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■北海道青少年健全育成基本計画～家庭、地域、社会で育てよう北の大地を担う青少年～ 
 （平成 20年３月） 
 
第２章 青少年を取り巻く現状と課題 
１ 青少年を取り巻く社会環境の変化 
（２）高度情報化の進展 

○ マスメデイアの発達、さらには、情報通信技術（ＩＣＴ ）の急速な発展による
インターネットや携帯電話の(※ )驚異的普及は、新たな情報空間の拡大をもたら
し、居ながらにして世界の情報を瞬時に手に入れる、あるいは、世界に向けて情

報を発信することができるなど、多種多様な利便性をもたらしています。青少年

は、ややもするとこうした情報空間の中で大人よりも先進的に情報を活用する傾

向があります。 
しかし、こうした高度情報化の進展は、一方で、メディアによる間接体験や疑

似体験、情報機器を介したコミュニケーションによる人間関係の希薄化、有害情

報の氾らん、いわゆる出会い系サイトの被害、インターネット上のいじめ等、青

少年の日常生活における危険性の増加にも繋がっています。 
・ 道内における携帯電話(PHS を含む)の加入数は、平成 19 年 3 月現在で

4,032,494 件であり、平成 10 年 3 月の 1,529,943 件と比べ、2,502,551 件
（163.6％）増加しています。 

・ 道内における携帯電話の所有状況は、小学 6年生で 25.9％、中学 3年生で 58.5％
となっており、全国の 28.0％、59.3％とほぼ同様の傾向となっています。 

・ インターネットの利用者数は、平成 18年度で、道民の 54.5％と推計され、平
成 13年度の推計値の 41.9％と比べて、12.6ポイント増加しています。 
高校生のパソコンによるインターネット利用率は 74.5％、また、携帯電話の
使用は 96.0％となっています。 

（５）青少年の福祉を阻害する状況と非行の助長 
（福祉を阻害する状況と犯罪被害） 
○ 児童虐待事件や出会い系サイトを通じた児童買春事件等児童が被害者となる事

件が多発しています。 
また、消費経済社会の進展による有害図書類(※)等の増加、ライフスタイルの変
化や営業形態の多様化等による深夜営業施設等の増加、インターネットや携帯電

話の急激な普及に伴う有害情報の氾らんなども問題となって(※ )います。 
さらに、青少年の規範意識や倫理観の希薄化、性に関するモラルの乱れ、援助

交際等性の逸脱行動も社会問題化しています。 
・ 全国の平成 18 年中の福祉犯の検挙は、7,165 件、(※ )6,532 人であり、前年
の 6,837件、6,011人と比べ、328件（4.8％）、521人（8.7％）の増加となって

地方自治体における青少年のインターネット利用に関係する計画等の例 

 参考資料４ 



 2

います。 
福祉犯の被害少年は 7,309人であり、前年と比べ 318人（4.2％）減少してい
ます。 
被害少年のうち、女子の被害が 5,969人と全体の 81.7％を占めています。 

・ 道内の平成 18年中の福祉犯の検挙は、391件、371人であり、前年の 292件、
282人と比べ、99件（33.9％）、89人（31.6％）の大幅な増加となっています。 
福祉犯の被害少年は 363人であり、前年と比べ 43人（13.4％）増加していま
す。 
被害少年のうち、女子の被害が 338人と全体の 93.1％を占めています。 
福祉犯により性的な被害を受けた少年 241人のうち、72人が出会い系サイト
の利用によるものであり、前年の 50 人と比べ、22 人（44％）の増加となって
います。 

 
第３章 青少年健全育成の基本的考え方 
２ 基本方針（条例第８条） 
基本理念にのっとり、青少年の健全育成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

め、次に掲げる４点を施策の基本方針とします。 
（３） 青少年の健全な育成を阻害し、又はその非行を助長するおそれのある社会環境の

浄化促進 
（４） 青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止するための活動促進 
３ 施策の目標 
（３）基本方針Ⅲ 社会環境の浄化の促進 
 ② 有害環境の浄化 
   ・ 北海道青少年健全育成条例に基づく有害図書類の指定や立入調査の実施、さら

