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第３章 第１節 調査票 

１．広告物・チラシ 

第３章 お寄せいただいたご意見（抜粋） 
 

第１節 調査票 

 

１．広告物・チラシ 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

渋谷クラブ通り、ホテル街、駅周辺をパトロールしていた時に電話ボックス内の床に

ピンクチラシがまかれていた。 

＜青少年にとっての影響＞ 

通学途中の生徒や遊びに来た青少年が面白半分に電話を掛ける、法外な金額を要求さ

れる、脅されるなどの犯罪被害につながりやすい。 

＜取り組んだ事例＞ 

気がついたら随時回収している。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

地域が連携し、気がついたら回収することを通達して欲しい。 

（東京都・男性・40 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

青少年を誘惑する甘い言葉の広告チラシ（きみはこの友達にすぐ電話してください等）

が学校付近の電柱に貼付されていた。 

＜青少年にとっての影響＞ 

上記電話番号を知った青少年のなかには、電話して深入りし、問題児になった。（学校

の授業中に友だちを少女売春に誘う等） 

＜取り組んだ事例＞ 

電話の相手方に申し入れ、警察と一緒に中止等を求めるとともに、PTA に問題提起をし

た。その後一ヶ月くらい（イタチゴッコ）の間に相手側がいなくなった。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

警察関係との連携を早くし、適切に処理すべきだ。 

（岐阜県・男性・70 歳以上） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

名古屋駅前で、広告入りのポケットティッシュを配っていた。若い男性が配っていた
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１．広告物・チラシ 

が、ホステス募集の案内だった。ティッシュは欲しい人も多いが、中身（広告）は問題

である。 

＜青少年にとっての影響＞ 

今の青少年は見た目では年齢不明に見える。バイト（配布する人）も、早く終わりた

いのか、あまり考えて配っているようには見えなかった。 

＜取り組んだ事例＞ 

何ともしようがない…。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

規制していると思うが、きちんとして欲しいと思います。 

（三重県・女性・30 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

繁華街にほとんど裸同然の女性をモデルとした巨大な看板があり、また同様の姿で客

引きをしていたのを目撃し、非常識であると思った。 

＜青少年にとっての影響＞ 

近くを歩くことすらはばかられるし、また法律的にそういったことが許されるのかが

疑問であった。 

＜取り組んだ事例＞ 

早速警察に報告した。法律的に基づく撤去はできなかったが、業者と交渉した結果、

撤去できた。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

ひどい広告物に対して法令や条例で取り締まらねばならないと考えている。業界に対

しては一層の自粛を求める。 

（神奈川県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

街で出会い系サイトのチラシを配布していた。 

＜青少年にとっての影響＞ 

児童が福祉犯の被害に遭うおそれがある。 

＜取り組んだ事例＞ 

警察の少年課に調査依頼をした。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

警察と行政が地域社会（町内会、子ども会）等と解決策について話合いを持つことが

必要である。 

（福岡県・男性・60 代）
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２．自動販売機 

２．自動販売機 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

市街地や農村部にいかがわしい自動販売機が設置されている。名前も「こっそり堂」

と表示してある。 

＜青少年にとっての影響＞ 

少年でもいつでも買える。 

＜取り組んだ事例＞ 

十年以上前に地域のボランティアと一緒に場所を提供している人のところに青少年に

不健全なので止めて欲しいと話したことがある。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

いくら未成年が買うことができないと言っても、誰もいなければいつでも誰でも買え

る。名ばかりの 18 歳未満禁止は効果がない。 

（岩手県・女性・50 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

奥州市近郊にはいまだにアダルト本自動販売機があります。 

＜青少年にとっての影響＞ 

深夜徘徊や性非行につながっている。 

＜取り組んだ事例＞ 

少年センターには報告している。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

本を製作している会社や仕入れの会社を規制できる条例を定めたり、自主規制をお願

いしたりすべきではないかと思う。 

（岩手県・女性・40 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

現在自販機はすべて撤去された。それまでは遠隔操作で販売禁止にされるよう設定さ

れていたが、服装を変えていくと販売可になった。 

＜青少年にとっての影響＞ 

18 歳未満禁止の DVD、女性の下着等が売られていて、驚いた。 

＜取り組んだ事例＞ 

県を通して業者に通報。立会いのうえ確認し撤去要請、その効果で販売されていない
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２．自動販売機 

が、しばらくすると以前の状態に戻っている。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

対面販売のみとし、自販機はすべて禁止にすべきである。 

（滋賀県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

小中高校生が通学する県道に有害図書の自販機が設置された。土地を提供された方は

有害図書を販売するための自販機が設置されるとは知らされていない。 

＜青少年にとっての影響＞ 

子どもたちの通学路に設置されており、思春期の子どもの性教育上大変好ましくない。 

＜取り組んだ事例＞ 

青少年育成町民会議で関係機関と相談し、取り組んだが、撤去させることは法的には

難しい面がある。その後、数年してその場所からは撤去されたが、近くの場所に設置さ

れることとなった。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

国で有害図書の自販機がどこにでも設置することができない法的な対策を強く望みま

す。(市町村での取組には限界があるので) 

（宮崎県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

地元の青少年健全育成委員から聞き知った。 

＜青少年にとっての影響＞ 

18 歳未満が興味本位、珍しさから購入する機会が発生する。性への異常興味、女性の

下着等への興味を誘う。 

＜取り組んだ事例＞ 

地権者へ設置拒否、賃貸契約の打ち切りを要請し、理解を求めた。地元住民には機器

撤去要望を行うよう依頼した。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

県、国の規制強化。利用者への規制監視体制強化を望む。 

（岐阜県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

街の青少年町民会議で町内に一ヵ所、有害自動販売機が設置されたと聞き、町全体で
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２．自動販売機 

取組ました。 

＜青少年にとっての影響＞ 

容易に青少年が購入できるので性犯罪を助長する。 

＜取り組んだ事例＞ 

町全体で自動販売機設置業者及び地主に撤去の申入れをし、撤去した。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

行政は、業界などを市の条例などで厳しく取り締まり、行政と市民が連携をとり頑張

っていかねばならない。 

（佐賀県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

月 1 回の情報交換会(理事会)で、市街地の田んぼの中に自販機（如何わしい）が設置

されている旨の情報を得た。 

＜青少年にとっての影響＞ 

いたずらに青少年の性に対する刺激が強くなり、それが高じて婦女に対する暴行に至

るのではないかと危惧される。 

＜取り組んだ事例＞ 

自販機を設置してある田んぼの地主に抗議したが、なかなか理解が得られない。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

行政が取締りを強化できる法の改正が必要ではないか。 

（大分県・男性・70 歳以上） 
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３．携帯電話 

３．携帯電話 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

無料のゲームサイトの案内がメールで頻繁に送られてきます。アドレスを外部に出し

たのは販売店の会員になる時だけだったので、その際のアドレスが使われているとしか

考えられない。その販売店は既に廃業し止めさせることができない。アドレスを変える

にも色々なところに影響するため大変です。ただ削除するしかありません。 

＜青少年にとっての影響＞ 

ゲームサイトは出会い系サイトにも繋がると聞いております。ひとつも良いところは

ないと思います。 

＜取り組んだ事例＞ 

特別な取組はしていない。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

業界のモラルを高めてほしいが、青少年を食いものにすることを本当に止めて欲しい。 

（秋田県・男性・50 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

自転車に乗りながら携帯電話を使用していた。電車の中で女子高生が携帯電話で面白

半分に出会い系サイトにアクセスしていた。 

＜青少年にとっての影響＞ 

事故につながる危険がある。また、大人と出会い、不純異性交遊まで至る危険がある。 

＜取り組んだ事例＞ 

青少年育成員で携帯電話の危険性を知らせるパネルを作成し、展示している。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

