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第7章 施策の推進体制等    第2節 広報啓発等

⑺　国民運動としての「食育」の推進（内閣府）
内閣府は，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などを通じた広報啓発活

動を重点的に実施するとともに，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，関係団体などによる食育の促進を図っている。平成27（2015）年度の食育月間では，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，東京都墨田区な
どとの共催により「第10回食育推進全国大会」を開催し（平成27年6月），約39,800人の来場を得た。
平成28（2016）年度の食育月間では，福島県などとの共催により，「第11回食育推進全国大会」を開
催する予定である。また，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「食育推進ボ
ランティア表彰」を実施している。平成27年度は，8件の優秀事例を内閣府特命担当大臣から表彰し
た。
⑻　子供や若者向けの情報提供（各省庁）
各府省は，キッズページなどを活用し，各種の情報が子供や若者に届きやすく，かつ，分かりやすい

ものとなるよう努めている。電子政府の総合窓口e
イ ー ガ ブ

-Govでは，「子供向けページ集」として，各府省の
キッズページなどのリンク集を公開している6。

2  保護者を含む大人に対する啓発（警察庁）
警察は，社会全体で子供・若者を見守る社会気運の醸成を図り，健全な育成を支援するため，PTA

団体や自治体，企業等に対して地域の非行情勢や非行要因等について，幅広く情報発信を行っている。
また，少年警察ボランティアなどの協力の下，通学時などの声かけ・あいさつ運動，職場体験やスポー
ツ活動を通じて大人との触れ合いの機会を提供するなど，少年が地域に受け入れられ，身の回りに常に
自分のことを気にかけている「大人の目」があることを実感できる取組を推進し，少年の規範意識の向
上を図っている。さらには，少年とその保護者が
参加できる非行防止教室や親子カウンセリングを
開催するなどしている。

3   家族や地域の大切さ等についての理解
促進（内閣府）

子供と子育てを応援する社会の実現のために
は，多様な家庭や家族の形態があることを踏まえ
つつ，生命の大切さや家庭の役割について，国民
一人一人に理解されることが必要である。
内閣府は，平成19（2007）年度から，11月

の第3日曜日を「家族の日」，その前後各1週間
を「家族の週間」と定めて，この期間を中心に，
関係府省や地方公共団体，関係団体と連携して，
「生命を次代に伝え育んでいくことや，子育てを
支える家族と地域の大切さ」を呼び掛けている7

（第7-5図）。具体的には，フォーラムの開催や作
品コンクールの実施を通じて普及・啓発活動を実

6 http://www.e-gov.go.jp/link/kids/index.html
7 http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/family/index.html

 第7-5図   「家族の日」「家族の週間」ロゴマーク

（出典）内閣府ホームページ（http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/family/
index.html）
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施している。フォーラムは，「家族の日」に，地方公共団体などの協力を得て，家族や地域の大切さを
呼び掛けるために開催しており，平成27（2015）年度は，山口県山口市でフォーラムを開催した。
フォーラムでは，有識者によるパネルディスカッションなどが行われた。作品コンクールについては，
子育てを支える家族や地域の大切さの意識の高揚を図ることを目的として，家族や地域の大切さに関す
る「写真」と「手紙・メール」を公募し，優秀な作品を表彰している。平成27年度は，「写真」は，①
子育て家族の力，②子育てを応援する地域の力，の2テーマを，「手紙・メール」は，小学生，中・高
校生，一般の3区分で募集したところ，1866作品の応募があった。

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（外務省）
我が国は，「児童の権利に関する条約」8，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」と「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9。締約国は，条約の実施状況や選択議定書
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
う求められている。我が国は，条約の第3回政府報告などを平成20（2008）年に行い，平成22
（2010）年6月にそれに対する児童の権利委員会の最終見解が公表されている。政府では，この最終見
解の趣旨を踏まえつつ，「児童の権利に関する条約」と2つの選択議定書の実施の確保に努めている。
また，我が国は，国際労働機関（ILO）で採択された「就業が認められるための最低年齢に関する条

約（第138号条約）」10と「最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約（第
182号条約）」11の締約国となっている。政府では，これらの条約の実施を通じ，児童労働の廃止を達成
するための国際的な取組に貢献している。

2  情報の収集・発信（外務省，厚生労働省）
国連の場において，我が国の子供・若者育成支援に関する国内施策について，国際社会に向けた情報

の発信を行っている。平成27（2015）年9月にトルコで開催されたG20雇用労働大臣会合において，
子育て支援，若年の就労支援などに関する我が国の政策について情報発信を行った。

第4節 施策の推進等

1  国の関係機関等の連携・協働の促進（内閣府）
子ども・若者育成支援推進本部は，平成22（2010）年4月に施行された「子ども・若者育成支援推

進法」により，子供・若者育成支援のための施策を総合的に推進するために設置され，内閣総理大臣を
本部長とし，全閣僚により構成されている。
同本部の所掌事務は，子供・若者育成支援推進大綱の作成及びその実施の推進，子供・若者育成支援

8 18歳未満を「児童」と定義し，国際人権規約において定められている権利を児童について敷衍し，児童の人権の尊重・確保の観点から詳
細かつ具体的な事項を規定したもの。平成元（1989）年の第44回国連総会において採択され，平成2（1990）年に発効。我が国は平成6
（1994）年に批准。

9 外務省児童の権利条約ページhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/index.html
10 児童労働の実効的な廃止を確保する観点から，就業が認められるための最低年齢などを定めるもの。昭和48（1973）年の第58回ILO総

会で採択され，昭和51（1976）年に発効。我が国は平成12（2000）年に批准。
11 最悪の形態の児童労働の禁止と撤廃に向けた即時かつ効果的な措置を取ることなどについて定めるもの。平成11（1999）年の第87回

ILO総会で採択され，平成12年に発効。我が国は平成13（2001）年に批准。
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