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第2部　子ども・若者に関する国の施策

今後の施策の推進体制等
第１節 子ども・若者に関する実態等の把握，知見の集積と共有
１ 調査研究（内閣府，各省庁）
社会全体で子ども・若者育成支援のための取

組が適切に推進されるようにするためには，子
ども・若者の実態，意識，問題点等その現状に
ついて把握し，広く国民の間で事実認識を共有
することが重要である。
内閣府では，子ども・若者に関する調査研究

を実施しており，調査研究の結果については，
広く国民の間で積極的に活用されるようホーム
ページ等で公開している。

２ 調査データ等の共有・活用のための環境整
備（内閣府，総務省）
総務省では，「統計法」（平１９法５３）に基づき，

平成２１年度から統計データの二次利用制度を適
切に運用するため，政省令やガイドライン等の
整備を行い，関係府省等における統計データの
提供が円滑に進むように適宜支援を行っている
ところである。
なお，平成２２年度後半時点においては，オー

ダーメード集計のサービスについては７府省
が，また，匿名データの提供については１省が
サービスを実施している。

第２節 広報啓発等
１ 広報啓発・情報提供等
⑴ 広報啓発活動（内閣府，各省庁）
ア 子ども・若者育成支援強調月間（内閣府）

子ども・若者育成支援に関する国民運動
の一層の充実や定着を図ることを目的とし
て，毎年１１月を強調月間と定め，関係省
庁，地方公共団体及び関係団体とともに，
諸事業，諸活動を集中的に実施している。
昭和５３年度から平成２１年度までは，「全国
青少年健全育成強調月間」として実施して
きたが，平成２２年度からは「子ども・若者
育成支援推進法」の施行や「子ども・子育
てビジョン」及び「子ども・若者ビジョン」
が策定されたことを踏まえ，名称を「子ど
も・若者育成支援強調月間」と変更した。
平成２２年度は，以下の４点を重要事項と

した。
① 子ども・若者の社会的自立支援の促進
② 生活習慣の見直しと家庭への支援
③ 児童虐待の予防と対応
④ 子ども・若者を犯罪や有害環境等から

守るための取組の推進
各府省，各都道府県，関係団体等におい

ては，この月間の趣旨にのっとり，大会，
研修会，社会参加活動等の行事や広報啓発
活動が行われた。

イ 子ども若者育成・子育て支援功労者表
彰・社会貢献青少年表彰等（内閣府）
内閣府では，「子ども・若者育成支援推

進法」の施行や「子ども・子育てビジョン」
及び「子ども・若者ビジョン」が策定され，
子ども・若者の育成や子育て支援を社会全
体として応援していくこととしたことを踏
まえ，平成２２年度からそれまでの表彰を再
編し，「子ども若者育成・子育て支援功労
者表彰」，「社会貢献青少年表彰」として実
施することとした。この表彰は，子ども・
若者の健やかな成長に資することを目的
に，子ども・若者を育成支援する活動及び
子育てと子育てを担う家族を支援する活動
において顕著な功績のあった者に対し内閣
総理大臣賞及び内閣府特命担当大臣賞（青
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少年育成又は少子化対策）を授与するもの
である。また，社会貢献活動を行った青少
年（団体を含む。）で顕著な功績のあった
者を内閣府特命担当大臣（青少年育成）か
ら表彰した。さらに，子ども・若者を育成
支援する活動等を広く社会に紹介する「子
ども若者育成・子育て支援活動事例紹介事
業」を併せて実施した。

ウ 青少年の非行・被害防止全国強調月間
（内閣府，警察庁）
内閣府では，昭和５４年度から毎年７月を

青少年の非行防止全国強調月間として定
め，幅広い関係省庁の参加と関係団体の協
力・協賛を得て，国民の非行防止意識の高
揚，青少年の非行等問題行動への対応の強
化を図ってきた。平成２２年度は，青少年の
被害防止の観点を新たに加え，名称を「青
少年の非行・被害防止全国強調月間」に変
更し，
① インターネット上の違法・有害情報へ
の適切な対応

② 有害環境への適切な対応
③ 薬物乱用対策等の推進
④ 不良行為及び初発型非行（犯罪）の防
止

⑤ 再非行（再犯）の防止
⑥ いじめ・暴力行為等の問題行動への対
応

⑦ 青少年の福祉を害する犯罪被害の防止
を月間の重点課題とした。
警察庁では，平成２１年７月の「青少年の

非行問題に取り組む全国強調月間」に合わ
せ，「目で見る非行防止運動」として，非
行防止を訴えるポスター約８万枚を作成し
て全国各地に掲示したほか，全国の主要な
プロ野球場及びプロサッカー競技場に対
し，試合開催時の電光掲示板等を活用した
広報への協力を依頼した。