には、関係業界・団体等に対する自主規制要請等により、青少年の健全育成に有

害な環境の浄化の推進が必要です。 
   ・ 青少年自身に対する、インターネット等の情報手段の適切な活用や情報活用能

力・情報モラル教育等、メディアを活用する能力を身に付け、向上させるための

一層の取組も必要です。 
   ・ このため、教員等については、ＩＣＴの有効性や適切な利用方法について必要

な知識を習得し、適切に指導するための資質能力の向上が求められます。 
   ・ 保護者に対しても携帯電話のフィルタリングサービス(※)の活用等有害情報防止

に向けた情報提供等を促進するほか、事業者に対して、一層の自主規制や協力を

要請することも必要です。 
   社会環境の浄化の促進のため、次の２点を施策の目標とします。 
   ・青少年の非行を助長するおそれのある社会環境の浄化 
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   ・青少年の健全な育成を阻害する有害環境の浄化 
（４）基本方針Ⅳ 青少年の福祉を阻害する行為の防止 
（現状） 
・ 青少年の福祉を阻害する犯罪である福祉犯は増加の一途をたどっており、これに

伴い性的被害を受ける青少年が急増しています。 
特にインターネットや携帯電話を介した出会い系サイト等の利用により、これら

の犯罪に巻き込まれるケースが増加しています。 
・ そのため、これまでにも増して、これらの犯罪被害の未然防止に向けた積極的な

取組が必要です。 
また、家庭における児童虐待の問題に対する取組も必要とされています。 

 ① 被害の防止と保護、安全安心の確保 
  ・ 青少年の福祉を阻害するおそれのある行為から、青少年を保護するために、社会

の急激な変化に呼応した、地域ぐるみで被害を防止するための活動が必要とされま

す。 
  ・ 警察や民間の防犯ボランティア等との連携等、地域(※ )全体で青少年を守り育て

る機運を醸成し、また、青少年が気軽に相談できる体制の整備が一層必要とされま

す。 
  ・ 出会い系サイト等の利用による青少年の被害の未然防止のためには、運営業者に

対する規制等の強化のほか、携帯電話へのフィルタリングサービスの活用等の促進

が必要です。 
  青少年の福祉を阻害する行為の防止のため次の事項を施策の目標とします。 
  ・青少年の被害の防止と保護 
 
第４章 青少年健全育成の施策の基本的方向と体系 
１ 施策の目標と主な取組 
基本方針Ⅰ 青少年の豊かな人間性をはぐくむ環境づくり 
 施策の目標２ 心身の健やかな成長と生きる力をはぐくむ教育の推進 
  主な取組（８）豊かな心と健やかな体の育成 
  （取組の方向） 
   ○ 道徳教育や読書活動、体験的な活動などを通じ、規範意識や基本的な倫理観、

思いやりの心や豊かな感性をはぐくむための教育を推進するとともに、生涯を通

じて、健康に過ごすことができるよう、望ましい生活習慣の確立、体力・運動能

力の向上、健康管理能力の育成等に向けた教育を推進することにより、青少年の

豊かな心と健やかな体の育成に努めます。 
・ 学校等での性教育の充実や出会い系サイトの利用等による性的被害の防止に

ついて啓発活動の推進に努めます。 
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主な取組（９）信頼される学校づくりの推進 
  （取組の方向） 

