平成24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

「困難を有する子ども・若者支援」に
関するシンポジウム

11月11日 横浜市開港記念会館 ディスカッション、地域の支援機関・団体の活動紹介を実施

子ども若者育成・子育て支援功労者
表彰式

11月21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21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）

児童ポルノ排除対策推進協議会

11月21日

東京国際フォーラム

児童ポルノ排除総合対策（平成22 年７月27日犯罪対策閣僚会議決定）を踏ま
え、児童ポルノの排除に向けた国民運動を官民一体となって推進するため協
議会を開催

児童ポルノ排除対策公開シンポジウ
ム

11月21日

東京国際フォーラム

国民に広く児童ポルノ問題、その他児童に対する性的搾取問題についての関
心を深め、「児童ポルノは絶対に許されない！」という意識の醸成と児童を性
的好奇心の対象として捉える社会的風潮の是正を図るためシンポジウムを開
催

社会貢献青少年表彰式

11月29日

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
青少年総合センター た青少年で、顕著な功績があった個人又は団体を表彰

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

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

困難を有する子ども・若者の自立に焦点をあて、有識者による講演、パネル

11月29日～30日

国立オリンピック記念 各都道府県の青少年育成関係者や青少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
青少年総合センター 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

10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

生活安全局少年課

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により月間の趣旨を周知

総務企画局政策課

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

復 興 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
統括官付参事官
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134件実施済）

全国

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
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省庁等名称

実施事業等

実施時期

実施場所

内容等

担当部局・課室（府省庁取りまとめ）

11月

少年鑑別所（５２庁中４
啓発ポスターを庁内等に掲示し，月間の主旨を周知した。
７庁）

矯正局少年矯正課

一般少年鑑別の広報

11月

少年鑑別所（５２庁中４ 少年鑑別所が実施している一般少年鑑別（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した。
６庁）

矯正局少年矯正課

施設見学会の実施

11月

少年鑑別所（５２庁中２ 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 矯正局少年矯正課
見学会を実施した。
９庁）

非行問題等に関する講演会や研修
会の実施

11月

少年鑑別所（５２庁中２ 学校教師や生徒，保護司等を対象に，最近の少年非行の動向や少年鑑別所 矯正局少年矯正課
の業務内容等に係る講演会や研修会を実施した。
１庁）

子ども・若者地域支援協議会への参
加

11月

少年鑑別所（５２庁中１ 「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 矯正局少年矯正課
会」に参加した。
０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，月間の主旨等を周知した。
等

人権教室

11月

幼稚園，保育園，小学 人権擁護委員が，啓発ビデオ，紙芝居，講話，着ぐるみ・人形劇などにより，幼 人権擁護局人権啓発課
児，児童，生徒等に人権啓発活動を行った。
校，中学校等

人権の花運動

11月

幼稚園，保育園，小学 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。
校，中学校等

人権フェスティバル等における啓発
活動

11月 全国各地

啓発物品やチラシ等の配布，ポスターの掲示，講演会，紙芝居，人権クイズ，
人権擁護局人権啓発課
障害者疑似体験，人権について考えるスタンプラリー等を実施した。

スポーツ組織と連携した啓発活動，
スポーツ人権教室

11月 全国各地

スポーツ組織と連携し，試合前や試合のハーフタイム時などに啓発イベントを
行ったほか，児童等を対象にスポーツ人権教室を実施し，スポーツを通して，
人権擁護局人権啓発課
相手を大切にすることや思いやりの心を育むことを目的とした啓発活動に取り
組んだ。

全国中学生人権作文コンテスト県大
会等の表彰及び朗読

11月 全国各地

全国中学生人権作文コンテストの県大会又は地区大会の入賞作品の表彰
式，朗読会等を行った。

人権擁護局人権啓発課

人権作品展

11月 全国各地

人権ポスター・標語・書道コンテストの入賞作品を展示した。

人権擁護局人権啓発課

講演会

11月 中学校等

中学生を対象にした人権講演会等を実施した。

人権擁護局人権啓発課

街頭啓発

11月 全国各地

児童虐待防止啓発活動キャンペーンとして，人権擁護委員とともにチラシ等を
人権擁護局人権啓発課
街頭で配布し，児童虐待防止についての啓発活動を実施した。

山形県オレンジリボンキャンペーン

11月 山形県内各地

児童虐待防止を呼びかけるオレンジリボンキャンペーンに参加し，来場者に児
人権擁護局人権啓発課
童虐待防止の象徴としてオレンジリボンの作成・掲出を呼び掛けた。

法 務 省 ポスターの掲示
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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

内容等

担当部局・課室（府省庁取りまとめ）

11月3日 宮城県庁前

「思いやり・思うあなたが・思われる」をキャッチフレーズに，いじめ撲滅キャン
ペーンの一環（みやぎ高校生マナーアップフォーラムとタイアップ）として，ラッ
ピングを施したバスが仙台市内を運行した。ラッピングのデザインは，県内の
高校生が作成。（宮城県教育委員会による県ネットワーク事業）

ワークショップ

11月3日 宮城県庁

みやぎ高校生マナーアップフォーラム：いじめ撲滅をテーマに，ワールドカフェ
方式（自由な雰囲気で討議を重ねて，次々とアイデアを出していく会議方式）を
取り入れた「いじめ問題」に関する生徒向けのワークショップや，コミュニケー 人権擁護局人権啓発課
ションをテーマとした教員向けのワークショップなどを実施した。県内７５校の高
校生と教員約２００名が参加。

デートＤＶ啓発活動

11月3日 神戸市看護大学

人権擁護委員が，大学祭において，大学のピアカウンセリング部と連携し，啓
人権擁護局人権啓発課
発活動を実施した。

いじめ撲滅キャンペーン
ラッピングバス出発式

人権擁護局人権啓発課

相談窓口周知・啓発活動

11月 福岡県内各地

「子どもの人権１１０番」周知と共に啓発活動を行った。

人権擁護局人権啓発課

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

大臣官房総務課

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11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

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11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 長崎小売酒販組合

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、各青少年関係機関等へ、当月間に向け スポーツ・青少年局青少年課
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。「子どもの虐待防止推進全国
フォーラム」の開催（11月24日・北海道札幌市）。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各種媒体（インターネットテレビ、ラジオ、新聞
広告等）による広報啓発

厚生労働省 児童虐待防止推進月間

11月１日～30日

健やか親子21全国大会

10月３１日～11月２日

麻薬･覚醒剤乱用防止運動

10月１日～11月30日

群馬県

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

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

経営局就農・女性課

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

商務情報政策局
文化情報関連産業課

国土交通省

関係機関に実施要綱を配布、啓発
ポスターを庁内に掲示

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
ポスターを庁内に掲示

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

10月～11月

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

10月

内容等

担当部局・課室（府省庁取りまとめ）

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
各家庭裁判所に実施要綱を配布し、月間の主旨を周知
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事務総局家庭局第二課