エ 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。

オ “社会を明るくする運動”～犯罪や非行
を防止し，立ち直りを支える地域のチカ
ラ～（法務省）
法務省では，昭和２６年から，“社会を明

るくする運動”を主唱し，毎年７月を強調
月間として犯罪や非行のない明るい社会を
実現するため，全国各地で世論の啓発，社
会環境の改善，犯罪の予防を目的とする地
域住民の活動の促進等に努めている。平成
２２年の本運動（第６０回）においては，運動
の趣旨を分かりやすく表した新たな運動名
称のもと，「立ち直りを支える取組につい
ての理解促進」「犯罪や非行をした人たち
の就労支援」を重点目標として，全国各地
で各種行事が行われた。
なお，この運動の実施に当たっては，保

護司会，更生保護女性会，BBS会等を始
めとする民間協力組織や地方自治体を始め
とする関係機関・団体等約３万団体の協力
を得て，地域における犯罪予防のための広
報啓発活動の強化に努めている※３９。

カ 人権に関する啓発活動（法務省）
法務省の人権擁護機関では，年間を通じ

て全国各地で，児童虐待やいじめ，児童の
権利に関する条約等，子どもの人権に関す
る講演会，シンポジウム，座談会等の開
催，各種啓発冊子の配布等，様々な広報啓
発活動を実施しており，毎年１２月４日から
１０日の人権週間を中心に年間を通じて，
「子どもの人権を守ろう」を年間強調事項

※３９ http://www.moj.go.jp/hogo１／kouseihogoshinkou/hogo_hogo０６．html
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小学校 中学校 その他 合計

学校数 児童数 学校数 生徒数 団体数 人数 参加者数

平成２１年度 ２，９６２ ４８６，６７２ １４４ ２７，０７８ ２９１ １５，６７７ ５２９，４２７

花の水やりの様子（新潟県） 花の苗を植えている様子（茨城県）

として掲げ，広報啓発活動を実施してい
る。
なお，平成２２年度には，児童虐待をテー

マとした啓発冊子を作成し，啓発活動に活
用している。
また，主に小学生を対象とした啓発活動

として，昭和５７年度以来，「人権の花運動」
を実施しており，平成２２年度は，３５７４の小
学校等からの参加があった（近年は，併せ

て，児童に「いじめ」等について考えても
らうための「人権教室」も開催している。）。
さらに，中学生を対象とした啓発活動と

して，全国人権擁護委員連合会とともに，
昭和５６年度以来「全国中学生人権作文コン
テスト」を実施しており，平成２２年度に開
催された第３０回大会には，全国の中学校の
５８．４％に当たる６３１１校から，８８万７０１２編も
の多数の作品の応募があった。

法務省人権擁護局及び全国人権擁護委員連合会では，昭和５７年度から，主に小学生に対する啓発活
動として人権の花運動を実施しています。
この運動は，配布された花の種子，球根等を，児童が協力して育てることによって，生命の尊さを

実感し，その中で，豊かな心を育み，やさしさと思いやりの心を体得することを目的とするもので
す。
育てた花を父母や老人ホームに贈ったり，写生会，鑑賞会を開くことで，家庭や地域社会の中に人

権尊重思想を浸透させる上で大きな効果を上げています。

人権の花運動は，人権啓発活動ネットワーク協議会HPで各都道府県単位の活動を紹介していま
す（http://www.moj.go.jp/jinkennet/）。

人権の花運動
法 務 省9
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キ 国民運動としての「食育」の推進（内閣
府）
① 国民運動としての「食育」

食育基本法及び食育推進基本計画（平
成１８年３月食育推進会議決定）に基づき，
関係府省等が連携しつつ，家庭，学校，
地域等において国民運動として食育を推
進している。
食育の国民的な取組を進めていく上

で，食品の製造，加工，流通，販売及び
食事の提供といった食品関連事業を営む
企業等は，子ども・若者を対象とした体
験学習等に取り組んでおり，大きな役割
が期待されている。
このため，内閣府では，企業等での一

層の食育の取組を進めていくことを目的
として，食品製造，流通・小売，外食，
中食及び生活協同組合といった異なる業
種や事業形態も含めた５２社に食育の取組
に関するインタビュー調査を行い，その
結果を，平成２１年４月，「食でつなぐき
ずな」実践企業事例集として公表した。
また，内閣府では，子育て中の親を主

な対象として，家庭における食育を推進
するため，有識者の論説及び栄養教諭，
保育士等現場での食育実践についての
エッセイを内容とする「親子のための食
育読本」を取りまとめ，平成２２年３月に
公表した。

② 食育月間及び食育の日
食育推進基本計画では，毎年６月を

「食育月間」と定め，全国的に，各種広
報媒体や行事等を通じた広報啓発活動を
重点的に実施し，食育推進運動の一層の
充実と定着を図ることとしている。ま
た，同計画では，毎月１９日を「食育の日」
と定め，食育推進運動を継続的に展開
し，地方自治体，関係団体等による食育
の促進を図ることとしている。
平成２２年度の食育月間の実施に際し，

