
 

 

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） 

に関する意見募集（パブリックコメント）の結果 

 

 

１. 総論関連（32件） 

１ そもそも『有害』情報という表現が極めて悪質であり、人権侵害そのものである。『情報が心身へ何ら

かの影響を与える』とする弾丸効果仮説は提唱から一世紀近くが経ているが、未だに証明されていな

い。即ち、本当に『有害』であるならば規制できるが、『無害』であるが故に規制できない情報を、『有

害』情報と称しているに過ぎない。これは当該情報に包含されるとされる情報を担う創作者・流通関

係者・消費者全てに対し、全くの無根拠に誹謗する行為であり、内心の自由・言論表現の自由などを

不当に貶める、極めて重大な人権侵害そのものである。（個人No.4） 

２ インターネットおよびアプリ利用の約束ごとは親と子の間で決めるべき問題であって政府が法規制

に乗り出すべきものではない。インターネット全般の表現規制に乗り出すことは恣意的な検閲と同等

である。法整備をするのならばその点も配慮したものになるようにしていただきたい。（個人 No.15） 

３ 個人の人権は極めて重要であることを認識し、青少年の保護を名目に知る権利や表現の自由を奪って

はならないということ認識、明記すべきである。（個人No.18） 

４ 何でもかんでも規制するという考えはいかがかと思う。規制は各家庭の親がきちんとした教育方針に

沿って設定すれば良いわけであり、それを国の一元管理とするのは国民の自由を保障する憲法と矛盾

すると考える。（個人No.25） 

５ 法に拠る・拠らないを問わず、強要された「自主規制」は「自主規制」に非ず。これは「強制規制」、

即ち「検閲」ではないか。（個人No.27） 

６ 誹謗・中傷については、相手が政治家や大企業の社長といった公人や、国民の安全に関わる事ならと

もかく、私人の些細な悪事や認識不足を徹底的に叩きのめすのはやりすぎだと思うが、条例や「業界

の自主規制」でやめさせることには反対。（個人No.27） 

７ インターネット規制や、表現規制に繋がるインターネット環境整備は憲法第21条で保障されている、

表現の自由や、通信の秘密の保障の侵害にあたるため反対です。（個人No.28） 

８ インターネットの自由を奪わないでください。（個人No.29） 

９ 仮にフィルタリングやインターネット規制を厳しくするのであれば、危険性のあるサイトは全部規制

しようということになり、もうフィルタリングでは対処できないようになると、もう消してしまおう

ということになる可能性が高く、憲法の表現の自由も侵害するのではないかと懸念されるため、青少

○ 募集内容：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）に関する御意見 

○ 期間：平成27年４月３日（金）から４月20日（月）までの18日間 

○ お寄せいただいたご意見： 

主体別意見数：45件（42個人、3団体） 

内容別意見数：81件（複数回計上。ただし、報告書（案）と関係しない意見は除外） 

○ お寄せいただいたご意見の概要：下記のとおり（各項目の件数は内容別意見数）。 
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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)に再検討と原案の廃止を求める。（個人

No.35） 

10 もう少しインターネットに対するモラルの周知徹底は必要だと感じるが、これ以上のフィルタリング

やインターネット規制は全くもって必要性を感じない。（個人No.35） 

11 青少年インターネット環境への社会の働きかけは、教育・啓蒙といった活動によってのみなされるべ

きであり、その上でリベンジポルノや裏サイトといった他者への不利益となる行為に対しては、既存

の法律による取り締まりの稠密化及び罰則の徹底で対処するのが適切である。（団体No.3） 

12 フィルタリング等の行動規制については、成年、未成年を問わず、国民の行動を制約する施策には反

対。対象が青少年であっても、それは保護に名を借りた管理・統制であり、行動および認知について

の自己決定権への侵害である。（団体No.3） 

13 有害な情報を見せないようにする「ゾーニング」は「家庭」の役割であり、公権力が口を出す問題で

はない。インターネット上の有害情報に公権力が過剰に介入をし過ぎると「青少年育成」とはかけ離

れてしまう。あくまで家庭内で教育をすべき問題である。表現の自由や言論の自由を尊重すべき。青

少年達から、自由な表現・言論を奪う、インターネット検閲の法整備には断固として反対。（個人No.6） 

14 自主的な取り組みを促す等と書かれているが、p.54の「検討会の在り方の見直し等」では、「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・役割の再整理等に関する検討をより実効あるもの

