
 

「青少年インターネット環境の整備等に関する検討会」報告書（案）

に対する意見の概要について 

 

 

１．意見募集の実施期間 

 ７月１日（金）～７月２９日（金） 

 

 

２．意見提出の状況 

・主体別意見数２８件（２１個人、７団体） 

 ・内容別意見数６３件（複数回計上。ただし、報告書案と関係しない意見は除外。） 

 

 

３．内容別意見の概要 

別紙のとおり 

資料７－１
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項目 番号 内容別意見の概要 
１ ．基本方
針（総論）関
連 
（１５件） 

１ ○ 報告書の中心はフィルタリング等にあるようだが、日本は海外に比べ環境整備がかなり遅れており、むしろ子どもや保護者らが行動できるよう、
例えばネットいじめなどを起こさない環境を整備すべき。 

（個人 No.1） 
２ ○ 本法に関して、インターネット利用者の基本的人権や憲法における表現の自由、通信の秘密などを逸脱して利用されないよう十分留意する必要

がある。 
（個人 No.4） 

３ ○ 近年、国内において、子どものためを理由に憲法・人権を侵害するかのような動きがあまりに目立つが、インターネットへの接続は基本的人権で
あり、人権侵害や違憲的な運用をしないようお願いする。 

（個人 No.5） 

４ ○ 闇雲に規制するのではなく、インターネットに対して正しい知識を持つことによって、子どもが安全に使えるようになるのが最善。 
（個人 No.6） 

５ ○ 青少年を一括りにして考えるべきではなく、ある程度の年齢に達したら、多少の自己判断に委ねるべき。 
（個人 No.6） 

６ ○ 権力者による情報統制の手段となってはならないように、対策の中心を通信規制からリテラシー教育へ強く転換すべき。 
（個人 No.8） 

７ ○ 青少年が安心してインターネットをできるようにするには、規制を強化し、悪いものに蓋をする行為ではなく、メディアリテラシ―教育を積極的に行
うことが一番である。 

（個人 No.19） 
８ ○ 本法を運用するにあたり、事業者やサイトを運営する個人に対し、これ以上一切の負担を強いることのないように望む。 

（個人 No.20） 

９ ○ 「青少年が有害情報に触れる機会を減らす」とあるが、行政側からこれを規制するよう働きかけることは、「検閲」や「親から子への教育権」の侵害
に当たるのではないか。まずは「教育で啓蒙」を徹底することが先決で、なし崩しに国家によるパターナリズムが罷り通ることがあってはならない。 

（個人 No.21） 

10 ○ フィルタリングサービスについては普及に向けた取組が功を奏しており、また、社会生活において必要不可欠なインフラとしてのインターネットの
重要性は日々高まっており、青少年インターネット環境整備法の趣旨を踏まえると、同法の基本理念の１つの柱である青少年におけるインターネッ
トを適切に活用する能力を目指した取組を推進することが現在において最重要。その際、青少年のリテラシー向上の度合いを測るために、成果の
可視化を可能とする新たな指標・基準を策定することが重要。加えて、青少年のリテラシー向上のためには、子どものインターネット利用に関する
保護者自身の意識及び知識の向上が求められることから、保護者等に対する実効性のある普及啓発も必要。以上の取組を着実に推進するため
にも、新たな関係者も含め、関係者間の適切な役割分担を行うとともに各々がその役割を責任を持って果たすことが必要。 

（団体 No.2） 
11 ○ 「いかなる情報が青少年有害情報であるかは、民間が判断すべきであって、その判断に国の行政機関等は干渉してはならない。」という基本方針

（p48）は、表現の自由の確保の観点から引き続き維持すべき。 
（団体 No.2） 

12 ○ 「今後の検討」（p53）について、関係省庁の協力のもと、引き続き民間が自主的な取組を進める構図を維持すべき。なお、スマートフォンの普及等
に伴う新たな課題に向けた取り組みについては、ビジネスモデルの変化等を踏まえ、新たな関係者も含めた上で、関係事業者間の適切な役割分
担が必要。 

（団体 No.2） 
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項目 番号 内容別意見の概要 
13 ○ 「いかなる情報が青少年有害情報であるかは、民間が判断すべきであって、その判断に国の行政機関は干渉してはならない。」（p48）とあるが、