未成年者の酒たばこを禁止するのと同じように、携帯電話も通話とメール以外は使用

できないよう規制を望む。 

（埼玉県・女性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

高校生が出会い系サイトで知り会った男性と一度食事をしてしまったら、男性に関わ

る女から電話があり脅されて、お金を要求された。 

＜青少年にとっての影響＞ 

心身ともに傷つき、勉強に支障をきたす。 
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３．携帯電話 

＜取り組んだ事例＞ 

警察に相談するように教示した。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

子どもや親に携帯電話の怖さをもっと知らせる。広報する。 

（長野県・女性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

私の場合、携帯電話によくいやらしいメールや、裸の写真が届いたりする。すぐに消

去しますが、相手は男女わからずにランダムに送っているようで、気持ちいいものでは

ありません。思春期の子どもたちが興味本位に見たらと思うと怖いです。実際に友達の

主人がこういったものを利用して数人の女性と付きあったと聞いたことがあります。 

＜青少年にとっての影響＞ 

良い影響は与えないと思います。性に対して興味をもつころに、携帯電話やインターネッ

トを親の目の触れないところで利用してしまう、やはり親の目に触れないというのが怖いで

す。 

＜取り組んだ事例＞ 

自分が気を付けているだけで何の取組もありません。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

携帯電話やインターネットでこういった規制はできないでしょうか。 

（京都府・女性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

携帯電話での出会い系サイトにより被害を受けた女子中高生の問題を耳にします。こ

の問題は家庭にも問題があると思いますが、大人にも責任があると思います。市内での

事例はすべて警察により検挙されましたが、こうした問題がなかなか無くなるものでは

なく頭を痛めています。 

＜青少年にとっての影響＞ 

被害に遭った青少年にとっては肉体的にも精神的にも負った傷は消えません。中には

非行に走るものも出てくる可能性も否めません。精神的な影響が心配です。 

＜取り組んだ事例＞ 

集会を開催し、文部科学省委託事業で配布された「ちょっと待って、ケータイ」「ケータ

イに潜む危険」の DVD等を見ることや、警察のサイバー担当官の講話等を行っています。 
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３．携帯電話 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

この問題についての資料がまだまだ不足していると思います。青少年にも大人にも、

有効な啓発ができるような資料を作って欲しいと思います。 

（宮崎県・男性・60 代） 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

時・場所・状況を気にせず携帯電話によるメールを受信し、返信している。 

＜青少年にとっての影響＞ 

授業中、家族との食事中など構わず返信をする(相手に嫌われないため)。特に食事中

など家族の団らんがなくなる。真意が伝わらずトラブルのもとになる。メールに頼りコ

ミュニケーション能力に欠ける。 

＜取り組んだ事例＞ 

先生を対象に講演会を開催した。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

児童・生徒・保護者に携帯電話の危険性について啓発する場を考えて欲しい。 

（神奈川県・女性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

携帯電話にフィルタリングをかけているにもかかわらず、迷惑メールが入ってくる。

出会い系の誘いのような文章だけのものが多いが、時にはメールを見ただけで、エロイ

画像付きで(女性の裸で動画)あったりしてびっくりした。 

＜青少年にとっての影響＞ 

どこもクリックして開けてもいないのに画像まで見れてしまうのはショックだろうし、

好奇心からクリックしてしまい高額請求されたり、出会い系にはまってしまったりする

子もいると思う。 

＜取り組んだ事例＞ 

お友達のお母さん同士で会った時に話題にし、「フィルタリングをかけてあるから安心

と思ってはいけないよね！」という話をした。また、携帯電話会社に、迷惑メール情報

をメールで送っておきました。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

フィルタリングをすり抜けて入ってくる迷惑メールがあまりにも多いので、もっと取

締りを強化して欲しい。また、保護者にもフィルタリングをかけていても安心できない

ことを知らせるべきだと思う。 

（島根県・女性・40 代） 
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＜有害情報を得たときの状況＞ 

警察署管内の 7 つの中学校を中心として協助員も 7 班に分かれて活動しています。女

性協助員と幼、小、中、高のお母さんたちと年 1 回「母の想いを語る会」を開催して 12

回を迎え、今、一番母として心配している携帯電話の取扱いについていつも話が弾んで

います。子どもの友達の姿が見えない、料金等について悩みが多いようです。ある母親

は 25,000 円もの料金が請求された、無料というだけで自分の情報が漏れていたとか、目

に見えないだけに心配は大きいようです。 

＜青少年にとっての影響＞ 

情報社会だから知っておくことは大切ですが、奥に潜む危険の方が多いと思う。 

＜取り組んだ事例＞ 

生徒たちがどんな考えを持っているのかということを知るうえで、私の班では、地区

の実生保護女性会と保護者が一緒になって中学生と話合う場を設けました。今回は 2 回

目で地方紙でも取り上げてくれました。生徒たちの本音が聞けるいい会ですので他の団

体と協力して取組を続けていきたいと思っています。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

携帯電話の危険性や使用する場合の家族とのルール作りを生徒たちに学習させる場を

作って欲しい。 

（岡山県・女性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

知合いの娘で高校一年生の子が無料の出会い系で知り合った男と徳島市内で友達と一

緒に会い、夜に二人きりのデートに誘われたと聞いた。 

＜青少年にとっての影響＞ 

友達から教えられたサイトにアクセスしたら今のようになったらしい。出会い系サイ

トに登録するような男はまともな神経はしていないし目的は一つ。この場合は親が気を

付けていたから一回会っただけで終わったようだ。 

＜取り組んだ事例＞ 

その知合いに対しては携帯電話を買い与えるだけでなく金額・メール・電話など細か

くチェックすることが必要で、また出会い系サイトの登録を拒否できる方法があること

を教えました。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

携帯電話は便利な反面、真偽を問わず情報を取り込むことができるので怖いです。大

人でさえも翻弄されかねません。業界も売るだけの商売は辞めて未成年に対しては有害
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３．携帯電話 

サイトにつながらない携帯電話を販売して欲しい。学校と親が連携を密にして未成年に

売る条件を厳しくして欲しい。行政も条例を厳しくして介入して欲しい。 

（徳島県・男性・60 代） 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

自転車で道路の右側を集団で走行しながら、携帯電話でメールをしていた。 

＜青少年にとっての影響＞ 

規則の軽視につながる。 

＜取り組んだ事例＞ 

注意をするが、大多数は無視していく。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

学校・警察における指導を強化して欲しい。 

（徳島県・男性・50 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

詳しくは分かりませんが、色々なサイトがあり、個人情報も含め、非常に危険だと思

います。（青少年が携帯電話を使用することは） 

＜青少年にとっての影響＞ 

携帯電話はテレビ以上に中毒性があり、最悪の麻薬と何ら変わりないと思います。 

＜取り組んだ事例＞ 

行政関係団体が開催する携帯電話の危険性を訴える講演会を聞きに行きました。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

望んでもどうにもならないでしょう。 

（宮崎県・男性・40 代） 
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第３章 第１節 調査票 

４．雑誌・出版物 

４．雑誌・出版物 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

少年・少女漫画に過激な描写（暴力・性）が掲載されている部分が多く見られる。特

に少女漫画では、一見普通の漫画雑誌のようだが、内容はかなり露骨に性描写されてい

るものがあり、販売側も青少年に対する取扱いが難しいのではないか。 

＜青少年にとっての影響＞ 

現実とは異なることでも、漫画で表現されるままに受け取り、感じ取ってしまうおそ

れがある。 

＜取り組んだ事例＞ 

立入調査での有害図書類の区分陳列や表示の確認、青少年か判断できない場合の年齢

確認について指導を行い、協力を得た。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

関係業界への厳しい自主規制を望む。 

（北海道・女性・40 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

青少年育成の担当になって視点を変えたところから見えてきた。雑誌はかなり問題が

あるように思う。コンビニや本屋で買うことができる。専門の店が通学路にある。 

＜青少年にとっての影響＞ 

興味を持つことで他にやらなきゃいけないものに向かなくなる。 

＜取り組んだ事例＞ 

地域や市からの要請を受け、自分の地域をチェックして見ている。どういう場所にあ

り青少年にどうなのか情報を発信している。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

今後、情報を発信していただいて、たくさんのことから子どもたちを守っていくため

に協力しやすい方法を考えて欲しい。 

（宮城県・女性・40 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

特に指定されている雑誌類は包まれているが、コミック誌で規定されている掲載量未満

は OKということを悪用し、規定以内に納められている雑誌が野放しになっている。小中学

生といわず、誰もが目にすることができることが納得できない。性描写が露骨である。 
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第３章 第１節 調査票 