とするためには～」とあり積極的に介入したいように見えるため、危機感を覚える。国からの介入は

親や教育機関への啓発程度にとどめ事業者への介入は現状以上すべきでない。行政から見て取り組み

が不十分な事業者に対して罰則、ペナルティや行政からの圧力(当人達に圧力の認識がなくても相手

がそう受け止めざるをえない行為など)がないようにすべき。（個人No.9） 

15 プロバイダなど情報を発信する側の管理の徹底化も手段として考えられるが、その場合よっぽど明確

に規制範囲を決めなければ過度な自主規制によって違法ではないサイトまで見れなくなるような事態

も考えられる。ここ最近は政府による過度な表現規制、それによるコンテンツ側の自主規制が問題視

されているため、まずは、ネットを利用する側や保護者のリテラシーやネットに対する知識の向上が

先決ではないか。（個人No.12） 

16 基本的にフィルタリングやインターネットの利用の仕方について国や地方自治体、教育機関、PTAは

保護者及び青少年の意に反した干渉はせず、保護者及び青少年本人の自主性に任せるべきである。た

だし、国や地方自治体等は積極的にそれらの情報を提供し、保護者や青少年本人から情報を求められ

たときはその要求に応じて情報提供すべき。（個人No.18） 

17 青少年に対する情報のフィルタリングが具体的にどのようになるのか、そこをわかりやすくしてほし

い。そして、青少年の健全な育成を考慮してもなお情報を強制的に規制する事は、規制の幅がわから

ない以上、人権侵害の心配が残る。そのため、フィルタリングを導入する前に情報モラル教育を強化

し、インターネット上の青少年被害やトラブルを少なくし、規制によらない対策で対応できないのか、

検討してほしい。（個人No.26） 

18 「メディアを通じて流れる様々な情報を主体的に収集、判断する能力、また適切に発信する能力を身

につけるため、メディア・リテラシーの向上を図る。」だけをやれば十分。（個人No.27） 

19 青少年に対するインターネット規制については、ネット規制や、表現規制ではなく、メディアリテラ

シー教育の更なる充実をはかり、自己防衛力を身に付けることに重点を置いていただきたい。（個人

No.28） 

20 報告書の内容を見ると、青少年への保護を名目にインターネットの規制に繋げられかねない危険性が
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高いと受け止めざるを得ない。表現の自由が脅かされるようなことは絶対にあってはならないことで

