
これまでの検討会における主な意見（10/1時点）(概要版) 

１-(１) 青少年のインターネット利用に関連する事業者等の責務・役割の再整理 

○ スマートフォンを始めとする新たなインターネット接続機器が普及したことにより、携帯電話事業者や
コミュニティサイト運営事業者だけでなく、OS事業者、アプリ事業者、MVNO事業者、量販店、インター
ネット接続機器の製造事業者・販売事業者などの、国内外の多くの事業者が関わり、その役割と連携状況が
見えにくくなっているのではないか。 

○ インターネット環境における青少年保護とはどうあるべきかを改めて関係事業者間で確認し、現状ある
制度がそのような観点から有効な制度となっているか、まず、原点に立ち返って考えるべきではないか。 

○ 青少年保護の効果を高めるためには、これまでの対処療法的な取組から、原因療法的な取組に転換して
いくことが必要であり、「青少年保護・バイ・デザイン」の理念は、この原因療法を可能とするものではないか。
関係分野全てにおいて、「青少年保護・バイ・デザイン」の理念が適用できるのではないか。 

○ 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関する施策が沿うべき基本的な考え
方を確立し、急激なインターネットの利用環境の変化を前提に、各関係者に求められる責務・役割をより具
体的に整理する必要があるのではないか。また、これらの取組に際しては、青少年の利用環境に応じて対策
が考えられるべきであり、端末機器（デバイス）ベースではなく、受け手（消費者）の視点に立って、どの機器（デ
バイス）から接続しても、安全で安心な環境が提供されるようにすべき。 

○ 大切なのは、インターネットを安全に安心して使える環境を作るということ。計画の中では「規制す
る」という部分も必要だが、できる限り、その中にバランスよくベストプラクティスも含めたものを組み込んでいく
というのが、私たちがこの間考えてきたもの。是非、全体としてそうした前向きなバランス感覚を持ったもの
になればと思う。 

 

１ 民間主導で「青少年保護・バイ・デザイン」の理念を実現するために 

 青少年の安全で安心なインターネット利用環境の整備については、「子供達を守る」との原点に立
ち返り、「青少年保護バイ・デザイン」の基本的な指導理念の下、端末・接続環境・事業態様を問わず、
受け手（消費者）の視点に立って安全で安心な利用環境が提供されるよう、民間主導での関係者の
取組をより実効あるものとするための環境整備を検討すべき。 
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これまでの検討会における主な意見（10/1時点）(概要版) 

１-(２) 受け手（消費者）の視点に立った民間主導の取組の促進・支援等 

○ 青少年を対象とした商品・サービスを提供する事業者は、法の規定等を問わず、きちんと提供者側で「青少
年保護・バイ・デザイン」に配慮した商品・サービスを提供するべきではないか。 

○ 手に取る消費者が同じに見えるものに対しては、同じような対策をとらないといけない。消費者が混乱して、そ
のリテラシーが低いということで済ませてしまっては、一番被害に遭うのは子供達。青少年向けではない
端末を開発して売る場合には、青少年向けではないと店頭で説明して販売させるということもあっていい
のではないか。また、ある一つの視点、例えば、買いに行くという行動から見たときに、どのようなもの
を手にしたときでも同じように理解できるような最低限の物差しみたいなものを提供すべき。 

○ 企業による主体的な青少年保護・バイ・デザインの取組が進まない中で、フィルタリングを進めるため
には、企業が「青少年保護・バイ・デザイン」でそういう取組をしない限り消費者は使わないのだというぐらいの啓
発をしていかなければならないのではないか。 

○ 事業者として非常に幅広い人が関係しているので、その人たちに、青少年を守る仕組みづくりというこ
とに関して理解していただくことが極めて重要。事業者宛てのパンフレット的なものを作成して、それを全国
的に普及・周知していくということが必要。知恵を出して、どのようなことを事業者に知ってほしいのか、時間
とともに変わる面に対してどのように対応していくかということも含めて検討すべき。 

○ 企業の社会的責任の履行を促進する観点から、事業者に対して、企業としての社会的責任はこういうことが求
められていますというパンフレットはいいアイデア。是非前向きに進めるべき。また、逆にそういう指針があれ
ば、事業者もやりやすいのではないか。事業者としてそのような計画を作る場合はもちろん、方向性とし
て、一定の方向性を保っていただけるように事業者に周知してその主体的な取組を促進・支援する状況が一番望
ましいのではないか。 

