にあった職を得て、将来にわたり地域で自立して生活して

いけるよう、就労先の開拓や職場定着を支援するほか、就業に伴う生活に関する相談助言などの支

援に取り組みます。 

障害者雇用に対する理解を促進するため、啓発のためのセミナーやイベントを実施するほか、障

害者雇用に関する情報を発信します。 
 
 
ア 障害のある子ども・若者への支援 

① 保健・医療体制の充実 

 

 

○自立支援医療を必要としている障害児・者が、適切な医療が受け

られるよう、体制整備及び制度周知により、指定された医療機関

への通院に係る自己負担額を軽減します。 

○高次脳機能障害支援拠点機関を設置するとともに、支援コーディ

ネーターを配置し、医療的ケアやリハビリ等の専門的な相談支援

を行います。 

○県立小児医療センターの障害児歯科で実施している「障害児嚥下

機能支援事業」を通して、実務者の養成や必要性の啓発等の取組

を進め、障害児・者に対する口腔機能支援を充実します。 

○関係機関等と連携して障害児・者の歯科疾患予防に取り組む歯科診

療所数を増やします。 

② 障害福祉サービス等

の充実 

 

 

○障害のある若者の支援の度合いや必要とする支援内容に応じ、障

害福祉サービス事業所を拡充します。 

○地域で生活する障害のある子どもや若者を介護する人が、疾病等

により一時的に介護できない場合に利用できるショートステイを

実施します。 

○特別支援学校等を活用して、障害者が週末に余暇活動を行う場所

づくりに取り組みます。 

 

イ 発達障害のある子ども・若者の支援 

① 発達障害の早期発見 

 

 

○１歳６か月児等の乳幼児健康診査における社会性の発達を評価す

る行動観察実施マニュアル、及びＤＶＤを作成します。当該マニ

ュアル及びＤＶＤを利用し、健診従事者の資質向上のための研修

会を開催します。 

○児童相談所において、乳幼児健診後の事後指導や巡回相談等によ

り、発達障害児を支援します。 
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○保育所等の職員に対し、障害児との関わり方などについて、専門

的技術支援であるコンサルテーションを行います。 

○小児科医等に対して、発達障害に対する対応力を向上させるため

の研修を実施し、どの地域においても一定水準の発達障害の診療

及び対応が可能となるよう取り組みます。 

② 障害児通所支援等の

推進 

 

○障害のある子どもが、日常生活の基本動作や知識・技能を身に付

け、集団への適応訓練等を受けられるよう、児童発達支援、放課

後等デイサービスや保育所等訪問支援等の充実を図ります。 

 

ウ 教育の充実 

① 特別支援学校の施設

整備 

○地域ごとの児童生徒数の動向や児童生徒の障害の重度化・重複化

の実態を踏まえた県立特別支援学校の施設整備に取り組みます。 

② 特別支援学校等の運

営支援 

 

 

○医療的ケアが必要な児童生徒が在籍する県立特別支援学校におい

て、看護師の派遣や指導医の巡回、教職員研修等を実施し、安全

かつ適正な医療的ケアを行います。 

○県立高校に在籍する特別の教育的支援を必要とする生徒に対し

て、通級により指導します。 

○小･中･高校等からの要請に基づき、教育事務所に配置した特別支

援教育専門相談員や特別支援学校の専門アドバイザーが、訪問相

談を実施し、障害のある児童生徒の理解や指導方法等について、

学校の教職員へ助言等を行います。 

③ 保育所等における障

害児の受け入れの促進 

 

○障害のある児童を就園させる私立幼稚園等に対し、補助金を交付

し、就園を促進します。 

○私立特別支援学校を設置する学校法人に対して、経常的経費を補

助します。 

④ 職業教育の活性化 

 

 

○特別支援学校高等部の作業学習に、鹿革加工、介護サービス、農

業、絹織物等、地域の特色を生かした作業を導入し、職業教育の

活性化を図ります。 

⑤ 地域との連携 

 

 

○共生社会の実現に向け、特別支援学校と小・中・高校の間での交

流や、特別支援学校の児童生徒が自分の住んでいる地域の学校に

行って一緒に学習するなど、障害のある者とない者がともに学ぶ

「交流及び共同学習」を推進します。 

○教育及び保健福祉等の分野における発達や障害に関する相談担当

者が情報交換・協議を行うことにより、早期からの一貫した相談・

支援体制の構築及び関係機関との連携強化を図ります。 

 

