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第7章 施策の推進体制等    第2節 広報啓発等

養護学校の取組は，知名度が高く，学校主催のイベントには多くの地域住民が気軽に参加し
ている。これらの活動を通して生徒自身の成長も促され，働く力が向上するほか，地域活性化
の担い手として期待されている。

　　

（2）犬山新成人の集い実行委員会（愛知県）
犬山新成人の集い実行委員会は，平成13年から新成人自らが企画・運営する「新成人の集

い」を開催している。全国的に成人式における新成人のマナーの悪さが問題となっていた当
時，犬山市が，市主催の成人式を開催しないという決断をしたのがきっかけとなり，新成人自
ら会費を出し合い，旧来の成人式の形にとらわれない，独自の「新成人の集い」を開催するよ
うになった。その年の新成人が企画を行い，運営や準備においては，過去の実行委員経験者が
“応援団”として支援している。また，新成人になったことを契機に，「これまで育んでもらっ
た地域に感謝の気持ちを行動で表そう」という想いから，美化活動や地元イベントのお手伝い
など，様々な社会貢献活動にも取り組んでいる。近年全国的に青年組織の活動の低下が懸念さ
れる中で，地域の若者を代表する組織としての存在価値も高まっており，実行委員経験者が公
的な会議の委員に推挙され，若者代表として意見を述べるなど活動の幅を広げている。

　　

「子供と家族・若者応援団表彰」（内閣総理大臣表彰）
（1）NPO法人性暴力救援センター・大阪 SACHICO（大阪府）
大阪SACHICOは，平成22年4月に阪南中央病院内に開設した，全国初の病院拠点型性暴

力被害者ワンストップ支援センターである。24時間365日体制で電話相談を受け付け，来
所相談やニーズに応じた診察治療，被害者が希望すれば証拠物の採取・保管，また弁護士・カ
ウンセラーの紹介など，直近の被害から回復に向けての総合的支援を行っている。設置から5
年間で，2万3千件を超える電話相談，延べ約3千件の来所相談を行った。団体の活動は高く
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評価され，第4次男女共同参画基本計画（平成27年12月25日閣議決定）及び第3次犯罪
被害者等基本計画（平成28年4月１日閣議決定）では，ワンストップ支援センターの設置促
進が位置付けられている。また，平成26年度から内閣府男女共同参画局の「性犯罪被害者等
のための総合支援モデル事業」として，大阪府との連携のもと，性暴力の証拠物取扱いマニュ
アルの策定や支援員の養成，夜間相談体制の充実などの取組を進めてきており，子供の性暴力
被害の防止や被害を受けた子供に対する支援を充実させている。

　　

（2）CLUB　ATTRACTION（京都市）
CLUB　ATTRACTIONでは，「地域活性化」を大きな目標として，8大学，約100名の学

生が様々な機関と連携して，地域貢献活動を展開しており，子供などを対象にした農業体験，
自然体験，集団宿泊体験，スポーツ活動等を行っている。中でも平成23（2011）年から展
開している「あおぞらきょうしつ」は，公園に集まった子供たちに「集団遊び」の機会を無償
で提供するもので，滋賀県・大阪府・京都府を中心に，これまでに累計約1万人の子供たちの
参加を得ている。多くの学生がSNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス）を通して，広
く活動を拡散させており，学生や地域の人が子供たちにコミットする活動は保護者から高い評
価を得ながら，年々その活動の幅を拡大させている。
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第7章 施策の推進体制等    第2節 広報啓発等

⑶　青少年の非行・被害防止全国強調月間
（内閣府，警察庁）
内閣府は，昭和54（1979）年から，学校が夏

休みに入る毎年7月を「青少年の非行・被害防止
全国強調月間」として定め，幅広い関係府省の参
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，非行など問題行動への対応の強化
を図っている（第7-2図）。平成27（2015）年度
は，次の事項を重点課題とした。
・インターネット利用に係る非行及び犯罪被害
防止対策の推進

・有害環境への適切な対応
・薬物乱用対策の推進
・不良行為及び初発型非行（犯罪）等の防止
・再非行（犯罪）の防止
・いじめ・暴力行為等の問題行動への対応
・青少年の福祉を害する犯罪被害の防止
警察庁は，平成27年7月の「青少年の非行・
被害防止全国強調月間」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7万枚を作成して全国各地に掲示した。また，
全国の主要なプロ野球場とプロサッカー競技場に
対し，試合開催時の電光掲示板などを活用した広
報への協力を依頼した。
⑷　児童虐待防止推進月間（厚生労働省，
内閣府）