○ 青少年を取り巻くインターネット環境の変化に対応するためには、フィルタリング提供義務を有する事
業者や閲覧制限の対象となる事業者等、関係する事業者が従来以上に高い意識を持ち、企業の社会的責任と
して同じ土俵に乗った対策を強力に講じる必要がある。対外的に説明できる青少年保護対策を関係事業者が今、
このタイミングで講じなければ取り返しがつかないことになりかねないのではないか。民間での取組が迅
速に進まないようであれば、現行法の見直しを真剣に検討すべきではないか。 
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これまでの検討会における主な意見（10/1時点）(概要版) 

１-(３) 第三者機関に求められる取組等 

○ 青少年がインターネットを利用する上で、関係者が共有するリスクの度合いを図る水準やこれらに該当する
サイトやサービスの情報が提供されておらず、利用者や保護者は自身の判断力のみに従って対応しなければなら
ない。利用者にとっては複雑化するインターネット環境において、適切な情報提供及び意見表明を行う機関
が必要ではないか。利用者を代表して、必要な行動ができるより公益的な機能が必要ではないか。また、
インターネットは既に通信インフラとして社会に定着していることから、その公益的な機能は、純粋な市
場環境とはなじまず、その機能の実効性を担保するための根拠が必要ではないか。 

○ EMA認定は、事件等を防ぐための一つの防御ラインとして、社会的に認められた第三者機関の認定を最
低限受けていただいているもの。完全に無法地帯で、後は使う方の判断というわけにはいかないというこ
とで、みんなでルールを作ろうということで第三者機関を作ったもの。できるだけ民間で対応していただ
きたいというのがあの当時発足したときのスタートだったが、EAM認定を使うところ、使わないところ、
お金がかかる、かからないなど、５年間の間にいろんな利害関係が出てきているのが実情。子供達のために安
心してインターネットができるような環境を作るという意識が業界の方で最近薄れてきているという気がしてなら
ない。子供たちを守る方法として何が必要なのかという基本に立ち戻ることが必要。青少年を対象にして入って
くるサイトがあるのだったら、そこはきちっとしたルールで子供たちに入ってきても大丈夫なようなシス
テムにすべき。 

○ フィルタリング率が落ちるのを防ぎたいのか、あるいは問題が起きるそのものを減らしたいのか、はっ
きりさせたうえで議論すべき。EMA認定ありきではすべては解決しないのではないか。 

○ 第三者機関のこれまでの取組の実績は実績としてあるわけで、時代とともに今急速に変わってきた問題
点が新たに出てきていると捉えるべき。原点に戻るという言葉の理解をどのように捉えるかという問題は
あるが、現状を踏まえて最初に決められた考え方で今どういう問題が起きているのか、そして、それに対してどう
するのかということを整理した上で考えていく必要。現状の問題点をきっちり把握していくということが重要で
あり、その上で、子供をどのように守るかという考え方をきちっと通した上で、今後検討していく必要。 
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これまでの検討会における主な意見（10/1時点）(概要版) 

２-(１) 子育てのライフサイクルを見据えた教育・啓発等の充実強化 

○ ネット社会の一層の深化が予見される中で、将来にわたり青少年がネット社会において、自律的にその便益
を安全・安心に、また、適切に享受できるためのリテラシー及びモラルの習得が重要。 

○ インターネット・リテラシーの指標については、全国一律であるべきではないか。ILAS等の調査項目を、
教科「情報」の教育課程に組み込んだり、検定サイトの充実を図ったりすることで、客観的な指標が多くの人に認
識できるようにすることができるのではないか。 

○ 保護者による青少年のインターネット利用の適切な管理を論ずる前提として、保護者がデバイスによる
インターネット利用可能性を適切に把握できることが前提。現在、デバイスが多岐にわたり、インター
ネット利用可能性を保護者が把握できていない。 

