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青少年健全育成条例に基づく立入調査を実施しているが、有害図書類等が収納されてい

た自動販売機については、各町や警察・取扱業者との立合で調査を続けていった結果、地

域のすべての販売機が撤去された。 

（北海道・女性・40 代） 

 

インターネット、携帯電話の安心安全な使い方を保護者、教職員、地域の青少年健全育

成担当者と勉強会を開催し、子どもを取り巻くネット利用の影の実態に気付き、予防と対

策を学び実践する事を強く意識してきた。 

（北海道・男性・60 代） 

 

書店を直接訪問して青少年に対する販売について配慮していただくようにお願いした。

カラオケボックス、古物買取店を直接訪問して青少年に対する配慮を確認するとともに意

見交換した。 

（青森県・男性・60 代） 

 

あいさつ運動を続けてきたことから生徒が自主的にあいさつをするようになった。小学

生で顔見知りになると中学、高校とあいさつは続いている。 

（岩手県・男性・40 代） 

 

地区のあいさつ運動を通して、小学生を始め中学生、高校生、地区の方々に大きな声を

出して「あいさつ」を行うことを実践している。また、毎年標語を募集して、小学生の部、

そして一般の部の標語を掲示している。 

（宮城県・男性・60 代） 

 

あさがおを非行防止のシンボルとして「あさがおネットワーク作戦」を立ち上げ、立ち

直り支援や居場所づくりをしたこと。参加した青少年が仲間づくりをして自らボランティ

アをしたり大人と交流できたこと。 

（秋田県・女性・50 代） 
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悩みを聞いてあげる。じっくりと。祭り等では酒や喫煙を青年から強要される少年のケ

ースが多く予想されることから、開始の時点で青年たちに少年に強要したり悪ふざけした

りしないよう指導を徹底する。その指導の状況を少年たちにも見せる。一時問題となった

祭りでの飲酒、喫煙は無くなった。 

（山形県・男性・50 代） 

 

夏休み期間を利用し毎年“ストップ・ザ非行、○○フェスタ”と題してイベントを開催。

その年度の世相に合わせた内容を盛り込んで公開。青少年や保護者 400 人が集う人気イベ

ントとして定着した。毎年少年の出番があり、和太鼓、武道、ダンス、音楽演奏、寸劇な

どは常に拍手を浴びている。当日非行防止のチラシ配布、クイズなどを通して警察ボラン

ティア会の存在を PR している。 

（福島県・男性・60 代） 

 

高校生の父母の会を組織して近隣の学区を対象に学校生徒指導担当の先生を囲み年 2 回

の対策会議を実施した。担当の先生から最近の世相について私たちの知らない事を教えて

いただき有意義な進め方ができた。 

（茨城県・男性・70 歳以上） 

 

あいさつの声をかけ、相手の話を聞く事が大切と思う。 

（栃木県・男性・60 代） 

 

夏休み初め、すいか割り大会を行いその時親子で防犯教室、交通安全教室などを実施し、

父兄からも喜ばれ効果的であったと思われる。地域ごとに標語を募集し、表彰し、優秀賞

の 3作、4作を地域の道路に一年間掲載展示している。 

（群馬県・女性・60 代） 

 

深夜、車で巡視。コンビニ、公園等で声かけを続ける。 

（埼玉県・男性・60 代） 

 

家業の酪農を体験してもらうことで復学した。平成 9年より酪農体験の受入れを始めた。

原則 1 週間以上で家族同様に生活し共に農作業を手伝うが労賃は無報酬として、食費など

滞在経費と相殺する。こうした活動で高校生から社会人まで受け入れるが、多くは学生で

あった。復学の高校生は 2名。最初は卒業取消しの女子を 1ヶ月間預かり、1ヶ月遅れの卒
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業式を終える。その 2年後無期停学の男子を３週間預かり復学し卒業に至る。 

（千葉県・男性・50 代） 

 

声かけにより家出少女を自宅に帰すことができた。居場所づくりにより更生した。不良

だったが手伝うようになった。 

（東京都・男性・40 代） 

 

更生した青少年からの聞き取りによる誘惑事例の分析に基づいた活動。コンビニで手に

入るライター補充用具を用いた遊びの事例等、様々の情報を得ることができ効果的であっ

た。 

（東京都・女性・40 代） 

 