○ 子どもたちや地域の実情を踏まえ、家庭・地域社会と連携しながら、地域に開

かれた学校づくりや地域の教育資源を生かした特色ある学校づくりを進めるとと

もに、これまで以上に子どもたちに正面から向き合いながら、子どもたち一人ひ

とりの成長・発達に寄与できるよう教員の資質・能力の向上を図る等、家庭や地

域社会に信頼される学校づくりの推進に努めます。 
・ 教育の専門家としての教員がさらに高い資質・能力の向上を図る取組の推進

に努めます。 
基本方針Ⅲ 社会環境の浄化の促進 
施策の目標９ 青少年の健全な育成を阻害する有害環境の浄化 
主な取組（38） 有害環境の浄化の推進 

  （取組の方向） 
○ 青少年の心身の健全な発達のため、図書類取扱業者、興行者等関係業界団体や

事業者の自主的な取組の徹底を要請するとともに、保護者等に対し情報提供を行

うなど、家庭、地域社会と一体となった有害環境浄化の促進に努めます。 
・ 北海道青少年健全育成条例に基づき、規制等の内容についての普及啓発や立

入調査の推進に努めます。 
・ 関係機関や関係団体、地域住民との連携による地域社会が一体となった啓発

などの環境浄化活動の促進に努めます。 
主な取組（39） 有害情報対策の推進 

  （取組の方向） 
○ 携帯電話やインターネットを介して有害情報が氾らんし、いわゆる出会い系サ

イトに起因する青少年の性的な被害も増加していることから、携帯電話、パソコ

ンへのフィルタリングサービス（ソフト）の導入や事業者・業界団体に対する要

請、指導等に努めるとともに、保護者・関係者等に対する啓発活動の推進に努め

ます。 
・ 青少年が使用する携帯電話、パソコンへのフィルタリングサービスやフィル

タリングソフトの活用等による有害情報への対策について、保護者等への普及

啓発活動の推進に努めます。 
・ 携帯電話の事業者・販売者等との連携を進めるなど、青少年が使用する携帯

電話へのフィルタリングサービスの導入の促進に努めます。 
・ 警察や教育機関との連携などによる保護者や青少年に向けた出会い系サイト

の危険性の啓発や非行防止等のための移動教室の開催に努めます。 
主な取組（40） 情報活用能力・情報モラル教育の充実 

  （取組の方向） 
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○ 近年の情報化社会の急速な進展により、各種情報の入手・活用が容易になった

ことに伴い、これらの情報を有効活用するための能力を身に付けるための教育や、

誤った活用によるトラブル等を未然に防止するための情報モラルを身に付けさせ

るための教育等の推進に努めます。 
・ メディアによる情報を取捨選択し、必要な情報を適切に活用・発信できる能

力（メディア・リテラシー）の向上に努めます。 
・ 各教科や総合的な学習の時間等における、インターネットによる調べ学習や

コンピュータを使用した発表等ＩＣＴの積極的な活用を図ります。 
・ 個人情報や著作権、情報セキュリティ等に関してのモラルやルール、有害情

報への対処法等についての理解の促進に努めます。 
・ 自らが発信する情報に対する責任を持ち、情報化社会の創造に参画しようと

する望ましい態度や意識の醸成に努めます。 
・ 教員のＩＣＴの活用に関する指導力の向上、効果的な学習指導の工夫・改善

に努めます。 
・ 各学校にインターネットによるトラブルに対応するための教師用マニュアル

を配付する等、情報教育に取り組むことができる資質・能力等の向上に努めま

す。 
・ フィルタリングの活用等、携帯電話やインターネット等の安全な利用方法に

ついての普及啓発に努めます。 
主な取組（42） 事業者等の自主規制の促進 

  （取組の方向） 
○ 青少年にとって有害な情報を与えないよう事業者自らが進んで環境整備を進め

る等、事業者等の適切な自主規制が促進されるよう努めます。 
・ 書店、コンビニエンスストア、レンタルビデオ等図書類を取り扱う事業者に

対し、青少年への健全な育成を害するおそれがある図書類（有害図書類を除く。）

の青少年への販売、貸出等に関する自主規制の促進について、要請強化に努め

ます。 
・ インターネットプロバイダ、パソコンや携帯電話の販売者等に対し、有害情

報対策など自主規制の促進等について、要請強化に努めます。 
基本方針Ⅳ 青少年の福祉を阻害する行為の防止促進 
施策の目標 10 青少年の被害の防止と保護 
主な取組（44） 青少年の福祉を阻害する犯罪への対策 

  （取組の方向） 
○ 児童買春や児童ポルノ等青少年の福祉を阻害する犯罪であるいわゆる福祉犯に

ついては、近年のインターネット等の発達による出会い系サイトの影響等もあり、

増加傾向にあることから、青少年がこうした犯罪に遭遇することを未然に防止す
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るための教育、啓発を推進するとともに、取締等にも努めます。 
・ 福祉犯等の被害者となることを防止するため、学校における性教育や地域で

の携帯電話へのフィルタリングサービスの導入等の啓発活動の促進を図ります。 
      また、繰り返して被害者とならないよう、家庭、学校、関係機関等の連携強

化に努めます。 
・ 「北海道青少年健全育成条例」、「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰

及び児童の保護等に関する法律」、「インターネット異性紹介事業を利用して児

童を誘引する行為の規制等に関する法律（出会い系サイト規制法）」等関係法令

に基づく捜査、取締活動を推進します。 
３ 主要な指標についての数値目標 
○ この計画に基づき、北海道が取り組む青少年健全育成施策の方向性を明確にするとと

もに、施策の検証についても容易にするため、この計画に記載した施策に関し、主な指

標について計画最終年等における数値目標を設定します。 
また、青少年健全育成施策を推進する上で、参考となる指標を設定し、その推移を把

握することとします。 
主要な指標及び数値目標一覧 

現状値 目標値 項目名 

数値 年(度) 数値 年(度) 

指標の説明 

20 有害情報への対応 83.4% H18年度 100% H24年度 ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞｿﾌﾄ等の活用により有害情

報に対応している小・中学校の道内

における割合 
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■第３次福岡県青少年健全育成総合計画（福岡県青少年プラン）（平成 20年４月） 
 
第２章 青少年を取り巻く環境 
１ 現在の社会環境が青少年に与える影響 
（２）インターネット等による情報の氾濫 
   〇 情報技術（ I T ）の進歩は、地域間格差の解消や生活の利便性に寄与している。 

〇 青少年の人格形成に必要な実体験の機会を少なくする。 
〇 インターネット等各種メディアを通じた有害情報が氾濫している。 

   情報技術（ I T ）の進歩は、インターネットや携帯電話等のメディアを急速に普及
させ、世界中のあらゆる人たちとの情報交換を可能にするなど、地域間格差の解消や

生活の利便性に大きく寄与しています。 
青少年の間においても、情報メディア（携帯電話・インターネット）は急速に普及

しており、これを利用して様々な情報を取得したり、広範囲の人へ自分の意見を発信

することが可能となっており、また、友人・知人等とのコミュニケーションツールと

しても利用されています。 
一方で、インターネットなどを利用した情報への過度の依存は、青少年の人格形成

に必要な実体験の機会を少なくするとともに、これらのメディアを通した有害情報の

氾濫は、青少年の問題行動を助長する要因にもなっていることが指摘されています。 
２ 青少年と生活の場 
（2）連帯感が失われつつある「地域」 
 ③有害環境の氾濫 
   経済の発展は、生活の利便性の飛躍的な向上をもたらした反面、営利第一主義の風

潮を増幅し、青少年を取り巻く社会環境の悪化が見られるに至っています。酒類・た

ばこを入手しやすい環境、カラオケボックス・ゲームセンター・インターネットカフ

ェなど青少年が深夜に入店することが好ましくない施設等が増加するなど、青少年を

取り巻く環境は青少年が健全に育つ上で容易なものではなくなっています。また、青

少年の問題行動に対する社会一般の無関心や黙認も指摘されています。 
（4）拡大するネット社会 
 ①仮想世界への没頭 

近年の技術革新により、インターネットは、家庭やオフィスへ急速な普及を遂げ、

今や仕事や生活の中で欠かせないものとなっています。 
インターネットを利用することにより、専門的な情報等各種情報が簡単に取得でき、

また、自分の意見を広範囲の人たちに発信することができるなど、情報の発・受信に

関して時間的、距離的制約がなくなるとともに、友人・知人とのコミュニケーション

ツールとしても利用されるなど、インターネットは有効に活用することによって無限

の可能性を秘めています。 
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このような中、中学生以上で約９割がインターネットを利用した経験があり、また、