エ 就労の促進 

① 就労先開拓・就労支援

と定着支援 

○障害者の就労先や実習先の開拓を行うほか、職場定着のための企

業内研修を実施します。 
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 ○障害者就業・生活支援センターにおいて、就職や職場への定着に

ついて支援を必要とする障害者に対して相談や職場訪問等を実施

し、就業及びこれに伴う日常生活・社会生活上の相談対応や支援

を行います。 

② 障害者雇用に対する

理解促進 

 

 

 

○県内ハローワークや産業界と連携して学校見学会を開催するな

ど、特別支援学校に対する企業の理解を深めるとともに、地域に

おける就労支援体制を拡充する取組を進めます。 

○ぐんまグッジョブフェアを実施するほか、ＳＮＳ等も活用し、障

害者雇用に関する情報を発信します。 

③ 障害者能力開発 

 

 

○障害者の職業能力開発機会の拡充を図り、雇用・就業を促進する

ため、企業・ＮＰＯ法人・民間の教育訓練機関等に委託して職業

訓練を実施します。 

○障害のある若者が就職に必要な訓練等を受け、企業等で一般就労

できるよう、就労移行支援事業所や就労定着支援事業所を整備し

ます。 

○障害のため企業等への就職が困難な若者が働くことができるよ

う、就労や生産活動その他の活動の機会を通じ、その知識や能力

の向上を図る訓練を行います。 

 

 

 

 

◆主な連動施策 Ⅰ－１－(１) 健やかな体の育成 
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（３）配慮が必要な子ども・若者への支援 次世代 子・若 子育て   

 

 現状と課題  

○ 慢性疾病等を抱える子ども・若者等 

難病は、症状や治療が長期にわたり生活の質を低下させるほか、医療費が高額であることなど、

慢性疾病を抱える子ども・若者及びその家族への負担は非常に大きくなっています。また、学校で

の教育や社会性を身につける機会が不十分な場合もあります。療養生活を送りながらも社会参加の

機会が確保され、地域で安心して生活できるよう、経済的負担の軽減や自立に向けた支援が重要で

す。 

また、ＡＹＡ世代 (※１)に発症するがんは、就学、進学、就職、結婚、妊娠・出産等のライフイ

ベントと重なるため、個々の状況や年齢に伴う多様なニーズに応じた支援が必要です。さらに、他

の世代に比べて患者数が少ないため、福祉的支援の狭間にあたり、経済的な負担軽減も必要です。 
 

 ○ 医療的ケア児(※２) 

ＮＩＣＵ(新生児集中治療室)での治療など長期療養後に退院した子どもは、引き続き地域に

おいて必要な医療・福祉サービスを受けることになります。しかし、対象人数が少ないため、

保護者が抱える課題が行政に伝わらず、地域における支援や施策に結びつかない場合がありま

す。 

平成 30 年度の調査では、県内には医療的ケア児等(20 歳以上を含む)が 492 人おり、医療、

福祉、教育などの多職種連携により、地域で支える体制を構築することが重要です。 
 

○ 外国人の子ども・若者 

本県における外国人の子どもは年々増加し、外国人総数に占める子どもの割合は全国と比べて高くなっ

ています。さらに、在留資格の緩和を含む出入国管理法改正により、今後も増加することが見込まれます。 

 

令和元年９月の調査では、県内には、不就学又は不就学の可能性がある小・中学生相当の外国人の

子どもが約 400 人おり、市町村への転入時に就学状況や希望の確認等を行い、学びの機会につなげてい

く必要があります。 

(※１) ＡＹＡ世代 Adolescent＆Young Adult。概ね 15 歳から 39 歳の思春期・若年成人。 

(※２) 医療的ケア児 医学の進歩等を背景として、NICU 等に長期入院した後、引き続き人工呼吸や胃ろう等を使用し、たんの吸   

引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児のこと。 
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外国人の子ども等の就学状況(小・中学生相当) 
  群馬県 全国 

義務教育諸学校(人) 3,074 96,395 

外国人学校等(人) 125 5,004 

不就学又は不就学の可能性あり(人) 412 19,654 

 (住民基本台帳上の人数に占める割合) (11.3%) (15.8%) 

