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青少年のインターネット環境の整備に関する計画に盛り込むべき主

な事項案 
 

 

０．背景等 

・青少年におけるインターネットの利用状況は、平成19年３月の内閣府の調査

では、パーソナルコンピュータからでは小学生で約60%、中学生で約69％、

高校生で約75%、携帯電話からでは小学生で約30%、中学生で約56％、高校生

で約96％。 

・インターネットは、便利なコミュニケーション手段である反面、心身が未発

達な青少年が閲覧するには望ましくないと考えられる情報が数多く流通。 

・平成20年には、出会い系サイトなどのインターネット上のサイトを通じて

1,516名の青少年（18歳未満の者をいう。以下同じ。）が被害に遭い、その

殆どが携帯電話によりインターネットにアクセス。 

・この他、睡眠時間を削った電子メールのやりとりなど、過度の依存によって、

青少年の成長に悪影響を与えるといった問題も指摘。 

・平成20年６月、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境

の整備等に関する法律」（平成20年法律第79号。以下「青少年インターネッ

ト環境整備法」という。）が成立し、平成21年４月１日に施行予定。 

・同法に基づき、政府は、インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進

会議を設置し、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるように

するための施策に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定

し、施策を推進することとされている。 

 

 

 資料８  
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第１ 青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための

施策についての基本的な方針 

 

１．基本理念 

 青少年インターネット環境整備法は、国及び地方公共団体が、青少年が安

全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策を策定し、

実施するに際してのっとるべき、以下の基本理念を掲げている。 

(1)青少年自らが、主体的に情報通信機器を使い、インターネットにおいて流通す

る情報を適切に取捨選択して利用するとともに、適切にインターネットの情報

発信を行う能力を習得させる 

(2)青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及、青

少年のインターネットの利用に関係する事業者による、青少年が青少年有害

情報の閲覧をすることを防止するための措置等により、青少年が青少年有害

情報を閲覧する機会をできるだけ少なくする 

(3)自由な表現活動の重要性及び多様な主体が世界に向け多様な表現活動を行

うことができるインターネットの特性に配慮し、民間における自主的かつ主体的

な取組が大きな役割を担い、国及び地方公共団体はこれを尊重する 

 

２．基本的な方針 

 政府においては、１の理念を踏まえつつ、以下を基本的な方針として、青

少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に取り組む

とともに、その際には、変化の著しいインターネットでは、青少年に関する

新たな問題に、速やかな実態把握と迅速に対応していくことが求められる。 

(1)青少年に対し、その発達段階に応じて、自立して主体的にインターネットを利

用できるように教育・啓発する 

学校において発達段階に応じた情報通信技術の活用指導及び情報モラ

ル教育を実施するとともに、地域社会などにおける青少年に対する啓発活

動を実施・支援。 

(2)保護者に対し、青少年の発達段階に応じてインターネット利用を適切に管理で

きるように啓発する 

学校、地域社会などにおいてインターネット上の青少年有害情報、青少

年に対するインターネット上の危険性や、それらの問題への対応方法につ
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いて保護者に対する啓発活動を実施・支援。 

(3)事業者等に対し、保護者のニーズに応じて青少年が青少年有害情報に触れ

ない取組を促進する 

事業者等における、青少年に対するフィルタリングの提供などの義務の

履行、フィルタリング普及啓発、保護者のニーズに応じたフィルタリング

の高度化推進、青少年有害情報の閲覧防止措置などを促進。 

(4)国民一人ひとりに対し、インターネット上の問題解決に向けた自主的な取

組を行うよう啓発する 

インターネット利用者である国民一人ひとりが、青少年有害情報その他

のインターネット上の問題の解決に向けて、通報等の自主的な取組を行う

よう啓発。 
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第２ 青少年のインターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進

に係る施策に関する事項 

 

 

