平成28年度「子供・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
「関連
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実施事業等
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実施場所

内容等

担当部局・課室（府省庁取りまとめ）
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実施要綱、啓発ポスターの作成・配
布

内 閣 府

★

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大会
第18回青少年のインターネット利用
環境づくりフォーラム in 茨城

★

警 察 庁

10月

全国

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
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

11月28日〜29日

国立オリンピック記念
下の子供・若者育成支援に関する課題をテーマに基調講演、パネルディスカッ
青少年総合センター ション、専門研修会等を実施
青少年の安全で安心なインターネット利用環境の整備について、地方が自立

11月2日 茨城県水戸市 茨城県庁 的に各種取組を実施できるようにするための連携体制構築を目的として、
フォーラムを開催

11月11日

第20回青少年のインターネット利用
環境づくりフォーラム in 和歌山

和歌山県和歌山市 県 青少年の安全で安心なインターネット利用環境の整備について、地方が自立
11月18日 民交流プラザ・和歌山 的に各種取組を実施できるようにするための連携体制構築を目的として、
ビッグ愛
フォーラムを開催
11月22日

都市センターホテル

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

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

啓発ポスターの庁内掲示による職
員への周知

11月

―

啓発ポスターの庁内掲示により月間の趣旨を周知

児童の性的搾取等撲滅対策推進協
議会

11月22日

政策統括官（共生社会政策担当）付
青少年環境整備担当参事官

島根県松江市 くにび 青少年の安全で安心なインターネット利用環境の整備について、地方が自立
的に各種取組を実施できるようにするための連携体制構築を目的として、
きメッセ
フォーラムを開催

第19回青少年のインターネット利用
環境づくりフォーラム in 島根

児童ポルノ排除対策公開シンポジ
ウム

政策統括官（共生社会政策担当）付
青少年企画担当参事官

都市センターホテル

生活安全局少年課

第三次児童ポルノ排除総合対策（平成28年7月12日犯罪対策閣僚会議決定）
等を踏まえ、官民一体となって、児童の性的搾取等の撲滅に向けた総合的な
活動を推進するため協議会を開催

金 融 庁

啓発ポスターの庁内掲示による職
員への周知

11月

―

啓発ポスターの庁内掲示により月間の趣旨を周知

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

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

法 務 省

★

ポスターの掲示

11月中
（期間中156件実施済）

全国

総務企画局政策課

総務省、文部科学省及び情報通信分野等の企業・団体等が連携し、子どもた
総合通信基盤局電気通信事業部
ちのインターネットの安心・安全な利用に向けて、主に保護者・教職員・児童生 消費者行政第一課
徒を対象とした啓発講座を実施

法務省，各少年鑑別所，
11月 各法務局・地方法務局， 啓発ポスターを掲示し，月間の趣旨を周知した。
法務総合研究所
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大臣官房秘書課，刑事局刑事課，矯正局少
年矯正課，人権擁護局人権啓発課，入国管
理局総務課，法務総合研究所（秘書課政策評
価企画室）

「関連

省庁等名称 事業」

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）

の記載

法 務 省

★

非行問題等に関する講演・研修等
の実施

11月 各少年鑑別所

学校教師や保護司等を対象に最近の少年非行の動向や少年鑑別所の業務
内容等に係る講演会や研修会を実施した。

★

子ども・若者支援地域協議会への参
加

11月 各少年鑑別所

「子ども・若者育成支援推進法」で定められている「子ども・若者支援地域協議
会」に参加した。

人権教室

全国の幼稚園，保育
11月 園，小学校，中学校，
高等学校等

法務局職員及び人権擁護委員が，啓発教材，啓発ビデオ，紙芝居，着ぐるみ，
人権擁護局人権啓発課（秘書課政策評価企
人形劇等により，幼児，児童，生徒等に啓発活動を実施した。
画室）

人権の花運動

全国の幼稚園，保育 育てる活動を実施した。また，育てた花を商店や公共施設等に寄贈することに
11月
園，小学校，中学校等 より，一般市民への啓発活動を実施した。

矯正局少年矯正課（秘書課政策評価企画室）

児童・生徒が花を育てる活動を通して，命を大切にすることや思いやりの心を

スポーツ組織と連携し，人権教室の開始前・終了後に啓発活動を行ったほか，
法務局職員による講話と選手から子供達へのメッセージ，生徒とのミニゲーム
等のスポーツを通して，仲間とのコミュニケーションや友だちや仲間を大切に
し，助け合う心を育むことを目的としたスポーツ人権教室を実施した。