 
 

一方、就学している外国人児童生徒や日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒(以下「外国人児

童生徒等」(※３)という。)も年々増加し、国籍や母国語も多様化しています。そのような中、定住

意識の高まりによって、日本の高校への進学を目指す外国人児童生徒等が増加傾向にあります。 

しかし、義務教育への編入時期の遅れや日本語能力不足などが原因で、希望どおりの進路実現ができ

ていない場合もあります。国籍を問わず、本県の未来を担う全ての子どもたちに、適切な日本語指導や学

習支援を通して、外国人児童生徒等が地域の一員として活躍できるよう支援していく必要があります。 

 

   また、未就学期を含め、外国籍又は外国にルーツがある子ども(以下「外国人の子ども等」(※４)

という。)を持つ保護者自らが、日本語によるコミュニケーションの困難さ、文化や習慣の違い、家

庭での育児を他に頼ることができないことなどの課題を抱えている場合があります。各家庭の状況

に応じた支援が必要です。 

保育所保育指針等においては、「子どもの国籍や文化の違いを認め、互いに尊重する心を育てる

ようにすること」が掲げられ、保育士等はそれぞれの文化の多様性を尊重し、多文化共生の教育及

び保育を進めていくことが求められています。 
 
 

 施策の方向と具体的施策  

○ 慢性疾病等を抱える子ども・若者への経済的負担軽減と自立支援体制の充実 

小児慢性特定疾病(※５)児童やその家族に対し、医療費負担を軽減するほか、医療従事者、教育

関係者、患者・家族会、相談事業関係者等、関係機関の連携を強化し、自立に向けた支援体制の充

実を図ります。 

 

 
(※３、４) 外国人児童生徒等、外国人の子ども等 本計画では、就学・不就学を問わず、外国籍又は外国にルーツのある子どもを

「外国人の子ども等」と表記します。そのうち、就学している子どもを「外国人児童生徒等」と表記します。 

(※５) 小児慢性特定疾病 医療費助成の対象となる「小児慢性特定疾病」は、①慢性に経過する疾病であること、②生命を長期

に脅かす疾病であること、③症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること、④長期にわたって高額な

医療費の負担が続く疾病であること、の全ての要件を満たすもののうちから厚生労働省が定めている。 
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(出典) 文部科学省「外国人の子供の就学状況等調査結果(速報)」(令和元年 9 月 27 日) 
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在宅療養を必要とする子どもが安心して療養できるよう、医療的ケア児の実数を把握するた

め、県内の小児科病院を対象に調査を実施します。その情報を関係者と共有し、小児等在宅医

療の施策の検討等に活用します。 

医療・福祉・教育関係者等による協議や情報交換を重ね、小児等の在宅医療に係る連携体

制を構築するとともに、関係する多職種の医療技術のスキルアップや連携強化を図ります。 

また、小児がん(※６)の患者やＡＹＡ世代のがん患者及びその家族に対し、この世代の特徴に応

じた相談支援や情報提供の充実を図ります。 
 

○ 外国人の子ども等の学びの支援や心理的なサポート 

就学期の外国人児童生徒等の実態に応じ、日本語指導や心理的なサポートの充実を図ります。 

また、外国人児童生徒等及び保護者を対象として、外国語での電話相談などの心理的サポートを行い

ます。 

未就学期の外国人の子ども等については、保育所等における円滑な受入れや保護者へ必要な配慮

を行えるよう取り組みます。 

 
 
ア 慢性疾病等を抱える子ども・若者への支援 

① 慢性疾病児童等に対

する経済的負担の軽減

と自立促進 

 

○小児慢性特定疾病医療費の自己負担分の一部を助成し、患児家庭

の経済的な負担を軽減します。 

○「群馬県慢性疾病児童等地域支援協議会」における支援方針に基

づき、各保健福祉事務所において、窓口相談や家庭訪問、相談会・

交流会を実施し、自立に向けて、児童やその家族の不安解消や情

報提供等を行います。 

② 小児等在宅医療の充

実 

 

 