厚生労働省は，内閣府と共に，平成16（2004）
年から，毎年11月を「児童虐待防止推進月間」
と位置付け，児童虐待問題に対する社会的関心の
喚起を図っている（第7-3図）。月間中，関係府
省や地方公共団体，関係団体と連携した集中的な
広報啓発活動を実施している。平成27（2015）
年度は，月間標語の公募・決定，「子どもの虐待
防止推進全国フォーラム」の開催（11月8日・
神奈川県横浜市），広報用ポスター，リーフレッ
トや，児童相談所全国共通ダイヤル紹介しおりの
作成・配布，政府広報を活用した各種媒体（新
聞，インターネットテレビなど）により，広報啓
発を実施した。また，児童虐待防止の啓発を図る
ことを目的に民間団体（NPO法人児童虐待防止

 第7-3図  児童虐待防止推進月間

（出典）厚生労働省資料

 第7-2図  青少年の非行・被害防止全国強調月間

（出典）内閣府資料
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全国ネットワーク）が中心となって実施している
「オレンジリボン運動」を後援している4。
⑸　“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）

法務省は，犯罪や非行のない明るい社会を実現
するため，昭和26（1951）年から，“社会を明
るくする運動”5（第7-4図）を主唱し，毎年7月
を強調月間として，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
活動の促進などに努めている。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・団体の約3万団体の協力を得て，
地域における更生保護への理解促進と犯罪予防の
ための広報啓発活動の強化に努めている。強調月
間中は，全国各地で，犯罪予防活動，子育て相談
活動，地域で非行問題や非行に陥った少年の立ち
直り支援を話し合うシンポジウム，ミニ集会活
動，各種広報活動のほか，ワークショップ，親子
触れ合い行事といった子供の主体的参加を得た行事が積極的に実施されている。平成27（2015）年の
本運動（第65回）では，「出所者等の事情を理解した上で雇用する企業の数を増やすこと」「帰るべき
場所がないまま，刑務所から社会に戻る人の数を減らすこと」を重点事項として，全国各地で各種行事
が行われた。また，次代を担う小中学生を対象に，平成5（1993）年の第43回から実施している「“社
会を明るくする運動”作文コンテスト」では，小中学校合わせて9,542校から約31万点の応募があった。
⑹　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，児童虐待やいじめ，児童の権利に関する条約，子供の人権に関する講演

会等の開催，啓発冊子の配布等，各種啓発活動を実施している。また，「子どもの人権を守ろう」を啓
発活動の年間強調事項の一つとして掲げ，12月4日から10日までの人権週間を始め一年を通して，啓
発活動を実施している。このほか，小学生や中学生を対象とした以下の啓発活動を行っている。
・昭和57（1982）年から，「人権の花運動」を実施している。この運動は，子供が協力して花の種
子などを育てることによって，優しさと思いやりの心を体得することなどを目的としたもので，平
成27（2015）年度は，小学校を中心に3,669団体からの参加があった。あわせて，「いじめ」等
について考える機会を与えることによって，子供たちが相手への思いやりの心や生命の尊さを体得
すること等を目的とした「人権教室」も開催しており，平成27年度は856,935人の参加があった。

・昭和56（1981）年から，「全国中学生人権作文コンテスト」を実施している。この事業は，中学
生が作文を書くことを通じて，人権尊重の重要性，必要性について理解を深めるとともに，豊かな
人権感覚を身に付けること等を目的としている。平成27（2015）年度に開催された第35回大会
には，7,584校から，過去最高の973,865編の作品の応募があった。

4 「オレンジリボン運動」の一環として，平成27（2015）年度は全国44校の大学などが「学生によるオレンジリボン運動」を実施した。各
学校では，学生が主体となり，近い将来親になる10代～20代の若者などに向けた広報啓発活動が行われた。

5 http://www.moj.go.jp/hogo1/kouseihogoshinkou/hogo_hogo06.html

 第7-4図  社会を明るくする運動

（出典）法務省ホームページ（http://www.moj.go.jp/hogo1/kouseihogoshinkou/
hogo_hogo06.html）
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