学校、保護者の要望で学校掲示板の誹謗中傷を削除する。保護者向けの中学新入生説明

会で携帯電話の危険性や使い方を講話する。ネット上の安易な書き込みに対して注意メー

ルを送信して何人かの子どもから「もうしません」「分かりました」などの返信がある。文

化祭や地域のお祭りに一緒に参加して生徒と顔見知りになる。 

（神奈川県・女性・50 代） 

 

まず自分の素性を明してから威圧的な話し方にならないよう、気を付けながら喫煙の未

成年に声をかけます。“何してるの！”“ダメ”などという言葉は、相手の気持ちを閉じさ

せる事になりますので、“1本でも 2本でも減らして”とか、“吸おうと思った時、今日、声

をかけられた事を思い出したら、少しでもやめてみようかって、思い出してくれるとうれ

しい”と話すと、素直に“分かった”と相手も応えてくれます。 

（新潟県・女性・50 代） 

 

子ども会で自分が児童委員(主任児童委員)であることを話し、相談ごと又は心配な近所

の方の情報があれば伝えて欲しいといった。その後心配な家族のことについて相談があり、

適切と思われる機関へつなげた。 

（富山県・女性・40 代） 

 

金沢市の鞍月用水を巡るせせらぎウォッチングを小学校 5～6年生対象に企画し、清水や

武家屋敷跡を行進している。 

（石川県・男性・60 代） 
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私は小学生の女子のスポーツの指導をしており、今日は元気がいいとか、練習に集中し

ていないとか、子どもたちの様子を見ながら、時には保護者と連絡を取り、親からサポー

トしてもらうように心掛けています。誤解による仲間はずれ、部外者のいじめ、また監督

に言えない不満の中和剤として聞き役にまわっています。子どもたちが安心して活動でき

るように努めるのも大事なことだと思っています。 

（福井県・女性・70 歳以上） 

 

青少年対象に教育相談を担当しているが、子どもの非行に悩む保護者に対し、進路や将

来の見通しについて親子で取組むことを明確にするようアドバイスを継続して行い、改善

が見られた。 

（山梨県・男性・60 代） 

 

私の家の前は小中高校生の通学道路であるので、その時間帯には、家の前の花の水やり

等をして、とにかく声をかけます。いじめが行われているような時には「どうしたの」と

介入します。学校へ行くことが嫌だったり、家で叱られたのか、時間外に通学する子ども

には「今からでも大丈夫だから気を付けて行ってらっしゃい」等といいます。 

（長野県・女性・60 代） 

 

歩道における登校中の小学生と高校生の自転車との事故を防止するために「あいさつ」

運動を実施したことで、高校生の自転車の速度が遅くなりあいさつを返してくれるように

なった。電柱その他公共の建物に「はりふだ」を貼る行為が皆無になった。6年前より違反

広告物除去推進室となって、青少年に有害となる広告物の徹底除去を実施した。 

（岐阜県・男性・70 歳以上） 

 

地域の祭りで 20歳代の地元の子が他地区の友達を連れてきて私たちの自治会の祭りに参

加したい旨を伝えてきた。本来の地元の若い子だけでも統制が難しい昨今、その子に最後

まで責任を持って祭りそのものを楽しむようにできればと OK を出し、君を信じてるからの

言葉をかけたら、本当に最後まで友達の動きを把握していた。 

（静岡県・男性・40 代） 

 

夏休み中に料理教室(ケーキづくり、肉のしょうが焼等)、埴輪製作を行いました。対象

者は継続補導の少年約 20 名。 

（愛知県・男性・60 代） 
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家の近所の公園で、たまっていた女子中高生と話した際、アドバイスをしてくれる大人

がいないという声を聞いた。誰でもいいから、心の中を聞いて欲しいと思っていることが

分かった。 

（三重県・女性・30 代） 

 

言葉かけ一つについても、相手が自分のことを思って言ってくれているのだなと感じて

くれることを意識した言葉かけが必要。高圧的な言葉がけは百害あって一利無し。「罪を憎

んで人を憎まず」の態度を一貫して通すことが必要である。 

（滋賀県・男性・60 代） 

 