○在宅医療を必要とする小児等が、在宅において必要な医療・福祉

サービス等を受け、地域で安心して生活できるよう、医療、福祉、

教育、行政等の連携による体制の構築を図ります。また、医師や

訪問看護師向け研修及び講演会を開催します。 

○地域における医療的ケア児とその家族に対し、適切に支援できる

よう、相談支援専門員(※７)及び訪問看護師を対象に研修を実施

し、地域における医療的ケア児等の支援の総合調整を行う人材を

養成します。 

○小児在宅医療に対応可能な医療機関情報をホームページ「マッピ

ングぐんま」にて提供するとともに、市町村の母子保健部署・障

害福祉部署等に周知します。 

○各種協議会の活動内容や取組などについて、定期的に連絡会を開

催し、情報を共有します。 

○平常時から人工呼吸器使用在宅療養者等の把握に努め、本人・家

族を含めた関係機関での協議により、災害時個別プランの策定に

努め、災害発生時の対応に備えます。 

 
(※６) 小児がん 乳幼児から 14 歳までにかかる悪性腫瘍の総称。 

(※７) 相談支援専門員 障害のある人や、その家族の生活に関する全般的な相談支援を行う。障害のある人が自立した日常生

活や社会生活を送ることができるよう、障害福祉サービスなどの利用計画の作成等を行う。 
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③ 小児・ＡＹＡ世代のが

ん患者支援 

 

 

○ぐんまの安心がんサポートブックやホームページ等により、小児・

ＡＹＡ世代のがん患者が必要とする情報が適切に提供されるよう

に努めます。 

○小児・ＡＹＡ世代のがん経験者やその家族のピアサポーターの養

成など、相談支援・情報提供の充実を図ります。 

 

イ 外国人の子ども・若者等への支援 

① 不就学の外国人の子

ども等の学習機会確保

支援 

○不就学の外国人の子ども等の就学に関わる相談や手続き等、就学

に向けて支援します。 

② 就学期の外国人児童

生徒等への支援の推進 

 

 

○日本語指導担当者を対象に、専門性の向上を図るための研修会

を開催するなど、外国人児童生徒等への、適切な日本語指導や学

習支援の充実を図ります。 

○文化や言語の違いにより、学校生活や卒業後の進路についての

悩みを抱えている外国人の子ども等や保護者に対して、教育相

談やカウンセリング等の支援を行うことで、心理面のサポート

をします。 

③ 地域における外国人

に対する支援の充実 

 

 

○母国語及びやさしい日本語により、あらゆる相談に応じる「ぐん

ま外国人総合相談ワンストップセンター」や、医療通訳ボランテ

ィアの養成やＮＰＯ法人等と連携した医療通訳ボランティアの医

療機関への派遣等、外国人が生活しやすい環境を整備します。 

○市町村に対して、小児及び妊婦健診の際の通訳者派遣に係る情報

を提供します。 

○地域の外国人の中で日本語能力と地域貢献意欲の高いキーパーソ

ンを通じて、地域住民への日本語指導と日本での生活に必要な情

報･知識の提供を行うほか、県のホームページやＳＮＳを通じて情

報を提供します。 

 

 

 

 

 外国人人口の増加に伴い、その子どもの数も増加が見込まれる中、県内には、外国人の子ども等を積

極的に受け入れている保育所等があります。 

県南部の認定こども園では、ブラジル、ペルー、ベトナムなど、７か国の子どもたちが通園しています。園で

は、国籍やルーツの区別なく一緒に過ごしており、子どもたちは日本語を

覚えるのも早く、子ども同士のおしゃべりや先生との会話も問題なく行われ

ています。園と保護者との間でも、時にジェスチャーを交えながら丁寧に伝

えることで、特に苦労なくコミュニケーションが図られています。 

園長先生は、「受け入れを始めた頃は、言葉の問題など多少の困難が

あったものの、今では特別な対応はしていない。」と話しています。 

 

保育所等における外国人の子ども等の受け入れ コラム 

園での子どもたちの様子 
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（４）非行・犯罪に陥った子ども・若者への支援 次世代 子・若  

 

 現状と課題  

 ○ 少年非行の状況 

非行少年は、10 年前と比較すると大幅に減少しています。しかし、再犯者率は 10 年前と変わら

ない水準であり、予断を許さない状況です。 

近年では、アルバイト感覚で振り込め詐欺等の特殊詐欺関連事犯に加担する少年が増加するなど、

少年を取り巻く有害環境の浄化に加え、少年の規範意識の向上等が課題です。 

 