４．雑誌・出版物 

＜青少年にとっての影響＞ 

見られることは悪影響である。一般書店の店頭に置かれ、子どもの手に取れる。 

＜取り組んだ事例＞ 

書店のオーナーに包むようお願いしても法律的に許されていて断られる。理由、売れ

なくなる。(店としては売れたら良いという) 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

表現の自由にも制限を持ち込む。DVD の貸出しや販売のように別コーナー（18 歳未満

禁止コーナー）での販売にする法整備を行う。 

（滋賀県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

コンビニ書籍コーナーで暴力団関連雑誌が成人向け雑誌ではないコーナーで販売され

ていた。 

＜青少年にとっての影響＞ 

雑誌を読んだ場合暴力団はかっこいいというあこがれを抱かせる場合がある。読まな

くても暴力団は身近なもの、関心も持っている人がいると誤解を抱かせる場合がある。 

＜取り組んだ事例＞ 

暴力団関連雑誌を県条例に基づく有害図書に指定し、コンビニに立入調査を行い、青

少年への販売禁止と区分陳列を説明した。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

コンビニや書店における区分陳列を徹底して欲しい。 

（島根県・男性・30 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

書店やコンビニで女性コミック誌が一般の少女漫画と同じように陳列されており、性

描写の激しい有害な本を容易に立ち読みできる環境にある。また、有害図書であるとい

う認識すらないコンビニもあり、青少年が購入するおそれがある。 

＜青少年にとっての影響＞ 

漫画ではあるが性描写が激しく、知り得たことを興味本位で試してみたいという行為

に発展するケースなども考えられ、青少年の健全な成長に悪影響がある。 
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第３章 第１節 調査票 

４．雑誌・出版物 

＜取り組んだ事例＞ 

書店、コンビニ等への調査を行い、一般図書との区分した陳列と成人コーナーの表示

を指導し、本の中が見られないような処置（紐かけ、包装）をお願いした。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

業界は有害な図書を出版するのであれば、青少年には絶対買わせないという取組を業

界全体で行うべきではないか。また、大人は読んだ後の管理や処分を徹底し、青少年の

目に触れないような処置をとるべきである。 

（鹿児島県・男性・50 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

ゲームセンター隣にアニメ、雑誌、出版物の販売店があり、描写的に過激なものが多

い。 

＜青少年にとっての影響＞ 

成長期において刺激的過ぎる。 

＜取り組んだ事例＞ 

店主に未成年者への販売への注意をお願いすること。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

書籍販売店にも R18 等の指定を設けること。 

（栃木県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

街頭補導パトロール時、有害図書（雑誌）が公園内に散乱していた。 

＜青少年にとっての影響＞ 

青少年の健全な発達、育成を阻害するおそれがある。 

＜取り組んだ事例＞ 

回収し、廃棄処分を行った。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

販売等の自主規制、制限の強化を望む。 

（大分県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

学校近くのコンビニからエロ雑誌を撤去して欲しい。以前に比べビニール袋に入れて中

が見えないようにしてあるが、中には破って見る児童、生徒もいるのでよくないと思う。 
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第３章 第１節 調査票 

４．雑誌・出版物 

＜青少年にとっての影響＞ 

成長段階の児童、生徒にとっては刺激が強すぎる。 

＜取り組んだ事例＞ 

以前はエロ雑誌の表紙は店舗の外から見えるように置かれていたが、現在は見えない

ようにおいてある。PTA からの協力要請で。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

エロ雑誌の置き場は、どのコンビニでもレジから離れた場所にあるため、児童、生徒

が立読みしている状況があるので、レジの近くに場所を移動するよう指導して欲しい。 

（沖縄県・男性・50 代） 
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第３章 第１節 調査票 

５．ビデオ・DVD・CD－ROM 

５．ビデオ・DVD・CD－ROM 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

数年前よりパトロールで見かけたことがあった店舗ですが、あるビルの中に店の入り

口がありここは 18 歳未満の方は外側の入り口から入店してくださいとあった。その道路

側の入り口の中にはカーテンがあって、店の外側はガラス窓で中に陳列されている本は

表紙の写真が青少年には悪影響のある物が多くいかがなものかと思った。 

＜青少年にとっての影響＞ 

本と DVD の販売などされていますが、性的な欲望が強くなる影響があると思った。性

をもてあそび女性に対する思いやりの心がなくなるのではないかと思った。 

＜取り組んだ事例＞ 

私が所属していた千葉市青少年補導センター（現：サポートセンター）等で店舗の見

回りをしたことがあった。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

警察の方と一緒にパトロールをした方からお聞きしましたが、法的に違反していなけ

ればパトロールをしても何もできないのでしょうか。行政などで取り締まることはでき

ないのでしょうか。 

（千葉県・女性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

店内の一部分に 18 歳未満が入場できない部分があり、その中にはいかがわしい DVD や

いかがわしい性の器具が置かれ、テレビ映像が映されている。のれん越しに、その部分

を見ることができる。 

＜青少年にとっての影響＞ 

一時は家族連れが出入りしていたが、この頃子どもの出入りがなくなったが、夜間に

青少年が出入りしている模様。 

＜取り組んだ事例＞ 

警察官や補導（少年）センター職員及び補導委員が時々パトロールを実施している。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

取締りのための法律を厳しくすべきである。商業的すぎる社会のありように問題あり。 

（和歌山県・男性・70 歳以上） 
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第３章 第１節 調査票 

５．ビデオ・DVD・CD－ROM 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

以前、コンビニの人に聞いたところ、アダルト本の中の DVD だけが盗まれると聞いた。

その後アダルト本は、テープで見れないようになって盗まれることはなくなったと言わ

れた。青少年の「性」に対する思いの表れであり、非行に走ることに繋がる可能性もあ

ると思われる。 

＜青少年にとっての影響＞ 

万引きが増える事や、性犯罪につながる可能性があると思われる。 

＜取り組んだ事例＞ 

アダルト販売店の見学、間取り、販売店へのお願い(青少年への販売をしないように)

をした。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

販売店への指導の強化。 

（広島県・男性・50 代） 

 

 