地道なパトロール活動でコンビニの店頭にたむろしていた少年たちが減少し、明るい雰

囲気が得られるようになったことが喜ばしい。 

（京都府・女性・70 歳以上） 

 

毎年 2月に「働く若い人を励ますボーリング大会」(参加者 200 名)、7月に「少年を守る

大会」(参加者 300 名)を開催し、少年の健全育成に大きな成果を生み出しています。大阪

青少年補導協会としての行事です。小中学生から標語、絵画、書道を募集し優秀作を表彰

しています。 

（大阪府・男性・70 歳以上） 

 

キャンプ活動を通して、できるだけ長期に自然の中で仲間と共同生活をすることが人間

形成に有益であると実感している。 

（兵庫県・男性・50 代） 

 

自然観察を指導したこと。 

（奈良県・男性・70 歳以上） 

 

思いやり愛すメールと題した暑中見舞い(ハガキ、新聞記事同封)。男性少年補導員によ

る子どもたちへの絵本の読み聞かせ(父親はもっと子どもたちとの時間を)。マナーアップ

キャンペーン。中学生自身によるチラシ配りなど、社会奉仕事業への参加。風営店の立入

りや大型量販店での深夜の街頭補導を行っている。 

（和歌山県・男性・60 代） 
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携帯電話等のリテラシー教育として小中高の保護者・生徒に、合計 150 回以上の講演を

したことによって、安易な所持、使い方の再考を促すことができた。 

（鳥取県・男性・50 代） 

 

ＪＲ木次線通学生マナーアップキャンペーン。木次小学校通学路等地域安全マップづくり。 

（島根県・男性・50 代） 

 

毎朝子どもたちの通学路にある交差点に立ち、横断を見守り、あいさつをする。子ども

たちと知り合いになる事により、いろいろなことで声を掛けやすくなる。 

（岡山県・女性・60 代） 

 

中学生の居場所づくりを行った。思春期での地域との交わりはその後の人生に大きくか

かわる。 

（広島県・女性・50 代） 

 

ＡＤＨＤ、アスペルガー、自閉症の子どもが、健康児とともに「けん玉」を行い心身と

もに伸びています。コツコツと失敗を糧に自らの力で立ち直っています。全国大会で準優

勝を達成。10 級から始めて 4段、5段位を取得しています。 

（広島県・男性・60 代） 
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駅の身障者用トイレの夜間利用を制限したことにより、若者の「たむろ」がなくなった。

地域の方、警察のパトロールもあわせて実施。(身障者が夜間専用トイレを利用する可能性

が極めて低いため実施) 

（山口県・男性・40 代） 

 

地域で子どもたちと一緒に料理教室をする事により、顔を覚えてもらうことが、他の場

所で会った時子どもの信頼を得ることができる。 

（徳島県・女性・50 代） 

 

毎日の補導活動で声かけをしたり、腕章をつけてパトロールしたり、青パトで巡回したりし

ているが、日々の小さな活動が安全安心の町づくりに貢献していると信じて活動している。 

（香川県・男性・60 代） 

 

当時 PTA 役員であった私は“子ども守り隊”という老人会のメンバーの方が中心になっ

ているボランティアに参加し、子どもが下校する際に不審者や交通事故などから子どもを

守るため、共に帰宅の道を歩き下校していた。現在でも守り隊は存続し子どもたちを守っ

てきている。 

（愛媛県・女性・50 代） 

 

学校への登校時、街角等での見守り者(ボランティア)は多いが下校時の見守り者は少な

いと思うので、工夫すると良いと思う。青色回転灯車の導入は大変よかった。 

（高知県・男性・70 歳以上） 

 

小中学校校門等に立ち、朝のあいさつ運動をしたこと。PTA 役員時より学校の正門に立ち

一声あいさつ運動を通じ子どもたちと顔見知りになり、夜間補導時に生かせたことです。

普段の顔合わせが大事だと思います。顔が分かるだけでコミュニケーションが生まれ、次

の声も掛けやすいと思います。 

（福岡県・男性・50 代） 

 

私は地域に情報モラルを啓発する団体の一員として活動しています。学校や公民館を回

って公演をするといった活動をしており、公演後のアンケートには「来てよかった」とい

うような意見を多数頂いています。 

（佐賀県・男性・20 代） 
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少年補導員の立場で青色回転灯（青パト）装備車を運転し活動していますが、かなりの