広島市においては、「青少年と電子メディアとの健全な関係づくりに関する条例」に基づきフィルタリング機能に係る基準の策定や、青少年や市民
に対する啓発等の取組を行っているところ、市民から苦情を受けるなどの問題は生じておらず、市民の協働により青少年を有害情報から守る成果
を上げている。したがって、今後法改正について検討する際は、当該部分を条文化しないことが適切。 

（団体 No.4） 
14 ○ 現在、情報リテラシー能力向上の為に民間レベルで様々な取組が実施されているが、社会一丸となった取組には至っていない。また、地方によっ

ては別途条例制定により青少年に対するフィルタリングの規制や小中学生の携帯所持を規制する動きもあり、足並みが揃っていない。今後はこの
混乱を解消し、社会全体で青少年の健全育成をしっかりと支援していく体制を早期に確立するため、中央省庁のみならず、地方行政や議会との連
携や情報交換を密にし、国レベルと地方レベルの施策の調和を図っていただきたい。 

（団体 No.6） 
15 ○ 青少年インターネット環境整備法の施行後、国はもとより、民間の業界団体、個別企業、自治体、学校などにおいて、青少年によるインターネット

の有効・健全な利用を促進するために、様々な取組が実施され、これら各種活動の結果、良好・健全なインターネット環境を築きつつあると認識。
今後も、民間による自主的な取組に委ねることで更に一層、インターネットが社会に欠くことのできない有益なツールとして利用者と共に発展してい
くと思われる。国・政府としては引き続き、法の基本理念「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
れを尊重することを旨とすること」に則り、更なる法規制に頼るのではなく、大所高所から民間による真摯的で積極的な活動への理解と協力を望
む。 

（団体 No.7） 

２．教育・啓
発関連 
（１０件） 
 

16 ○ 子どもたち自身に対して、インターネットの危険な側面だけでなく、優れたコミュニケーションの場という面や、そこで起きたトラブル等への対処法
等を教えること、なにより保護者から子供たちのインターネット利用へ積極的に関わっていくことが、これからの情報化社会には必要。 

（個人 No.2） 
17 ○ 現状の中学・高校の教育現場でのリテラシー教育は、1 時間程度の授業と簡単なテストで理解したものとして片づけるものであり、これでは若者

のリテラシー能力を向上させることは期待できない。 
（個人 No.8） 

18 ○ フィルタリングを付けないと不安と言う親もいるが、そうした親の不安を解消するには、義務教育でインターネットの使い方、架空請求等に関する
対処法などの情報リテラシー等の教育が必要。 

（個人 No.11） 

19 ○ p48 の「③ 保護者及び関係者の役割」における「保護者が単独でその役割を全うすることは困難なため、関係者は連携協力して保護者を補助す
る各々の役割を果たさなければならない。」に賛成である。ケータイ・ネットに関する情報や知識は保護者・教師の側より、子ども・生徒の方が進ん
でいるし、それを取り巻く情報社会はさらに進んでいる。言い換えれば、保護者も教師もこの問題に関して自信が無く、先送りや他人任せになりや
すい。したがって、保護者への意識啓発は重要であるが、単独でこの問題の解決を全うするのは不可能。まずは学校の教育課程としての「情報」
教科、学校行事としての啓発講演会等正常な担い手としてのインターネット市民を育成することを目指すべき。 

（個人 No.14） 
20 ○ 情報モラル教育について、教科書を読んで終わりとするのではなく、海外のように実際の事件を例に生徒に議論させるといった方法や、授業の一

環としてＳＮＳに参加させる方法もある。子どもたちがいつか社会に出ることを考えると、啓蒙活動やフィルタリングだけでなく、ネットを使用する上で
の想像力も働かせるよう教育することが必要。 

（個人 No.16） 
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項目 番号 内容別意見の概要 
21 ○ 高校生になると携帯の使用率はグンと上がることや、中卒で働く人がいることを考えると、情報モラル教育は中学生までには社会に出てもちゃん

と生きていけるようなカリキュラムを組むべき。 
（個人 No.16） 

22 ○ リテラシー教育を推進する際には、ネット犯罪をしたり、実名や所属をうっかり公開したり、飲酒運転などを武勇伝で語るような人がどういう目にあ
ったかも教育すべき。 

（個人 No.20） 
23 ○ 「保護者等関係」（p48）について、保護者による青少年のインターネット利用の管理のあり方、保護者等に対する実効性のある普及啓発のあり方

