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息子が音楽配信サイトに接続し、音楽をダウンロードしようとした際に、外国人の裸の映

像が急に出てきて戸惑った。自動的に急に出てくるため、対処のしようがないことが問題

だと思う。なるべくそのサイトには近づかないよう言い含めたが、果たしてどうか疑問で

ある。音楽業界にはそのようなサイトが存在することをご認識いただき、しかるべくご対

処いただきたいと思います。 
（島根県・40代・男性） 

表現の自由には配慮しつつも、有害サイトは青少年が日常に見えてしまうという、特殊性

から、強い制約をかける法律を作るべき。サイトのサーバーの所在地等を特定できる仕組

みづくりをしたり、しつこい警告、強制取り締まりが必要。 

（宮城県・50代・男性） 

息子の少年野球チームのホームページに有害サイトへ誘う書き込みが毎日アップされた。

なんだか分からないような子どもがクリックしてしまう危険性があり、問題だと思った。

年度の切り替わりで、暗証番号を知っている人だけ書き込み可能なホームページにリニュ

ーアルした。有害サイトへの迷惑な勧誘は発信元をブロックしてほしい。 

（愛知県・30代・女性） 

有害な携帯サイトの氾濫。ＰＴＡ活動で、携帯電話情報の有害性に係る講座を設けている。

学校で子どもたちに対して指導することも重要ですが、現在の環境を子ども時代に経験を

していない保護者に対する指導が重要であると考えます。 

（埼玉県・50代・男性） 

インターネットでの有害サイトは無料で、いくらでも見られる環境。子供に対する教育、

有害（犯罪）に繋がる様な事に対しても無防備すぎるような気がします。 

（広島県・50 代・男性） 

インターネット上の書き込みから、本校生徒や生徒に関わる友人関係の情報を知りたく思

い、携帯電話の個人のプロフィールを紹介するサイトを中心に調べている時、偶然他の有

害情報にあたった。自己紹介ページの中に、暴走族グループに加入していることを自慢し

たり、明らかに未成年者であるにも関わらず、飲酒・喫煙・不純異性交遊を感じさせる書

き込みや、写真がのせられている。さらにこうしたページを無料で運用する為にアダルト

サイトや出会い系サイトの広告が張られている。生徒や保護者にこうしたサイトの問題点
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を伝え、安易な書き込みをしないように指導した。小・中学生の持つ携帯電話は通話機能

のみに限定するなどの行政指導が業界になされるとよい。 

（愛知県・50代・男性） 

有害サイトによる被害を研修会や日常の会話の中でいくつか聞いたことがある。相手に対

する中傷、記事、写真。有害サイトを摘発できるような有効な方法を考えていただきたい。 

（岐阜県・50代・男性） 

仕事でパソコンの設定をする為に自宅を訪問し作業をしますが、アダルトサイトを閲覧し

た履歴が残っていたり、お気に入りに登録されていたりします。親が気づいていない事が

多い様ですし、子供達が親にわからない様に設定し使っている。バーチャルな世界は子供

達に及ぼす影響がかなり大きい（信じ込み易い）ので、掲載されている事が事実であって

も、容易に閲覧できるのは良いことでない。 

（山形県・30代・男性） 

携帯電話等の有害サイト。しっかりとした取り締まりができていない。青少年育成市民会

議等の健全育成に携わる団体を中心に、地区内の環境点検を実施している。学校で PTA に

よる定期的な補導活動を行っている。青少年保護育成条例に基づく法令違反の取り締まり

を徹底する。非行問題強調月間（７月）健全育成強調月間（１１月）に合わせて、住民等

による浄化活動をより一層推進する。 

（福井県・40代・男性） 

インターネット上での有害サイト（アダルトなど）が氾濫し、誰でも簡単にアクセスでき

る（その気になれば小・中・高生でも）。未成年者にとっては刺激が強すぎて当人に相応

の分別や心構えが備わってないと、心理的に大きく影響を受け健全な成長に害を与える可

能性がある。生徒が被害者になることへの危険性と保護者への理解と協力。業界の自己規

制と違反者への罰則強化、法的取り締まりの強化。 

（秋田県・50代・男性） 

懸賞のサイトに応募しているのですが出会い系サイトが自動的に出てきてしまった。サイ

ト自体の管理すること。アダルトサイトへの接続を制限すること。 

（茨城県・20代・男性） 
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インターネットで調べものをしていたときに、全く別のサイトにとびびっくりした。サイ