「抑止効果」があると思われます。例えばパトロールコースの中に「スケートパーク」が

あり、若者が集まる場所でもあり、また不良少年風の若者たちが集まる場所でもあります。

この「スケートパーク」付近を「青パト」で重点的に巡回してからは、不良少年風の若者

たちが見受けられなくなり「抑止効果」があったと思われます。(活動時間 15:30～18:00) 

（長崎県・男性・60 代） 

 

「洗車クラブ」を始めた。少年たちと一緒に地域の施設(老人ホーム、企業等)にお願い

をして車を洗車(ワックスまで)しています。地域の皆様の励ましや、感謝の言葉が少年た

ちに伝わり、目つきが穏やかになり就職することができました。 

（熊本県・男性・50 代） 

 

声かけあいさつ運動を地域の人たちと行っている。対象は子ども中心だが大人からの反

応もよく、絆づくりと共に青少年の健全育成に効果がある。 

（大分県・男性・70 歳以上） 

 

ショッピングセンター広場に無職少年が 20 名ほど集まるようになった。補導員と警察署

員と 1ヶ月毎日パトロールした。少年たちは集会をしなくなった。(非行も少なくなった) 

（宮崎県・男性・50 代） 

 

実践調査研究事業において地域の青少年の状況についてアンケート形式で調査し、その

地域の現状にあった青少年育成活動の方向性を探った。現在でもその活動が実践され効果

が出ている。 

（鹿児島県・男性・40 代） 

 

中学校において父親の会を結成し、毎週金曜日の夜間街頭指導を行っている。お陰で深

夜徘徊する生徒も少なくなり、また生徒の名前を覚え、あいさつを交わすようになった。

問題行動をおこす生徒が少なくなった。 

（沖縄県・男性・50 代） 

  

- 80 -



第３章 第２節 モニターアンケート 

２．有害環境対策における意見・要望 

２．有害環境対策における意見・要望 

 

青少年を取り巻く環境は悪化しています。特に出会い系サイトの利用で犯罪につながる

ケースが多くあり、大きな問題です。このようなサイトや無料ゲームからのアクセス、ワ

ンクリック詐欺等の排除が必要だと思います。あらゆる危険から青少年を守っていくのは、

大人、保護者の義務であると考えます。そういう意味では有害情報の共有、連携、啓発、

指導も効果があり、今後とも継続することが重要だと思います。 

（北海道・女性・50 代） 

 

有害情報を共有化できる組織づくりが必要である。市民サイドまで問題意識を高め、あ

る意味の「不買運動」を展開し、文化づくりに努めたい。 

（青森県・男性・70 歳以上） 

 

青少年の深夜徘徊を禁止する条例は各自治体で制定していると思うが、一般的に周知さ

れていない印象がある。条例よりもっと強い法規制が望まれる。 

（岩手県・男性・50 代） 

 

子どもを指導する先生方もこれまで親(大人)に育てられてきています。なのに教育者に

なって迷った時どう対処して良いか分からなくなるのは、その育てた親に遡ると思います。

つまり先生の教育はその親の教育をまずしなくてはだめだということ。なので親御さんへ

の子どもへの関わり方を教える人、環境社会が必要なのだと思います。 

（宮城県・女性・40 代） 

 

今、一番問題になっているのが、携帯電話、パソコンによる、青少年対象の有害メール

による諸問題である。携帯電話もスマートフォンなどハイテク機器が急速に普及する傾向

で、勿論、有益な情報、機能等でメリットが多いのは事実である。しかし、青少年に有害

な情報を強烈、巧妙に流し悪用する業者が次々と出現する現状である。これに対応し良い

方向に指導するのが親の責任であるが、実態は、親たちが先端技術の知識に乏しいために、

指導力を発揮できないのも現状としてはある。大人に対する、先端技術モバイル通信の理

解力を高める必要性があるのではないか。 

（秋田県・男性・70 歳以上） 

 

子どもながらにいろいろなことに興味を持つことを抑制することは難しいと思うが、大
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切なことは親子間のコミュニケーションを高めていくことではないでしょうか。 