に対する基本方針（p48）に賛成。実効性のある普及啓発のためには、啓発の場に保護者等の積極的参加を促す仕組みを取り入れる必要がある。 
（団体 No.2） 

24 ○ 民間レベルの情報リテラシー能力向上のための取組に対して引き続き積極的に支援していただきたい。 
（団体 No.6） 

25 ○ 携帯電話販売店は利用者の身近な窓口であり、波及効果も大きいと思われるので、情報リテラシー向上のための発信の場としての環境整備を
検討願いたい。 

（団体 No.6） 
３．フィルタ
リング関連 
（１９件） 

 

26 ○ そもそもフィルタリングは、事実上の検閲であり、知る権利を侵害する言論統制行為であることから、その導入運用は極めて慎重に行うべきであ
り、強制ではなくあくまで保護者の管理責任と選択制に留めるべき。 

（個人 No.2） 

27 ○ フィルタリング導入前には、複数の通信サービス提供業者による提供と選択が行えること、そして、フィルタリング状況も県民が納得できるような
情報公開制度の整備が必須。  

（個人 No.2） 

28 ○ フィルタリングについては、各家庭によって状況や必要性も異なるものであるから、100％が目標とされるべきものではない。特に実質的な検閲に
等しく、行政による取組として極めて不適切である。フィルタリングについては、青少年ネット規制法の廃止を前提に、あくまで自主規制として、メデ
ィアリテラシ―教育の推進や啓発等の地道な施策のみを推進すべき。 

（個人 No.7） 
29 ○ 携帯電話を中心に「政治団体」などの主張を含めたフィルタリングが行われており、中高生から思想の自由を奪う状況となっている。このような状

況を改善するためにも、フィルタリングのあり方を新しい観点から検討する必要がある。若者の政治離れという弊害だけをもっぱら引き起こしている
状況を反省し、若者自身を主体として対応を考えるべきであり、さらに高齢者の価値観を強要する目的で乱用されたことがないよう引き締めを強め
ることを要請したい。 

（個人 No.8） 
30 ○ フィルタリングに関する規制については、その存在を知り、かつ導入が必要だと思いながら、フィルタリングをかけられない親にその理由を聞いた

り、フィルタリングをかけている親にフィルタリングの問題点を聞くなどして、本当の問題点を把握した上で検討を進めるべきである。 
（個人 No.9） 

31 ○ フィルタリングは名目上有害情報を遠ざけるものであるが、実際そうでないものも対象となってしまっているため、フィルタリングの義務化には反
対。 

（個人 No.11） 
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項目 番号 内容別意見の概要 
32 ○ 有害情報のフィルタリングは必要だとは思うが、一切の有害情報を隠し続けるのではなく、年齢に比例して性教育・リテラシー教育のレベルを上げ

ていき、徐々に情報を解禁していき、15 歳から 18 歳くらいで全面解禁するのが望ましい。 
（個人 No13） 

33 ○ フィルタリングはプロバイダなどの業界に任せるべきであり、「業界にフィルタリングを推奨する」ような事実上の行政による検閲強制もしないでほ
しい。 

（個人 No15） 

34 ○ フィルタリングには知る自由の権利を侵害する恐れがある以上、導入率 100％を目指すなど、家庭内において導入しないことを暗に批判すること
には反対。 

（個人 No.20） 
35 ○ 青森県内のフィルタリングの携帯電話販売店の説明状況について調査した結果、店員の本法律への理解と説明に大きな問題が認められたこと

から、法第 17 条に関しては、もっと踏み込んだ施策が必要。すなわち「携帯電話販売会社店員への国のガイドラインに沿った研修制度の義務化」
を提案する。 

（団体 No.1） 
36 ○ 法第 17 条ただし書きにつき、多くの場合子どもより携帯電話の知識の乏しい保護者に、その後発生する被害の責任を負わせるのは責任転換。

例えば、フィルタリング解除に保護者が理由を提示する義務を課した埼玉県の「改正県青少年健全育成条例」のような、もうワンクッション置かせる
取組を参考にしていただきたい。 

（団体 No.1） 

37 ○ 「フィルタリング 100％普及を目指した取組」（p16）については、リテラシーの十分でない青少年向けにフィルタリングサービスの普及を図ることは
意義あるものと考えるが、インターネットが社会生活において必要不可欠なインフラとなっている現在において、フィルタリングの普及率の追求より
も、リテラシー向上を第一の目標とすべき。 