○ 保護者のリテラシー不足による不利益を青少年が負担する事態は適切とは言い難い。保護者啓発の目的
は、青少年が賢くインターネットを利用できるよう、青少年の発達に伴うインターネット利用環境を監督できるように
すること。そのため、各年齢に従って、保護者が青少年の適切な利用を選べるための仕組みを整えた上で、
それを普及すべき。 

○ 子供達を守るという仕組みづくりと、子供達、あるいは、保護者、教員も含めた、指導する立場の者の指導
力と子供達の能力形成という点が大きく関係しているのではないか。 

○ 保護者自身が子供に対して、インターネットの使い方のお手本を示すことができるようにすることを目指すべき。
その際に、保護者自身がインターネットに不得手な場合には、PTAや学校、専門家の協力により知識を習
得できるように体制整備をすべき。 

○ 未就学児の保護者が子育てに、スマートフォンやタブレットを使うことが増えている。保護者の育成の
観点から、現在、未就学児を育てる保護者として、また、未来の中高生の保護者として、未就学児の保護
者への普及啓発・教育が必要ではないか。 

 

  

２ リテラシー教育・普及啓発等の充実強化 
 子育てのライフサイクルを見据え、保護者の責務が適切に履行されるよう、家庭・学校・地域におけ
るリテラシー教育の充実強化を図るとともに、節度あるインターネット利用が家庭において「生活習
慣」として定着化されるよう、継ぎ目のない支援を充実強化すべき。 
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これまでの検討会における主な意見（10/1時点）(概要版) 

２-(２) 地域社会に根差した持続可能な取組の促進・支援等 

○ 保護者や学校関係者に対する普及啓発活動については、政府及び民間の関係者の取組により、普及啓発
活動の「量」は充実してきていると評価してよい状況。次の段階として、そのセミナーに参加した保護者
等が、その後どのような形で児童のインターネット利用に取り組んでいるのか/いないのか、どのような
セミナーを実施すれば実際に保護者の具体的な行動に繋がるのか、具体的な評価をすることを目指すべき。
保護者等に対する実効性ある普及啓発のあり方として、次に目指すべきは、「質」の向上ではないか。 

○ 保護者の方のフィルタリングの促進は、保護者にフィルタリングをかけないときの怖さを知っていただ
くのと同時に、フィルタリングのペアレンタル・コントロールの実際のやり方、こうやったら緩められる、
こうやったらレベルを変えられるということを具体的にやらせないと定着できない。怖いことを実感しても
やり方がわからないからやらないというのが、全国を回っていて、どこの地域でも共通したポイント。保護者にフィ
ルタリングをかけさせるには、かけた後に緩めることを知っていることが一番のキーポイント。地域に密
着した形で、小さな勉強会の機会を通じて、フィルタリングの実際の設定やレベルの変え方を具体的にやらせて、
実地で理解できる取組を推進すべき。 

○ 各地方自治体から緊急な対処を要する課題等を見ると、学校の外での利用について緊急性を感じている
という問題意識が多く示されている。学校の外で児童・生徒同士がつながる、あるいは全く出会ったことのない
関係がつながっていくという中で起こってくる課題については緊急な対処を要するのではないか。 

○ 行政の広報や研修等だけでは具体的な動きに結び付かない。PTAや地区会といった単位で身近な青少年の
ネットをめぐる問題をテーマに、問題の解決に向けた方法をお互いに検討することで、問題が身近にある
という実感と適切な判断力を身に付ける動機づけになる。また、講座方式で人集めをするよりは、学校の授
業参観日やPTA総会等、保護者が集まっている場を利用しての、テーマを絞った話題提供や問題提起の方式の
方が、保護者の意識に浸透しやすい。そのためにも学校教育現場での「保護者に向けた」ネット利用環境整
備への意識が必要。 

○ 携帯電話事業者の協力を得て、保護者等を対象に市町でのフィルタリング講習会を実施してきたが、参
加者の確保が難しい面があり、啓発事業の開催については見直しが必要。講習会対象者、内容、手法につい
て、これまでとは違うものを検討し、ニーズに合った講習会となるよう工夫が必要。市町におけるインターネット
の適切な利用についての取組に温度差があることも課題。市町の実情に応じて、自立的に各種取組を実施で
きるような体制を構築していく必要。 
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これまでの検討会における主な意見（10/1時点）(概要版) 