（山形県・男性・30 代） 

 

利益優先の関係業界への指導徹底が重要と考える。この程度ならと安易に考える親(大

人)が多い。大人自身が感覚的に慣れっこになり、深刻に受け止めていない。 

（福島県・男性・60 代） 

 

テレビ等における放送内容、特にゴールデンタイム時間帯に目に余る内容が多い。また

薬物使用者に対して一見英雄視するかのような放映もある(いつカムバックできるか等々)。 

（茨城県・男性・60 代） 

 

インターネット上のサイトにおける性の氾濫には目を覆いたくなる状況がある。ついて

は業界の自主規制を促すと同時に、当局による取締りが必要と思われる。学校教育と連携

した積極的な有害環境対策が望まれる。 

（栃木県・男性・60 代） 

 

私たち青少年団体ボランティアの組織は、子ども若者(青少年)の健全育成に取り組んで

いますが、一部の悪い大人が子ども若者(青少年)を唆す行動が多分にあり、良いお手本を

示していない。やはり大人教育の必要性を訴えたい。回覧板で有効利用を図り昔の隣組、

向こう三軒両隣で、伝統と文化を復活させたい。 

（群馬県・男性・70 歳以上） 

 

地域の大人が年何回か行っている清掃作業に小中学生も一緒に関われるようになれば子

どもたちも悪いことをしなくなると思う。行政の方で学校側に指導して欲しい。 

（埼玉県・女性・60 代） 

 

地域の大人のマナーの悪さが子どもたちに大きな影響を与えている。育成委員会等で啓

発活動を行っているが、効果は少しずつである。もっと大人としての意識を高める施策を

検討したい。(すべきである。) 

（千葉県・男性・50 代） 

 

出版等への強力な規制。ラベル、表紙などの異常な描写が気になる(販売目的のためであ

ろうが)。業界の自粛や規制ができるような体制づくりをもとめます。 

（東京都・男性・60 代）
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地域全体で有害環境対策に取り組むという意識の醸成が必要だと思う。私たちの県では、

この度、青少年保護育成条例の改正があり、青少年指導員の役割等が明確になり、より一

層、指導員としての責任と同時にやりがいを感じ活動をしています。 

（神奈川県・男性・60 代） 

 

ボランティアによる各種活動には限界がある。財政的な補助を増やして欲しい。 

（新潟県・男性・60 代） 

 

青少年にとって有害な看板、ちらし等の撤去については、条例による規制の成果が上が

ったと思うが、青少年の服装の乱れ及び市街地における老朽化した空き家の増加が青少年

の心の退廃を招く遠因になっていると思うので、その改善に努めるべきではないかと考え

る。 

（富山県・男性・70 歳以上） 

 

保証人をつけない学生ローンは禁止し、あわせて大学教育での啓発に努めるべきです。

インターネットや携帯電話で手軽に借りられても、高利(18％)のことや延滞料がアドオン

方式で計算されることなどが知られていないからです。 

（石川県・男性・60 代） 

 

まず都市部でしっかり対策をして欲しい。何年か後に地方に有害なものとして入ってく

るので、元を断つという意識でやって欲しい(情報化で最近は同時に拡がるという意見もあ

るが、薬物などはまず都市部でしっかり対策をとって欲しい） 

（福井県・女性・40 代） 

 

大人が有害環境だと感じることの排除撤去活動の推進。 

（山梨県・男性・60 代） 

 

自販機設置業者にも十分勉強され、法律に触れないスレスレのことを知りながら営業し

ていることが良く分かります。行政の力でもプライバシー、また「営業妨害になるような

ことになるかも」と考え、なかなか撤去まではできない。県に条例さえあればと常に思っ

ています。努力するのみであります。自販機撤去、良い方法を教えて欲しいです。 

（長野県・女性・60 代） 
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常に青少年には上から目線は止め、横から目線で話しかけるようにしています。集団で

いる時は強がりますが 1 対 1 の時は良い子が多いです。中学生などはクリーン活動やスポ

ーツで、高校生には啓発活動などでのチラシや啓発物品などの配布は効果があると思いま

す。 

（岐阜県・男性・70 歳以上） 

 

