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第4節　情報・消費環境の変化への対応

（3）風俗営業，性風俗関連特殊営業の適正化

青少年の健全育成に障害を及ぼす行為の防止

等のため，「風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律」（以下「風営法」という。）

及び同法施行条例により，学校等の周辺や住宅

地域における風俗営業等を営むことは，禁止さ

れている。

しかし，近年，当該地域において，外国式エ

ステと称する，いわゆる店舗型ファッションヘ

ルス営業等を違法に営む者が多数見られてお

り，警察では，「風営法」等による取締りを積

極的に進めている。

また，いわゆるピンクビラ等が，繁華街の公

衆電話ボックスや電柱に貼られ，更には，一般

の住宅，マンション等の郵便受けにまで投げ入

れられ，地域の清浄な風俗環境と青少年の健全

育成に悪影響を与えていたことに対処するた

め，平成17年の風営法の改正により，人の住

居へのピンクビラ等の頒布行為が全面的に罰則

付きで禁止された。

（4）酒類・たばこの未成年者に対する販売等の防止

ア　取締り・処分等

「未成年者喫煙禁止法」（明33法33）及び

「未成年者飲酒禁止法」（大11法20）が平成

13年に改正され，酒類やたばこの販売者等は，

年齢確認その他の必要な措置をとるものとす

ることが規定された。未成年者が酒類やたば

こを容易に入手できるような環境を浄化する

ため，法令に基づく指導取締りを徹底すると

ともに，関係業界が自主的に措置をとるよう

働き掛けている。

検察庁においては，「未成年者飲酒禁止法」，

「未成年者喫煙禁止法」などに違反する事案

について，必要な捜査を行い，事案に応じた

処分を行っている。

イ　飲酒防止

国税庁においては，致酔性及び依存性を有

する酒類の特性にかんがみ，より良い飲酒環

境を形成して，消費者利益の増進と酒類産業

の健全な発達を期する観点から，酒類の販売

管理の徹底を図るための所要の措置を講じて

きているほか，酒類業界に対し，未成年者飲

酒防止に配意した販売，広告及び宣伝を行う

よう要請している。

また，酒類業界における購入者の年齢確認

ができない従来型自動販売機の撤廃や広告宣

伝に関する自主基準の策定，遵守などの未成

年者の飲酒防止のための取組を支援してい

る。

なお，「酒類に係る社会的規制等関係省庁

等連絡協議会」（内閣府，警察庁，公正取引

委員会，財務省，文部科学省及び厚生労働省）

は，毎年4月を未成年者飲酒防止強調月間と

し，全国的な広報啓発活動を行い，国民の未

成年者飲酒防止に関する意識の高揚等を図っ

ている。

平成18年度においては，平成15年の酒類

販売管理者制度導入から3年が経過すること

から，酒類の適正な販売管理の維持・向上を

図るため，酒類販売管理研修の定期的な受講

を指導した。

また，国税局長が委嘱した酒類販売管理協

力員を活用して，酒類小売販売場における表

示が適切に行われるよう努めた。

平成19年度は，これまでの取組を確実に

実施するほか，平成19年9月30日で経過措

置が終了する「20歳以上の年齢であることを

確認できない場合には酒類を販売しない」旨

の表示について徹底を図る。

ウ　喫煙防止

財務省では，これまで関係業界に対し，未

成年者と思われる者に対する年齢確認の徹底

等の要請を行っているほか，製造たばこに係

る広告を行う際の指針の改正により，屋外広

告（公共交通機関を含む。）におけるたばこ

広告を原則として禁止する等，未成年者の喫

煙防止に資する措置を講じているところであ

る。

関係業界においても，「未成年者喫煙防止

対策協議会」への参加及び青少年指導員養成

講座の開催など，未成年者の喫煙防止に積極

的に取り組んでおり，また，関係業界の自主
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的な取組として，平成20年7月から，全国の