２-(３) 実証的なエビデンス等に基づく取組の高度化・技術開発の促進等 

○ 若い人であれば、インターネットに詳しく、携帯電話を扱えるというのは錯覚であり、青少年とその保護者のイ
ンタネットリテラシーやインターネット機器の利用実態等を踏まえて対策を講ずることが重要。 

○ インターネットリテラシーの指標については、全国一律であるべきではないか。ILAS等の調査項目を、
教科「情報」の教育課程に組み込んだり、検定サイトの充実を図ったりすることで、客観的な指標が多くの人に認
識できるようにすることができるのではないか。(再掲) 

○ 保護者のリテラシーや利用実態と青少年の実態の相関等が比較して把握できるように、保護者の携帯電話や
スマートフォンの利用行動との相関関係を調査する必要があるのではないか。あまりにも急速なメディアの変
化の中で、保護者の対応の仕方が追い付いけていないのか、あるいは、追いついている保護者がいるので
あれば、それはどの様な要因なのか、ポジティブな例と上手くいっていない例とを浮き彫りにすることも必要。
「青少年のインターネット利用環境実態調査」については、企画分析会議等において、できる限り調査方
法等をさらに創意工夫して、分析を深めていただきたい。 

○ 現状をどう把握するかについては、かなりのところまで行ったけれども、利用環境も変わってきて、壁に
ぶつかっているのではないかという感じがする。今後の対策で必要なことは、被害に遭わないとか危険だ
とかということに対する対策というのも当然引き続き強化していかないといけないが、同時に、何か賢い
使い方・ベストプラクティスを整理して、それを保護者なり子供たちや学校の先生達に理解してもらうことが必要。 

○ フィルタリングをそろそろ制限の道具とするのはやめるべきではないか。小学校から大人になるまでに、どの
ような形でインターネットと触れ合わせるといいのか、利用に制限がない大人になっても、インターネットの
利用を通じて事件・事故等に巻き込まれることのないような大人をつくるための育成プログラムとして位置づける
べき。 

○各省庁の保持するデータの共有・活用のあり方に関しては、青少年保護を行う上で有効なエビデンスと
なっているが、これらのデータに対する分析的な取組はあまり行われていない。既存のデータを、多角的に
分析することにより、より具体的・説得力のある保護方策が導き出されるのではないか。 

○ 関係省庁のパンフレット等の普及啓発資料は、利用者の利便性・利用率の向上の観点から、過去の資料

を含め、分野・対象別、訴求対象別（保護者・子供、学齢（高校生・中学生・小学生））に区分して、一
覧性・網羅性の高い形で参照できるよう、内閣府等で情報集約して取りまとめることを検討すべき。 
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これまでの検討会における主な意見（10/1時点）(概要版) 

３-(１) フィルタリング等の閲覧機会の最小化のための取組の充実強化(１/２) 

○ 青少年のインターネット利用環境が大きく変化しており、公衆無線LAN接続によるインターネット接続、
あるいは、MVNO(仮想移動体通信事業者)等の新しい接続サービスによるインターネット利用機会が多く
なってきている。事業者の意識も変わってきており、事業者の多様化が進んでいる。青少年の利用実態も
大きく変化しており、保護者のリテラシーや問題意識が不足しているのではないかという状況が非常に多
く指摘されている。こういう状況において、フィルタリング等については、スマートフォンの環境の下に
おいては、携帯電話事業者、アプリ事業者、OS事業者、それにMVNO事業者等、多様な事業者が存在しており、
その役割と連携状況が見えにくくなっているという実態がある。 

○ インターネットへ接続可能な端末・形態が多様化するとともに、青少年に身近になってきている環境変
化を踏まえ、利用者、保護者へのリテラシー向上を目的とした一層の普及啓発が必要。関係機関との協力
の下、より幅広くフィルタリングの必要性等を訴求すべく、継続的な啓発・奨励等が必要。また、OS事業
者、SNS事業者、ゲーム事業者等の関係事業者が協力しつつ、幅広くフィルタリングの訴求・普及啓発を進めてい
く必要。 

○ フィリタリングの利用率を上げるためには普及啓発により保護者のリテラシー向上をという意見がある
が、本末転倒。「わからない」場合には、原則（フィルタリングを）適用すべき。 