保護者、両親は子どもの躾の中で物事の良いこと、悪いことをきちんと教えること。悪

いことをした時はきちんと叱ることができる親へ。親の規範意識の向上啓発、また学校は

児童、生徒に校則（ルール）は厳しく守らせる指導をすべきだと思います。 

（静岡県・男性・60 代） 

 

出会い系カフェや密着エステ等、青少年が通行する繁華街での宣伝(ティッシュ配り、呼

び込み)が少年たちに悪影響を与えていると思われる。場所や時間の規制ができたらと思う。

有害図書類の陳列方法を条例に従い、しっかり他の図書類と区分し、少年が容易に閲覧で

きないようにして欲しい。 

（愛知県・女性・50 代） 

 

自分の子どもは金の玉子であると自覚して保護者はもっともっと努力して自分の子ども

への指導をしなければ。お金さへ与えていれば、との親が多すぎる。他人の子どもでも自

分の子どもと思って怒鳴れる親になって欲しい。 

（三重県・男性・70 歳以上） 

 

青少年保護条例等での規制が必要であるが、一度制定したらそれで良しとする現状が問

題。業者と行政はいたちごっこの関係にあり、行政も絶えず現状把握をし実態に応じた対

応をするべきだ。例えば、有害図書の陳列について、コンビニなどではおざなりの対応と

しか思えない。真に青少年健全育成を目指すなら、もっと条例内容を吟味すべきである。 

（滋賀県・男性・60 代） 

 

少年非行や規範意識の低下云々も、結局は大人が鏡になっているのが大きな社会要因に

なっていることに早く気付くべきだと思います。犯罪や非行に走る子どもは最初はいい子

だったのですから。特に公的職業の人による犯罪がマスコミを賑わすことが増えているこ

とは、大人としての値打ちが見られない。 

（京都府・男性・60 代） 
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特に感じる事。業界は金儲けのために動く。法に触れても摘発されなければ OK という感

覚。世の中すべてが法を守れば旨く運ぶ。小さな事でも法を守る習慣が望まれる。例えば

駐車違反や路上駐車や僅かな事でも子どもは見て育つ。大人社会を見ている。自分さえ良

ければ OK という風潮。何とか正しい方向へ導くためコツコツ動いているつもりです。 

（京都府・男性・60 代） 

 

ゲームセンターの規制をもっと厳しくして欲しい。繁華街に多すぎる。商業施設ができ

ると必ずゲームセンターができる。 

（大阪府・女性・70 歳以上） 

 

もっと子どもたちが自由に遊べる場所(今はあまりにも自由に遊ぶ場所がない)を行政と

して造っていただきたい。また自然の中でキャンプやハイキング等ができる環境を作るこ

と。 

（兵庫県・男性・60 代） 

 

20 年以上警察の少年補導員として活動しておりますが昔は空き地、公園、コンビニ等で

たむろしていた少年たちが必ずいましたが、近頃は全くその姿が見られない状態。時間帯

が深夜になった事、そして親や大人は留守がちで家の中での非行行為が多いせいか、すべ

て事件が起こらないと見えないように思う。ネット時代なのでネット上で教師を非難して

いる場合が多いと現場の先生から聞きました。 

（奈良県・女性・70 歳以上） 

 

どの大人も地域の子どもに対して注意ができるようにする。家庭では注意されたら素直

に聞ける子どもに育つように、親の教育力が付けられる地域の活動が必要。 

（和歌山県・男性・40 代） 

 

ネット上に氾濫する有害情報の規制をもっと強化すべきだと思います。 

（鳥取県・男性・40 代） 

 

青少年を守るには、まず大人や保護者の意識を変えていかなければ。また教育していか

なければならないと思う。あまりにも常識のない大人が多い今、まず大人から変えていか

なければいけない。 

（島根県・女性・40 代） 
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「有害」の基準があいまいであるところに難しいところがあると思います。ただ普通に

考えて「有害」だと思うことが、堂々と「有害」と言え、規制できればと思います。 

（岡山県・男性・40 代） 

 

携帯電話やパソコン等の発達普及により、外からは見えにくい有害環境が増えているの

が恐い。利潤追求を追う大人たちの犠牲に青少年がならないような対策が欲しい。 

（広島県・女性・50 代） 

 