たばこ自動販売機を成人識別機能が付与され

たものに切り替えるための取組を行ってお

り，財務省からも，その円滑な切り替えが行

われるよう，関係業界や当該自動販売機の導

入を拒否又は逡巡している小売販売業者に対

して，協力要請を行ったところである。

たばこ小売販売業の許可については，平成

元年7月以降，自動販売機の設置場所が店舗

に併設されていない等未成年者の喫煙防止の

観点から十分な管理，監督が期待できないと

認められる場合には許可をしないこととして

いる。

また，未成年者喫煙防止の一層の徹底を図

るため，平成元年6月以前の許可に係る自動

販売機の適正設置について早期の是正が必要

と認められる小売販売業者に対しては，新た

に自動販売機の店舗併設を許可条件として付

すこととし，現在，個別指導等を進めている

ところである。

平成19年度においても，関係業界に対し

て，購入者に対する年齢確認の徹底及び自動

販売機の適正な管理の徹底等の働き掛けを引

き続き行っていくこととする。

1．調査研究
社会全体で青少年の育成への取組が適切に推進

されるようにするためには，青少年の実態，意識，

問題点等青少年の現状について把握し，広く国民

の間で事実認識を共有することが重要である。

内閣府では，青少年に関する調査研究を実施し

ており（232ページ，参考資料18参照），調査研

究の結果については，広く国民の間で積極的に活

用されるようホームページ等で公開している。

2．青少年にも分かりやすい情報提供
内閣府では，「青少年のためのホームページ」

（http：//www8.cao.go.jp/youth2/index.html）

により青少年向けの情報提供を行っている。同ホ

ームページでは，法務省の「子どもの人権110番」

や文部科学省の「24時間いじめ相談ダイヤル」な

ど全国共通の相談窓口や全国の青少年相談機関，

青少年の国際交流，青少年団体等に関する情報を

提供するとともに，各省庁や都道府県の青少年向

けホームページへのリンクを設けている。

防衛省では，青少年にも防衛諸施策や自衛隊の

活動などを分かりやすく理解させるため，『まん

がで読む防衛白書』パンフレット等及びホームペ

ージ内の「キッズページ」を活用し，情報の提供

に努めている。

3．広報啓発活動
（1）全国青少年健全育成強調月間

内閣府では，昭和53年度から毎年11月を

「全国青少年健全育成強調月間」に定めている。

平成18年度は，内閣府及び（社）青少年育成国

民会議の主唱，関係省庁等の参加の下，

① 青少年を非行や犯罪等から守るための取

組の推進

② 児童虐待の予防と対応，家庭への支援の

充実

③ 青少年の社会的自立支援の促進

④ いじめの防止と早期対応

の4点を重点事項とし，期間中に青少年健全育

成のための諸行事を集中的に実施することによ

り，国民の青少年健全育成に対する理解を深め，

青少年育成国民運動の一層の充実と定着を図っ

た。

この月間中に行われた主な事業は，第2-4-4

表のとおりであるが，このほか，各省庁，各都

道府県，関係団体等においても，この月間の趣

旨にのっとり，青少年育成地方大会等の行事や

広報啓発活動が行われた。
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（2）青少年の非行問題に取り組む全国強調月間等