１．学校における青少年のインターネットの適切な利用に関する教育・啓発の

推進 

・全ての小中高等学校等において、その発達段階に応じた、情報通信技術の

適切な活用指導及び情報モラル教育を実施。 

＜委員等意見＞ 

○一時期「携帯を持たせない」という運動をしたが、携帯所有をとめようがないという状況にあ

り、今は「携帯を学校に持ち込ませない」運動をしている。それに関しては一応ルールもつく

った。持っていることを前提にしていこうと。 

○子どもたちが携帯電話を持って、インターネットを媒体としてさまざまな事件に巻き込まれて

いるような状況を、フィルタリングなどを使って防ぐことができるか。子どもに常に持たせて

いいという議論に、すぐに賛成できないのは、与えてしまった後に起きることの解決の見通し

がまだ上がっていないから。企業などが手を組んでその解決が見える見通しがつけば、自然に

持つ環境になるのではないか。 

○小中学校等の義務教育の部分と、高校の部分との大きな違いがある。それぞれに見合ったイン

ターネット教育とインターネットツールを提供できる社会をつくってこそ本来のインターネッ

トの発展になる。 

○青少年の主要な居場所である学校の場で携帯電話、インターネットについてリテラシー教育が

なされなければいけないが、使う場面は家庭とか個人とか地域社会であるかもしれず、学校以

外での使い方を御指導いただきたい。 

○インターネットの啓発・教育は、低学年から始めなければ意味がない。小中学生の携帯電話を

持たせないという形ではなくて、小中学生の段階から携帯インターネットとかの使い方を教え

ていくことが大人になったときに安全に利用できることにつながってくる。 

・地域に専門家を派遣し指導主事や教員をサポートし、学校における情報モ

ラル指導のモデルの確立を図るほか、指導主事等に対する研修などを実施

することなどにより教員の情報モラル指導力の底上げを図り、平成23年度

までに概ね全ての教員が情報通信技術の活用及び情報モラルを指導する能

力を身につけるようにすること。 

＜委員等意見＞ 

○有害情報に接する機会を少なくすると同時に、子ども達が自立する時を見据え、インターネッ

ト活用能力を付けさせてあげることが重要。そのためには、学校教育のカリキュラムも視野に
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入れた検討を骨子の中に含めていただきたい。 

・啓発資料の作成・提供や、青少年・教職員・保護者等に対するインターネ

ットの適切な利用に関する啓発講座を官民連携して実施するとともに、学

校における保護者等に対する効果的な説明の機会を活用した啓発活動の実

施を推進。 

＜委員等意見＞ 

○教育・啓発活動に関して、今の子どもたちは危機管理をするためのスキルに欠けていると考え

て、子どもたちの自主性を引き出すアイテムとして、ＩＣＴスキル検定などを作ってはどうか。 

○子どもたちへの教育に際しては、情報通信のプラスの面以上に、リスクをきちんと伝えていく

必要がある。 

・いわゆる「ネット上のいじめ」に対して、その実態把握を行うとともに、

未然防止、早期発見、早期対応につながる効果的な取組や問題が発生した

場合には学校が関係機関等と連携・協力した取組を行うことを推進。また、

児童・生徒が相談できるようにするなどの体制整備を推進。 

＜委員等意見＞ 

○校内相談で携帯電話に関する相談を多く受けるが、コミュニケーション・対人関係の問題が多

いと感じる。学校の現場では教師にこれ以上の負担をかけられないので、最低限の労力で最大

限の成果を出せるような体制を作っていただきたい。 

 

２．社会における青少年のインターネットの適切な利用に関する教育・啓発の

推進 

・青少年等に対するインターネットの適切な利用に関する啓発講座を官民連

携して実施（再掲）。 

・地域、民間団体、事業者などによる教育・啓発活動を、それぞれの実情に

応じながら、その実施のための取組体制の構築、シンポジウムやフォーラ

ムの開催、啓発資料の作成・配布などにより支援。 

＜委員等意見＞ 

○現在ＥＭＡができる範囲での携帯サイトの中でのプログラムを用意しているが、やはり啓発・

教育活動に関しては、日々の教育が非常に重要と思っている。どうしても単発での活動という

部分では、青少年に対してきちんとした形で教えられない。 

・ポータルサイト等を活用し、違法・有害情報への具体的対策等について、

わかりやすく利便性の高い情報提供を推進。 

＜委員等意見＞ 

○インターネットで子どもを相手とすることがある業界では、Ｇｏｏｄ Ｐｒａｃｔｉｃｅの共有
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が重要。是非発信していって貰いたい。 

