
施策 Ⅱ－２－①過去と未来をつなぎ世界にはばたく人材の育成

その他
（仮称）「千葉県の教育に関する有識者会議」設置
事業

一般 1,000 782

確かな学力の向上 学習サポーター派遣事業 一般 98,000 92,698

夢を育む教育の推進 キャリア教育推進事業 一般 860 633

ちばっ子「学力向上総合プランの一部（お兄さん、
お姉さんと学ぼう事業）

一般 540 325

県立学校教育用コンピュータの整備 一般 618,356 583,301

合　　　　計　（Ａ） 718,756 677,739
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 718,756 677,739

ふさの国文化財ナビゲーション 一般 558 533

県立博物館情報システム事業（デジタルミュージア
ム）

一般 30,543 30,543

「ちば・ふるさとの学び」テキストの活用促進 ― ―

授業に役立つ県立博物館プロジェクト 一般 3,386 2,515

出土文化財管理活用事業 一般 1,838 1,597

ちば文化発信プロジェクト 一般 20,000 17,437

プロに学ぼう「器楽クリニック」（邦楽） 一般 800 再掲 800

伝統芸能継承者育成事業 一般 1,800 再掲 1,800

学校体育実技（武道）認定・指導者養成講習会等 一般 150 150

千葉の食文化まるごと体験事業 一般 391 251

郷土芸能公開普及事業 一般 1,447 1,263

管理指導事業 一般 2,551 2,551

文化財保存整備事業 一般 48,480 再掲 34,000

文化財探検隊事業 一般 ― ―

合　　　　計　（Ａ） 111,944 93,440
再掲事業の計　（Ｂ） 51,080 36,600
純計　（Ａ）－（Ｂ） 60,864 56,840

高校生等の国際交流の支援 ― ―

工業教育における国際交流事業 一般 5,252 3,754

グローバル人材プロジェクト 一般 13,111 8,372

アジア経済研究所負担金（幕張アジアアカデミー） 一般 252 再掲 140

語学指導等を行う外国青年招致事業 一般 213,949 206,904

外国語活動小・中連携推進会議 一般 0 0

外国語による情報提供 一般 2,183 再掲 939

外国人児童生徒等教育相談員派遣事業 一般 9,774 8,066

外国人児童生徒等の教育に関する協議会 一般 49 34

合　　　　計　（Ａ） 244,570 228,209
再掲事業の計　（Ｂ） 2,435 1,079
純計　（Ａ）－（Ｂ） 242,135 227,130
合　　　　計　（Ａ） 1,075,270 999,388
再掲事業の計　（Ｂ） 53,515 37,679
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,021,755 961,709

一般 1,021,755 961,709
特別 0 0
企業 0 0
計 1,021,755 961,709

９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲
決算（見込）額
(単位：千円）

1
志を持って、失敗を恐れずに
チャレンジする人材の育成

取組
番号

取組名 事業名 予算事業名 会計

子どもや若者の社会参加の促進

2
歴史と伝統文化に親しみ、郷土
と国を愛する心の育成

3
異文化を理解し、国際的コミュ
ニケーション力のあるグローバ
ル人材の育成

純計の内訳
（会計別）

施　　　　　策　　　　　計

外国人児童生徒等の受入体制の整
備

郷土と国の歴史や伝統文化につい
て学ぶ教育の推進

文化に触れ、親しむ環境づくり

文化財の保存・継承

多様な文化を認め合う国際社会の
担い手

外国語教育の充実

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。
計 1,021,755 961,709

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅱ－２－②千葉のポテンシャルを生かした教育立県の土台づくり

