平成23年度「子ども・若者育成支援強調月間」中における取組の実施結果について

省庁等名称

実施事業等

内 閣 府

実施要綱、啓発ポスターの作成・配
布

実施時期

実施場所
10月

全国

内容等
月間の趣旨を啓発するポスターを作成し、参加機関に配布し、積極的な活動
の展開を促進

子ども若者育成・子育て支援功労者
表彰式

11月22日

総理大臣官邸

子ども・若者の健やかな成長に資することを目的として、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
績があった企業、団体又は個人を表彰

子ども若者育成・子育て支援活動事
例紹介事業

11月22日

－

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
動を行っている団体、個人に参考としていただくことを目的として、事例紹介事
業を実施（チャイルド・ユースサポート章を交付）

社会貢献青尐年表彰式

11月28日

子ども・若者育成支援のための地域
連携推進事業中央研修会

11月28日、29日

担当部局・課室（府省庁取りまとめ）
内閣府政策統括官（共生社会政策担当）付
青尐年企画担当参事官

国立オリンピック記念 子ども・若者の健やかな成長に資することを目的として、社会貢献活動を行っ
青尐年総合センター た青尐年で、顕著な功績があった個人又は団体を表彰
国立オリンピック記念 各都道府県の青尐年育成関係者や青尐年関係団体等の代表者を対象に、現
下の子ども・若者育成支援に関する課題をテーマに基調講演、パネルディス
青尐年総合センター カッション、専門研修会等を実施

警 察 庁

取組への協力を促す通達を都道府
県警察に発出

9月

―

警察庁から各都道府県警察に対し、当月間に向けた取組への協力を促す通
達を、実施要綱とともに発出

金 融 庁

啓発ポスターの庁内掲示、メールに
よる職員への周知

10月

―

啓発ポスターの庁内掲示やメールによる職員への実施要領の配布により月間
総務企画局政策課
の趣旨を周知

消費者庁

啓発ポスターの庁内掲示、メールに
よる職員への周知

11月

―

啓発ポスターの庁内掲示やメールによる職員への実施要領の配布により月間
消費者政策課
の趣旨を周知

総 務 省 e-ネットキャラバンの開催

11月中
（期間中85件実施済）

全国

生活安全局尐年課

総務省、文部科学省及び通信関係団体等が連携し、子どもたちのインターネッ
総合通信基盤局電気通信事業部
トの安心・安全な利用に向けて、主に保護者・教職員・児童生徒を対象とした データ通信課
啓発講座を実施

11月

尐年鑑別所（５２庁中４
啓発ポスターを庁内等に掲示し，月間の主旨を周知
６庁）

矯正局尐年矯正課

一般尐年鑑別の広報

11月

尐年鑑別所（５２庁中３ 尐年鑑別所が実施している一般尐年鑑別（一般市民を対象とした相談業務）
に関する広報を，施設見学会や講演会の折に実施
０庁）

矯正局尐年矯正課

施設見学会の実施

11月

尐年鑑別所（５２庁中１ 地域社会からの理解・支持を得ることを目的に，地域住民等を対象にした施設 矯正局尐年矯正課
見学会を実施
５庁）

非行問題等に関する講演会や研修
会の実施

11月

尐年鑑別所（５２庁中１ 学校教師や生徒，保護司等を対象に，最近の尐年非行の動向や尐年鑑別所 矯正局尐年矯正課
の業務内容等に係る講演会や研修会を実施
３庁）

子ども・若者地域支援協議会への参
加

11月

尐年鑑別所（５２庁中８ 「子ども・若者育成支援推進法」で定められている「子ども・若者地域支援協議 矯正局尐年矯正課
会」に参加
庁）

啓発ポスターの掲示

11月 各法務局・地方法務局 啓発ポスターを掲示し，週間の主旨を周知

人権教室

11月

法 務 省 ポスターの掲示

人権擁護局人権啓発課

幼稚園，小学校，中学 人権擁護委員が，啓発ビデオ，紙芝居，講話などにより，幼児，児童，生徒等 人権擁護局人権啓発課
に人権啓発活動を実施
校等
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省庁等名称

実施事業等
人権の花運動

実施時期

実施場所
11月 小学校，中学校

11月8日～14日 そごう千葉店
（千葉県）
人権ポスター展

担当部局・課室（府省庁取りまとめ）

人権擁護委員及び児童・生徒が，花を育てる活動を通して，命を大切にするこ
人権擁護局人権啓発課
とや思いやりの心を育むことに取り組んだ。
千葉地方法務局及び千葉県人権擁護委員連合会主催の千葉県子どもの人権
ポスター原画コンテスト（対象県内小・中学生）における入賞作品の展示会を 人権擁護局人権啓発課
実施