○ 青少年インターネット環境整備法の最大の目的は、青少年のインターネット利用環境の整備であり、青
少年の利用環境に応じた対策が考えられるべき。つまり、利用者の認識に応じた対策が講じられるべきであ
り、機器ベースではなく、青少年の利用実態に応じた対策をすべきであり、どのデバイスから接続しても、
同じ接続環境が確保されることが必要。携帯電話以外の青少年が多く利用するインターネット通信端末機器にお
いても、インターネット上の青少年保護が現状に即し、かつ、急激な技術の変化に対応できるよう、早急に青少年
の利用環境に応じた実現可能で効果的な対策を検討すべき。 

 

 

３ 青少年有害情報の閲覧の最小化 
 青少年有害情報の閲覧の最小化に係るフィルタリング等の取組については、「子供達を守る」との
原点に立ち返り、「青少年保護・バイ・デザイン」の基本的な指導理念の下、「青少年保護・育成プログ
ラム」として、積極的にそのあり方・位置付けを見直し、民間主導での関係者の取組をより実効あるも
のとするための環境整備を検討すべき。 
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これまでの検討会における主な意見（10/1時点）(概要版) 

３-(１) フィルタリング等の閲覧機会の最小化のための取組の充実強化(２/２) 

○ 青少年対策をしていない道具に関しては、18歳未満は使用禁止と書ければ、確実にこれは子供の道具で
はなくて大人の道具だということが明快になる。そのくらい明快にしないと、多分子供の道具か、大人の
道具か、保護者はわからなくて買い与えてしまうと思う。 

○ 企業による主体的な青少年保護・バイ・デザインの取組が進まない中で、フィルタリングを進めるため
には、企業が「青少年保護・バイ・デザイン」でそういう取組をしない限り消費者は使わないのだというぐらいの啓
発をしていかなければならないのではないか。(再掲) 

○ 保護者がスマートフォン等を買い替える際に、古い端末を保護者が利用していた設定・環境のままで、
子供にお下がりとして使わせる、いわゆる「お下がり」の端末の問題が生じている。中古の端末についても、
課金やネット依存等の問題もあるので、適切な対応を検討すべき。 

○ 保護者が青少年保護のためのサービスの存在を認識していないケースが多いことから、保護者による多
様な青少年保護の方策（各家庭の事情に合った保護）を支援するためにも、保護者による青少年のイン
ターネット利用の管理のためのツールの選択肢については、（奨励ではなく）これらが利用可能であるこ
とを公知する必要。 

○ WI-FI接続に対するフィルタリング等について、販売店等で個別に説明されても世間一般には周知され
ないので、フィルタリング等のサービスを通信事業者自身が世間に周知させる自主的取組が必要。 

○ 特定サーバー管理者の青少年閲覧防止措置は、例示のみではなく具体的な施策を示した運用ガイドライン
等の策定等、特定サーバー管理者の機能、能力、スキル等の標準化への努力が必要。また、業務担当者に関
しても、その能力の明確化等、特定サーバー管理者の自主的な取組に一方的に委ねるのでなく、より一層
具体化・標準化する方向で実践すべき。また、特定サーバー管理者の取組として、特定サーバー管理者の
使用する問い合わせフォーム等を業界として整備し、問い合わせ等の運用ガイドラインを整備するなど、
青少年有害閲覧防止措置のプロセスの可視化をより実効あるものとすべき。 

○ 青少年を取り巻くインターネット環境の変化に対応するためには、フィルタリング提供義務を有する事
業者や閲覧制限の対象となる事業者等、関係する事業者が従来以上に高い意識を持ち、企業の社会的責任と
して同じ土俵に乗った対策を強力に講じる必要がある。対外的に説明できる青少年保護対策を関係事業者が今、
このタイミングで講じなければ取り返しがつかないことになりかねないのではないか。民間での取組が迅
速に進まないようであれば、現行法の見直しを真剣に検討すべきではないか。(再掲) 
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これまでの検討会における主な意見（10/1時点）(概要版) 