トに繋いだら登録したと勝手に表示されたこと。 

（茨城県・20代・女性） 

自分のアドレスに送られてくる迷惑メールの多さから。特に最近はプレビューしただけで

有害サイトにつながるものが増えてきた。インターネット上の誰でも閲覧できる場に青少

年にとって有害な情報が氾濫していること。個人では対処の仕様がない。振り込め詐欺と

同様、行政の関係部署がちょっと知恵を使えば根絶できそうな気がするのに、見当違いな

対応策ばかりでうんざりしている。見当違いの対応策によって国民全体が被っている煩雑

さ、労力は大変なエネルギー量だと感じる。 

（大阪府・50代・男性） 

日常的にある事ですが、会社のＰＣメールを見ると毎日２０件ほどの有害メールと思われ

るメールが着信しています。これが一般家庭に届き、子供達が目にしたらと思うと心配で

す。こういったメールは興味をそそる誘い文句でアクセスを待っています。アクセスをす

れば有料となり、しつこく高額の料金を請求してくる様です。内容もかなりきわどい様で

す。こういったメールが家庭に届くとすれば問題だと思います。 

（佐賀県・50代・男性） 

20 年 11 月のホットライン（有害情報サイトの調査）活動をしていて。中学生対象に、売春

を誘う様な内容の記載があった。 

（大阪府・30代・男性） 

出会い系サイトにアクセスして性的被害にあった青少年に会った。未成年が性的被害にあ

うこと。青少年への呼びかけだけでは中々改善できない。18 歳未満立入禁止という場があ

る。青少年がアクセスできないような制度を考える必要があり、何でも自由でよいことで

はない。 

（北海道・60代・男性） 

前略プロフィールや、モバゲータウンというインターネットサイト等。生徒が保護者の知

らないところで、自分や友人の写真や実名を公表している。誹謗中傷やいじめの温床にな

っている。集会や講習会を開いた。国が未成年者にインターネット機能付きの携帯は持た

せてはいけないという規制をすべきだ。 



 110

（茨城県・50代・男性） 

私の個人のメールアドレス宛に有害なメールが多数おくられてくる。それは１日５０件以

上にもなる。私はそれら有害サイトとは一切関係がない。にも拘らず、どこで情報が洩れ

ているのか分からないが、あらゆる所からバンバンとメールが来る。どれも件名欄に、大

変いかがわしい文字が並んでいるので、子供が大きくなって漢字が読める年頃になると、

本当に危険だと感じている。これらのメールは全て開かずに削除しているが、どこから私

のメールアドレスを手に入れているのか、大変不気味である。これらの私が望まないメー

ルに関しては、迷惑メールの所へ届くように設定してあるが、迷惑メールであると報告し

ても、一向に減らない。どこで個人情報が洩れているのか、解明してほしい。日本は有害

情報に溢れていると思う。それもかなり激しいものが多すぎる。もっと規制してほしいと

思う。 

（岡山県・30代・女性） 

ネット上でのいじめ、裏サイト（自殺サイト、自傷行為の情報サイト）などの相談を受け

た事がある。生命の尊さに対する意識の低下。青少年及びその家族からの相談→「ここら

ぼ」などの情報提供、アドバイス。サイト及びネット等の制限を国から地域、学校、家庭

レベルでかけていく。 

（愛知県・40代・男性） 
 

インターネットの有害サイト(アダルト、薬物、ギャンブルなど)。青少年に見せたくない