越前市福祉健康セン
11月12日，26日 ター，上志比文化会館 小学生人権ポスターコンテストの作品を展示
（福井県）
11月1日 小布施駅前（長野県）

子ども・若者育成支援強調月間街頭啓発運動として，人権擁護委員がチラシ
を配布し，啓発活動を実施

人権擁護局人権啓発課

人権擁護局人権啓発課

JR仙石線本塩釜駅
（宮城県）

児童虐待防止啓発活動キャンペーンとして，塩釜人権擁護委員協議会の人権
擁護委員が，チラシ等を街頭で配布し，児童虐待防止についての啓発活動を 人権擁護局人権啓発課
実施

11月9日 可児市内（岐阜県）

人権擁護委員が，「心の教育プログラム帷子」に基づき，児童，生徒らとあいさ
人権擁護局人権啓発課
つ運動を実施

11月1日
街頭啓発

内容等

11月18日

ショッピングセンターひ 児童相談所，役場福祉課，警察署と共に「児童虐待防止推進月間」のチラシ及 人権擁護局人権啓発課
びオレンジリボンを配布
まわり（島根県）

11月29日

大野市内ショッピング
センター（福井県）

地元保育園児が，「いじわるやけんかはしません。」と宣言し，歌とヨサコイを披
人権擁護局人権啓発課
露し，市や人権擁護機関の関係者が街頭啓発を実施

11月1日

松本市立清水小学校
（長野県）

松本市立清水小学校3年生が描いた絵をデザインしたラッピングバスの出発式
人権擁護局人権啓発課
を実施

交通広告

11月 青森県内
11月2日

小川村公民館（長野
県）

子ども一人一人が尊重され，その権利を保障される必要性を県民に広く啓発
するため，県内主要路線バスにバスステッカーによる広告掲出を実施

人権擁護局人権啓発課

いじめ等に関する人権講演会（対象者 小川村中学校全校生徒及び保護者）
人権擁護局人権啓発課
を開催

延岡市聖心ウルスラ学 「約束ってなんだろう？自分で決めたから自分で守る。」と題して，法教育を実
人権擁護局人権啓発課
施
11月4日 園聡明中学校（宮崎
（11月7日（月），ケーブルテレビワイワイ「市政広報番組」にて放映）
県）
11月21日

北谷町桃原自治会事
務所（沖縄県）

地区住民の子育て中の父母を対象とした子育て談話を実施

11月22日

浦添市てだこホール
（沖縄県）

「未来を担う子ども達へ！－自転車世界一周で夢への挑戦－」と題して，会社
員でありながら4年3か月の有給休暇で自転車世界一周をした講演者が世界 人権擁護局人権啓発課
各地の写真を映写し，夢の実現を語った。

11月28日

東白川村立東白川中
学校（岐阜県）

生徒，保護者，教育者を対象に，パラリンピック日本代表選手の講演を通し
て，人権を守る大切さ，人権に対する啓発を実施

講演会

八雲町及び寿都町内
11月 育児サークル５か所
（北海道）

人権擁護局人権啓発課

人権擁護局人権啓発課

人権擁護委員が育児サークルに赴き，参加者と対話をしながら，子どもの人権
人権擁護局人権啓発課
や女性の人権について啓発を実施

子どもの人権特設相談所

11月18日

長野地方法務局大町
支局

人権擁護委員３名により人権相談所を開設

相談窓口周知啓発活動

11月20日

イオンモール直方
（福岡県）

「子どもの人権１１０番周知用プラ板キーホルダー作り」「ラミネートフィルムしお
り作り」等の啓発活動を行い，子どもの人権１１０番等の電話相談について来 人権擁護局人権啓発課
場者に周知
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人権擁護局人権啓発課

省庁等名称

実施事業等

実施時期

実施場所

担当部局・課室（府省庁取りまとめ）

11月15日

松本市Ｍウィング
（長野県）

人権を考える市民のつどい：全国中学生人権作文コンテスト松本地区大会入
選者3名の作文朗読と表彰状授与を行った。また，人権の花運動実施小学校
（松本市立芝沢小学校，田川小学校）の取組発表と感謝状の授与を行った。

人権擁護局人権啓発課

11月17日

富山国際会議場
(富山市）

ヒューマンコミュニケーションフェスタ・イン・とやま２０１１
・インターネットによるいじめ防止を訴えるＤＶＤを放映
・児童虐待防止のリーフレットを配布

人権擁護局人権啓発課

小瀬スポーツ公園
（山梨県）

人権啓発ふれあいフェスティバル：子どもを対象とした人権紙芝居（東日本大
震災に関するもの等）の上演及び人権クイズを実施

人権擁護局人権啓発課

ホクト文化ホール（長
野市）

長野県人権フェスティバル：全国中学生人権作文コンテスト長野県大会表彰式
人権擁護局人権啓発課
及び作文朗読を実施

11月19日～20日
人権フェスティバル等における啓発
活動

内容等

11月22日

福井県生活学習館
11月23日
「ユー・アイふくい」
有明地域観光物産公
11月26日 園
（福岡県）
11月27日 大仙公園（大阪府）

人権フェスティバル：子どものいじめ等人権に関する小学生のポスターコンテス
ト，中学生作文コンテストにおける優秀作品の展示，インターネットマナー体験
人権擁護局人権啓発課
コーナー・思いやり体験コーナーの設置，人権に関する啓発事項や相談窓口
を記載した啓発物を配布
柳川市民まつりにおける啓発活動：「人権の花運動」実施校のパネル等の展
示，「子どもの人権１１０番周知用プラ板キーホルダー作り」,アンケートの実施
人権擁護局人権啓発課
等の啓発活動を行い，子どもの人権１１０番等の電話相談について来場者に
周知
ファミリーウォークDE人権：主に子どもを対象として，公園内でのスタンプラリー
人権擁護局人権啓発課
等を通じて人権について考えるイベントを実施