- 40 -



第３章 第１節 調査票 

６．テレビ番組・ＣＭ 

６．テレビ番組・ＣＭ 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

暴力シーンがあたかも当然のように映し出されていたりする。また、食事の店で食べ

きれない量を次々と芸能人に食べさせる。 

＜青少年にとっての影響＞ 

現実であるとしても受け取る青少年は一方で暴力が日常茶飯事と感じてしまう。世界

で飢えている子どもたちが多い中で、過剰な量のメニューを食べ尽くすことにどんな意

味があるのか分からないのではないか。また、日本でも地震、津波、原発でちゃんと食

べられない子どもはどう思うか。 

＜取り組んだ事例＞ 

特別な取組はしていない。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

ファストフード店の CM のためにしている番組だと思うが、もっと別の内容に変えられ

るはず。「国民への配慮」という点を業界へ望むとともに、番組のありかたを根本的にか

えるべく行政の指導を望む。また、暴力が容認させないような、例えば番組の 10％を超

えてはいけないなどの規制が必要だと思う。 

（山形県・女性・50 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

地上デジタルに対応するためケーブルテレビになり、多チャンネルが見られるように

なったチャンネルの中には「アダルト」番組がある。 

＜青少年にとっての影響＞ 

子どもたちに刺激が強すぎる。 

＜取り組んだ事例＞ 

親に話したことがある。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

このような番組が有料チャンネルのセットの中に入っていることがないようにしてい

ただきたい。 

（徳島県・女性・50 代） 
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第３章 第１節 調査票 

７．ゲームセンター 

７．ゲームセンター 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

7～9 月の夏期巡回をしていた時、ゲームセンターへ 7～8人で立ち寄り 3度同じご婦人

に遭遇し、「何しているのか」「何故そんなことをしなくちゃならないのか」「必要ない！」

等の質問を受けました。巡回の理由を話しましたが、「ここは安全だ、必要ない」と取り

付く島もありません。なお、当人又は子どもがゲームをしていたのか確認できませんで

した。 

＜青少年にとっての影響＞ 

大人がゲームをしている背を見せていることは子供が正しいことをしていると思って

育つ。行く末が心配になります。 

＜取り組んだ事例＞ 

他の巡回の人にも情報提供しました。青少年センターから対応に関する指示はありま

せんでした。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

巡回に時折警察の方と回れたら良いと思います。 

（茨城県・女性・70 歳以上） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

中学校から 200ｍぐらいの所に「シューティングゲーム」のお店があります。「18 歳未

満禁止」等のポスターもないし、暗い階段を上がっていかなければなりません。 
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第３章 第１節 調査票 

７．ゲームセンター 

＜青少年にとっての影響＞ 

小学生、中学生の通学路でもあるので、子どもたちが入店して無用なお金を使ったり

エアガンを打つことに対して抵抗がなくなってしまう。実際に去年の夏祭りの夜店で買

ったおもちゃのエアガンで BB 弾を飛ばして怪我をしたこともあると聞いています。 

＜取り組んだ事例＞ 

管轄する警察署の少年係へ話をしました。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

少年係へ話はしたのですが、特に何もありません。行政の対応は遅いですね。 

（神奈川県・女性・50 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

ゲーム中の少年をトイレへ引きずり、現金を要求した。 

＜青少年にとっての影響＞ 

一回味を占めると、これからもこのような行動をとり、積み重ねると思う。 

＜取り組んだ事例＞ 

4、5 人でグループを作り、トイレなどを見回っている。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

少年か成人か見分けがつきにくいので、望むには無理がある。 

（鹿児島県・女性・70 歳以上） 
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８．カラオケ BOX・まんが喫茶・インターネットカフェ 

８．カラオケ BOX・まんが喫茶・インターネットカフェ 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

カラオケボックスを巡回中、部屋を暗くして抱き合ってソファーに横たわっている高

校生の男女を 2度見かけた。 

＜青少年にとっての影響＞ 

学生の時の軽はずみな行為が妊娠を伴う可能性もあるので慎重になるべき。学生生活

を変えてしまう可能性もあるので注意が必要です。 

＜取り組んだ事例＞ 

見かけた時は直接入ることができなかったので受付に行き、様子を見ていただきまし

た。その後もカップルの 2 人での入店の時、部屋が暗くないかなど注意していただける

よう声をかけました。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

カラオケボックスは中の様子がよく見えないところが多く、もう少し中を見られるよ

うに健全な雰囲気にできたら良いと思います。 

（新潟県・女性・50 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

カラオケ店の駐車場に、多い日は放課後の時間帯で 30 台ぐらいの中学高校生の自転車

が止まっている。人によっては保護者が車で送ってきている。 

＜青少年にとっての影響＞ 

カラオケ店は様子が見えないため、煙草やアルコールに接する機会になりやすいと思

われる。普通にカラオケをする点ではあまり問題はないと思うが、非行の入口になりや

すい点が懸念される。 

＜取り組んだ事例＞ 

同一校の生徒が多数にのぼる時は、学校にも通報している。店には警察の方と一緒に

行き、私服の若者には喫煙や飲酒がないよう、店での年齢確認を依頼した。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

カラオケ店への入店は、多くの学校が校則で禁止しているが、店側は入店を断る法令

はないので無条件で入れている。この辺に学校の校則と法令のずれがある。 

（香川県・男性・60 代） 
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第３章 第１節 調査票 

８．カラオケ BOX・まんが喫茶・インターネットカフェ 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

補導活動の折、立入先のカラオケボックス店長より、商業高校生（制服着用）の不純

異性交友があったと聞いた。最寄りの交番へ通報するよう助言する。 

＜青少年にとっての影響＞ 

健全な娯楽場として利用できない。 

＜取り組んだ事例＞ 

警察へ、カラオケ店内の不適切な行動を確認するよう依頼した。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

カラオケボックス内には死角となる場所が多い。ドアガラス等の改善等があればと思

う。 

（千葉県・女性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

街頭補導活動時に喫煙をしている少年たちと時々出会う。その時、直接少年たちから

出てくる言葉が、「カラオケ BOX なら見つからない」。 

＜青少年にとっての影響＞ 

高校生男女でカラオケ BOX に入るが、喫煙だけでなく、異性交遊問題も心配である。 

＜取り組んだ事例＞ 

店側の人にも注意するようお願いをする。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

青少年が入っている場合は、店側と一緒に立入りができるようにお願いしたい。 

（大分県・男性・60 代） 
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９．パチンコ店などの遊技場 

９．パチンコ店などの遊技場 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

明らかに高校生であるにもかかわらず、それもグループで入店。最近、店員もアルバ

イトが多いことや売上増を見込んでか、注意をする素振りも見せていない。 

＜青少年にとっての影響＞ 

たとえそういう施設(場)があっても、厳格に拒否、注意する営業者（大人）がいれば、

青少年が社会を甘く捉え、侮ることはない。 

＜取り組んだ事例＞ 

「君は高校生ではないのかい？」と少年に声かけをしたり、「ここは高校生が大手を振

って入れる場所なの？」と店員に注意を促す。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

すべきことは多々あります（行政や業界へ望む）。 

（兵庫県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

パチンコ店内で学生服を着たまま遊んでいた 3 名を見たことがあり、声をかけたとこ

ろ「関係ない」と言って店を出た学生がいた。そのことを店にいったところ、あまり気

にしていないような態度をとった。店内では、放送を通して 18 歳未満の入場を禁止して

いるのに店員は見て見ぬふりをしている。 

＜青少年にとっての影響＞ 

遊ぶ金欲しさの犯罪につながることが考えられる。 

＜取り組んだ事例＞ 

指導をした。(話で) 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

店の指導の強化、立入りをして欲しい。 

（広島県・男性・50 代） 
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１０．出会い系喫茶 

１０．出会い系喫茶 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

家出の娘が出会い系喫茶にいると地域防犯委員から連絡があった。確認のために喫茶

店に出向いたが、本人はいなかった。その後自宅に戻った少女の話を聞くと、家出に誘

われたのは携帯電話からで、興味半分に指定された場所（喫茶店）へ出掛けたとの話だ。

大きな問題にならなかったが、喫茶店が出会い系か否かが分かり難いのが少々不安だ。

テレビや携帯電話などにもっと神経を使って欲しい。 

＜青少年にとっての影響＞ 

誘惑される可能性が強い。少女の自宅は指導員の近くだから目が届いたと思う。 

＜取り組んだ事例＞ 

両親の相談に応じた。少女と話ができ、今はあいさつもかわすようになっているが、

気は緩めないで見守りたい。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

地域の問題（町内）まで、行政（警察）が目を光らせるのは不可能に近い。これは地

域のボランティアがしっかりやらねばと思います。 

（奈良県・男性・70 歳以上） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

出会い系喫茶営業が風営法により規制され、警察の取締りが強化されてきたことから、

最近では無届けの同種営業と考えられる形態の女子高生等を集めて営業する「J.K 喫茶」

や、TV タレントとしてスカウトされる可能性を売りに若い女性を集めて営業する「タレ

ント喫茶」等の名称でネット上や口コミ等で紹介・宣伝を行い、ウィークリーマンショ

ン等の部屋や看板等のないビル上層階の部屋等で営業する新手の営業が増加傾向にある。

未だにその実態がほとんど明らかになっていない。 

＜青少年にとっての影響＞ 

女子中高生が犯罪被害者になるおそれが大である。 

＜取り組んだ事例＞ 

学校の指導教員、PTA 等との連携によるパトロールの実施。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