必要のない情報がありすぎる。｢表現の自由｣についても考慮はいるが、規制は必要である。 

（徳島県・50代・男性） 

インターネットによるメールでのいじめを聞いた。インターネットによる有害サイトでの

ポルノ情報を知った（簡単に見ることができる）。インターネットの正しい利用として、

メール等の書き込みには発信者がわかるようにすること。 

（愛媛県・50代・男性） 

昨年の指導員研修会で、携帯電話またはパソコンでアクセスできる有害サイトが青少年の

間で拡大しているとのことであった。さっそく家のパソコンで検索したところ、これほど

露骨な SEX 描写や女性器などをあらわにした画像、動画が存在するとは思いませんでした。

分別のある年齢の大人が、このようなサイトを見る場合は、それなりの判断の中で見るこ
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とはできると思いますが、偶然にしろ、青少年達がこのようなサイトを見ることは非常に

刺激的で、好奇心を煽るだけだと思います。ストーカーや性犯罪に繋がる可能性も大であ

ると思います。映画や本は、かなり早い時代に１８歳禁止の具体的規制があるのに、イン

ターネットのサイトには、なぜ規制がかけられなかったのか、早く法制化すべきである。 

（東京都・50代・男性） 

インターネットで資料など調べ物をしていて、サイトへ入っていくと突然有害と思うサイ

トに飛び込んでいった。何気なくサイトにクリックしていくと、ＣＭかと思ったら突然有

害サイトに入ってしまう。よくわからないのでとりやめるしかない。成人でも驚くのだか

ら未成年者への影響は多大である。 

（富山県・50代・男性） 

学校裏サイトに生徒を中傷している書き込みがあった。書き込み以外に有害サイトに繋が

る書き込みがあった。生徒が興味半分に簡単に開いてしまう。裏サイトを閉じる様に管理

者に抗議したが、法的に問題無いと一蹴された。しかも、他のサイトに自動的に掲示され

る様になっていた。一度出た情報の回収は困難。県警に相談したが、法的には取り締まれ

ないとのことでした。何度か抗議をしたら元のサイトは閉じてもらえた。営利目的の業界

に倫理感や規制を望むことはできない。警察も法が全てである。ビデオや書籍が規制され

るのと同等に法整備をしていただきたい。 

（鳥取県・50代・男性） 

インターネットを使っての情報収集中。アダルト画像が簡単に入手できる。業界サイトの

提供側の監視の強化。 

（静岡県・30代・女性） 

ネットの裏サイト・闇サイトの影響は強いと思います。このようなサイトの管理人、運営

者をすぐに特定できる仕組みを作ってほしい。私の住んでいる羽生市では、悪書追放のポ

ストがあります。闇サイト等、有害サイトに広告を載せたら、罰金といった、広告主にも

責任を負わせるようにしたらよいと思う。年齢にしたがって携帯の機能を変化。 

（埼玉県・20代・女性） 

インターネットをしていると、猥褻な画像が添付してあるサイトに出くわした。青少年に

とっては、刺激の強い画像だったし、そこにアクセスすると法外なお金を請求されたりと、
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事件に巻き込まれたりする可能性があるのでは、と思ったから。有害サイト（猥褻なもの