あり、それに繋がるような法改正は断固として反対。法律を改正するより先に、インターネットに対

する教育を徹底させるべき。（個人No.33） 

21 日本で規制しようとインターネットは海外にもつながっているため、ほぼ無意味であり、規制にコス

トを割くよりは、各家庭や学校等公共の場を使ってモラル教育を実施した方が建設的ではないか。（個

人No.39） 

22 無闇なインターネット規制を行うよりも、まずは青少年に対して、直接的なリテラシー教育を行う方

が有効ではないか。（個人No.40） 

23 インターネットにおける青少年の安全確保の対策は、教育・啓発と、青少年本人と保護者が話し合っ

ての自発的な行動に徹しきるべき。（個人No.41） 

24 「子供達を守り育てる」という原点に立ち返り、適切なインターネット利用が促進されるよう青少年

やその保護者のインターネット利用の実態やそのインターネットリテラシーの現況等を踏まえ、機器

や接続環境等にかかわらず、インターネット利用の態様が同じ場合には、関係事業者による取組がよ

り整合的かつ実効的に展開されるよう、今回報告書で提示された基本的な方向性を踏まえ、検討会に

おいて具体的な制度設計を見据えた議論が深化されることを期待する。（個人No.30） 

25 報告書案の、公衆無線LAN環境における多様なインターネット接続に関しても、フィルタリング等の

青少年保護に係る取組が継ぎ目なく提供されるようにすることが望ましい、という考え方に賛同する。

今後、整備拡充される無料公衆無線LANが国民にも開放されるのであれば、青少年保護・バイ・デザ

インのポリシーに則り、青少年にとって有害な情報の保護対策を講ずることについても十分に配意の

上で進められることが明確にされるべきではないか。（団体No.2） 

26 MVNO事業者向けフィルタリングの取り扱いに関する検討においても、携帯電話インターネット接続役

務環境のみならず、公衆無線LAN環境下での利用があることも鑑み、多様なインターネット接続環境

において継ぎ目なくフィルタリングが有効に機能すること、販売形態として店頭に限らずオンライン

等、非対面による場合等においても利用者が未成年かどうかの確認フローを入れることは重要な要件

であることを各種ガイドライン等において一貫して明確にされるべきであると考える。（団体No.2） 

27 （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）について）反対です。（個人No.7）

（団体No.1） 

28 インターネット空間とは「公海」であり誰でも自由に船を作り航海して良いという世界である。善も

悪も混在している世界であり誰も助けてくれない。そんなところへ未熟な青少年が安全に乗り出せる

など、ありえないと考える。この検討はテーマ自体が間違っていると指摘したい。インターネット空

間は、大人であっても危険である。特に詐欺師の手口は巧妙化してきており、フィルタリングなどで

カバーできるはずがない、しかも常に変化しており、追いつくわけもない。青少年が安全にインター

ネットを利用できるようにするなどとは妄想である。（個人No.11） 

29 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について見直す必要はありません。（個人

No.20） 

30 報告書（案）の内容については概ね賛成。（個人No.22） 

31 インターネットへのこのような規制は根拠に乏しく、却下されるべき内容。（個人No.23） 

32 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）の内容については原則すべて反対だ

が、p.41の「（２）青少年のライフサイクルを見通して、保護者の責務が適切に履行されるよう、家庭

への支援を充実強化するとともに、青少年のインターネット・リテラシーの向上と節度ある生活習慣
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の定着化を図るべき」という部分のみ賛成。（個人No.37） 

 