（団体 No.2） 
38 ○ 「フィルタリング関係」（p48）について、フィルタリングの要否に関して、保護者の適切な判断に資する情報を十分に提供するよう事業者の取り込み

を継続する所存である。なお、保護者に対する啓発活動としては、携帯電話契約時の説明強化等の一時的な取組だけでなく、継続的、実効性のあ
る普及啓発が必要。 

（団体 No.2） 
39 ○ 「誰にフィルタリングの提供を求めるべきか」（p52）について、インターネットの利用場所、接続環境の変化や機器に応じて適切な方法でフィルタリ

ングを提供できるよう、関係事業者が連携するに当たっては、スマートフォンの普及やそれに伴う新たなビジネスモデルを踏まえ、従来の整理にと
らわれない関係事業者間の適切な役割分担が必要。 

（団体 No.2） 

40 ○ フィルタリングの利用が徹底されている状況とはいえず、そのために青少年がインターネット上のトラブルに巻き込まれるような事例は増加してい
ることから、本報告書案で書かれているように、保護者・政府・関係者の取組の更なる強化が必要であることに賛同する。 

（団体 No.5） 
41 ○ 課題３にあるように、保護者の安易なフィルタリングの不使用や解除が対策の徹底を妨げているとの指摘に賛同する。フィルタリングの普及が進

まないことや、インターネットによるトラブルが後を絶たない現状を鑑みれば、一義的には保護者の判断を尊重しつつも、青少年が有害情報を閲覧
し得る環境を排除すべく、県警事業者に対して更なる措置が講じられるべき。 

（団体 No.5） 
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項目 番号 内容別意見の概要 
42 ○ 課題４で検討されている、フィルタリングからは漏れた有害情報への対処を含む実効性の向上は、一義的にはフィルタリング提供事業者の取り組

むべき課題であり、その上でフィルタリングの選択についての判断を保護者に委ねるべきであるため、保護者がフィルタリングを選択できる環境を
整備することが重要。また、第三者機関によるサイトの認定について、保護者が青少年にとって有害な情報を含むサイトか否か、または、青少年へ
の有害情報の閲覧に及ぼす影響が重大なサービス化否かを判断するための一助となる情報や機能を提供することが求められる。利用者に責任
を負い得ない第三者が青少年有害情報に関する判断基準や判断機能を取り扱う場合は、厳にその有効性・妥当性について評価をする仕組みを
整備する必要がある。 

（団体 No.5） 
43 ○ 課題５で検討されている「どの程度フィルタリング提供義務を課すべきか」に関して、現行法はフィルタリング提供業務について、端末機器製造事

業者には携帯電話事業者より軽い義務を課しているが、インターネット接続が３Ｇ携帯ネットワークやＷｉＦｉなど多様化する中では、端末機による対
策は有効であり、法改正も視野に入れて検討すべき。 

（団体 No.5） 
44 ○ 課題５で検討されている「誰にフィルタリングの提供を求めるべきか」に関して、青少年インターネット利用環境整備について一義的に役割を担い

権利を持ち、かつ、本検討の目的達成において重要な立場にある保護者の利便性を思料する場合、利用環境や新たな技術の出現により、最も効
果的な措置を行える関係事業者が変化する可能性もあることから、状況によって提供義務者を適切に選択できるようにすべき。 

（団体 No.5） 

４．児童ポル

ノ関連 

（５件） 

45 ○ 児童買春・児童ポルノ法により守られるべき法益は、「被写体となる児童の人権」ないし「権利」であり、「性的虐待・性的略取」を受けた「実在の児
童」を対象にすべき。取り締まりの強化・徹底など現行法でできることはたくさんあり、漫画・アニメ・ゲーム・小説等の創作物等の法改正には大いに
反対。創作物規制の犯罪に対する「抑止効果」をまず証明すべき。 

（個人 No.3） 
46 ○ ブロッキングについては、利用者がリストの妥当性をチェックすることは不可能であり、表現の自由等の基本的な権利を侵害するものとならざるを