地域、学校、警察等との情報交換、情報の共有化を進めること。 

（愛知県・男性・60 代） 
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１１．コンビニ・量販店 

１１．コンビニ・量販店 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

コンビニで男性向けの成人本がトイレの前に置かれているのは問題があると思われる。

奇抜な表紙も多い。 

＜青少年にとっての影響＞ 

公衆トイレが減少しつつある中、子どもたちや一般の人にとってコンビニはトイレを

借りたりできる場である。また子ども SOS 指定店になっているところも多く、子どもの

健全育成には問題があると思う。 

＜取り組んだ事例＞ 

お店の商品なので何もできない。自分の子どもがその表紙を見ないよう身体で隠した。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

成人向けの本をお酒などのところに移動することはできないだろうか。トイレの前に

は子どもの好きなアイスなども置いてあるし女性から見ても気分は良くない。 

（三重県・女性・30 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

コンビニ店の前の駐車場において未成年と思われる少年少女がたむろをしてたばこを

吸っていた。 

＜青少年にとっての影響＞ 

未成年での喫煙。 

＜取り組んだ事例＞ 

声かけ（少年たちがやっていることに対しては声をかけることができなかった。） 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

警察、防犯委員（数人）での見回り。 

（大阪府・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

コンビニが乱立している。 

＜青少年にとっての影響＞ 

24 時間営業しており、営業そのものが青少年にとって有害となっている。深夜のたま

り場となっている。 

＜取り組んだ事例＞ 
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１１．コンビニ・量販店 

特別な取組はしていない。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

便利な面もあるが、営業時間の規制を行うべきである。節電対策にもなる。 

（香川県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

24 時間営業のコンビニには雑誌コーナーがあり、目に余るアダルト雑誌が置かれてい

る。成人コーナーとして区別されているが、子どもたちが手に触れている。多くは少女

や若い女性の赤裸々な写真集である。成人コーナーとして区別はしているが自由に手に

とることが可能である。正に有害環境そのものであると思う。子どもたちが購入できる

漫画雑誌の内容も大きな問題を感じる。 

＜青少年にとっての影響＞ 

夜間の来客の少ない時間帯に中・高校生がたむろしている。実際に購入できるか分か

らないが、有害をもたらす環境である。適切な性の常識をもたらすものではない。 

＜取り組んだ事例＞ 

地域の補導センターの取組として巡回指導、補導などが行われているが、限られた時

間帯であり効果を発揮できているかは課題である。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

表現の自由とはいえ、成長期の子どもには大いに問題である。国・県を含め条例など

で規制する必要を感じる。漫画の内容にも規制が必要である。 

（高知県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

少年犯罪の上位に万引きが多い。自分の生活に密着したものが多いから（時には小遣

いが減るからともいう）。 

＜青少年にとっての影響＞ 

万引き行為が店だけで処理された場合、再犯につながり、遂には警察の関与を受ける

こととなり、結果として学校退学等の問題になってくる。 

＜取り組んだ事例＞ 

少年たちを更生させるために、初犯時に再犯者にならないよう生活指導を積極的にし

ている。 
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１１．コンビニ・量販店 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

量販店やコンビニは店内だけでなく、駐輪場にも防犯のポスター等を掲示して欲しい

と思う。バイクや自転車の窃盗も多発しているので。 

（奈良県・女性・70 歳以上） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

地域会議（青少年育成・非行防止の会議）における PTA からの情報。 

＜青少年にとっての影響＞ 

たかり・万引き・飲酒・喫煙の温床。暴走族の集結場所にもなっていて勧誘のおそれ

がある。 

＜取り組んだ事例＞ 

警察署において近隣住民代表、業者、非行防止団体、警察で対策について話合いを持

った。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

24 時間営業の店舗をなくして欲しい。 

（福岡県・男性・50 代） 
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１２．公園・空き地 

１２．公園・空き地 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

公園の公衆トイレの中に男女の学生が遅くまでいる。 

＜青少年にとっての影響＞ 

非行への移行、不登校などの拡大。 

＜取り組んだ事例＞ 

管理人への通報。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

学生への生活教育の充実。 

（岩手県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

町の中の裏通りの家に囲まれた道から遠いところにある地域の集合所の広場ですが、

地域の方々が使用中の特に夜、中学生、高校生、不良少年のたまり場になっていてうる

さいので注意すると逆ギレされるので困っているとの話を聞き、補導活動の時に行きま

したが、その日は青少年の姿がありませんでした。 

＜青少年にとっての影響＞ 

特に、中学生、高校生にとって有害少年、青年と係わる中で良くないことを教えられ

る心配があります。 

＜取り組んだ事例＞ 

警察も事件ではないので取り上げてくれませんでしたが、市内パトロールの時、広場

に姿を見せてもらえるだけでも良いのでと話してあります。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

住民パトロールの時、警察も忙しいので無理かもしれませんが同行してもらえると良

いと思います。 

（岐阜県・男性・70 歳以上） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

一級河川である神通川土手上の屋根・ベンチ付きの休憩所に、4年以上ホームレスが居

住していた。少年たちが興味本位に襲撃を行うことが懸念された。その後、ホームレス

は死去したが、その跡に「神通川大聖人」と書いた位牌のような物が設置された。 
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１２．公園・空き地 

＜青少年にとっての影響＞ 

人間の尊厳が否定されたような光景は、多感な少年たちの社会に対する信頼感が損な

われるおそれを感じた。 

＜取り組んだ事例＞ 

国土交通省から河川の管理を委託されている市公園緑地課に、位牌のような残骸の撤

去を依頼した。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

一級河川関連施設の不法占拠に対し、当初から断固とした措置を講じてほしかった。 

（富山県・男性・70 歳以上） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

人の目が届きにくい場所で、特に夜は要注意だと思います。未成年らしき人たちの喫

煙も見ました。ジュースボックスの設置は良いですが、椅子やベンチは必要ない気がし

ます。 

＜青少年にとっての影響＞ 

青少年のたまり場のような雰囲気がありました（少数ではありますが）。 

＜取り組んだ事例＞ 

警察の方と 19 時からパトロールを実施しましたが、早い時間のため、そのような人た

ちはいませんでした。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

市役所、警察、地域等が一体となって対策を考えて欲しい。 

（熊本県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

公園や空き地などに集合してバイクによる暴走行為が行われている。 

＜青少年にとっての影響＞ 

通報すれば警察が出動するが、逃走時に事故を起こす可能性がある。 

＜取り組んだ事例＞ 

毎年 8月 29 日には警察、補導員によるパトロールを強化。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

バイク等の逃走は深追いを避けるべき。事故につながってしまう。 

（沖縄県・男性・60 代） 
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１３．酒・たばこ 

１３．酒・たばこ 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

近くのコンビニですが、あまり年齢確認をしないでたばこを売っていると思います。

先ほどもお昼近くに行きましたが、スーっとたばことお弁当を買う学生がいました。自

販機では買えなくなりましたが、コンビニでは買えます。 

＜青少年にとっての影響＞ 

身体への害が心配です。 

＜取り組んだ事例＞ 

特に取り組んではいません。以前、「20 歳を過ぎている?」と聞きましたら、「親に頼ま

れて買って何が悪い」と言われてからは何もしていません。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

身分証明書の提示の徹底の義務化、喫煙の全面禁止を望みます。 

（北海道・女性・50 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

ドラックストアーにてたばこ（カートン）の万引きが多い。 

＜青少年にとっての影響＞ 

たばこ屋、スーパーでの万引きの件数は少なくなっているが、1件あたりの被害数量は

多くなっている（カートン販売）。 

＜取り組んだ事例＞ 

店にアドバイスをした。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

ケースに入れて販売してくださればなくなる。 

（山形県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

中学生男子が通学時や放課後にたばこを吸っている。お祭りの時、暗闇で酒を飲んだ

り、たばこを吸ったりしている。親もお祭りなのでと容認している。 

＜青少年にとっての影響＞ 

親子喧嘩、家出、万引き、犯罪や麻薬に手を出す危険。火遊びからの火災の危険。 

＜取り組んだ事例＞ 

地域全体で朝夕のあいさつ運動をしたり、吸殻を拾ったりしている。パトロールや声
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１３．酒・たばこ 