２. 教育・啓発関連（14件） 

33 「メディアリテラシー教育」などの用語が出てくるが、機械を取り上げて解決という短絡（的な内容）。

（青少年をインターネットから）隔離（する方法は）過保護という虐待ではないか。ペンからタイプ

ライターへ、そしてIT機器、新技術を使いこなす進化の出来なかった者は社会で通じていけません。

子ども達にも（青少年の適切なインターネット利用に関する取組）は「監視」でなく「保護」と理解

させることが必要。インターネット回線の向こう側に感情を持った生身の人間がいる事を子ども達に

教える必要がある。（個人No.14） 

34 インターネット黎明期からの利用者は色々な状況を肌で感じながら利用してきたので何が危険か分

かっていると思うが、現在のネットネイティブ世代ではそういうのをわかっていない状況が鑑みられ

るので、そこを何とか啓発していくのが第一の課題だと思う。（個人No.22） 

35 インターネット・リテラシーなどの、今の時代にあった新しい教育が必要。大人が教育の無責任を子

供を縛ることで早急に片付けようとする姿勢はなんとも無様。（個人No.24） 

36 それに加えて小・中学校でインターネットでのマナー・モラル・利用方法や性的な知識を早期により

深く学ばせるべきであると提案します。 何故ならば先に情報を得ておく事で有害情報による影響、炎

上発生を少なくする事が可能であると考えるからです。（個人No.36） 

37 情報社会の良いところ、悪いところについて、幼い子どもにも教えるべき時代に入っているのではな

いか。（個人No.36） 

38 世界的な IT 化の流れがあるため、若者にはネット等を自由に使わせる方が良い。しかしながら、犯

罪等に巻き込まれる恐れがあるので、コンピューターリテラシーの教育も十分に行う必要があり、ま

た、犯罪に巻き込まれてしまった時のアフターケアも必要。（個人No.42） 

39 青少年に対する教育、啓蒙について、特にインターネットを介した不法・脱法行為には深刻なペナル

ティが課せられることに対しては周知徹底するべき。（団体No.3） 

40 「青少年とインターネット」と言うよりは、まず第一に「良識ある青少年」の育成が第一と考える。

「ありがとう」「いただきます」等といった言葉さえ拒絶感を示すような児童が増えているとも耳にす

るが、これらの事例は、インターネット以前に、家庭でのしつけ/教育の問題。（個人No.16） 

41 基本的に「臭いものには蓋」という『青少年インターネット環境の整備等に関する検討会』の考え方

がもうすでに駄目であると言わざるを得ない。仮に悪質な情報に接したとしても、そのような情報に

惑わされないような教育をすることが本来あるべき青少年健全育成である。（個人No.18） 

42 青少年のインターネット環境に制限を加える行為は教育権を著しく侵害する。政府は安易に人権を制

限して直接的強制的な干渉をするのではなく、教育課程にインターネット利用についての指導を組み

込んだり、保護者と積極的に接触して啓蒙によって促すべき。インターネットリテラシーが必要なの

は間違いないが、何より身に付つけさせることが肝要であり、保護者にもリテラシーの格差があるな

らば尚更学べる様な機会を提供する必要がある。（個人No.21） 

43 国際的なスタンダードとあるが、諸外国と同じ事をすればよいわけではなく、必要なものはそういっ

たサイトにアクセスしないという青少年の心であり、教育であると考える。（個人No.37） 

44 保護者及び学校の教師のインターネットリテラシーの向上を図るのが一番大事である。学校でのICT

の活用が上手くなされいない現状が聞かれるため、そこを補っていく必要がある。急速な情報社会の

技術発達や状況に、教師や保護者が着いてこれていない現状があるのでそこが課題ではないか。（個人
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No.22） 

45 保護者が面倒くさいのでフィルタリングかけておけば大丈夫という安易な認識では駄目であり、子供

との相互理解(何が危険か等)をしっかり話し合う事が大切。（個人No.22） 

46 最近の子供は、インターネットに利用制限を設けていても、自分達でそれを回避してインターネット

に接続したり、Wi-Fi のフリースポットなどを子供たち間で情報共有して接続するなど賢いため、保

護者の目をいつも光らせておく必要がある。（個人No.22） 

 

３. フィルタリング関連（11件） 

47 (1)まず厳然たる事実としてネットなき戦後５０年の間のほうが少年犯罪（被害・加害問わず）多かっ

たということ。(2)ネットはすでにインフラであり、知財社会を目指すに辺りそれこそ教育科目として

積極的にネット利用を図る必要があるということ。(3)サイバー犯罪防止が目的ならば、粛々と警察が

取り締まればいいだけのことで社会運動は必要ない。最低限の規制とは何か、即ち接続時間やフィル

タリング規制の是非を慎重に検討していただきたい。（個人No.5） 

48 フィルリングの位置付けは極めて補助であり受け手の教育・知識が重要という前提に立つべき。 一

部を除き家庭でも、学校でも、政治でも、IT界隈の情報リテラシーに通じる人は極めて少ない。ネッ

トコンテンツを提供する事業者の知識をもっと借りる必要があるのではないか。（個人No.8） 

49 フィルタリングに関しては、海外では青少年に有害なサイトとは無関係なサイトも巻き込まれてフィ

ルタリングされてしまっているという事例が報告されている。フィルタリングの定義を厳格にし、フ

ィルタリングはインターネット事情に長けている企業の自主規制にすべきである。（個人No.10） 

50 フィルタリングに該当する内容のうち児童ポルノ等人権侵害するものを除いて、フィルタリング等を

利用していない場合や成人である場合に、その情報にアクセスすることが困難にならないように注意

すべき。（個人No.18） 

51 ネットユーザーがおのおのの対応したり、プロバイダーなどのフィルターサービスを受ける選択をす

るべきで、各人の状況に対処しない一律の禁止は絶対反対。（個人No.31） 

52 フィルタリングの方式に非常に迷惑をしてる場合に、プロキシサーバーやVPNを使用してフィルタリ

ングを迂回してサイトに接続してしまうと、フィルタリングには一切かからなくなり、有害なサイト

にも接続できてしまうという状況が起こりうることが検選※されるため、現状のフィルタリングを改

善しストレスなく使用できるようにすることが必要である。（個人No.35）※原文のまま 

53 インターネットの利用履歴等から利用者が青少年であるか否かを自動的に推認し、そうである場合は、

自動的にフィルタリング機能等を作動させるシステムを開発し、その導入を推進するべき。（個人No.1） 

54 年齢別の厳密なフィルタリングの適用を行うべき。単なる年齢別に加え、運転免許のようにある一定

のレベルを保証する試験制度が望ましい。（個人No.2） 

55 漫画やアニメの規制やインターネットの検閲はやめてほしい。（個人No.13） 

56 ネット関係事業者の多様化による責任の複雑化は今後も抗しがたい傾向である。それを制限する為に

フィルタリングを行うことは児童の知る権利を侵害するおそれがあるのではないか。（個人No.21） 

57 各インターネットに接続できる機器については、フィルタリングは安易にかけるものではなく、その

フィルタリングがどういう物なのかを理解してから適切にかけるのが良い。（個人No.22） 
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４. 違法・有害情報関連（11件） 