内閣府では，「食育月間」実施要綱を策

定し（内閣府特命担当大臣決定），食を
通じたコミュニケーション，バランスの
取れた食事，望ましい生活リズム，食を
大切にする気持ち及び食の安全の５つを
重点事項として定めるとともに，全国規
模の中核的な行事として，佐賀県との共
催により「第５回食育推進全国大会」を
開催し（平成２２年６月），約４万３０００人
の来場を得た。
平成２３年度の食育月間の実施に際して

も，５つの同様の重点事項等を内容とす
る「食育月間」実施要綱を策定するとと
もに，静岡県及び三島市との共催によ
り，「第６回食育推進全国大会」を開催
する予定である。
また，内閣府では，平成２２年度の食育

の推進に関するポスターを全国の小学
校，中学校，高等学校等を通じて募集し
たところ，約１万１０００人の応募があり，
小学生，中学生及び高校生の部門ごと
に，金賞，銀賞及び銅賞を選定し，内閣
府特命担当大臣から表彰した。受賞作品
については，食育の日のポスターを始め
食育推進の各種広報媒体で用いた。

③ 食育推進に関するボランティアに対す
る表彰
食育の推進は，国民一人一人の食生活

に直接関わる取組であることから，国や
地方自治体による取組だけでなく，国民
の生活に密着した活動を行っているボラ
ンティアの役割が重要であり，子ども・
若者に対する食育の推進が緊要な課題で
あることから，内閣府では，若い世代の
食生活の改善に尽力したボランティアを
対象として，平成２１年度から「食育推進
ボランティア表彰」を実施している。平
成２２年度においては，１０の優秀事例を内
閣府特命担当大臣から表彰した。

⑵ 国民にも分かりやすい情報提供（内閣府，
厚生労働省，防衛省）
内閣府では，「子ども・若者の育成支援の
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ためのホームページ」※４０により青少年向けの
情報提供を行っている。これらのホームペー
ジでは，法務省の「子どもの人権１１０番」や
文部科学省の「２４時間いじめ相談ダイヤル」
等全国共通の相談窓口や全国の青少年相談機
関，青少年の国際交流，青少年団体等に関す
る情報を提供するとともに，各省庁や都道府
県の青少年向けホームページへのリンクを設
けている。また，児童虐待，いじめ，ひきこ
もり，不登校等についての相談・通報窓口を
まとめたサイトをホームページに掲載してい
る※４１。
厚生労働省では，平成２２年９月に，こころ

の不調・病気に関する説明や，各種支援サー

ビスの紹介等，治療や生活に役立つ情報を分
かりやすくまとめた「みんなのメンタルヘル
ス総合サイト」，１０代・２０代とそれを取り巻
く人々（家族・教育職）を対象に，本人や周
囲が心の不調に気づいたときにどうするかな
ど分かりやすく紹介する「こころもメンテし
よう～１０代２０代のメンタルサポートサイ
ト～」の２つのウェブサイトを，厚生労働省
ホームページ内に開設した。
防衛省では，青少年にも防衛諸施策や自衛

隊の活動等を分かりやすく理解させるため，
「まんがで読む防衛白書」パンフレット等及
びホームページ内の「キッズページ」を活用
し，情報の提供に努めている。

第３節 国際的な連携・協力
１ 国際機関等における取組への協力（内閣府，
外務省）
我が国は，「児童の権利に関する条約」，同条

約を補完する「武力紛争における児童の関与に
関する児童の権利に関する条約の選択議定書」
及び「児童の売買，児童買春及び児童ポルノに
関する児童の権利に関する条約の選択議定書」
のそれぞれの締約国となっている。
これらは，締約国に対し，条約の実施状況及

び選択議定書の規定の実施のためにとった措置
につき，専門家で構成される児童の権利委員会

に定期的に報告するよう求めている。
我が国は，平成２０年４月に同条約の第３回政
府報告及び２つの選択議定書の第１回政府報告
を提出し，平成２２年５月，これらの政府報告に
関する児童の権利委員会による審査を受け，同
年６月，同委員会はこの審査を踏まえ最終見解
を公表した。
政府としては，最終見解の趣旨を踏まえつ

つ，同条約及び２つの選択議定書の実施の確保
に努めている。

第４節 施策の推進等
１ 子ども・若者の意見聴取等（内閣府）
子ども・若者に対する施策を実効性のあるも

のとするためには，施策の当事者である子ど
も・若者の意見を聴くとともに，子ども・若者
の社会参加意識を高め，積極的に意見を述べる
機会を作る必要があるが，現状では，子ども・
若者から直接声を聴く仕組みが欠如しており，

また，若年層には，総じて社会参加意識が低い
傾向が伺えることから，子ども・若者の社会参
加意識を高めながら，その意見を直接聴くこと
のできる仕組みを整備するため，平成２１年度か
ら「青少年目安箱事業」を行っている。
同事業では，特定の課題等について，イン

ターネット上のメールを利用して意見等を報告

※４０ http://www８．cao.go.jp/youth２／index.html
※４１ http://www８．cao.go.jp/youth/soudan/index.html