内閣府では，昭和54年度から毎年7月を「青

少年の非行問題に取り組む全国強調月間」とし

て定め，幅広い関係省庁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，

青少年の非行等問題行動への対応の強化を図っ

ている。平成18年度は，

① 有害環境の浄化

② 凶悪・粗暴な非行への対応

③ 子どもの安全確保と保護

④ 薬物乱用の防止

を月間の重点課題とした。

警察庁では，平成18年7月の「青少年の非行

問題に取り組む全国強調月間」中に，第19回

全国非行防止大会を広島県において開催すると

ともに，非行防止を訴えるポスター約9万枚を

作成して全国各地に掲示した。

このほか，「目で見る非行防止運動」として，

駅等にある電光掲示板を活用した広報に加え，

全国の主要のプロ野球場及びプロサッカー競技

場の協力を得て，7月に実施された試合の際，

オーロラビジョン等を活用して広報啓発活動を

推進した。

また，例年，学校の春休み・夏休み期間及び

休み明けの時期に，家出少年の発見保護活動を

強化し，家出中における被害又は非行化の防止

を図っているほか，依然として大学生による薬

物乱用がみられることから，各大学と連携しな

がら，大学生を対象とする広報啓発活動を推進

している。

（3）社会を明るくする運動

法務省では，昭和26年から，“社会を明るく

する運動”を主唱し，毎年7月を強調月間とし

て犯罪や非行のない明るい社会を実現するた

め，ポスター，リーフレット，広報ビデオ，バ

ッジなどの広報資材を効果的に活用し，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助長などに努め

ている。平成18年の本運動（第56回）におい

ては，「犯罪・非行の防止と更生の援助のため，

地域住民の理解と参加を求める」を重点目標と

して，各種行事が行われ，延べ282万人以上の

国民が参加した。

なお，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会等を始めとする民

間協力組織や地方自治体を始めとする関係機

関・団体の協力を得て，地域における犯罪予防

のための広報啓発活動の強化に努めている。

（4）人権に関する啓発活動

法務省の人権擁護機関では，年間を通じて全

国各地で，児童虐待やいじめ・児童の権利に関

する条約など，子どもの人権に関する講演会，

事　業　名 

善行青少年等の表彰 

青少年育成国民運動発足 
40周年中央記念大会 

少年の主張全国大会 

青少年育成フォーラム 

青少年インターネットシンポジウム 

平成18年11月30日 
東京都 

平成18年11月11日 
東京都 

平成18年11月12日 
東京都 

平成18年11月6日山形市， 
同年11月18日沼津市 
（通年事業の一部） 

平成18年11月20日から開設 

実施時期・場所 内　　　容 

善行を行った青少年でその行為が特に賞すべきであると認められる者（善行青少年）及び青
少年の健全育成に貢献し，顕著な功績のあった者（青少年健全育成功労者）について，内
閣府特命担当大臣から表彰（平成18年度表彰者数：善行青少年個人19名，青少年団体
15団体，功労者個人12名，功労者団体3団体） 
 
青少年育成国民運動発足40周年の中央記念大会として，（社）青少年育成国民会議が主
催し，内閣府が運営に協力して「青少年育成国民運動発足40周年記念式典」を，全国から
青少年育成関係者約650名の参加の下開催 
 
（社）青少年育成国民会議及び（独）国立青少年教育振興機構が主催し，中学生が，日ごろ
から考えていること，将来の夢，社会に対する希望などを「少年の主張」として作文にまとめ，発
表する事業であり，全国で54万人の中学生が応募し，各都道府県等での選抜を経て全国大
会には，代表12名が参加。内閣府は後援するとともに，最優秀者に対して内閣総理大臣賞を
交付 
 
一般市民を対象に青少年育成に関しての課題，問題点等の情報提供，解決方法の模索の
ためのフォーラムを開催 
 
 
インターネットを介して青少年が様々な意見を投稿できる，コミュニティーサイトを開設した。「働
くこと」から「ボランティアとNPO」まで，7つのテーマを用意し，青少年が好きなテーマを選んで
投稿する際の道しるべとして，テーマごとに，その道の専門家によるコラムを掲載 

第2-4-4表　平成18年度「全国青少年健全育成強調月間」における主な行事（通年事業で月間中開催したものを含む）
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シンポジウム，座談会等の開催，各種啓発パン

フレットの配布等，様々な啓発広報活動を実施

しており，毎年12月4日から10日の人権週間

においては，「子どもの人権を守ろう」を強調

事項の一つとして掲げ，集中的に啓発広報活動

を実施している。

また，主に小学生を対象とした啓発活動とし

て，昭和57年度以来，「人権の花運動」を実施

しており，平成18年度は，約2,400の小学校等

からの参加があった（近年は，併せて，児童に

「いじめ」等について考えてもらうための「人

権教室」も開催している。）。

さらに，中学生を対象とした啓発活動として，

全国人権擁護委員連合会とともに，昭和56年

度以来「全国中学生人権作文コンテスト」を実

施しており，平成18年度に開催された第26回

大会には，全国の中学校の53.8％に当たる6,450

校から，799,103編もの多数の作品の応募があ

った。

（5）国民運動としての「食育」の推進

内閣府では，平成18年3月に，「食育推進会

議」において決定された「食育推進基本計画」

に基づき，関係府省等と連携しながら，家庭，

学校，地域等様々な分野において国民運動とし

て食育を推進している。特に，毎年6月の「食

育月間」において，全国規模の中核的なイベン

トとして，平成18年6月に「第1回食育推進全

国大会」，平成19年6月に「第2回食育推進全

国大会」を開催するなどの広報啓発活動を実施

している。
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