母子保健指導事業 ― ―

おはなし夢空間 一般 38 38

「親力アップいきいき子育て広場」事業 ―

子どもの読書活動推進事業 一般 1,160 863

放課後子ども教室推進事業 一般 61,900 再掲 59,514

ちばっ子「学力向上」総合プランの一部（確かな学
びの早道「読書」事業）

― ―

学校図書館の有効な活用方法に関する調査研究 一般 1,000 991

読み聞かせ・朗読養成講座 一般 58 58

図書館管理費の一部（県立図書館の市町村図書館支
援事業）

一般 13,838 11,702

子どもの読書活動推進事業 一般 1,160 再掲 863

電算管理費 一般 75,953 75,953

図書館管理費の一部（図書購入事業） 一般 70,200 70,199

合　　　　計　（Ａ） 225,307 220,181
再掲事業の計　（Ｂ） 63,060 60,377
純計　（Ａ）－（Ｂ） 162,247 159,804

通学合宿推進事業 ― ―

ボランティア活動推進事業・高校生のためのボラン
ティア体験講座

一般 614 488

高等学校におけるマナーキャンペーンの実施 ― 再掲 ―

体験活動指導者養成事業 ― ―

青少年教育施設管理費の一部（週末ふれあい推進事
業）

― ―

青少年教育施設管理費（青少年教育施設における宿
泊体験事業）

一般 454,745 460,081

千葉フィールドミュージアム 一般 6,490 再掲 6,379

県立博物館を活用した体験事業 ― ―

教育の森事業 一般 350 166
キャリア教育推進事業 一般 3,034 2,399

新規漁業者確保定着支援事業（水産業インターン
シップ）

一般 435 208

ちば新農業人サポート事業（農家後継ぎ等就農促
進）

一般 1,050 再掲 1,043

合　　　　計　（Ａ） 466,718 470,764
再掲事業の計　（Ｂ） 7,540 7,422
純計　（Ａ）－（Ｂ） 459,178 463,342

熱意あふれる人間性豊かな教員の
採用

教職インターンシップ（ちば！教職たまごプロジェ
クト）

一般 524 456

「魅力ある授業づくりの達人」認定事業 一般 581 366

ちばっこ「学力向上総合」プランの一部（若手教員
育成推進員活用事業）

一般 3,103 2,248

理科の観察・実験指導等に関する研究協議実施事業 一般 286 205

ちば「授業練磨の公開日」 ― ―

「私の授業レシピ」活用事業 ― ―

教職員の研修事業 一般 24,379 18,491

９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲
決算（見込）額
(単位：千円）

ちばのフールドを活用した体験活
動の推進

実践、実習、現場体験に重点を置
いたキャリア教育の推進

信頼される質の高い教員の育成

体験活動を通した心の教育の推進

予算事業名 会計

家庭や地域における子どもの読書
活動の支援

学校等における読書活動の推進

1 読書県「ちば」の推進

取組
番号

取組名 事業名

図書館における読書活動の充実

2
多様な自然、産業、人材などを
生かした体験活動の推進

3
教育現場の重視と教職員の質・

学校職員等に対するDV対応研修 一般 60 60

私立学校派遣研修 ― ―

少人数教育の推進 きめ細かな指導等のための非常勤講師配置事業 一般 510,620 455,500

地域とともに歩む学校づくり推進支援事業 一般 12,300 11,899

特別非常勤講師配置事業 一般 16,605 15,245

スクール・サポーター制度 ― ―

学校問題解決支援対策事業 一般 1,000 540

県立学校校務用コンピュータの整備 一般 10,436 10,410

管理主事訪問 一般 0 0

合　　　　計　（Ａ） 579,894 515,420
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 579,894 515,420