かけ等の見守り運動も行っている。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

共働きの家庭が多く鍵っ子だったり居場所がなく大人に目を向けて欲しくてたばこを

吸ったりすると話す。大震災もあったこの機会に助け合いの気持ちや親子の絆について

の教育を望む。 

（埼玉県・女性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

街頭補導中に少年が喫煙していた。 

＜青少年にとっての影響＞ 

少年時からの喫煙は肺がん、口腔がん、COPD などの病気になるリスクは非常に高くな

る。また生活の乱れにもつながる。 

＜取り組んだ事例＞ 

街頭補導員の定期的な巡回と発見した時その場での指導。警察署担当との連携による、

夜間街頭指導。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

未成年者に酒・たばこを売らないことの徹底。罰則を強めることが必要。保護者の中

には喫煙、飲酒を黙認しているケースもあり、罰則を含めた強い指導が必要。 

（新潟県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

中学生がたばこを吸っているという知らせがあり注意指導を要請された。現場に行っ

て、喫煙はよくないことを示唆すると吸殻などを拾い気持ちよく応じていた。 

＜青少年にとっての影響＞ 

体に悪影響、余計な出費、友人間における連鎖、同士が集まって無駄な時間、不良行

為に繋がる。 

＜取り組んだ事例＞ 

たばこの小売店主に未成年者への販売自粛要請。大手スーパーなどへの放送による未

成年者へ販売しない呼びかけ依頼。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

たばこ販売業界などで地道に未成年者へ販売しない取組を継続して行うこと。 

（鹿児島県・男性・70 歳以上） 
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１３．酒・たばこ 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

地域、地区での「祭り」で、大人が飲酒を勧めるらしい。(鬼太鼓 etc) 

＜青少年にとっての影響＞ 

激しい運動をした後、発汗している体に、アルコールは危険。肝臓の機能も未発達の

青少年にとって健康に悪い。 

＜取り組んだ事例＞ 

青少年に対して、自分自身で飲酒の勧誘があっても、断る勇気を持つよう指導を実施。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

祭りの際に青少年に飲酒を勧めるようなことは禁止するような文書を祭りの責任者に

発行していただきたい。 

（新潟県・女性・50 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

高校、中学校の先生たちとの情報交換の場においての情報提供。 

＜青少年にとっての影響＞ 

脳の発達に対しての衰えと、心身の衰えがあると思います。子孫に対しての影響は大

で、未熟児や脳の未発達者が多い日本になることでしょう。 

＜取り組んだ事例＞ 

コンビニ辺りでのパトロール。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

たばこの売上げが下がれば、税収減につながり、かと言って、青少年に対する心身の

衰えは社会問題に繋がる。大きな課題であると思います。 

（三重県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

中学生が喫煙をし、そのたばこを親のタスポを借りて自販機から購入したと聞き、驚

いている。 

＜青少年にとっての影響＞ 

健康被害 

＜取り組んだ事例＞ 

学校が親子を呼び、厳しく指導したそうです。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

保護者への指導強化（罰則も含めて）。 

（滋賀県・男性・60 代） 
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１３．酒・たばこ 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

夏休み、人通りの少ない道路で 6～7人で飲酒したり、たばこを吸ったりしていたのを

注意したことがあります。 

＜青少年にとっての影響＞ 

その辺ではもうやっていないと思いますが、他の場所でまたしているかも。注意して

も後は分からない。 

＜取り組んだ事例＞ 

警察に一応通報はしておいた。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

人の出入りや、通りから入った場所、公園や暗い場所の見回りを忘れることなく行う。 

（大阪府・男性・70 歳以上） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

直接本人から聞いたことだか、家の人から「家では吸っても良いが学校ではだめ」と

言われたこと。（本人はたばこを学校で吸ったので停学になった。） 

＜青少年にとっての影響＞ 

禁止事項でありながら家で認めていた。両親の常識が疑われるし、家庭教育に問題がある。 

＜取り組んだ事例＞ 

両親に指導した。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

学校での校則の徹底。 

（鳥取県・男性・70 歳以上） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

たばこの自販機を見に行った。それはあそこなら買えると口コミになっているものだった。 

＜青少年にとっての影響＞ 

青少年が簡単にたばこを手に入れられ、喫煙が増える。 

＜取り組んだ事例＞ 

自分ではないが、所属する会から店舗、取締機関に申し入れをした。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

対面販売の場合、年齢確認が怖くてできないという小売店もあると聞いた。限界があ

るが値上げが一番効果的ではないだろうか。 

（広島県・女性・50 代） 
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１３．酒・たばこ 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

青少年に声かけをした時喫煙していたので「20 歳以上でないとだめだよ、法律で決ま

っていますよ。」というと少年は「親父がくれるもん」というので、「家でお父さんと吸

っているの」と尋ねると、なくなったらカードをくれるという事である。開いた口が塞

がらない。父親に尋ねると仕方がないということ。誰が親を説得すれば良いのか？ 

＜青少年にとっての影響＞ 

何事も自分の思いどおりになると思い、団体生活の中では誰にも相手をしてもらえず

横道へ進んでいく事になる。非行少年へ。 

＜取り組んだ事例＞ 

父親に地域の活動参加を何度も勧めましたが、ＮＯの返事だけ。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

本人が社会参加する気があるかないかの問題だと思います。 

（福岡県・男性・70 歳以上） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

夏場に、巡回途中に小学校校舎２階に通じるベランダで酒盛りし、喫煙していた少年

に出会う。 

＜青少年にとっての影響＞ 

少年にとって将来に悪影響。群集心理で何を起こすか分からない。 

＜取り組んだ事例＞ 

学校・自治会・行政と相談。2階に通じるすべての通路に扉を設置、学校周辺の見回り

を行う。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

地方における学校などの公共施設・公園に自由に出入りができるのでもっと見張りを

行政などにお願いしたい。 

（長崎県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

夜間補導活動の際にコンビニエンスストア駐車場の片隅で成人に混じり数名の少年が

飲酒をしていた。成人男性の一人が「自分が少年たちを呼び、酒を飲ませた」と少年た

ちをかばった。それを先輩としてかっこいいと思っているらしい。 

＜青少年にとっての影響＞ 

このような考え方が少年たちの深夜徘徊を誘発し、犯罪につながるのではないかと思う。 
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第３章 第１節 調査票 

１３．酒・たばこ 

＜取り組んだ事例＞ 

現場にいた者たちへの指導と、地域青年会に対し、このようなことを許さないよう協

力要請をした。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

大人の飲酒、遊行目的の夜型社会の是正と、関連業界や団体との協力が必要である。 

（沖縄県・男性・50 代） 
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第３章 第１節 調査票 

１４．大麻などの薬物 

１４．大麻などの薬物 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

ある親しい人物の友人たちがクルージングの船上で大麻パーティをたびたび繰り広げ

ているとの情報を得た。 

＜青少年にとっての影響＞ 

未成年の非行が拡大していくと思う。 

＜取り組んだ事例＞ 

友人に話し、警察へ情報提供した。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

スピード感をもって対処して欲しい。 

（千葉県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

現在、薬物乱用防止指導員として各小中高校において教室等を開いて話をしているが、

教材を見ると青少年に多大な被害がある現状を知った。 

＜青少年にとっての影響＞ 

少子高齢化の時代、青少年が薬に手を出したら、健全な青少年が少なくなり、日本の

危機を招く。 

＜取り組んだ事例＞ 

小、中、高校へ出向き、啓蒙活動を行っている。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

薬物はほとんどが密輸である。行政は徹底して取締りをして欲しい。これらにより暴

力団の排除にもなる。 

（茨城県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

10 数年も前のことであるが、薄暮れに寺院の境内を散歩していたおりに、石段に座り

シンナーを吸引している少年(高校生)を見た。 

＜青少年にとっての影響＞ 

覚せい剤、大麻などの使用者の大半はシンナー経験者である。 

＜取り組んだ事例＞ 

学校へ通報すれば停学や退学処分になり得るので、その夜家庭訪問することを少年に
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１４．大麻などの薬物 