得ない。アドレスリスト作成管理団体については、その解散が検討されるべきであり、ブロッキングの導入については全て白紙にすべきである。 
（個人 No.7） 

47 ○ 児童ポルノサイトのブロッキングについては、政治批判等の関係ないサイトまで遮断されるオーバーブロッキングの問題点があり、これは現在の
技術力では防ぐことができない。また、現行法でも、アップロードに対する取り締まりや削除依頼により対処可能。さらに、恣意的な運用を防ぐた
め、児童ポルノサイト以外の有害サイトの遮断などには、使えないように明記し、児童ポルノサイト以外の遮断を行った者は処罰対象にすべき。 

（個人 No.9） 

48 ○ ブロッキング行為には絶対反対。 
（個人 No.15） 

49 ○ 青少年のインターネットの環境整備と児童ポルノの根絶の問題は密接不可分の問題であるため、児童ポルノ犯罪による子どもたちの被害の実態
の記述、国における法改正、京都府の規制条例制定等の客観的情勢の記述とともに、規制強化の必要性にまで踏み込んだ積極的な意見を盛り
込んでいただきたい。 

（団体 No.3） 
５．その他 

（１４件） 

 

 

50 ○ 本法によって権力の乱用や集中などが行われてはならない。また、オブザーバーとして警察庁が関わることには反対。 
（個人 No.4） 

51 ○ 青少年ネット規制法は、あらゆる者から反対されながら一部の議員と官庁の思惑のみで成立したものであり、今後、速やかに廃止を検討される
べき。 

（個人 No.7） 
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項目 番号 内容別意見の概要 
52 ○ 出会い系サイト規制法の改正は届け出制の対象としては事実上定義不能の「出会い系サイト事業」を定義可能としたものであり、憲法上の罪刑

法定主義や検閲の禁止にそもそも違反していることから、元に戻すことを検討すべき。 
（個人 No.9） 

53 ○ 性・暴力表現が青少年の育成を阻害する恐れがあるという科学的根拠はいまだになく、「メディアにおけるバイオレンス表現を禁止すれば、青少
年への育成への阻害は権限される」という飛躍した理論は賛同できない。 

（個人 No.9） 
54 ○ 青少年インターネット環境法を建前とした権力による「言論弾圧」や「人権侵害」等にならないように細心の注意を払い、「科学的根拠」や「憲法」等

を重視した慎重な議論を行っていいただきたい。 
（個人 No.10） 

55 ○ 児童の権利に関する条約の中にある児童の知る権利を侵害しないという大前提に違反し、また、法律で禁止している検閲にも関わるため、現行
法にも反対。 

（個人 No.12.） 
56 ○ 国や地方自治体が業界に自粛を促すような事実上の強制行為も含め、青少年の健全育成を口実に、インターネット上の創作物を規制するような

ことは絶対にしないでほしい。 
（個人 No. 15） 

57 ○ 「青少年インターネット環境の整備等に関する検討会」メンバーには、中立かつ公正な人物を起用してほしい。また、警察は無関係であり、オブザ
ーバーから警察関係機関ははずしてほしい。 

（個人 No.15） 

58 ○ 青少年をネット犯罪から守ることには賛成だが、児童ポルノや表現規制などを含めると、本来の目的とは大きく外れてしまう可能性が高いことか
ら、含めるべきでない。 

（個人 No.17） 
59 ○ 本法について、拡大解釈で表現規制や言葉狩りのような言論弾圧に悪用するようなことは絶対にしないでいただきたい。 

（個人 No.18） 

60 ○ 推進派が「子どものため」と主張している架空表現の規制は、その「子ども」自身からは大ひんしゅくを買っている行為である。 
（個人 No.18） 

61 ○ 個人のサイト運営者及び利用者に負担を強いることで表現の機会を奪うような規制を行うことは、強く反対。 
（個人 No.20） 

62 ○ 法施行後の２年間でスマートフォンの普及が予想をはるかに超えるスピードで進んでいることから、大きく項立てし、早急な対応が必要である旨の
記述のほか、具体的解決策まで踏み込んだ意見を盛り込んでいただきたい。 

（団体 No.3） 

63 ○ 「環境整備等に関する提言」が抽象的な表現にとどまっており、例えば「日本ＰＴＡ全国協議会が推薦する限定機能付き携帯電話普及のための国
庫補助制度創設の検討」など、できるだけ具体的に前向きな提言となるとともに、保護者にとって見やすい報告書としていただきたい。 

（団体 No.3） 

 ※ 報告書案と関係しない意見は除外。 
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