心の教育推進キャンペーン 一般 997 1,245

道徳教育推進プロジェクト事業 一般 30,300 19,454

高等学校におけるマナーキャンペーンの実施 一般 0 0

命を大切にするキャンペーン 一般 0 0

人権教育推進費(地域改善対策高等学校進学奨励費を
除く）

一般 1,536 1,130

若者のためのDV予防セミナー 一般 1,200 1,170

被害者支援に関する広報啓発活動事業 一般 118 再掲 101

サイバー犯罪防止のための広報啓発活動 一般 333 再掲 333

土砂災害防止に関する絵画・作文の募集 ― ―

デートＤＶ相談カードの作成・配付 一般 435 432

豊かな人間関係づくりのためのコ
ミュニケーション能力の養成

豊かな人間関係づくり実践プログラムの活用推進 ― ―

その他 通学合宿推進事業 ― 再掲 ―

合　　　　計　（Ａ） 34,919 23,865
再掲事業の計　（Ｂ） 451 434
純計　（Ａ）－（Ｂ） 34,468 23,431

体育の授業マイスター認定事業 一般 120 102

いきいきちばっ子コンテスト「遊・友スポーツラン
キングちば」

一般 20 17

運動能力証交付事業 一般 329 329

武道等指導推進事業 一般 1,443 1,100

スポーツエキスパート活用事業 一般 2,389 2,389

指導主事による授業(保健体育科)参観 ― ―

「いきいきちばっ子健康・体力づくりモデルプラ
ン」の活用・普及事業

一般 ― ―

千葉県体育・スポーツ推進事業 一般 2,650 再掲 2,391

食から始まる健康づくり事業の一部（学童期からの
生活習慣病予防事業）

一般 1,053 再掲 1,022

いきいきちばっ子食育推進事業 一般 2,530 1,609

ちば食育活動促進事業 一般 5,811 2,438

水産物消費・食育対策事業 一般 1,068 841

学校給食指導事業 一般 4,240 2,582

合　　　　計　（Ａ） 21,653 14,820
再掲事業の計　（Ｂ） 3,703 3,413
純計　（Ａ）－（Ｂ） 17,950 11,407

教職員の負担軽減と学校問題解決
のための支援

3
教育現場の重視と教職員の質・
教育力の向上

4
道徳性を高める実践的人間教育
の推進

道徳性、規範意識・社会貢献態度
の育成

食と農のつながりを伝える食育の
推進

自他ともに尊重し命を大切にする
心の教育の推進

体力向上を主体的に目指すこども
の育成

5
フェアプレーの精神を育てるス
ポーツ、健康・体力づくりと食
育の推進



施策 Ⅱ－２－②千葉のポテンシャルを生かした教育立県の土台づくり

９月補正後予算額
(単位：千円）

再掲
決算（見込）額
(単位：千円）

予算事業名 会計
取組
番号

取組名 事業名

特別支援学校分校・分教室等整備事業 一般 707,327 442,288

特別支援学校スクールバス運行業務委託 一般 155,600 152,526

特別支援学校教員企業実習 一般 378 378

特別支援学校職業指導委嘱講師配置事業 一般 3,653 2,935

高等学校における発達障害のある生徒へのキャリア
教育の充実

一般 1,500 1,182

障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業の一部
（特別支援学校早期訓練コース）

一般 2,520 再掲 1,134

特別支援アドバイザー事業 一般 55,900 53,975

特別支援学校非常勤講師配置事業 一般 1,946 1,825

高等学校特別支援教育支援員配置事業 一般 19,017 15,994

特別支援フレッシュサポート事業 ― ―

指導主事訪問 ― ―

特別支援学校のセンター的機能充実事業 一般 26,564 8,399

高等学校特別支援教育専門家チーム派遣事業 一般 254 200

インクルーシブ教育システム構築モデルスクール 一般 2,000 3,393

特別支援学校教諭免許法認定講習 一般 1,728 1,624

特別支援教育コーディネーター研修事業 一般 179 138

発達障害のある児童生徒への指導・支援の充実 一般 260 260

放課後児童クラブ支援事業の一部（障害児受入推進
事業)

一般 180,000 204,153

障害のある子どももない子どもも地域で共に学び育
てる交流及び共同学習の推進

― ―

看護師配置事業 一般 124,814 105,877

医療的ケア運営会議 一般 84 57

特別支援学校看護師等指導事業 一般 1,840 1,677

医療的ケア担当者の専門性向上研修 一般 497 415

合　　　　計　（Ａ） 1,286,061 998,430
再掲事業の計　（Ｂ） 2,520 1,134
純計　（Ａ）－（Ｂ） 1,283,541 997,296

高等学校再編事業 一般 74,700 31,998

工業高校企業等連携推進事業 一般 2,500 2,007

県立高等学校再編事業（県立学校改革推進プランの
推進）

一般 5,154 2,652

地域連携アクティブスクールの設置 一般 7,944 7,505

私立幼稚園教育振興事業補助 一般 187,920 154,566

幼稚園教育指導資料集の作成 一般 90 57

私立学校経常費補助 一般 34,563,547 34,158,728

私学教育振興財団退職資金事業補助 一般 600,000 590,151

県立学校における「開かれた学校づくり委員会」設
置事業

一般 5,753 5,317

魅力ある高等学校づくり大賞 ― ―

県立学校における「コミュニティ・スクール」設置
事業

一般 350 322

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）実
践研究事業

一般 450 363

合　　　　計　（Ａ） 35,448,408 34,953,666
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0