家庭、学校、地域が協同して取り組める体制作りが重要だと思う。学校運営協議会に中

学校が 2年間国の指定を受け、3年目は市がそれを受け継いだ。地域の力が学校運営に大き

く加わった。全国の多くの学校で実施願いたい。 

（山口県・男性・60 代） 

 

現在の親は個人主義的なところがあるので、もっと学校・地域との連携を持ち子どもを

見守ってもらいたい。 

（徳島県・男性・50 代） 

 

未成年へのインターネット関連のことは規制できるものならして欲しい。 

（香川県・男性・50 代） 

 

中学校の廊下を自転車で走っても教師は何も言わない。先生は絶対に暴力(たたく)をふ

るわないと、たかをくくって目に余る態度の生徒がいるのにはすごく腹が立ちます。警察

ももっと踏み込んで欲しい。学校の面子を考え事なかれにする学校もある(先生にもう少し

権限を持たすべき)。 

（愛媛県・女性・70 歳以上） 

 

この複雑な社会の中にいる子どもや保護者に、誰かがどんな形でも良いので手を差し伸

べていかなければならないのでは。それは地域社会の役割だろうし、多くの人の目が子ど

もたちを守り、安全な社会を作ることにつながるのではないでしょうか。 

（高知県・女性・70 歳以上） 

 

子どもの育成を人任せ(外注型)にし、親子の関係が薄くなっているのと同時に、家庭で

の親としての自覚や子育ての方法に関する理解が不足し、寛容という名の下で放任してい
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る。家庭にルールもなく規範意識の醸成もできていない。保護者(親)に関する指導、アド

バイスが必要ではないかと考えている。 

（福岡県・男性・70 歳以上） 

 

少年補導の強化。顔写真を撮るとともに、警察を呼び、親子ともに注意・指導をする（た

ばこや酒を飲む少年に限る）。たばこを吸ったり酒を飲んだりした場所を、日程表を作り掃

除させる。現場に来ない子どもは学校・自宅に迎えに行く！ ここまでしないと、良くな

らないのでは？ 

（佐賀県・男性・30 代） 

 

今では小学生までもが携帯電話を持つようになりました。分別のつかない子どもたちが

被害者になってしまうケースも報告されています。また一方で知らずに加害者になってし

まうこともあります。携帯電話やパソコンを使ってインターネットに簡単に接続できる環

境は変わらないのですが、大人がしっかり子どもを見守る体制を確立させたり、安全教育

を充実させたりと力を入れるべきだと思います。 

（佐賀県・男性・20 代） 

 

青少年がインターネットや携帯電話を気軽に使える世の中の将来に非常に不安を感じる。

きっと日本人は“文字”や“言葉”を失ってしまうのではないだろうか？と・・・。規制

の強化を望む。 

（長崎県・女性・60 代） 

 

規制強化の必要性。保護者に言ってもほとんど効果無し(親が子どもに何も言えない)。 

（熊本県・男性・70 歳以上） 

 

受け身(末端、対象源(青少年や消費者））での対策ではなく発信者への指導対策が重要だ

と思います。(発信源(出版元やメディア等のモラル(業界)の強化が必要です) 

（大分県・女性・50 代） 

 

情報社会が進化してきた。現代社会では青少年や保護者の個人のモラルにたよるしかな

いのが現状のような気がします。個人の資質向上に時間をかけて取り組むことが大切だと

思います。 

（宮崎県・男性・40 代） 
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世の中は便利で早い何でもありの営利主義に突き進み、青少年を食い物にする業界や、

有害な情報を発信するインターネットサイトなど、大人たちの規範意識の低下を感じます。

また、我が子を叱れない、躾けられない親の増加など、私たち大人が正さなければならな

い多くの問題があると思います。この流れを変えるべく今、正に真剣に取り組む時期に来

ていると強く感じます。 

（鹿児島県・男性・50 代） 

 

新たな問題になっている国際通りのハーブ店で、煙を吸うと気分が良くなるらしい(大麻

に似ている)。また、女子中学生が販売しているとのうわさも有り(確認はしていません)。

行政や地域団体が確認をし、早めの対応と父母に対する啓発をすべきだと考えます。 

（沖縄県・女性・60 代） 
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