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項目 番号 御意見の概要 御意見に対する考え方 
１．「はじめ
に」関係 
 

１ なぜ「基本計画の見直しに当たって特に留意すべき課題」が

記載の 3 点なのか。「基本計画の見直しに当たって特に留

意すべき課題」と見直し内容が整合していない。 

                 （個人）

特に留意すべき課題は、平成 23 年 8 月に「青少年インターネット環境の整備

等に関する検討会」が提言した今後の課題に関する検討結果等を踏まえ、今

回の基本計画の変更で特に重点を置くべき方向性を示したものです。「特に留

意すべき課題」の方向性に沿うものとして、「新たな機器及び伝送技術への対

応」「青少年保護バイ・デザイン」「保護者に対する効果的な啓発の在り方」「サ

イバー防犯ボランティア育成・支援」等が盛り込まれています。他方、現行

の基本計画に引き続き継続して実施すべき課題も多くありますので、これに

ついても必要な見直しを行っています。 

２ 「この変更された基本計画に基づき、政府が、地方公共団体

とともに、官民連携して、迅速かつ効果的に、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

施策を強力に推進する。」とあるが、強力に推進するのは明

らかに憲法の「検閲の禁止」に該当する。    （個人）

「青少年インターネット環境整備法」第 12 条において、子ども・若者育成支

援推進本部が基本計画を定め、その実施を推進するものとされています。 

２．基本的
方針関係 

３ 本件計画にも、保護者や民間団体等が規制を行うに当たって

は、青少年の表現の自由、プライバシー、知る権利等を尊重

しなければならないことを記載するべきだと思います。 

（個人）

今後の取組における参考とさせていただきます。 

４ 行政機関による干渉に刑事罰を設けるなりして、関与させな

いようにするべきではないか。         （個人）

青少年インターネット環境整備法第3条第3項において、「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関する施策の推進は、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ことを旨と

して行われなければならない」旨、定められています。基本計画もこの方針

に沿って策定されています。 

５ 未成年・被扶養者にとって有害か否かの判断は、主観に任せ

ずにある程度国が判断に関わっても良いと思います。（個人）

青少年インターネット環境整備法においては、具体的にどのような情報が該

当するかについての判断は、あくまで民間に委ねられております。なお、犯

罪を構成する違法情報については、捜査機関や裁判所等の国や自治体の機関

が該当性を判断することはあります。 

６ 「青少年に有害」の基準が不透明です。     （個人） 青少年有害情報は、青少年インターネット環境整備法第2条第3項においてイ

ンターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報であって、青少年の
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項目 番号 御意見の概要 御意見に対する考え方 

健全な成長を著しく阻害するものと定義され、さらに第4項において具体的な

例示がなされています。 

７ 青少年へ、「有害情報」を見させない施策の根拠が定かで無

いまま、青少年に情報を遮断することに反対します。（個人）

青少年インターネット環境整備法は、インターネットにおいて青少年有害情

報が多く流通している状況にかんがみ、青少年の適切なインターネット活用

能力の習得を図るとともに、青少年有害情報の閲覧機会の最小化を図るもの

です。基本計画もこの方針に沿って策定されています。 

８ 「有害性の判断への行政の不干渉」に次の文を追加すべきで

ある。「また、国の行政機関等が特定の民間団体を通じて、

いかなる情報が青少年有害情報であるかを決定することが

あってはならない」              （個人）

青少年インターネット環境整備法第3条第3項において、「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関する施策の推進は、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ことを旨と

して行われなければならない」旨、定められています。基本計画もこの方針

に沿って策定されています。 

９ 国が有害情報の定義を、あたかも民間の定義が全く誤りが無

い様に書いていることに問題があります。有害性についての

根拠がもう少し明確な、社会的に認知された「有害性」の概

念が必要です。                （個人）

青少年有害情報は、青少年インターネット環境整備法第2条第3項においてイ

ンターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報であって、青少年の

健全な成長を著しく阻害するものと定義され、さらに第4項において具体的な

例示がなされています。 

１０ インターネット上の問題の解決に向けて、青少年に配慮した

情報発信や、通報等の自主的な取組を行うよう啓発すること

について、行政が強制したら、事実上の検閲になるからやめ

てもらいたい。こういった啓発行為はプロバイダーがやるこ

とで、行政はそういう啓発行為をするべきだ、といったアド

バイスだけにとどめるべき。          （個人）

青少年インターネット環境整備法第3条第3項において、「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関する施策の推進は、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ことを旨と