特別支援学校の児童生徒数増加へ
の対応

私立学校の振興

6
一人一人の特性に目を向けた特
別支援教育の推進

7 豊かな学びを支える学校づくり

キャリア教育と後期中等教育の充
実

適切な教育的支援に向けての支援
体制の充実

特別支援教育に関する教員の専門
性の向上

地域の幼児児童生徒とともに学ぶ
機会の充実

医療的ケアの実施体制の充実

魅力ある高等学校づくり

地域に開かれた県立学校の促進

再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 35,448,408 34,953,666

県立学校施設整備事業（耐震化推進事業） 一般 6,098,217 4,598,396

県立学校施設整備事業（大規模改修） 一般 34,000 41,440

県立学校総合安全対策事業 一般 151,585 141,766

エレベーター設置事業 一般 136,000 10,845

県立学校空調設備整備事業 一般 67,914 45,380

私立学校耐震化緊急促進事業 一般 954,100 284,906

ちばっ子安全･安心推進事業 一般 5,034 2,141

スマートサイクルちばの推進 ― 0

交通安全教育の充実 一般 902 780

学校安全教育推進事業 一般 807 618

食から始まる健康づくり事業の一部（学童期からの
生活習慣病予防事業）

一般 1,053 再掲 1,022

薬物乱用防止対策事業 一般 294 0

「性に関する教育」普及指導事業 一般 670 322

エイズ関連対策事業 一般 600 369

学校における放射能対策事業 ― ―

合　　　　計　（Ａ） 7,451,176 5,127,985
再掲事業の計　（Ｂ） 1,053 1,022
純計　（Ａ）－（Ｂ） 7,450,123 5,126,963
合　　　　計　（Ａ） 45,514,136 42,325,131
再掲事業の計　（Ｂ） 78,327 73,802
純計　（Ａ）－（Ｂ） 45,435,809 42,251,329

一般 45,435,809 42,251,329
特別 0 0
企業 0 0
計 45,435,809 42,251,329

8 安全・安心な教育環境の整備

自助・共助の防災意識を高める防
災教育と安全教育の推進

子どもの健康を守る学校保健の充
実

施　　　　　策　　　　　計

純計の内訳
（会計別）

校舎等の耐震化・バリアフリーの
促進、長寿命化計画策定の推進

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅱ－２－③教育の原点としての家庭の教育力の向上と人づくりのための連携

「親力アップいきいき子育て広場」事業 ― ―

家庭教育支援事業のうち「親力向上支援事業」 一般 1,110 969

市町村家庭教育支援事業 一般 1,031 924

家庭教育支援リーフレット活用事業 一般 1,110 969

幼稚園等初任者研修、幼稚園教育課程研究協議会 一般 6,926 5,257

幼稚園教育指導資料集の作成 一般 90 再掲 57

子育て支援活動推進事業 一般 90,000 89,440

「家庭学習のすすめ」サイトの充実 ― ―

学校から発信する家庭教育支援プログラム活用推進
事業

― 再掲 ―

家庭教育啓発事業 一般 495 285

思春期の児童生徒や家庭への支援 思春期保健相談事業 一般 3,155 1,705

学校を核とした県内１０００か所ミニ集会 ― ―

親の学びプログラム活用事業 一般 564 500

異年齢交流の推進 ― ―

合　　　　計　（Ａ） 104,481 100,106
再掲事業の計　（Ｂ） 90 57
純計　（Ａ）－（Ｂ） 104,391 100,049

学校を核とした県内１０００か所ミニ集会 ― 再掲 ―

地域とともに歩む学校づくり推進支援事業 一般 12,300 再掲 11,899

放課後子ども教室推進事業 一般 61,900 59,514

社会教育専門講座 一般 104 103

みんなで取り組む千葉教育会議 一般 424 336

障害者の態様に応じた多様な委託訓練事業の一部
（特別支援学校早期訓練コース）

一般 2,520 再掲 1,134

夢チャレンジ体験スクール 一般 2,560 2,066

キャリア支援事業（就職支援） 一般 860 633

県立学校開放講座 一般 1,013 518

県立学校文化施設及び交流施設開放事業 一般 3,102 2,883

生涯学習システム整備事業 一般 4,400 4,274

まなびシステム事業 一般 110 110

さわやかちば県民プラザ学習・研修事業(まなびシス
テム事業以外)