納得させて、両親と 4 人で話し合った。両親の協力も得て、一過性に終わった。早期発

見、早期治療！ 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

教育委員会、学校で年に１回は「～教室」を実施して欲しい。（資料などは保健所から

無料配布されるし、保健所や警察に講師を依頼すれば応じてもらえる） 

（香川県・男性・70 歳以上） 
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第３章 第１節 調査票 

１５．インターネット上の各種サイト 

１５．インターネット上の各種サイト 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

インターネットにピグという部屋があって自分の部屋がバーチャルな世界で形成され

ていて、子どもたちの交流の場になっている。ピグの中で悪口をいったり、いじめの相

談もしている。 

＜青少年にとっての影響＞ 

人と人とのかかわりが生活の中で築けなくなっている。インターネットの中で、本当

なのか、不確かな情報なのか、うその情報を優先に考えてしまっている。 

＜取り組んだ事例＞ 

身近な子どもたちに人と会って話し合うことを指導する。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

ピグのサイトでも悪口や嫌がらせがあったら、事務局で強制的に削除して欲しいと思

います。健全育成にはルールや手がかかるものだと思います。できないならば、サイト

は閉めて欲しい。 

（岩手県・女性・40 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

女子中学生が被害者となった、成年男性による出会い系サイトを利用した事件。 

＜青少年にとっての影響＞ 

大人のモラルの自覚で青少年が正しく育つ環境を。学校や地域のネットワークで防ぐ

ことができる。 

＜取り組んだ事例＞ 

携帯電話、インターネット上の危険なサイトに入らないための講習会。県警の青少年

担当者からの講演会などなど。しかし参加する人には情報が伝達されるが、認識して欲

しい人の参加が難しい。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

青少年育成ボランティアの方々の高年齢化によりネット社会に対する理解が進まず市

民レベルで対策を作ることに壁を感じている。 

（秋田県・女性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

インターネット上にはアダルトサイトが無制限に置かれている。一応年齢確認はする
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１５．インターネット上の各種サイト 

ことになっているが、誰がチェックしているのかも定かではない。サイトの中には性犯

罪を誘発させるような内容のものがあり、憤りを覚えます。 

＜青少年にとっての影響＞ 

性犯罪自体をスリルあるもの、仲間と楽しくするものと考えてしまうのではないか。

そもそも犯罪だと認識しなくなるのではと思います。 

＜取り組んだ事例＞ 

ホームページ等を作成している会社の方に制限方法はないのかと尋ねたことはありま

す。それ以上は特にしておりません。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

規制をして欲しい。法律で禁止すべきだと思います。 

（富山県・女性・40 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

インターネット閲覧時、キーワードでヒットするサイトに不適切なものが多く見られ

る（フィルタリングは適用していない）。 

＜青少年にとっての影響＞ 

性描写という表現を超えたもので、小・中・高校生に閲覧させるには非常に不適切、

不健全な性衝動を喚起する。 

＜取り組んだ事例＞ 

インターネット安心・安全講座において、保護者対象に注意喚起した（2年前まで講師

をしていた）。福井県が事業化している講座の要請も行い、講座を開催した。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

不適切なサイト運営業者の取締り（表現の自由を盾にさせない）。 

（福井県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

子どもがインターネットをしていてたまたま興味を引かれる広告がありクリックした

らアダルトサイトでした。ワンクリックで入ってしまいビックリしたようです。 

＜青少年にとっての影響＞ 

何も知らない子どもではどこから有料になるのか明確には分からないと思います。不

安になるのではないでしょうか。 

＜取り組んだ事例＞ 

変な広告サイトには入らない。間違って入ってもそれだけで料金がかかることはない
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１５．インターネット上の各種サイト 

と教えました。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

広告などのネットでの規制、法律づくり。 

（静岡県・女性・40 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

女子中学生からネット上のチャットで 26 歳の彼氏ができ「東京に来れば帰りの旅費は

出してあげるからおいで」と誘われ行きたいという話を聞いた。 

＜青少年にとっての影響＞ 

何かのきっかけで本当に東京へ行きその相手と会ってしまったらトラブルに巻き込ま

れる危険がある。 

＜取り組んだ事例＞ 

本人の話をじっくり聞いた上で、26 歳で中学生とつきあう男はリスクが高いというこ

とを最後に伝えた。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

青少年がネット上で出会いを求めることとそれに対して誘いをかける大人を規制すべ

き。 

（島根県・男性・30 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

中学生風の少女と大人の男性が関係している場面を無修正でインターネット上で放映

している。 

＜青少年にとっての影響＞ 

性に関する歪んだ知識を得て、反社会的行為に結び付く可能性が高い。 

＜取り組んだ事例＞ 

青少年の健在育成に関する研修会等で、改善に関する意見をいただいているが、対応

しているか具体策が見えない。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

青少年の多くがインターネットを活用しており、性描写を中心とした有害サイトに対

する罰則を厳しくして、取り締まってもらいたい。行政に対して、チェック機能を強化

してもらいたい。業界に対して、自主規制体制を強化してもらいたい。 

（沖縄県・男性・60 代） 
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１５．インターネット上の各種サイト 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

市町村別に援助交際の情報が出回っている。 

＜青少年にとっての影響＞ 

売春、買春につながる。 

＜取り組んだ事例＞ 

県内警察の会議で話をしました。サイバーボランティア（たった 2 名）が見張ってい

ると聞きました。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

携帯電話やパソコンのフィルタリングの法制化、悪質なサイトの取締り強化をして欲

しい。 

（千葉県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

無修正のアダルトサイトに安易にアクセスできる。 

＜青少年にとっての影響＞ 

性的に不十分な知識の青少年に間違った知識を与えてしまう。好奇心を簡単に満たす

ことでいろいろなものに安易さを感じさせてしまう。 

＜取り組んだ事例＞ 

センターへ情報（サイトアドレス）の通報。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

フィルタリングのさらなる設定促進を行政、業界が啓発して欲しい。（海外サイト等の

関係もあり、取締りに限界がある以上、見ない努力を！） 

（千葉県・男性・50 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

スマートフォンによるゲーム各サイト。母親の携帯電話管理が悪く、子どもが気軽に

使用し接続。親が開いて、見たことのない画面で驚いた（相談に来た）。 

＜青少年にとっての影響＞ 

子どもの携帯電話にフィルタリングをかけても、親の携帯電話の管理状況（いつでも

子どもが使える）によっては危険がある。 

＜取り組んだ事例＞ 

各種会議で危険性を話しています。 
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１５．インターネット上の各種サイト 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