して行われなければならない」旨、定められています。基本計画もこの方針

に沿って策定されています。 

１１
 

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た

めの施策を行うことについて、これは明らかに行政による検

閲行為である。よってこの文章は削除するべきだ。（個人）

青少年インターネット環境整備法第3条第3項において、「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関する施策の推進は、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ことを旨と

して行われなければならない」旨、定められています。基本計画もこの方針

「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（第２次）」（素案）に寄せられた御意見 
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項目 番号 御意見の概要 御意見に対する考え方 

に沿って策定されています。 

１２ 有害性の判断への行政の不干渉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。この意見を支持しま

す。                     （個人）

本計画案に賛同のご意見として賜ります。 

１３ 『有害性の判断への行政の不干渉』について、全面的に同意。

（個人）

本計画案に賛同のご意見として賜ります。 

１４ 民間主導と行政の支援について、民間の団体が「日本で唯一、

通信業界に勧告が出来る民間団体」であるのなら問題です。

行政は、複数の思想・複数の団体が切磋琢磨し、青少年が自

らの力量を自らで判断してインターネットの利用ができる

環境を整える事を切に希望します。       （個人）

今後の取組における参考とさせていただきます。 

１５ 有害性の判断への行政の不干渉については、インターネッ

ト・ホットラインセンターでは警察庁などが有害情報を規定

しています。今後はこのような機関に対し、刑罰等を与える

べきではないのでしょうか。          （個人）

インターネット・ホットラインセンターは、民間団体である財団法人インタ

ーネット協会により運営されており、その運用ガイドラインについても学識

経験者、電気通信事業者等によって構成される検討会で検討され、パブリッ

クコメントを経て策定されたものが厳正に運用されているものと認識してい

ます。 

１６ 「施策実施において踏まえるべき考え方」についてはネット

における各種問題は情報モラル・リテラシー教育によって解

決されるべきという基本に立つものとして高く評価できる。

今後様々な施策を検討して行くにあたっては、この考え方を

是非きちんと守ってもらいたい。        （個人）

本計画案に賛同のご意見として賜ります。 

３．教育・
啓発関係 

１７ 子どもだけでなく親に対する啓蒙も、「官民連携」という言

葉でお茶を濁さずに、ぜひ国が主導権を取って進めていくこ

とに期待したいと思います。          （個人）

本基本計画案においても基本的な方針として「保護者が青少年のインターネ

ット利用を適切に管理できるようにするための啓発活動の実施」が盛り込ま

れています。 

１８ 義務教育の中に、インターネットに関する教育を盛り込む方

向に向かうべきだと思います。すべての子どもたちが身につ

けるべき能力は、義務教育の中で行うことができるように、

見直すべきだと思います。           （個人）

ご指摘の件については、全ての小中高等学校において、インターネットに関

する内容も含め、情報通信技術の適切な活用指導を実施しているところであ

り、引き続き各学校段階、児童生徒の発達段階等に応じて着実に実施してま

いります。 

１９ 我が国はインターネットを通信の基盤ではなく教育の基盤 青少年インターネット環境整備法第 3 条第 1 項において、「青少年が安全に

「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（第２次）」（素案）に寄せられた御意見 
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項目 番号 御意見の概要 御意見に対する考え方 

にするのでしょうか。             （個人） 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は、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による情報発