一般 1,739 1,695

高等学校と大学の連携促進 ― ―

柏の葉アカデミア講座 ― ―

教職インターンシップ（ちば！教職たまごプロジェ
クト）

一般 524 再掲 456

教育委員による学校等への視察及び教職員等との意
見交換

― ―

公立学校と私立学校の連携 ― ―

各教育事務所と管内市町村教育委員会の連携・協力
体制の強化

― ―

合　　　　計　（Ａ） 91,556 85,621
再掲事業の計　（Ｂ） 15,344 13,489
純計　（Ａ）－（Ｂ） 76,212 72,132

教育相談事業 一般 39,834 39,418

再掲

家庭教育への支援

９月補正後予算額
(単位：千円）

決算（見込）額
(単位：千円）

事業名 予算事業名 会計

高等教育機関との連携

県教育委員会と市町村、私学等と
の連携強化

幼児教育の充実

学校・地域における家庭教育の普
及

親となってかけがえのない子育て
を行うための教育の推進

1
「親学」の導入など家庭教育の
支援

取組
番号

取組名

2
学校教育と社会教育、国公立教
育と私学教育、産・学・官、公
と民などのネットワークの構築

地域の力を結集した地域教育力の
向上

産・学・官の連携強化による子ど
もの自立への支援

社会教育機能の連携強化など、生
涯学習社会を目指した取組の支援

教育相談事業 一般 39,834 39,418

不登校支援事業 一般 3,246 2,911

スクールカウンセラー等配置事業 一般 456,200 448,573

不登校対策推進校の指定 ― ―

スクールアドバイザー派遣事業 一般 6,163 5,754

いじめ対策等生徒指導推進事業 一般 5,079 3,406

心身障害児への適切な就学指導の充実 一般 564 425

教育相談事業（総合教育センター） 一般 6,169 4,603

特別支援教育就学奨励費 一般 565,000 538,218

早期からの教育相談支援体制の構築 一般 4,400 3,826

千葉県奨学資金貸付制度 特別 1,134,645 707,790

私立高等学校等授業料減免事業補助 一般 820,000 881,379

私立高等学校入学金軽減事業補助 一般 65,000 74,988

地域連携アクティブスクールの設置 一般 7,944 再掲 7,505

子ども・若者育成支援推進事業 一般 13,000 再掲 12,450

県立高等学校再編事業（多部制定時制高校・通信制
高校の充実）

― ―

保護が必要な児童対策の充実・強
化

児童相談所虐待防止体制強化事業の一部（子ども家
庭110番事業）

一般 16,663 16,297

合　　　　計　（Ａ） 3,143,907 2,747,543
再掲事業の計　（Ｂ） 20,944 19,955
純計　（Ａ）－（Ｂ） 3,122,963 2,727,588
合　　　　計　（Ａ） 3,339,944 2,933,270
再掲事業の計　（Ｂ） 36,378 33,501
純計　（Ａ）－（Ｂ） 3,303,566 2,899,769

一般 2,168,921 2,191,979
特別 1,134,645 707,790
企業 0 0
計 3,303,566 2,899,769

純計の内訳
（会計別）

施　　　　　策　　　　　計

いじめや不登校に対する相談体制
の充実

障害のある幼児児童生徒とその保
護者に対する、早期からの教育相
談支援の充実

家庭生活に様々な困難を抱えてい
る子どもたちへの対応

3

様々な困難を抱えている子ども
とその家族を支援する取組の強
化による教育のセーフティネッ
トの構築

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。



施策 Ⅱ－２－④多様化する青少年問題への取組

千葉県子ども・若者総合相談セン
ターの運営

子ども・若者育成支援推進事業 一般 13,000 12,450

青少年総合対策本部事業 一般 1,253 587

千葉県青少年総合プラン推進事業 一般 486 342

合　　　　計　（Ａ） 14,739 13,379
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 14,739 13,379