 

３．家庭における青少年のインターネットの適切な利用に関する教育・啓発の

推進 

・保護者等に対する青少年のインターネットの適切な利用に関する啓発講座

を官民連携して実施（再掲）。 

・ＩＣＴメディアリテラシーの育成のための教材や、携帯電話利用に係る親

子のルール作りやインターネット上のトラブルや犯罪被害への対応方法、

家庭内で情報モラルを話し合うことを勧めるなどの子どもや保護者への啓

発資料などを作成し、提供。 

＜委員等意見＞ 

○学校の中に携帯電話を持ち込んで使用するために、学校の中で授業を受けない環境ができてい

る。そのモラルに関して、どのように携帯を持たせてもできるのか。この問題は、やはりＰＴ

Ａ、保護者も通して、すべての国民として解決していかないと、やはりフィルタリングなどの

機能がきちんとしたからといって、解決するものではない。 

○子どもと保護者で大きな差があるという点があるとともに、自分の子どもは信用しているから、

自分の子どもから頼まれればフィルタリングを外すと言う保護者がいる。こういう方への普及

啓発活動は非常に重要。 

・青少年のアクセス履歴のチェック機能や機能限定が可能な携帯電話など、

保護者が青少年のインターネット利用について把握し、その成長段階に応

じて保護者の選択によりインターネット利用をコントロールできる方法

（ペアレンタルコントロール）について周知啓発を実施。 

＜委員等意見＞ 

    ○問題を起こさない携帯（ホワイトリストと通話、なりすましが出来ないメール、ＧＰＳ）の発

売でまず対応することで、学校教育でモラル事業などに取り組める時間を生み出さなければな

らない。 

○小中学校等の義務教育の部分と、高校の部分との大きな違いがある。それぞれに見合ったイン

ターネット教育とインターネットツールを提供できる社会をつくってこそ本来のインターネッ

トの発展になる。（再掲） 

○青少年のインターネットで遭遇する有害情報の閲覧とそれに伴うリスクという視点でまとめら

れたＩＣＴメディアリテラシーの教材は少ないため、その調査研究および開発に対する支援を

要望する。 
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４．効果的な手法の開発・普及促進のための、研究支援・情報の収集及び提供 

・情報教育の実施上の課題の解決を目指した調査研究を実施し、より効果的

な情報教育の実施を支援。 

・保護者が青少年のインターネット利用を適切にコントロールできるよう、

インターネット上のトラブルへの対応に関する情報を利用できるようにす

るとともに、携帯電話・ＰＨＳやインターネット接続機器の購入時などを

捉えた効果的な啓発の在り方を検討・推進。 

 

５．国民運動の展開 

・社会総がかりで青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境

の実現に取り組むよう、「青少年の非行問題に取り組む全国強調月間」な

どにより広報啓発等を継続的に実施。 

・地球温暖化防止の国民運動として取り組まれている「チーム・マイナス

６％」のように、インターネット利用者・事業者などが自らインターネッ

トの利用環境整備に向け具体的に取り組むことを決め、ロゴマークなどを

用いてそれを明らかにし、実践するなどの、取組主体の更なる広がりを促

進する活動を支援。 

＜委員等意見＞ 

○政府に対する要望としては、私たちもできることはいろいろやってきたが、やはり国民運動的

に物事が動くという状況にはなかなか至っていない。文部科学省から委託されて、「ちょっと

待って、ケータイ」を小学校６年生全員に配る仕事をしているが、なかなか一民間団体として

は、やはりなかなかパワーが足りない。そういうことで、是非がんとやるようなことについて、

しっかり支援をしていただけるとありがたい。 

○コンテンツ事業者に対してその認知度を向上させるため、民間と連携した同法の普及促進を目

的とした解説セミナーなどの施策・支援を要望する。 
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第３ 青少年有害情報フィルタリングの性能の向上及び利用の普及等に係る施