信を行う能力（インターネットを適切に活用する能力）を習得することを旨

として行われなければならない」とされています。基本計画もこの方針に沿

って策定されています。 

２０ ボランティアの育成に関しては、特定のイデオロギーを有す

るボランティア団体を支援することがないよう、留意してい

ただきたい。                 （個人）

今後の取組における参考とさせていただきます。 

２１ 現在現場で中高の教員をしているが、学校における情報通信

技術の活用指導やモラル教育については、講義形式で説明し

ても生徒にとっては実感に乏しいことから、ネット上でのコ

ミニュケーションやいたずらメールやあらしなどをシミュ

レーション体験させ、意識づけや啓発することが望まれる。

（個人）

今後の取組における参考とさせていただきます。 

２２ 保護者に対する啓蒙活動を最も中心とすべき。  （個人） 今後の取組における参考とさせていただきます。 

２３ 青少年に対して学校などでインターネットの利用法に対し

て教育を行う際、一方的な視点による指導を避け様々な視点

での教育を行うべき。             （個人）

今後の取組における参考とさせていただきます。 

２４ 表現の自由や言論の自由を侵害しないバランスの取れたリ

テラシー教育を期待します。          （個人）

今後の取組における参考とさせていただきます。 

２５ 違法情報は兎も角、有害情報を行政が運営するポータルサイ

トに活用する必要は無い。           （個人）

社会における教育・啓発を推進するために、インターネット上の違法・有害

情報に関する現状やこれに対する官民の取組について、ポータルサイトを活

用し、随時必要な情報提供を実施することは重要だと認識しています。 

２６ 防犯パトロールが行き過ぎる監視や権限を持たせ過ぎて、人

権侵害や表現弾圧が行われないように充分な配慮をするべ

きです。                   （個人）

今後の取組における参考とさせていただきます。 

２７ 青少年の発達段階に応じた保護者の管理（ペアレンタルコン

トロール）への支援に関して、行政はあくまで支援にとどめ

るべき。                   （個人）

青少年インターネット環境整備法第 3 条第 3 項において、「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関する施策の推進は、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

「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（第２次）」（素案）に寄せられた御意見 
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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ことを旨

として行われなければならない」とされています。基本計画もこの方針に沿

って策定されています。 

２８ 基本理念の第一の部分にある“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。”ここに注目したい。

ここでは情報の中から適切に取捨選択する、とある。この能

力を養わせるためには、ある程度の失敗も必要なのではない

だろうか。                  （個人）

青少年インターネット環境整備法は、インターネットにおいて青少年有害情

報が多く流通している状況にかんがみ、青少年の適切なインターネット活用

能力の習得を図るとともに、青少年有害情報の閲覧機会の最小化を図るもの

です。基本計画もこの方針に沿って策定されています。 

２９ 青少年に対する情報セキュリティに関する教育の必要性に

ついて、インターネットを利用し始める早い段階、できれば

利用し始める時点でＩＤ・パスワードの意味や個人情報、プ

ライバシーにかかわる問題等の情報セキュリティに関する

基本的な教育をはじめることが望ましいのではなかと思い

ます。インターネットリテラシーの内容に基本的な情報セキ

ュリティに関する事が含まれる事を望みます。  （個人）

情報セキュリティに関する教育については、初等中等教育段階において学習

指導要領に基づき、児童生徒の発達段階等に応じて着実に実施してまいりま

す。 

 

３０ 『情報モラル教育等の推進と、指導者の指導力の向上』につ

いて、教育内容が偏らないように、常に監視してください。

（個人）

青少年インターネット環境整備法第 13 条においては、「国及び地方公共団体

は、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ことができる

よう、学校教育、社会教育及び家庭教育におけるインターネットの適切な利

用に関する教育の推進に必要な施策を講ずる」ものとし、「青少年のインター

ネットを適切に活用する能力の習得のための効果的な手法の開発及び普及を

促進するため、研究の支援、情報の収集及び提供その他の必要な施策を講ず

る」ものとしています。基本計画もこの方針に沿って策定されています。 

３１ リテラシー指標については、策定するにしてもこのような指

標の適用がかえって画一的な見方の押し付けになるような

ことが決してないよう、ユーザーやインターネット関連企業

含め多くの関係者の意見を聞きつつ慎重に検討を進めても

らいたい。                  （個人）

今後の取組における参考とさせていただきます。 

「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（第２次）」（素案）に寄せられた御意見 
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４．フィル
タリング関
係 

３２ 青少年保護・バイ・デザインのような言葉をいきなり使うの

はいかがなものか。出自や由来を明確にすべき。 （個人）

青少年保護・バイ・デザインとは、新たな機器やサービスを提供する場合は、

その設計段階から青少年が利用することを想定し、青少年に対するインター

ネット上の危険性をあらかじめできるだけ小さくしておくことが重要である

との概念で、近年国際的に注目されているプライバシー・バイ・デザインに

ちなんで提唱されたものです。 

この考え方は、本年 4月に公表された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おいても盛り込まれています。 

 

３３ 青少年に対するフィルタリングに関しては、一面では有効性

が期待されるものの、青少年の知る権利を阻害しかねない面

があり、国や行政による主導ではなく、あくまで保護者や当

事者の判断に委ねるべきだと思われる。     （個人）

青少年インターネット環境整備法第3条第3項において、「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関する施策の推進は、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ことを旨と