○ 薬物乱用等 

近年、薬物事犯における再犯者率は高く、覚醒剤事犯では全国及び県内とも６割を超えています。

(成人を含む覚醒剤事犯の再犯率 全国：66.1％、群馬県：61.6％) 

薬物問題の根絶のためには薬物の再乱用防止が重要であり、薬物問題を抱えた本人の回復や家族

等を支援するため、相談窓口や回復支援施設等の充実のほか、回復を社会全体で支える体制づくり

が重要です。 
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【用語の説明】 

･ 非行少年：犯罪少年(罪を犯した 14 歳以上 20 歳未満の

少年)、触法少年(刑罰法令に触れる行為をした 14 歳未

満の少年)、ぐ犯少年(将来、罪を犯し又は刑罰法令に触

れる行為をするおそれのある者)の合計 

･ 刑法犯少年：犯罪少年のうち、特別法犯(道路交通法 

違反・覚せい剤取締法違反、売春防止法違反など)を除

く 

･ 不良行為少年：飲酒、喫煙、その他自己又は他人の特性

を害する行為をした少年 
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 施策の方向と具体的施策  

○ 問題行動への対応 

  教育委員会と警察、市町村教育委員会等で情報交換を行い、共通理解を図ることで、児童生徒指

導・支援の充実を図ります。 

  また、万引防止教室や、非行防止啓発などにより、少年の規範意識の高揚を図るほか、相談活動

等により、非行少年の立ち直りを支援します。 

 
○ 薬物乱用等の防止 

   薬物相談窓口をはじめとした再乱用防止対策を充実させ、薬物問題を抱えた本人及び家族等に対

して支援するとともに、薬物依存症等に関する正しい知識の周知啓発を行い、回復を社会全体で支

える体制づくりを進めます。 
 
 

ア 問題行動への対応 

①児童生徒支援の充実 

 

 

○学校の児童生徒指導・支援の充実に向けた共通認識を図るため、

教育委員会と警察、市町村教育委員会等の担当者により情報交換

や協議を行う問題行動対策会議を開催します。 

○問題行動対策会議構成機関や学校の教職員を対象に、深刻な非行

等、生徒指導に関わる様々なテーマを取り上げ、学識経験者や関

係機関等の職員による講話を開催します。 

② 少年の規範意識の高

揚 

 

○万引きが犯罪行為であること等の自覚を促すため、ロールプレイ

ング方式等による体験型万引防止教室の開催を推進します。 

○少年警察ボランティア（少年補導員、大学生少年サポーター）

と連携して街頭補導、非行防止啓発キャンペーン等を実施しま

す。 
③ 非行少年の立ち直り

支援 

 

 

○少年育成センター職員による、少年補導活動、困難を抱える子ど

もの立ち直り支援、相談活動等を推進します。 

○児童相談所において、非行を犯した子どもやその家族の相談に応

じます。 

○ぐんま学園において、家庭や学校、地域で問題行動を起こした児

童など、生活指導を必要とする児童を入所させ、個々の児童の状

況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援します。 

 

イ 薬物乱用対策 

① 薬物問題を抱えた子

ども・若者やその家族の

支援 

 
 

○各保健福祉事務所等に設置した相談窓口、薬物依存症者への対応

技術を身につけるための依存症回復支援者研修会の開催、こころ

の健康センターでの家族教室の実施などの再乱用防止対策を充実

し、薬物乱用問題に直面している本人及び家族等を支援します。 

○薬物問題を抱えた本人の回復及び家族等を社会全体で支える体制

づくりのため、薬物依存症とその回復に関する正しい知識の周知

啓発に努めます。 

【連動施策：Ⅰ-1-(1)健やかな体の育成】 
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（５）社会的養育体制の整備 次世代 子・若 子育て   

 

 現状と課題  

○ 里親委託や児童養護施設の小規模かつ地域分散化の必要性 

親がいない子どもや虐待を受けた子どもなど、家庭での養育が困難又は適当でない子どもには、

家庭的な環境の下で愛着を形成し、地域の中で個性が尊重されつつ、社会へ巣立っていくことがで

きるような支援が必要です。 

「家庭における養育環境と同様の養育環境」である里親等への委託を推進するため、里親登録世

帯数を増やす必要があります。 

また、児童養護施設に入所する子どもについて、「できる限り良好な家庭的環境」である、小規模

かつ地域分散化された施設での養育を推進する必要があります。 

 