58 「児童ポルノ、危険ドラッグ等のインターネット上の違法・有害情報の氾濫（コンテンツリスクの増

加等」とあるが、対象者となる18歳～6歳程度の人数から比べると数百人程度の数は誤差の範疇であ

り、ゼロに等しい。むしろ警察庁の方針によって増減していると見た方が自然。ゼロに等しい増減を

論拠とするのは不適切である。（個人No.4） 

59 「児童ポルノ」や、「危険ドラッグ」「リベンジポルノ」等同様に定義を自明であるかのように「有害

情報」として制限することに危惧を覚える。この様な状況では、「有害情報」がどこまで拡大・制限さ

れ得るかが不確実であり、フィルタリングと共に検閲が行われかねない。情報アクセスを恣意的に制

限するならば知る権利だけでなく、表現の自由の憲法21条や憲法13条の幸福追求権まで侵害される

のではないか。（個人No.21） 

60 情報発信と受信を適切に行う能力を習得させるのは良い事であるが、そもそも有害情報とは何か、誰

にとって、何によって、そして「誰によって」有害となるのか、経緯をもう一度調査する必要がある。

（個人No.27） 

61 有害情報対策や有害図書規制の徹底などについては、「暴力を助長するおそれのあるわいせつな雑誌、

コンピュータソフト等」はこれらの暴力性を高める原因にはならない結論が出ている。（個人 No.27） 

62 合法かつ、AVのような本人の了解を得ているものや、未成年と思われるキャラクターが出ている同人

誌（マンガなどの絵）は、規制してからでは遅いのではないか。実際に同人誌やAVを一部規制した国

ではレイプなどの目を背けたいよう事態が起こっている。（個人No.32） 

63 「有害情報」や「炎上」等の事象はインターネットへのアップロードが原因で発生し、それを青少年

が閲覧して初めてそれが「有害情報」となるため、規制するべきなのは閲覧ではなく有害情報の方で

はないか。（個人No.36） 

64 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という目的自体はすばらしい

が、そのためにすべての機器に対しフィルタリングを行うのは間違っているのではないか。例えば、

どういう基準でどこの誰が「有害」であると定義するのかが不明確であり、恣意的な運用につながる

可能性が高いと考える。（個人No.37） 

65 ポルノに関しては、現在の 25 歳以上 35 歳以下のインターネットユーザーへのアンケートなどを行

い、厳密な基準を設けるべき。（個人No.38） 

66 青少年やその保護者に対するネットリテラシー教育や啓発に、力を入れているところは良いが、p.68

の「(１) インターネット・ホットラインセンター等を通じた削除等の対応依頼推進」で民間に委託す

るとなってはいるものの、結局はインターネットの監視であり、その民間組織にどこが影響力を保持

するのか、指導するのかなど、行政機関の利権になることが懸念され、また、児童ポルノについては、

現行法自体が最近の改正で冤罪の発生源になることが強く懸念されるため、「１. インターネットを

通じた青少年の犯罪被害の抑止対策の推進」及び「２. 違法・有害情報の削除等の対応依頼の推進」

は丸ごと削除すべき。（個人No.41） 

67 児童ポルノの定義および具体的にどのような画像が児童ポルノとみなされるのかを青少年に教育す

る機会を設けるべき。（個人No.10） 

68 児童ポルノに関しては、「ポルノ」ではなく「実在児童の性虐待」の問題として真摯に扱うべきだと考

える。（個人No.21） 
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５. その他（13件） 

69 インターネットと若者の問題などについて、関連性を不正確な理解のまま規制するのは大変危険と考

える。科学的・統計学的に信頼のある更なる調査等が必要。電話ができた当初はテレクラなどの問題

あるサービスが多かったようだが、メールや電話・郵便が安全で無いのであれば、メールや電話や郵

便にフィルタリングをするなどの方法を検討すべきでは無いか。また、危険なコミュニケーション・

アプリがあって規制が必要である場合は、他のコミュニケーション・アプリとの違いについて、デー

タをしっかり集めて比較していただきたい。（個人No.8） 

70 コミュニケーション・アプリ上でのいじめや「有害情報」の拡散など、コミュニケーション・アプリ

に関する問題はもう少し詳しい調査が必要。（個人No.16） 

71 実証的なエビデンスや検証に関して、「児童ポルノ、危険ドラッグ、いわゆるリベンジポルノ」の規制