中学生の４割以上、高校生の９割以上が携帯電話を持っているなど、パーソナルメデ

ィア（パソコン・携帯電話）が青少年にも急速に普及し、青少年の日常生活にとって

も切り離せないものとなりつつあります。 
一方で、インターネット上では、全く個人的な情報が際限なく展開されており、ネ

ット上の仮想の世界では、他人の目を気にすることなく、自分一人だけの世界となり、

時間いつでも自由に接触することが可能です。 
このため、寝食を忘れインターネットにのめり込んだり、インターネットへの接続

を止められないと感じるなど、精神的に依存した子どもたちも見受けられます。 
このように、あまりにも長時間にわたってメディアに向かい合うことが人間関係の

希薄化や真の生活体験・自然体験の不足を招いたり、子どもたちの心身の健康に様々

な影響を与えたりすることなどが懸念されており、五感を活用した直接体験とインタ

ーネット等の間接体験の両方をバランスよく体験することが求められます。 
 ②メディア依存による家族等からの孤立・人間関係の希薄化 

テレビ等に代表されるマスメディアが、まだ大人の目が届くのに反して、パーソナ

ルメディアは、大人の目が届かない状況にあります。 このため、携帯電話を持った

り、自分の部屋を持つなど、自由にメディアに接することが可能な子どもたちの中に

は、家族から離れてメディアへ接する機会や時間が増える傾向にあります。 
特に、友人がいなかったり、家族や学校などで孤立しているような子どもにおいて

は、自己表現の場をメディアのつくる仮想の世界に求めることにより、メディア依存

の状態を深める傾向もあることが指摘されています。 
③青少年に悪影響を与えるメディアの有害情報等 
援助交際等売買春に利用される出会い系サイト、猥褻極まりない画像や映像を内容

としたアダルトサイト、自殺の方法や自殺相手を探すなどの内容を掲載した自殺サイ

ト等の様々な有害サイトは、インターネット上では青少年であっても自由にアクセス

し、閲覧することが可能です。 
心身の発育途上にあり、判断力や責任感が十分備わっていない青少年にとって、こ

のような有害情報は人格形成上悪影響を及ぼすとともに、バーチャルコミュニケーシ

ョンやインターネットへの過度ののめり込みなどが、青少年の脳の発達に影響を与え

ることも指摘されています。 
④情報発信者としてのモラルの欠如 
インターネットの普及に伴い、これまでのような単なる情報の受信者としてだけは

なく、誰もが不特定多数への情報の発信者となり得る情報社会においては、従来の社

会で必要とされたものより高いモラルや責任が求められます。 
このような中、子どもたちの間で、携帯電話を利用して、相手の気持ちを考えずに

誹謗・中傷等をメールで送りつけるほか、インターネット上の電子掲示板に書き込む
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など、その匿名性から、誹謗・中傷の内容がエスカレートする傾向もあり、携帯電話

がいじめの手段として悪用されている状況が見受けられます。 
 
第３章 行政の課題と施策 
基本目標Ⅰ アンビシャスな青少年の育成 
１ アンビシャスな青少年を育むための各発達段階別の施策 
（2）学童期（６歳～12歳） 
 課題；育てたいこと 
⑧情報活用能力と情報モラル 
高度情報化の進展により、学童期にある子どもたちも多種多様な情報を入手、発

信することが可能となりました。しかし、一方では、メディアを通した有害情報の

閲覧やパソコン・携帯電話に長時間向かい合うことにより、子どもたちの心身の健

康に様々な影響を与えることが懸念されるとともに、その匿名性を利用して他者を

誹謗・中傷する手段として悪用されている状況が見受けられます。 
そこで、学童期からあふれる情報の中から必要な情報を取捨選択し、自らの情報

として主体的に発信できる能力（情報活用能力）と情報社会の中で適切な活動を行

うための基になる考え方と態度（情報モラル）の育成が求められます。 
 施策の方向 
 ○社会生活上求められる基本的能力の育成 

・ 学童期に応じた規範意識を醸成するため、学校での積極的な学習機会の提供 
・ パソコンの技能習得、メディアを適切に活用する能力の育成 
・ インターネット上の有害サイトを遮断するフィルタリングサービスについて生徒、
保護者への広報・啓発 

  ･･････ 
（3）青年前・中期（12歳～18歳） 

（中学・高校生期） 
 課題；育てたいこと 

⑤情報活用能力と情報モラル 
    高度情報化の進展により、携帯電話やインターネット等パーソナルメディアが子

どもたちにも急速に普及し、メディアを通した有害情報の氾濫や長時間メディアに

向かい合うことが、子どもたちの心身の健康に様々な影響を与えることが懸念され

ています。特に、多くの中・高校生が携帯電話を所有する状況の下では、情報活用

能力と情報モラルの育成が強く求められます。 
 施策の方向 
○社会生活上求められる能力の養成 
・ 学校、家庭、地域が連携した生徒の規範意識の醸成 
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・ メディア社会を正しく生きる力を育成するための情報モラル教育の推進 
・ 家庭や学校での携帯電話使用に関するルールづくりのための広報・啓発 
・ インターネット上の有害サイトを遮断するフィルタリングサービスについて生徒、
保護者への広報・啓発 