や闇サイトなど）をなくしてほしい。サイトの運営者を特定できるようにし、罰してほし

い。また、有害サイトへ広告を出したら、その会社も罰してほしい。企業・行政が共に協

力しないと、有害サイトはなくならないと思う。 

（埼玉県・20代・女性） 

いつも見ている２チャンネルというサイトがあります。このサイトのトップページには楽

してお金儲けできるという CM サイトがあります。しかしこれらはかなり怪しい雰囲気があ

ります。この 2チャンネルは子供も見ています。子供ならすぐクリックしてしまいそうで

す。援助交際やサラ金業者のように思います。甘い言葉で呼び込まれそうな気がします。

２チャンネルという、とっても有名なサイトです。警察なども見ていると思いますのでそ

の都度通報すべきだと思うのですが・・・。 

（大阪府・30代・女性） 

女子生徒から直接、経験談を聞いた（継続的）。出会い系サイトや SNS で、不特定多数の

異性の大人と接触する中で、性的な被害を受け、学校生活・社会生活に対応できなくなる

事例多数。カウンセリング（自己肯定感の回復作業）、大人の研修講師（予防）による対

策。政治が本気になって規制を作る。規制に協力する民間に優遇措置。対処、予防教育を

学校制度内に。 

（茨城県・40代・男性） 

ネット内でお金が稼げるサイト。稼げる金額があまりにも多額すぎる。サイトを削除。規

制が必要。 

（愛知県・60代・男性） 

携帯電話のサイトにおいて、生徒が作成しているプロフへの書き込みがされ、知らない人

達の間で会話が成立していた。また、その内容から集団による暴力行為に発展してしまっ

た。誰からのプロフへの書き込みかわからないことが多い。友人になりすましての書き込

みから誤解をまねき、トラブルに繋がることが多い。事実に関して、教職員で情報を共有

する。保護者へ参観日等で情報提供と携帯電話の使用について指導した。トラブルに巻き

込まれたりした場合の相談窓口を知らせる。未成年（18 歳未満）の使用制限。 

（青森県・50代・男性） 
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個人が立ち上げたプロフに不適切な個人を攻撃する内容の書き込みがなされ、そこからい

じめへと発展してしまった。不特定多数が見ることができるプロフに書きこみをなされる

ことでその情報が急激に拡大し、特定の個人が攻撃される・根拠のない情報や内容が広が

ってしまう。匿名での書き込みができる為、悪意ある書き込みができる。書き込みを行っ

た者を特定し、削除するとともにそのプロフ自体も消した。簡単にＨＰ、ブログ、プロフ

等ができないようにする。匿名での書き込みも出来ないようにする。 

（栃木県・50代・男性） 

パソコンに有害な迷惑メールが多く入る。バイアグラ、SEX、援助交際など…数え切れない

サイトが時には画面付きで入ってくる事。青少年がこの様なサイトを目にするのは断じて

良くない事と思います。Norton、ウィルスバスターを入れ、毎回迷惑メールを除去します

が、限りなく入ってきます。プロバイダーに相談する予定です。海外の IT 社会に対抗でき

る技術向上を願うのみです。 

（広島県・50代・女性） 

ブログやプロフといったメールやインターネット上の掲示板において、友達を中傷する様

な書き込みなど悪口を記入すること。ブログに書き込むことから問題が発生する恐れがあ

る。インターネットの監視。 

（愛知県・40代・男性） 

パソコン又は携帯電話でインターネットをしている時。学校裏サイトや２ちゃんねる等で

の悪口やプライベートな事の書き込み（本人ではない人物によるもの）。ひどいときは実

名などが載っていたり本人の写真等がリンクされている。しかも、匿名で書かれているの

で学校裏サイトなどでは書かれた本人ではどうしようもない時がある。相談を受けたりし

ても気にしないでいるしかないと言うしかない。たかが悪口といって流さないで欲しい。

徐々にエスカレートして、取り返しのつかない精神的な傷を負ってしまっている時がある。 

（茨城県・20代・女性） 

家庭のパソコンでメール内容をチェックしていた時、セキュリティを低くしないと添付フ

ァイルが開けなかったので低くしたところ、懸賞金付きギャンブル情報や、今登録すると

100 万円が当たるチャンスといった情報などの、お金にまつわる情報が大量に届いた。さら

には、架空請求もあった。簡単にお金が手に入るかのような情報のため、興味本位で児童

生徒がやってしまう恐れがある。またポルノ情報もあり、問題である。セキュリティのレ

ベルを上げて対処した。架空請求は警察に情報提供した。情報の管理者を公認制、免許制
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等にしないと、有害（問題）情報は減ることはないと思われる。サイトの管理者や有害情