強化についての評価も同時に行われるべき。これらは多くの問題点が指摘されながら、何度も改正に

よって規制が強化され続けている。まさにこれらの海外での先行事例と実証的なエビデンスに基づく

効果を検証して、規制緩和を含めて見直すべきだろう。（個人No.21） 

72 民間主導の自主的かつ主体的な取組については、国民が青少年保護に係る取組の実効性をより的確に

判断できるよう、PDCAサイクルを「見える化」するとともに、説明責任をできる限り客観的に担保で

きる方策を充実強化することを期待する。（個人No.30） 

73 「ガラケー」を主に想定していた法制定時の状況については、検討会の前回の報告書が公表された段

階で、既にパラダイムシフトが生じていたことから、その意味では、制度的な環境整備に向けた取組

がやや後手に回った感があります。是非、今回は、具体的な論点に踏み込んで、エビデンスに基づい

て実態を検証し、議員立法の動向を見据え、次期基本計画の期間中に制度見直しのたたき台となるコ

ンセンサスの形成に向けて議論を集約されることを期待する。（個人No.30） 

74 ただ単にインターネットやアプリを青少年に使わせないようにするだけでなく、インターネットやソ

ーシャルメディアへの依存を精神的な病気と捉え、その治療法の開発や治療に携わる医師やカウンセ

ラーの養成・各学校への配置を積極的におこなうべき。（個人No.10） 

75 青少年とインターネットの問題において、まだあまり注目されていない大事な点は、青少年の「発達

障害」の問題である。青少年のみならず成人の中にも、その器質を先天的に有しているが、自覚がな

いまま成長したいわゆる「見過ごされてきた発達障害」が多く存在するという。こういったタイプの

人々が便利な端末を手にしてしまうと、一般の健常者よりも使いたい欲求をコントロールできず、依

存症に陥りやすいのではないか。健常者であっても、おもしろい情報や仲間との通信、インターネッ

トゲームなどに、つい夢中になってしまうという感覚は持ち合わせているはずだから、人間は弱いも

のだという「性弱説」の立場に立って、インターネット環境の整備を進めていただきたい。青少年の

様々な先天的器質や後天的生活環境等を深く分析しながら、「ネット社会における弱い立場の人たち

を守るのが大人の義務である」という認識をさらに深めていただきたい。（個人No.19） 

76 「ミニメールの内容確認」は電気通信事業法第4条第1項「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘

密は、侵してはならない。」に違反します。たとえ民間団体といえ「通信の内容を知り、それを治安当

局に届けて摘発・監視対象とする。」のであれば事実上の「官による検閲」と同じ事です。（個人No.27） 

77 規制を行う前に中学校の義務教育段階でネットリテラシーなどの情報科目を必修化し、その上で 18

才未満の携帯電話等に関してプロバイダー側で例外なくフィルタリングを行うよう義務化すべきであ

り、それらの教育を十分に理解しているという前提で厳罰化を進めれば法的側面からは問題はある程

度解消できるのではないか。（個人No.38） 
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78 p.41の「青少年のインターネット利用に関する適切な生活習慣の定着化」について、ネットやメディ

アに対応できていない時代遅れの大人が昔の価値観を引きずって居るとしか思えない。最近はメッセ

ージ・アプリ等のツールで家族とコミュニケーションを取っている親子の話をよく耳にする、対面で

のコミュニケーションが駄目とは言わないが時代に適したコミュニケーションツールが日々進化して

いっている現状を考えると、直接的なコミュニケーションが一番と読み取れるこの項目は疑問に思う。

（個人No.9） 

79 A氏やB氏を有識者に推薦します。（個人No.17） 

80 一部の地域で行われている『子供達がインターネットやコンピューター等に触れられる時間の制限。』

は行わないでください。子供達が夜遅くまでやっているのは、塾が中学では９時、高校生は10時あた

りまでやっているのが原因だからです。もし９時以降、ネットやPC等に触れる事を禁止したら、塾が

ある日は一日中触れなくなってしまいます。子供達に『楽しむ権利』を認めてください。（個人No.27） 

81 この規制のために無駄な税金が使われる事に危惧を感じる。（個人No.40） 
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