策に関する事項  

 

 

１．事業者におけるフィルタリング提供義務等の実施徹底及び保護者への説明

等の推進 

・青少年インターネット環境整備法に基づく事業者によるフィルタリング提

供などの義務の実施を徹底するとともに、出会い系サイト規制法に基づく

出会い系サイトの利用を防止するためのフィルタリングその他の手段を関

係事業者が提供する取組を推進。 

＜委員等意見＞ 

○携帯電話・ＰＨＳ各社はフィルタリングの普及や認知に向けた活動を行っている。 

・特に青少年のインターネット接続に際し用いられている携帯電話・ＰＨＳ

及びパーソナルコンピュータについては、フィルタリングの内容及び必要

性が保護者などに充分理解されるようにする取組を推進。 

 

２．携帯電話･ＰＨＳにおけるフィルタリングの高度化の推進 

・青少年への原則提供が義務づけられる一方、選択肢が限られている携帯電

話･ＰＨＳのフィルタリングサービスについて、平成21年度中に、青少年

が多く利用する主要な携帯電話・ＰＨＳ事業者により青少年の成長に応じ

て保護者が選択可能な多様なサービスが提供されるよう、その取組を促進

し、必要に応じて更なる改善を促すこと。 

＜委員等意見＞ 

○小学校、中学校、高校、さまざまなフィルタリングで無菌の状態でインターネットを子どもた

ちに使わせていこうとは思わない。少しずつ自己防衛本能も持たせなければいけない。小学校

から高校まですべて同じフィルタリングというのは、これは非常に教育的でもないし、また、

日本がインターネットの後進国になってもいいのだろうかと思っているところ。 

○機能面における課題としては、携帯電話フィルタリングについては、携帯会社の方で管理とい

う形になるため、機能向上が十分ではなく、諸策が進んでいるが、引き続きお願いできればと

考えている。 

パソコンにおけるフィルタリングについては、サイトごとの評価ではなくて、書き込み単位で

の評価というところまでフィルタリングソフトウェアの機能を向上できればなと考えている。 

○子どもの発達段階に応じたきめ細かな設定可能となる携帯電話及びインターネット端末のフィ



 9

ルタリングサービスの技術開発が速やかに対応出来る体制の整備を進めていただきたい。その

際、民間の自主的な対応を尊重するだけではなく、政府が無理でも期間の設定などを行い、真

剣に取り組まざるを得ない環境を進めていただきたい。 

○フィルタリングソフトあるいはフィルタリングサービスを活用することがこの範疇に入るが、

フィルタリング機能の性能向上と普及はいうまでもなく重要であると考える。 

○携帯については、フィルタリング事業者が自動的にサイトをクロールすることができず、一つ

ひとつ手作業で見ていかないといけないため、フィルタリング事業者が、携帯専用サイトをパ

ソコンからアクセスできるようにするための、必要な措置。 

・携帯電話･ＰＨＳのフィルタリングサービスにより、青少年有害情報に該

当しない情報まで閲覧を制限されることがないよう、民間の第三者機関に

よる適切な運営体制をとるウェブサイトを認定する取組を支援。 

＜委員等意見＞ 

○セルフレイティングと第三者レイティングとが混在した環境の中では、フィルタリングを有効

に機能させる上で、まずはユーザーのリテラシーと事業者のリテラシーを高めていかなければ、

実際にそういったものを機能させても、有効に利用されないという現実がある。実証実験やさ

まざまな啓蒙活動を活用しながら、是非それぞれゾーニングされた、青少年が安心・安全に利

用できるインターネット環境の構築に対する支援をお願いしたい。 

 

３．フィルタリング提供事業者に対する青少年有害情報の把握の支援 

・インターネット・ホットラインセンターに一般利用者から通報されたウェ

ブサイトのＵＲＬ情報の、フィルタリング提供事業者への継続的な提供を

推進。 

 