報への取り締まり、罰則適応を速やかにする。 

（富山県・50代・男性） 

生徒から実名入りの悪口が書かれたブログがあると聞いた。担任や生徒指導主事等が調べ

てみると、実際に実名での誹謗中傷が継続して書かれていた。ブログは、学校名や生徒名

から簡単に検索でき、しかも誰でも自由に目にすることができる。保護者にも連絡し、関

係生徒（複数）に指導を行った。警察サイバー対策室より、来校いただき、学年集会、保

護者会で講演していただいた。携帯電話に対する行政からの強い規制が必要（特に義務教

育の小・中学校の児童生徒の所持するものに対して）（親はほとんど子供の言いなりなの

で）。 

（富山県・50代・男性） 

インターネット上の掲示板。個人を中傷する書き込み。殺人予告。警察への通報。法整備

と書き込みをした個人の検挙。 

（福岡県・40代・男性） 

学校裏サイトで知った。広告の内容（アダルト・出会い系）。利用者の年齢を考慮した対

応。 

（福岡県・40代・男性） 

いわゆる学校裏サイト。アダルト画像の貼り付け。サイト管理人及び管理会社への削除依

頼。管理会社によるチェック、管理人に対する制限。 

（福岡県・40代・男性） 

学校裏サイトの掲示板に「○○中学校を爆撃する」との書き込みがあったことを聞いた。

新聞等で報道されたし、その学校の職員から学校が取った措置等を教えてもらった。学校

の生徒が安心、安全に学校生活ができなくなることや、対策に追われる学校関係者や、保

護者の心労が重なることが問題。その学校に取材をし、事件の状況や対策を教えてもらい、

県内の中学校へ知らせた。どの学校にも起こりうることであるという危機意識を伝えたか

った。厳しい法的規制を望む。 

（岐阜県・50代・男性） 



 115

研修の機会があり、携帯のプロフィールサイトに本校の生徒が登録していないかを検索し

てみた。その所、判定はできないが本校の生徒ではないかと思う内容がいくつかあった。・

誰でも見られる環境にあるのに平気で自分の情報を載せている・書き込みが自由で、実際

その事で悩んだ生徒がいた・このサイトで他校と繋がり問題行動等が起きた。携帯電話に

関するアンケートを実施し、実態把握を行い、使用や持つことの指導を行った。学校懇談

会等で保護者にも行った。大人や保護者に対する危険意識の向上を望みたい。 

（熊本県・60代・男性） 

ブログやプロフといったメールやインターネット上の掲示板において、友達を中傷する様

な書き込みをしたり、他校生に関する情報を公開したりすることによって、トラブルに発

展したことがある。書き込む側の匿名性と一度発信された情報が社会全般に一人歩きして

しまう危険性がある。生徒や保護者に対して機会を捉えては便利さの裏に潜む危険性につ

いて啓蒙し、携帯電話の学校への持ち込み禁止、不必要性を説明している。書き込みや掲

示板等の開設に対して、何らかの方法で一定の自己責任を課すなど対応してほしい。 

（富山県・50代・男性） 

mixi モバイルのトップページ（ログイン前）によく有害だと思われる官能小説へのアクセ

ス広告が載っている。mixi 自体すでに年齢制限を１５歳までに引き下げたので、こういう

有害サイトへの勧誘は問題かと思われる。誰もがアクセスできるものとして、こういう有

害サイトへのリンクを止めて欲しい。 

（神奈川県・20代・男性） 

携帯電話による、学校裏サイト。具体名をあげて、中傷等の書き込み。職員研修会で取り

上げ、現状認識を図り、生徒への指導を行った。学校裏サイトの禁止。 

（和歌山県・60代・男性） 

テレビ番組の特集で出会い系サイトについての有害性を知りました。相手が特定できない

状況のコミュニケーション。未成年も誰でも簡単に入れること。出会い系サイトを規制す

る。法律の強化。 

（茨城県・20代・女性） 
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女子中学生の「出会い系サイト」の利用で被害にあった。青少年を育てるべき大人として、