 ○ アフターケア(施設退所・里親委託解除後の相談支援等)の必要性 

里親等への委託や児童養護施設等に入所していた子どもの中には、高校卒業後も自立のための支

援の継続が必要な場合があります。 

また、義務教育終了後、里親等への委託や児童養護施設等への入所が適さない子どもに対して、

自立に向けた生活の援助が必要です。 
 
 
 施策の方向と具体的施策  

○ 里親登録世帯の増加と児童養護施設の小規模化等の推進 

里親登録世帯を増やすため、里親制度の周知や里親確保のための広報活動を行います。 

また、より家庭的な環境の中で子どもを養育できるよう、児童養護施設による地域小規模児童養

護施設の設置を支援します。 

 

○ アフターケア(施設退所・里親委託解除後の相談支援等)の体制整備 

高校卒業後も継続支援が必要な子どもを預かる里親や児童養護施設等に、必要な経費を補助しま

す。 

また、里親等への委託や児童養護施設等への入所が適さない子どもが、共同の生活を営む住居と

なる自立援助ホーム(※１)の運営を支援します。  

 

(※１) 自立援助ホーム 様々な理由で家庭に居られなくなり、働かざるを得なくなった、原則として 15 歳から 20 歳までの青少年た

ちの暮らしの場。本人に十分な意欲と能力が備わっているか否かにかかわらず、家族も含め他の援助を受けることができない

状況で「自立」を強いられた場合、職場や生活場面でも困難をかかえ、社会適応ができない。そのため、大人との信頼関係を

通して社会で生き抜く力を身に付け、子どもたちが経済的にも精神的にも自立できるよう援助する。 
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ア 家庭養育の推進 

① 里親募集の広報活動 

 

○各種広報媒体への掲載やリーフレットの配布、制度説明会の実施

などにより、里親の制度周知と募集を行います。 

② 施設の小規模かつ地

域分散化 

○施設が地域小規模児童養護施設を設置するにあたっての物件購入

費等の補助をします。 

  

イ ライフサイクルを見通した支援 

① 社会的養護自立支援

事業の実施 

○里親や児童養護施設等に対し、高校卒業後も居住する子どもの居

住費や生活費を補助します。 

② 自立援助ホームの運

営支援 

○自立援助ホームに入所する子どもの生活費等や職員の人件費等の

運営費を補助します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

養子縁組制度と混同されやすい「里親」制度ですが、養子縁組により親子関係を結ぶ「養子縁組里親

(※２)」だけでなく、様々な事情により家庭で暮らせない子どもを一定期間養育する「養育里親(※３)」

があります。 

また、本県では、一時的に保護者が子育てできない事情がある家庭の子どもを、子どもが安心できる

よう地域内で預かったり、施設に入所している子どもを夏休みなどの長期休暇中に預かったりする「短

期預かり里親」制度を独自に設けています。 

このように、「里親」は、養子縁組による子どもへの長期的な支援だけではなく、地域の子育てを応援

する制度として子どもを支援しています。 

県では、里親制度について知り、実際に

子どもを養育している里親さんの話を聞くこ

とができる、「里親相談会」を県内各地で開

催し、里親制度の周知・普及を進めていま

す。 

 

 

 

(※２) 養子縁組里親 養子縁組を前提とした里親。保護者のいない子どもや実父母が親権放棄に同意した場合が対象となる。15

歳未満の子どもの場合、特別養子縁組により実親との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶことが可能。 

(※３) 養育里親 原則として 0 歳～18 歳まで（進学しなかった場合は中学卒業まで）の要保護児童を、養子縁組は目的とせずに

一定期間養育する家庭。 

本基本施策は、「群馬県社会的養育推進計画（平成 27 年度～令和 11 年度）」で実施していきます。 

里親について コラム 

フォスタリングマーク 
フォスタリングとは、里親を支援す

ることです。 

フォスタリングマークは、里親制度

の普及や里親養育を社会が支えること

を推進するシンボルマークです。 