生活福祉資金貸付事業推進費補助金 一般 90,385 90,385

生活福祉資金貸付償還金利子補給事
業

一般 1,348 732

子ども医療費の助成 子ども医療費助成事業 一般 6,610,000 再掲 5,711,623

高等学校、特別支援学校（高等
部）の生徒への修学支援

千葉県奨学資金貸付制度 特別 1,134,645 再掲 707,790

特別支援学校に在籍する児童生徒
の就学費用の補助

特別支援教育就学奨励費 一般 565,000 再掲 538,217

私立高等学校等授業料減免事業補助 一般 820,000 再掲 881,379

私立高等学校入学金軽減事業補助 一般 65,000 再掲 74,988

合　　　　計　（Ａ） 9,286,378 8,005,114
再掲事業の計　（Ｂ） 9,194,645 7,913,997
純計　（Ａ）－（Ｂ） 91,733 91,117

非行防止に関する広報・啓発事業 青少年非行防止対策事業 一般 694 694

青少年補導員活動の活性化に向け
た支援

青少年補導センター事業 一般 4,844 4,822

少年補導員活動 少年補導員活動 一般 4,743 4,649

タッチヤング活動の推進 タッチヤング活動 一般 325 291

少年サポート活動 少年サポート活動 一般 211 262

少年事件及び福祉犯罪の取締りの
推進

少年事件及び福祉犯罪の取締り 一般 233 163

薬物乱用防止等広報啓発活動の推
進

薬物乱用防止等広報啓発活動 一般 490 468

少年補導専門員委託教養の推進 少年補導専門員委託教養 一般 362 262

合　　　　計　（Ａ） 11,902 11,611
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 11,902 11,611

青少年相談員の育成と活動支援 青少年相談員設置事業 一般 23,527 22,490

青少年育成千葉県民会議事業への
支援

千葉県青少年協会助成事業 一般 40,329 40,329

その他 青少年女性会館運営事業 一般 31,376 31,347

合　　　　計　（Ａ） 95,232 94,166
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0

決算（見込）額
(単位：千円）

再掲予算事業名 会計

その他

９月補正後予算額
(単位：千円）

1
困難な状況や、特に配慮を要す
る子ども・親の支援

取組
番号

取組名 事業名

2
子どもの貧困問題への対応と経
済的支援

3 非行・犯罪防止と立直り支援

4
多様な主体による取組と関係機
関の機能強化

千葉県社会福祉協議会に対する生
活福祉資金貸付事業に係る事業費
や貸付原資の補助

私立高等学校等の入学金軽減・授
業料減免の補助

再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 95,232 94,166

書店・携帯電話事業者等への立入
調査の実施

青少年の社会環境づくり事業 一般 841 433

インターネット等の適切な利用に
向けた広報・啓発の強化

インターネット等の適切な利用に向
けた広報・啓発の強化

― ―

青少年ネット被害防止対策事業 一般 4,588 4,660

少年を取り巻くインターネット環境
浄化活動

一般 65 65

学校・地域住民等に対するネット
安全教室の推進

学校・地域住民等に対するネット安
全教室の推進

― ―

合　　　　計　（Ａ） 5,494 5,158
再掲事業の計　（Ｂ） 0 0
純計　（Ａ）－（Ｂ） 5,494 5,158
合　　　　計　（Ａ） 9,413,745 0 8,129,428
再掲事業の計　（Ｂ） 9,194,645 0 7,913,997
純計　（Ａ）－（Ｂ） 219,100 0 215,431

一般 219,100 215,431
特別 0 0
企業 0 0
計 219,100 215,431

純計の内訳
（会計別）

5
子どもを守る環境の整備と情報
化社会への対応

施　　　　　策　　　　　計

少年を取り巻くインターネット環
境浄化活動の推進

計数整理の結果、変動を生ずる場合があります。