未成年者に害を与えた。「出会い系サイト」の危険性を再三校内で指導している。加害の

大人にもっと重い罪を！。 

（山形県・50代・男性） 

インターネット 2ちゃんねる。表現の自由の基に、ひわいなＶＴＲ、写真やプロフの中傷

記事等は青少年の精神発達に悪い影響を与え、イジメの温床となっている。法規制を強化

すべき。 

（群馬県・60代・男性） 

携帯電話の出会い系サイトで援助交際。サポートセンターと協力で女子中学生を集め、人

の誘いに乗らない様説明した。 

（山口県・60代・男性） 

日常に電話で相談を受けており、相談の際、有害情報に接した旨の相談を受けることがあ

る。興味本位でアクセスして、不当な登録料、利用料金を請求された。相談を受けた方に

対処法をお話するなどしている。 

（岩手県・40代・男性） 

保護者が有害サイトの状況を理解、知ることが必要。そのために保護者の勉強会が必要で

す。おやじの勉強会を開いています。 

（島根県・50代・男性） 

自殺サイトを聞いた。自分と他人の命を軽んじる行為を煽ることです。サイト運営者はそ

れを愉快にしていることです。無責任で卑劣です。監視の強化、サイトの閉鎖。 

（鳥取県・50代・男性） 

Web サイト上で、恒常的に垂れ流されているポルノ映像の事態は憂慮すべきものである。無

料有料を問わず性器或いは、性描写がいつでも誰でも見られる社会が健全である訳がない。

更には、サイト掲示板でのふざけた、時には暴力的な表現は現代人の思慮のなさが表われ

ていて不快極まりない。時々、サイトはチェックするが、もちろん能動的にサイト閉鎖さ

せることなど出来ようもない。法整備の遅れは、従来より指摘されているところであるが、
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制作者やユーザーの自主自律を待っていては、常に犯罪が起きてしまってからでは後手に

なってしまう。 

（岩手県・50代・男性） 

インターネットを利用したチャット、掲示板、学校裏サイト等、生徒の会話から情報を得

たり、実際の確認の為にアクセスしたりして実情を知った。利用者同士は情報の発信源を

把握できず、真偽の判断をする根拠がないまま情報に踊らされ、トラブルの原因となる。

場合によっては金銭、更に度を越すと生命に関わる問題に発展しかねないと感じる。生徒、

保護者への啓発（DVD 視聴・講話等）。学校裏サイトに関しては閉鎖してほしい。 

（岐阜県・40代・男性） 

出会い系サイト。女子高生などが出会い系サイトを通じ、家出等の手助けをする大人がい

ること。出会い系サイトの危険性を話す。 

（東京都・40代・男性） 

有害サイトの罰則強化。青少年専用の携帯電話をつくること。回覧板による呼びかけ。町

会による見回り。テレビコマーシャルでの啓発、各家庭へのパンフレット。 

（東京都・40代・男性） 

生徒より、多数の本校女子生徒がプロフ管理サイトに登録し、自分に関する個人情報を公

開しているとの情報が入る。その為、複数の教職員でプロフ管理サイトの検索を行って生

徒のプロフを発見した。そのプロフには生徒の顔写真（主にプリクラ写真）が掲載されて

いる他、生徒によっては、メールアドレスや学校名、自分の名前を公開している生徒もい

た。プロフ上に各個人を特定できる様な情報（顔写真、メールアドレス、学校名、名前等）

が公開されており、事件に巻き込まれる可能性を感じた。自分の個人情報をプロフ上に公

開している生徒と話をすると、生徒はこのプロフを不特定多数の者が見ていると言う自覚

がなく、危機感を全く持っていなかった。また、生徒が公開している写真（主にプリクラ

写真）にはプロフの持ち主だけではなく、その友人も一緒に写っており、他人の顔写真も

許可なく公開されていた。プロフを公開している生徒の内で、個人を特定できた者には、

本人及び保護者と話をして、プロフ自体または個人を特定できる様な情報の削除を行わせ

るとともに、その友人にもプロフの危険性を伝える様に話した。また、臨時の全校朝礼を

持ち、生徒指導主事より、全校生徒に対してプロフの危険性を伝えた。未成年者が使用で

きないなどのプロフ管理サイトへのある程度の規制をお願いしたい。 
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（香川県・50代・男性） 