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

全国中学生人権作文コンテスト県大
会等の表彰式及び朗読会

11月 全国各地

スマホ・ケータイ安全教室

11月 全国の中学校

子どもの人権ＳＯＳミニレターの配
布・相談窓口の周知

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等の表彰
式，朗読会等を実施した。

10〜11月 小学校，中学校

携帯電話会社インストラクターによるスマートフォン等の使い方の講義の後，
法務局職員がインターネットを悪用した人権侵害があった場合の法務局の調
査救済手続について説明を行った。
全国の小・中学校の児童・生徒全員に，料金受取人払の封筒及び便せんが一
体となった「子どもの人権SOSミニレター」を配布し，このミニレターを通じて子 人権擁護局調査救済課（秘書課政策評価企
供の悩みごとを的確に把握し，学校や関係機関とも連携を図りながら，様々な 画室）
人権問題の解決に当たるとともに，人権擁護機関の周知を図った。

職員及び下部組織への周知

11月

―

下部組織へ実施要綱を配布し，職員への月間の趣旨を周知した。
庁舎内に啓発ポスターを掲示するなどし，職員へ月間の趣旨を周知

刑事部刑事事務課

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
大臣官房(外務報道官・広報文化組織)文化交
流・海外広報課人物交流室

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1514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

６月〜11月

最高検察庁

未成年者飲酒防止街頭キャンペー
ン等の支援

第一ホテルアネックス ビール酒造組合が実施する「第1514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
（東京都）

11月 全国各地

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
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課税部酒税課
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実施事業等
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担当部局・課室（府省庁取りまとめ）

の記載

国 税 庁

文部科学省

厚生労働省

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
生涯学習政策局青少年教育課
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
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

啓発ポスターの省内掲示

11月

省内

当月間の普及啓発を図るポスターを省内に掲示

全国

11月の「児童虐待防止推進月間」の取組の一環として、月間標語の募集・公
表、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全国配
雇用均等・児童家庭局総務課
布、政府広報（新聞、インターネットテレビ等）の活用、厚生労働省庁舎のオレ
ンジリボンドレスアップ等による広報・啓発を実施した。

児童虐待防止推進月間に係る広
報・啓発の実施

児童虐待防止対策協議会の開催

「子どもの虐待防止推進全国フォー
ラム in ふくい」の開催

健やか親子21全国大会

麻薬･覚醒剤乱用防止運動

11月１日〜30日

課税部酒税課

厚生労働省

11月の児童虐待防止推進月間の取組の一環として、児童虐待に関係する府
省庁等（内閣府、警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省、最高裁判所（オ
ブザーバー））及び関係団体（57団体）が一堂に会し、取組状況に係る情報交
換、関係団体等との連携強化や更なる対策の充実を図るための方策を検討し
た。

福井県

11月の児童虐待防止推進月間の取組の一環として、児童虐待問題に対する
理解を国民一人一人が深め、主体的な関わりが持てるよう、「社会全体で子ど
もの「命」と「権利」、そしてその「未来」を守るために」をテーマとして、基調講
演、分科会等を実施した。また、「児童虐待防止推進月間」標語最優秀賞（厚
生労働大臣賞）の表彰も実施した。

10月３日〜10月５日

岡山県

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った。

10月１日〜11月30日

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
県の主催による大会を開催し、麻薬、覚醒剤、大麻、危険ドラッグ等の乱用薬 医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課
物による害悪を青少年をはじめ、多くの参加者に対して周知を図った。

全国

関係機関に実施要綱を配布、庁内に啓発ポスターを掲示配布し、月間の主旨
経営局就農・女性課
を周知

11月10日

11月19日

農林水産省

関係機関に実施要綱を配布、啓発
ポスターを庁内に掲示配布

11月

経済産業省

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、11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 商務情報政策局
文化情報関連産業課
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

10月

―

関係部局に実施要綱を配布し、月間の主旨を周知
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大臣官房広報課

「関連

省庁等名称 事業」

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）

の記載

最高裁判所

各家庭裁判所に実施要綱を配布

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

(注)「関連事業」の記載欄について
実施事業等において、印刷物や看板等に「子ども・若者育成支援強調月間関連事業」等と記載した事業には★印を付けています。
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事務総局家庭局第一課