４．フィルタリング普及促進のための啓発活動等 

・簡易版フィルタリングソフトを無償提供するとともに、地方公共団体、フ

ィルタリング推進機関その他の啓発を行う団体、関係事業者及びＰＴＡそ

の他の関係団体などと連携して、フィルタリングの普及促進のための啓発

活動を継続的に実施し、推進。 

＜委員等意見＞ 

○我々小学校、中学校の義務教育の立場では、まず強制的にフィルタリングしていただいて、そ

して子どもが安全な状況から少しずつ少しずつ安全な状況の機械を開発していただいて、ウェ

ブサイトにもほかにも行けるようにしていただきたい。 

○フィルタリング普及啓発に向けた取組には、大きく分けると、関係省庁の取組、ＪＥＩＴＡな
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ど業界団体の取組、個々のメーカーの取組があるが、三者三様それぞれ役割がある。当協会と

しましては、三位一体となって、お互いに連携をした取組が非常に重要だと考えている。 

○フィルタリングの普及啓発活動の課題については、認知については、かなり上がってきている

ので、利用、活用について具体的に今後どうしていくかというところが課題。 

実際に講習などを通して、保護者等に一定程度知識が行き渡るようになってきた場合に、習熟

度合いについてどういうふうに図っていけばいいのかが、今後の課題になってくる。 

○メールマガジンによって、フィルタリングの啓発をやる際には、文字ばかりだと中々読まれな

いので、きちんと読んで貰えるように工夫すべき。 

○携帯電話会社のさまざまなフィルタリングに関する案内も、ちょっと忙しい保護者はほとんど

気づかない。例えば全国ＰＴＡ協議会に是非御案内いただいて、こういうふうにしますから全

国で周知いただきたい。 

○予算等も含め、普及啓発活動に対する国の支援をお願いしたい。 

 

５．フィルタリング普及状況等に関する調査研究 

 

・更なるフィルタリングの性能向上及び普及等の施策の検討及び実施に資す

るため、青少年及び保護者に対し、フィルタリングの認知及び普及の状況

並びにフィルタリングの改善ニーズについて調査を継続的に実施。 

・産学連携した有害情報の青少年等にもたらす社会的影響の調査などを支援。 

＜委員等意見＞ 

○被害者の保護に十分な配慮を行いつつ、青少年のインターネット利用に関わる事件・事故など

の事例を専門家の実態把握・調査及び研究材料にし、明らかになった課題については、広く社

会に共有できる仕組みの構築。 
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第４ 青少年のインターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等の

支援に関する事項 

 

 

１．青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得するための活動を行

う者に対する支援 

・民間団体等の教育啓発活動の更なる拡大と充実のため、地域における取組

体制の構築、シンポジウム・フォーラムの開催、啓発資料の作成・配布な

どの地域の実情に応じた取組を支援（再掲）。 

 

２．特定サーバー管理者による青少年有害情報の閲覧防止措置の体制整備の支援 

・個人・企業などのウェブサイトの開設者や掲示板その他のサービスを提供

する事業者などの特定サーバー管理者による自主的な青少年有害情報の閲

覧防止措置を促進するため、民間団体における違法・有害情報対策ガイド

ラインの策定及びそれを実施する体制整備、相談窓口などの取組を支援。 

＜委員等意見＞ 

○利用者がインターネットを利用している際に有害情報を発見したら、インターネット・ホット

ラインセンターに通報していただく。その後は、違法か有害かなどいろいろ分析をしまして、

しかるべき措置をすることになっている。 

・事業者等の青少年有害情報への対応の効率的かつ円滑な実施のため、民間

におけるインターネット上の違法・有害情報対策に資する検出技術の研究

開発について支援を行うほか、違法・有害情報を特定・選別する業務に従

事する者への精神的ケアのあり方等の情報共有を推進。 

＜委員等意見＞ 

○インターネット・ホットラインセンターが加盟するINHOPEという国際組織において、有

害な情報にさらされた際のメンタルヘルスケアは共通的な課題になっているが、まだこれ

という決定打はない。現在労災病院の先生たちと一緒に、常勤スタッフに面接とストレス

テストを受けていただき、どの程度影響があるかを手探りで検討をしている。来年になる

と、試行プログラムの形が見えるのではないか。 

・特定サーバー管理者により青少年有害情報が適切に分類され、利用者によ

る閲覧防止の判断が容易かつ適確にできるよう、いわゆるレイティングの

基準策定及びその実施を推進する民間団体の取組を支援。 

＜委員等意見＞ 

○先ほど、サイト単位でのアクセス制限という話があったが、現実的なステップとしましては、
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サイト自体をゾーニングしてもらうことが、フィルタリングを有効に機能させつつ、青少年が