TV、ゲーム、携帯電話の使用時間の PR を。自由に使わず、長時間使用の悪影響をもっ

と強く指導。 

（長野県・男性・70 歳以上） 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

「市内の女子高校生がネットで知り合い、関係を持った。親から警察への通報で分か

った。」と新聞報道で知った。 

＜青少年にとっての影響＞ 

精神、肉体的にもまいってしまうのではないか 

＜取り組んだ事例＞ 

市内の高校生にはＭＳリーダーズの組織があり、警察がＭＳリーダーズを通じて再発

防止を行う。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

各家庭での話合いが大事。業界が自粛に努める。 

（岐阜県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

出会い系サイトで年齢制限の表示が曖昧なものや、はっきり表示していないサイトが

あった。 

＜青少年にとっての影響＞ 

少年が利用することで、夜の世界に入り込んでしまう。 

＜取り組んだ事例＞ 

サイトの運営会社に警告した。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

法整備が進んできたので良くなってきたが、抜け道もある。出会い系と名乗らず「家

出少女の救済」とか、まだあります。 

（広島県・男性・50 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

毎日、少年育成センターでインターネットや携帯電話のサイトをチェックしている。

有害と思われるサイトを閲覧するだけで、問題がある内容のメールが一日 100 件くらい

返信されてくる。 

＜青少年にとっての影響＞ 

内容に問題のあるメールが勝手に返信され問題があると思う。 
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１５．インターネット上の各種サイト 

 

＜取り組んだ事例＞ 

迷惑メールとして削除している。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

迷惑メールの配信と閲覧できないように規制して欲しい。 

（香川県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

近頃はやりのツイッターによる実際にあったトラブルです。私の娘を名指しで中傷す

るもので、娘自身がそれを見つけ、もう少しで登校拒否になるところであった。幸か不

幸かそのつぶやきの主がそのつぶやきに名乗っている通称名で誰のつぶやきであるかが

明確になった。 

＜青少年にとっての影響＞ 

これは完全に「言葉の暴力」である。言われた者は夏休みでも学校に行きたいくらい

の学校好きであったのに、一瞬で学校に行けない子どもに変身してしまった。 

＜取り組んだ事例＞ 

ツイッターによるトラブルは学校でもう 2度目の事だったので、学校の方に相談して、

当人だけではなく、全生徒に対する指導をお願いし、保護者に対しても文章を出しても

らうようにした。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

携帯電話は登下校中に何かあったらと持たせ、パソコンは学習をするためという理由

で子どもが使うように我が家ではなったのだが、それに伴うリスクを親自身も分かって
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いない気がする。日々新しい事が作られていく中、親の力だけでは難しいとも思える。

是非その事を助けて欲しいと思う。 

（愛媛県・女性・50 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

出会い系サイト。色々な大人とか中高大学生のコメントや軽はずみな言葉など。 

＜青少年にとっての影響＞ 

簡単に見知らぬ人と人とが出会い、危険な状態になると思います。 

＜取り組んだ事例＞ 

特段の取組はしていない。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

ICT が普及し色々な犯罪が多発しています。携帯電話にしてもインターネットにしても、

今より以上に年齢や規制を厳しくし、学校と行政が今一度強いタッグを取り組んで欲し

いです。 

（沖縄県・男性・50 代） 
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１６．映画館 

１６．映画館 

 

（本年度調査では情報が寄せられませんでした。） 
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１７．たまり場・居場所（７～12 は除く） 

１７．たまり場・居場所（７～12 は除く） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

空き店舗について苦情が寄せられた。子どもが侵入し、遊んでいる(多数で)。 

＜青少年にとっての影響＞ 

非行行為をしやすいため、行為がどんどん悪質化する。 

＜取り組んだ事例＞ 

所有者、管理者に管理強化を依頼。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

貸し物件や売却物件の管理強化(戸締り、ガラスの修繕等)。 

（三重県・男性・50 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

何度も問題行動を繰り返す生徒の家に数人の生徒が頻繁に夜遅くまで出入りをするよ

うになり、その生徒たちが喫煙、夜間徘徊、授業をさぼるなどの問題行動をするように

なっていることを学校から聞かされた。 

＜青少年にとっての影響＞ 

多感で精神的にもまだ不安定な青少年にとって、学校生活や家庭生活の中でちょっと

したトラブルや不満、不信、自信喪失に陥ったりした時、適切な相談相手となれる大人

の存在が必要である。ないと上記のようになってしまう。 

＜取り組んだ事例＞ 

巡回指導で立ち寄り、声かけをしたり、地域の方に夜遅く見かけたりした場合は声か

けをお願いすることによって、いつも大人は気にかけているのだということを発信した。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

反社会的な行動をとる前に、適切な相談相手のいる居場所的な場所を作ってやれたら

と思う。 

（佐賀県・男性・40 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

地域の人々（町内会ボランティア）が情報を出してくれる。 

＜青少年にとっての影響＞ 

数人が集まると酒を飲んだり、たばこを吸ったりしている。 

  

- 69 -



第３章 第１節 調査票 
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＜取り組んだ事例＞ 

地域の方々が週数回巡回する。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

巡回を繰り返すこと。 

（静岡県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

町の中心部からファストフード店がほとんど撤退し、青少年の居場所が失われた。駅

から中心部を通って通学する高校生も非常に多く、居場所がなくなったせいか、駅前の

スーパー等の入口付近で座り込んで話をしたりする光景もよく見られ、買い物客等の邪

魔になっている。（自転車の不法駐輪も多い） 

＜青少年にとっての影響＞ 

友人や大人と話す場所がなくなることで、人とのつながりが減り、携帯電話やインタ

ーネット等、有害と思われるものとの関わりが増えるのでは。 

＜取り組んだ事例＞ 

特別な取組はしていない。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

町の活性化、町づくり、青少年を町づくりに参加させるような取組をして欲しい。 

（栃木県・女性・50 代） 
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１８．その他 

１８．その他 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

部活帰りの女子中学生 2 人に男が声をかけ、スカートをめくりあげた。中学生は近く

の家に助けを求めた。 

＜青少年にとっての影響＞ 

恐怖感による不登校のおそれ。 

＜取り組んだ事例＞ 

学校に通報、情報を PTA に提供し、地域で防犯に取り組んだ。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

通学路の街灯設置を要請している。 

（岩手県・女性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

商店街の一角にハーブの店が開店した。昼間シャッターは閉じて夜(時間は不明)にオ

ープンしている。シャッターの横に自動販売機が設置されており、その横の貼り紙に「こ

れはたばこではありません、お香の一種」と明記されていて、人体には害がないと書い

てある。販売機の表示物は丁度たばこの大きさと同じものが数種類入っている。更に「店

の中でも利用できます、楽しめます」と書いてある。 

＜青少年にとっての影響＞ 

このような店が悪質又は害があるかは分かりませんが、もし青少年が利用したり遊び

のたまり場になったりしたら大変危険かと思います。 

＜取り組んだ事例＞ 

この情報は小学校から我々にありましたが、現在警察で確認しているとのことです。

私どもは特に取組をしておりません。様子見といったところであります。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

今後詳しいことが分かれば情報提供していただき、明らかに青少年の健全育成に有害

であれば規制することも必要と思慮いたしますので、よろしくお願いします。 

（神奈川県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

トンネル手前の配電盤にデザイン系の落書きをしている。 

＜青少年にとっての影響＞ 

知らず知らずのうちに、青少年(大人)の美意識が乱れ、公共物を大切にしようとする

意識が希薄化する。 
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＜取り組んだ事例＞ 

県へ消去するよう連絡した。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

いたちごっこになる場合が多いが、すぐに消去すべきである。犯人を捉えた場合は厳

罰に科する。あるいは関係法令の厳罰化について国民的議論が行えるような情勢をつく

る。 

（香川県・男性・60 代） 

 

＜有害情報を得たときの状況＞ 

女子高生がボーイフレンドと学校から帰宅する際に、毎日のように男子高生が送って

来ているのを見ていましたが、ある日女子高生の近所の人から、2人はいつも自宅近くの

場所でみだらなことをしているとの情報があった。 

＜青少年にとっての影響＞ 

小学生や中学生も見ている状態で、教育上好ましくない。 

＜取り組んだ事例＞ 

確認する必要があり、本人たちの帰るのを目撃した後に現場に行って、2人に話した後、

本人（女子高生）の母に伝え 3 者で話し合い、成人するまで清い交際をすることを約束

した。現在は一人で帰宅していて問題等は発生していない。母から感謝された。 

＜行政や業界へ望むこと＞ 

特段ありません。 

（宮崎県・男性・60 代） 
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