  ･･････ 
基本目標Ⅱ 青少年を健やかに育成するための社会環境づくり 

２ 有害環境の浄化推進 
 課題 

有害図書、有害ビデオ、有害がん具類及び有害広告物等の氾濫やインターネット、

携帯電話等による青少年に有害な情報の氾濫により、青少年を取り巻く環境が悪化し

ています。 
中でも、インターネット上の有害情報を青少年の目に触れないように遮断（フィル

タリング）することや多様なメディアから適切な情報を活用する能力を青少年に習得

させることが喫緊の課題です。･･････ 
 施策の方向 
  上述の課題を達成するために以下の施策を推進します。 
 〇広報・啓発 
  ・ 青少年健全育成条例の県民への周知 
・ 学校等における青少年の薬物乱用防止に関する指導・啓発 
・ 関係業界をはじめ、社会全体のモラルの向上のための啓発 

〇条例の整備 
・ 関係法令や有害環境等社会情勢の変化を踏まえた、青少年健全育成条例の規制の強
化 

〇取締・指導 
  ･･････ 
  ・ 立入調査等行政指導の充実・強化 
  ･･････ 
 〇関係機関との連携 
・ 家庭、学校、地域及び NPOを含めた関係団体との連携による環境浄化 

 
第４章 県民の皆さんへの提案 
１ 保護者の皆さんに期待すること 
家庭は、青少年にとって何よりも居心地がよく、安らぎが得られるところでなくては

なりません。また、家族の温かい人間関係を通して、その信頼感をもとに規範意識や基

本的な生活習慣を身に付ける第一義的な場であり、人格形成の出発点となる場でもあり

ます。家庭の役割は、大変重要です。 
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しかしながら、昨今では、仕事中心の父親、夫婦共働き家庭の増加、子どもの塾通い

やテレビゲーム、携帯電話等の各種メディアの普及等親子のコミュニケーションがとり

にくい現状にあります。 
親は、子どもの基本的人格形成については、学校や保育サービス等に依存することな

く、自らに責任があることをはっきりと自覚し、基本的な倫理観や生活態度、社会規範

を子どもに伝達していく責務を負っていることをしっかりと認識したいものです。 
特に、乳幼児期における親の姿勢やしつけとともに、父親が家庭内における役割・責

務を自覚し、子育てに積極的に参画していくことが重要です。 
このため、保護者の皆さんに、以下のことを提案します。･･････ 

  提案７ 携帯電話を持たせる場合は、使用のルールをつくりましょう 
提案８ 子どもをメディア漬けにしないようにしましょう 

  ･･････ 
３ 企業に期待すること 
地域の経済活動を担っている企業は、その専門性や人材において地域社会の宝といえ

ます。企業は、その経済活動のみならず、地域社会の一員として企業の持てる力を青少

年の育成に積極的に活かすよう期待されています。 
地域の青少年を健全に育成することは、将来の地域企業を支える人材を育成すること

であり、地域企業にとっても有益です。 
また、働く女性が増加している今日、男女がともに仕事と育児や社会活動を両立し、

家庭や企業を含めた地域全体で子どもを育成する環境が整うよう積極的に取り組むこと

が求められています。 
このため、企業の皆さんに、以下のことを提案します。･･････ 

  提案５ 青少年を健全に育成するためにも、企業モラルの向上に努めましょう 
４ 青少年自身に期待すること 
  青少年プランにおいての主役は、青少年自身です。 
次代を担う本県青少年の一人一人が夢や希望の実現に向けて努力し、心豊かでたくま

しいアンビシャスな青少年として成長するように、大人の支援はもとより、青少年自ら

が積極的な行動を起こすことが期待されます。 
このため、青少年の皆さんに、以下のことを提案します。･･････ 
提案 10 テレビ・ビデオ・ゲームの長時間の使用を控えましょう 
提案 11 携帯電話やインターネットの使い方には十分注意しましょう 
･･････ 

 