安全に利用できる環境を提供するという上では、非常に有効ではないか。 

○セルフレイティングがより公正で最適なものであるためには、やはり第三者性の中で基準づく

りが大変重要になってくると思う。 

○極端な言い方をすると、機器は情報の受け手であると考えることができる。水際で防御するに

しても限界を想定する必要がある。 

特に映像や画像といった情報は、それに付随する文字情報によってフィルタリングしている現

状を考えた場合、情報の送り手側あるいは第三者機関によるレイティングという概念は重要で

あり、この観点からの検討を骨子の中に含めていただきたい。 

○コンテンツの提供者は、規則の遵守に限らず、社会通念、倫理、道徳といったような概念を含

めた、いわゆるコンプライアンスを重視してほしい。 

 

３．青少年有害情報の閲覧防止措置等に関する民事紛争の解決活動を行う者に

対する支援 

・ウェブサイト管理者とコンテンツ掲載者、フィルタリング提供事業者等に

おける、違法・有害情報への対応に関するトラブルを解決する取組の支援

に向け、紛争の類型化及び解決のあり方について検討。 

 

４．青少年のインターネット上の問題について相談等を行う者に対する支援 

・青少年に対してリスクがあるインターネット上の情報を、民間団体等が発

見するための活動や、青少年等のインターネットの利用によりに生じたト

ラブルについて相談等を行う民間団体等の活動を支援。 

＜委員等意見＞ 

○インターネットに関しては、個人個人が別個の問題を抱えているので、エンドユーザーである

個人への個別具体的なアドバイスが有意義ではないか。 

○思春期の生徒には、親と先生に相談しにくい事もある。学校に週一回でもICTの相談にのってく

れるカウンセラーが必要ではないか。 

 

５．インターネットの利用環境整備の産学連携した取組を推進する者に対する

支援 

・産学連携した自主的取組を推進する民間団体である安心ネットづくり促進

協議会等の活動を支援。 
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第５ その他青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにする

ための施策に関する重要事項 

 

 

１．サイバー犯罪の取締り等の推進 

・出会い系サイトの禁止誘引行為、インターネット上の児童ポルノ事犯等サイバ

ー犯罪の取締りを推進。 

・サイバー犯罪の取締り体制を強化。 

・被疑者の検挙や被害の拡大防止に向けた事業者等との良好な協力関係の構

築を一層推進。 

・サイバー犯罪を犯した者に対する厳正な科刑を実現。 

＜委員等意見＞ 

○現場として本当にやってほしいなと思うことは発信者への制限。啓蒙、教育もとても大切なの

だが、現場としては、火が出てからどう消すかの前に、火元にメスを入れていただきたい。 

○インターネットを使う主体がウェブコンプライアンスをしっかり持っていくことを前提として、

その上で、それを促進する上で、審査あるいは監視をするという基本的な筋道が示されていく

ということは、大変重要だと感じる。今の状況の中の問題を解決する上で、インターネットの

利用側よりも、情報提供側の社会的責任を明確に示す活動があることは重要だと思う。 

 

２．違法・有害情報の削除等の対応依頼の推進 

・インターネット・ホットラインセンターを通じた、インターネット上の違

法情報・有害情報の削除依頼を推進。 

・出会い系サイトや会員制サイト等における違法情報のインターネット・ホ

ットラインセンターへの通報が促進されるよう、サイバーパトロール業務

の民間委託を推進。 

・事業者及び民間団体におけるインターネット上の児童ポルノの効果的な閲

覧防止策の検討を支援。 

 