３-(２) 青少年有害情報に係る被害防止・被害拡大防止対策の充実強化 

○ リベンジポルノについては、被害の未然防止だけではなく、現に画像あるいは写真等が流布されてし
まっていて、それを削除できない法整備の中で大変傷ついている当該御本人や、あるいは家族や友人や関係
者の皆さんをどうしたら救えるのかということが問題。被害者及びその関係者を救済するために、立法機関の動
きに委ねるべき部分はあろうが、現在の法律の解釈等によって対応できる事柄については、被害者等に情報
提供していくことが必要。 

○ ヨーロッパとかアメリカでは、通報があってからそれを削除するまでの日数をできるだけ短くしていこ
うということで、迅速化に力を入れている。我が国では、プロバイダ責任制限法では削除まで、1週間の
猶予期間があるが、公職選挙法では候補者の誹謗中傷については二日間と期間が短縮されている。リベン
ジポルノについても、広く流通したまま多くの人の目にさらされるということがないように、見つけたら
即対応するという方向で、ベースとなる方針や法改正が必要となるのではないか。 

○ 国内法を改正しても、海外のサーバーには効果は及ばないため、どのような実態や情報があるのか、統計
に基づいた分析した上で、慎重な議論が必要。 

○ 事業者に対し、携帯電話端末等の使用者確認や青少年有害情報に接する機会が生じることの説明、フィ
ルタリング（無線LANに対応するフィルタリングソフトウェアを含む。）の内容説明を義務付けるととも
に、保護者に対し、フィルタリングを利用しない旨を申し出る場合の書面提出を義務付ける等の取組は、
保護者の判断を制限する例外的なものではなく、保護者がフィルタリングを利用しない場合の危険性を認
識しないまま、安易に不使用・解除を選択することのないよう、保護者のフィルタリングに対する認識を深
め、適切な判断をサポートするための取組であり、法の意図するフィルタリングサービス提供義務の実効性を高
めるための対策として捉えるべき。 

○ SNS等を運営する大手サイト運営者は、青少年の利用制限があることや注意事項が多くあることを、その理由
とともにわかりやすく説明すべき。最初のアカウント登録時こそが肝心。また、青少年の初心者トラブルを想定
して、利用規約の例外として、例えば、利用規約違反ではない場合でも、その情報がインターネットに掲
載されているためにいじめに遭ったり、将来に影響してしまう場合等に適切に対応できるよう、「青少年
のための特別措置」を設けるとよいのではないか。 

○ 親や先生に言えないことを相談するために、相談窓口照会のパンフレット等には「秘密は守る」「一人
で悩まないで」と大きく掲げるなど、相談窓口への敷居を低くすることが望ましい。 
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これまでの検討会における主な意見（10/1時点）(概要版) 

３-(３) 実証的なエビデンス等に基づく取組の高度化・技術開発の促進等 

○ これまでフィルタリングに対しては、その機能や実効性の向上に向けて各関係者が努力しているが、そ
の機能向上に向け客観的評価が行われていない。青少年のリスク回避能力の状況に適合した、適切なフィ
リタリングに改良されていくためにも、フィルタリングの効果に関する科学的なデーターを得るための調査・実
験等、客観的評価への取組が必要。 

○ フィルタリングやペアレンタルコントロール機能等の利便性の向上、高機能化、選択肢の拡大は、操作や設定の
複雑さを招く傾向があることも否めない。これら取組は今後も継続、強化が図られるべきだが、これらの取組
だけでは一定の限界があることも認識される必要があるのではないか。 

○ フィルタリングをそろそろ制限の道具とするのはやめるべきではないか。小学校から大人になるまでに、どの
ような形でインターネットと触れ合わせるといいのか、利用に制限がない大人になっても、インターネットの
利用を通じて事件・事故等に巻き込まれることのないような大人をつくるための育成プログラムとして位置づける
べき。（再掲） 

○ 保護者の中には、フィルタリングをかけると無料通話アプリがダウンロードできないなどのマイナスの
認識を持つ方もおられるため、フィルタリングに関する具体的な情報提供を行い、プラスのイメージを浸透させ
ていくことが利用率向上のために重要。また、年齢に応じたフィルタリング機能の細分化や、SNSアプリにつ
いても個別に利用設定を選択できるような保護者のニーズに応じた機能の向上が求められる。 