外 務 省

関係機関に実施要綱、啓発ポスター
を配布

11月

―

関係機関に実施要綱、啓発ポスターを配布し、月間の主旨を周知

財 務 省

関係機関に実施要綱を配布、啓発
ポスターを庁舎内に掲示

10月

―

関係機関に実施要綱を配布、庁舎内に啓発ポスターを掲示し、月間の主旨を
理財局総務課たばこ塩事業室
周知

国 税 庁

第10回未成年者飲酒防止ポスター・
スローガン・学校賞 募集キャンペー
ンの支援等

文部科学省

大臣官房広報文化交流部
文化交流課人物交流室

６月～11月

八重洲富士屋ホテル
（東京都）

ビール酒造組合が実施する「第10回未成年者飲酒防止ポスター・スローガン・
課税部酒税課
学校賞 募集キャンペーン」の支援

未成年飲酒防止街頭キャンペーン
等の支援

11月

長岡小売酒販組合ほ
か

酒類業組合等が実施する未成年者飲酒防止街頭キャンペーン等の支援

啓発ポスターを庁舎内に掲示

11月

―

啓発ポスターを掲示し、月間の主旨を周知

取組への協力依頼文書を、実施要
綱とともに関係機関に送付

10月

―

文部科学省から、各都道府県教育委員会教育長、各都道府県知事、附属学
校を置く各国立大学法人学長のほか、各青尐年関係機関等へ、当月間に向け スポーツ・青尐年局青尐年課
た取組への協力を依頼する文書を、実施要綱とともに送付

全国

「児童虐待防止推進月間」標語の公募・決定。児童虐待防止推進月間等広報
啓発ポスター及びリーフレット等の作成、配布。「児童虐待防止に関するシンポ
ジウム」の開催（11月4日・東京都世田谷区）。児童虐待防止対策協議会（10 雇用均等・児童家庭局総務課
月）の開催。政府広報を活用したイベント、各種媒体（テレビ、ラジオ、新聞、雑
誌等）による広報啓発

厚生労働省 児童虐待防止推進月間

健やか親子21全国大会

麻薬･覚せい剤乱用防止運動

11月１日～30日

11月9日～11日

10月１日～11月30日

福井県

全国から母子保健事業及び家族計画関係者多数の参加を求め、母子保健の
諸問題についての研究討議により「健やか親子21」の推進を図るとともに、事
雇用均等・児童家庭局母子保健課
業推進に功績のあった個人及び団体を表彰し、もって、我が国の母子保健事
業及び家族計画事業の一層の推進を図る

全国

国と都道府県の共催による地区大会の開催、 啓発資材の作成・配布、都道府
医薬食品局監視指導・麻薬対策課
県の主催による大会の開催
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省庁等名称

実施事業等

農林水産省

関係機関に実施要綱、啓発ポスター
を配布

11月

レクリエーションの森

11月

経済産業省

関係機関に実施要綱、啓発ポスター
を配布

10月

関係機関に実施要綱、啓発ポスターを配布し、月間の主旨を周知

国土交通省

関係機関に実施要綱を配布、啓発
ポスターを庁内に啓示

10月

関係機関に実施要綱を配布、庁内に啓発ポスターを掲示し、月間の主旨を周
総合政策局安心生活政策課
知

環 境 省

関係部局に実施要綱を配布、啓発
ポスターを庁内に啓示

10月

関係部局に実施要綱を配布、庁内に啓発ポスターを掲示し、月間の主旨を周
総合環境政策局環境教育推進室
知

防 衛 省

関係部局に実施要綱を配付、啓発
ポスターを庁舎内に掲示

11月

関係部局に実施要綱を配布、庁舎内に啓発ポスターを掲示し、月間の主旨を
大臣官房広報課
周知

10月

各家庭裁判所に実施要綱を配布し、月間の主旨を周知

最高裁判所 各家庭裁判所に実施要綱を配布

実施時期

実施場所

内容等

関係機関に実施要綱、啓発ポスターを配布し、月間の主旨を周知

全国

担当部局・課室（府省庁取りまとめ）

経営局就農・女性課

レクリエーションの森では、国が市町村等に貸付するなどして、借受相手方が
施設の整備を行うほか、国自らが案内標識や遊歩道、ベンチの整備、刈り払 林野庁計画課、研究・保全課
い清掃などを実施
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商務情報政策局
文化情報関連産業課

事務総局家庭局第二課