３．青少年への誹謗中傷・プライバシー侵害等への対策の推進 

・専用相談電話「子どもの人権110番」の設置、全国の小中学生への「子ど

もの人権SOS ミニレター（便せん兼封筒）」の配布、インターネットによる

相談受付窓口（SOS-e メール）の開設などにより、誹謗中傷等の被害者で
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ある青少年等が相談しやすい体制を整備。 

・名誉毀損、プライバシー侵害等の情報に関する相談については、プロバイ

ダ等に対する発信者情報の開示請求や当該情報の削除依頼の方法について

助言するほか、必要に応じプロバイダ等に対し当該情報の削除を要請する

取組を推進。 

 

４．迷惑メール対策の推進 

・一方的に送信される出会い系サイトやアダルト関係の広告宣伝メールにつ

いては、青少年への違法・有害情報への誘導につながらないよう特定電子

メール法及び特定商取引法に基づく規制の執行を着実に進めるとともに、

事業者等の技術的対策の促進等の総合的な対策を実施。 

・各国との間で迷惑メール対策に関する情報交換を行い、必要に応じ、外国

執行当局に対し迷惑メール対策法制の遂行に資する情報を提供するなど執

行面で国際的な連携を図ること。 

・チェーンメール（メールによる不幸の手紙など転送を呼びかけ、次々と連

鎖していく迷惑メール）については、迷惑メール相談センターを通じ、対

処方法等の周知啓発を実施。 
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第６ 推進体制等  

 

１．国における推進体制 

・基本計画に基づく施策を総合的かつ効果的に推進するため、インターネッ

ト青少年有害情報対策・環境整備推進会議を中心として、内閣総理大臣の

リーダーシップの下に関係行政機関及びＩＴ安心会議等の相互の緊密な連

携・協力を図るとともに、「インターネット上の違法・有害情報に関する

集中対策」（平成19年10月15日ＩＴ安心会議決定）をはじめとする施策相

互間の十分な調整を図ること。 

 

２．地方公共団体、保護者、事業者及び民間団体等との連携体制の活用 

・基本計画に基づく施策の実施にあたっては、保護者、事業者及び民間団体

における自主的かつ主体的な取組が大きな役割を担うことにかんがみ、地

方公共団体とともに、保護者、事業者及び民間団体等の相互の連携協力体

制の整備に努めること。 

＜委員等意見＞ 

○学校、ＰＴＡの連携協力が重要。ただし、地域コミュニティがうまく連携していくということ

も非常に重要。民間企業、地方自治体、警察などが非常にうまく連携体制をつくっていくとい

うことが非常に重要。 

○フィルタリング普及啓発に向けた取組には、大きく分けると、関係省庁の取組、ＪＥＩＴＡな

ど業界団体の取組、個々のメーカーの取組があるが、三者三様それぞれ役割がある。当協会と

しましては、三位一体となって、お互いに連携をした取組が非常に重要だと考えている。 

○各自治体において、様々な条例が制定されているが、消費者が混乱することが懸念される。今

後、策定される基本計画にも、その旨明記していただきたい。 

・このため、「違法・有害情報対策官民実務家ラウンドテーブル」など官民

の関係セクターを横断する枠組を活用して、情報共有や効果的な対応につ

いての検討を継続的に行うとともに、「ネット安全安心全国推進会議」など

を開催し、学校関係団体･ＰＴＡ･通信関係団体について連携を図ること。 

 

３．国際的な連携の促進 

・国境を越えて情報を発信・閲覧することができるインターネットの特性に

かんがみ、国際的な機関や関係国間の会議等に参画し、日本の取組につい

て積極的に情報発信するとともに、各国の取組に関する情報交換を進める。 
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・民間の環境整備に係る取組についても国際的な連携を目指した取組を検討。 

 

４．基本計画の見直し 

・基本計画については、１年間に１度、具体的な施策の取組状況について、フォ

ローアップを実施。 

・フォローアップの結果、社会経済情勢の変化、青少年インターネット環境

をめぐる諸情勢の変化、基本計画に基づく施策の推進状況等を踏まえ、３

年後を目途に見直し。 

 

 