サイバーパトロールで出会い系サイトを監視した際。出会い系サイトは何らかの犯罪に巻

き込まれる恐れがあるため、行政や学校、ＰＴＡ等が運動して対応していただきたい。 

（栃木県・60代・男性） 

携帯のネット上にて「掲示板」を調べていた時に有害サイトにゆきついた。年齢認証など

が無く、入ることが可能であった。誰でもそこを見ることが出来る。現在サイバーボラン

ティアとして活動中であります。取り締まり強化を望む。 

（岩手県・40代・男性） 

有害サイト。インターネットのサイト。いかがわしい広告を勝手にメールで送りつけてく

る。 

（東京都・40代・女性） 

高校生の子供がいるので、２ちゃんねるで模試についての情報を検索していると、高校生

が書き込みをしているスレッドがたくさんありました。その書き込みにさらに他の情報を

得るためのアドレスがのっているのですがそれをクリックすると、出会い系やアダルトサ

イトの広告が画面にあらわれました。あまりに簡単にそういったサイトにアクセスできる

のに、驚きました。高校生が気軽に参加したり、見ているスレッドのなかで、他の情報を

見ようとしただけなのに、クリックするとアダルトサイトや出会い系サイトの広告（かな

り刺激的な画像）が現れるのは問題だと思いました。多くの高校生はそんな広告を見たら、

ついそのサイトを見てしまうと思います。高校生がアクセスするサイトには、アダルトサ

イトや出会い系の広告は制限が必要だと思います。スレッドの中のアドレスをクリックす

ると広告が出てくる所が巧妙だなと思いました。学校からのお手紙等、上から目線の情報

では、怖さを知って欲しい子を持つ家庭ほど、親まで届かない場合が多いようです。子供

たちに人気があるテレビ番組の合間に、アニメーションやショートムービー等で、視覚に

訴えてみると、効果的ではないかと思われます。危険性をどんどんオープンに世の中に広

めて、小さい子も自然に怖さを知ることができると嬉しいです。 

（山梨県・40代・女性） 

”学校裏サイト”なるものがあることを聞いた。そこには友達の悪口、中傷が書き込まれ

ているという。”学校裏サイト”はキーワードを知らないと入っていけないそうである。

特定の数人の仲間が他人の悪口、中傷を行っているので、いじめに発展する恐れがある。
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ある生徒からの情報によって発覚し、悪口、中傷を書いた生徒と保護者とを呼び指導した

が、携帯電話やインターネットの扱いは生徒の方が進んでいるので、学校の対応はどうし

ても後手になる。教員、保護者、社会教育指導者を対象にした携帯電話、インターネット

などの裏サイトに関する研修会を開いてほしい。 

（島根県・60代・男性） 

ホームページ上にある、自分のメールアドレスからメールが来て、そこを開いたらアダル

トサイトへ行った。インターネットでは当たり前の事だが、アダルトサイトの凄さに驚い

た。見たくないのに、インターネットだとそのサイトに行ってしまう時がある。メルアド

を変える。しかしメルアドが変わった事を知らせる手間があり、大変だった。アダルトサ

イトの規制。 

（福井県・50代・男性） 

出会い系サイトの使用ができないようにする。以前から、ピンクチラシ撤去運動を PTA が

中心となって行っている。有害環境関連の出版・マスコミ・通信業者に青少年に悪い影響

を与える諸々のものに対する規制の方向で、対策を講じることも並行して取り組んで頂き

たい。 

（高知県・50代・男性） 

某サイトは、有害サイトに誘導するようになっていて、その出会い系サイトに注意したが

改善しようとしない。パソコンのフィルタリングも必要。一見有害でないようでもリンク

をたどると有害に誘導するサイトが少なくない。 

（大阪府・60代・男性） 

日本で犯罪とされている大麻取り締まり法が憲法違反であるとして、大麻使用を広く進め

ている。このような情報に惑わされないように、機会があるごとにマスコミなどに広報活

動を行っています。青少年に有害サイトとして子供の目に触れないようにしてもらいたい。 

（東京都・40代・男性） 
 
 
 
 
 