○ 特定サーバー管理者の青少年閲覧防止措置は、例示のみではなく具体的な施策を示した運用ガイドライン
等の策定等、特定サーバー管理者の機能、能力、スキル等の標準化への努力が必要。また、業務担当者に関
しても、その能力の明確化等、特定サーバー管理者の自主的な取組に一方的に委ねるのでなく、より一層
具体化・標準化する方向で実践すべき。上位特定サーバー管理者の催告にも関わらず、下位特定サーバー
管理者が青少年閲覧防止措置を講じない場合等に関し、モデル約款の整備は必要であり、リベンジポルノ
の問題等の実態に鑑みると、特定サーバー管理者研修等で共通して使用される運用ガイドラインモデルの
提示等を通して、特定サーバー管理者の能力向上を現実のものとする努力をすべき。 

○ LINE、ゲームを含めた「ネット依存」や「リベンジポルノ」への対策については、技術革新の方が早く、
対応は少しずつというところがあるので、是非、今後の計画・取組に反映していただきたい。また、これら
の課題は、各自治体において共通性がある課題だと思われるので、先進的な取組について、都道府県及び市町
村にして、より一層情報伝達に努めるなど連携強化をお願いしたい。 
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【参考】子ども・若者育成支援推進大綱(「子ども・若者ビジョン」)の総点検報告書(平成26年7月) 抜粋 

第２ 総点検結果～今後取り組むべき課題と方向性～ 

１．総論 

（４）子供・若者とメディア、企業行動 

 法では、基本理念として、子供・若者の発達段階、生活環境、特性などに応じてその健やかな成長が図られるよう、良好な
社会環境の整備その他必要な配慮を行うことが掲げられている。また、国と地方公共団体は、子供・若者の健やかな成長に資
する良好な社会環境の整備について必要な措置を講ずるよう努めるものとされている。 

 大綱では、子供・若者の問題は、それを取り巻く大人を含む社会全体の問題であり、このことを踏まえ、大人自らがその責
任を自覚して子供・若者のモデルとなるよう努めるとともに、社会の改善に取り組むことができるよう、社会の在り方を見直
す取組を進めていくとされている。 

（情報化社会に対応した保護者に対する支援・啓発の充実強化や子供・若者のメディアリテラシーの育成） 

 スマートフォンを始めとする新たな情報機器やサービスが子供・若者の間で急速に普及・浸透している。また、いわゆる
「デジタルネイティブ」と言われる世代が親になり始めている中で、いわゆる「スマホ子守り」の問題も指摘されている。 

 インターネットに関する問題については、これまで主に学齢期や思春期の子供・若者に対する教育や広報啓発が進められて
きた。これらについて、とりわけ保護者への広報・普及啓発を一層充実強化していくべきであり、加えて、子供が乳幼児の時
からの対応も必要である。例えば、母子手帳にスマートフォンやインターネットに関する情報を掲載したり、両親学級でそう
した情報を提供することなどを検討すべきである。 

 インターネット上の違法・有害情報対策が必要なことは言うまでもないが、情報化社会には良い面もあり、メディアや情報
機器の利用を抑制する、制限するという発想ではなく、子供・若者がインターネットを適切に活用する能力を育成していくこ
とも忘れてはならない。そうした観点も踏まえ、情報モラル教育やメディアリテラシー向上などの取組を一層進めるべきであ
る。 

（「ネット依存」などの新たな課題への対応） 

 思春期の若者の中に、いわゆる「インターネット依存」の傾向にある者が一定程度存在していることが各種の調査研究など
で指摘されている。このため、インターネットに関する問題を考えるに当たっては、「依存」という心理的・医学的観点や、
いわゆるサイバーコミュニティへの傾倒といった社会的観点から、一層の危機感や問題意識を持って取組を行うべきである。 

（子供・若者の育成に配慮した企業行動） 

 新たな情報機器やサービスを始め、民間企業による多様な商品・サービスの提供は、消費者としての子供・若者に様々な影
響を与えるものである。 

 子供・若者の健やかな成長を支えることは社会全体の責任であることや、子供・若者の問題は大人社会の問題であることを
踏まえ、行政のみならず民間企業を始めとする全ての組織・個人が、当事者意識を持って、それぞれの役割や責任を果たし、
相互に協力・補完しながら、子供・若者の育成に取り組むことが肝要である。 
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