して行われなければならない」とされています。基本計画もこの方針に沿っ

て策定されています。 

３４ フィルタリングは導入するかを保護者が判断するのがもっ

とも望ましい。                （個人）

保護者は、青少年インターネット環境整備法第6条第1項において、「インタ

ーネットにおいて青少年有害情報が多く流通していることを認識し、自らの

教育方針及び青少年の発達段階に応じ、その保護する青少年について、イン

ターネットの利用の状況を適切に把握するとともに、青少年有害情報フィル

タリングソフトウェアの利用その他の方法によりインターネットの利用を適

切に管理し、及びその青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得

の促進に努める」ものとされています。基本計画もこの方針に沿って策定さ

れています。 

３５ フィルタリングの対象の基準決定は慎重に行う。 （個人） 今後の取組における参考とさせていただきます。 

３６ 判断する事業者や団体は一方的な視点の団体を避けるべき

で規制派、反規制派両方を同数参入させるべきである。 

（個人）

今後の取組における参考とさせていただきます。 

３７ フィルタリングの法制化には賛同致しかねます。 （個人） 青少年インターネット環境整備法第 3 条第 2 項において、「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関する施策の推進は、青

「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（第２次）」（素案）に寄せられた御意見 
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項目 番号 御意見の概要 御意見に対する考え方 

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を行う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、青少年がインタ

ーネットを利用して青少年有害情報の閲覧をする機会をできるだけ少なくす

る」こととされ、同法第 17 条により携帯電話インターネット接続役務提供事

業者の青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務が定められていま

す。 

３８ インターネットカフェ事業者に対して、青少年に対する閲覧

防止措置だけでなく「青少年でない者に対しては、要求に応

じて閲覧防止措置を解除する」事の義務化を求めます。 

（個人）

今後の取組における参考とさせていただきます。 

３９ フィルタリングが過剰に作動して、青少年が見れるサイトを

も弾いてしまう現象も起きているので もう少しフィルタリ

ングの基準を緩めるべきです。         （個人）

青少年インターネット環境整備法第 20 条においては、青少年有害情報フィル

タリングソフトウェアの開発事業者及び青少年有害情報フィルタリングサー

ビスの提供事業者は、提供する青少年有害情報フィルタリングサービス等の

性能及び利便性の向上に努めなければならないと定められています。 

 政府としては、民間事業者における取組を支援してまいります。 

 なお、現在、携帯電話事業者等においては、カスタマイズ機能の提供等、

フィルタリングサービスの多様化・改善に向けた取組を進めているところで

す。 

４０ 国や地方自治体などの行政は、フィルタリングの啓発を呼び

かけるにとどめるべき。行政がフィルタリングを強制・半ば

強制のようなことをするのは断固反対する。   （個人）

今後の取組における参考とさせていただきます。 

４１ フィルタリングをするかしないかは、各保護者に任せるべき

だ。行政やその他啓発団体が「フィルタリングしろ」などと

いうのは、おせつけがましいし、だいたいそれは個人の自由

や権利を阻害していることになる。       （個人）

保護者は、青少年インターネット環境整備法第 6 条第 1 項において、「イン

ターネットにおいて青少年有害情報が多く流通していることを認識し、自ら

の教育方針及び青少年の発達段階に応じ、その保護する青少年について、イ

ンターネットの利用の状況を適切に把握するとともに、青少年有害情報フィ

ルタリングソフトウェアの利用その他の方法によりインターネットの利用を

適切に管理し、及びその青少年のインターネットを適切に活用する能力の習

得の促進に努める」ものとされています。基本計画もこの方針に沿って策定

されています。 

「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（第２次）」（素案）に寄せられた御意見 
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項目 番号 御意見の概要 御意見に対する考え方 
４２ インターネットカフェ事業者に対しては利用者に身分証提

示を求めるなどして対応するべき。その際「従わないなら営

業停止にするぞ」などと行政や警察が脅しみたいに強制する

ことがないようにするべきだ。         （個人）

今後の取組における参考とさせていただきます。 

４３ PHS がいったいどのぐらい使われていて、うち、青少年がど

のぐらい使っているのかを調査するべきではないか。 

（個人）

今後の取組における参考とさせていただきます。 

４４ 携帯電話･ＰＨＳのフィルタリングについて、青少年の発達

段階に応じて保護者が選択できる多様なフィルタリングが

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

善を促すことについては、あくまで、指導にとどめるべき。

（個人）

青少年インターネット環境整備法第 20 条においては、青少年有害情報フィル

タリングソフトウェアの開発事業者及び青少年有害情報フィルタリングサー

ビスの提供事業者は、提供する青少年有害情報フィルタリングサービス等の

性能及び利便性の向上に努めなければならないと定められています。 

 政府としては、民間事業者における取組を支援してまいります。 

 なお、現在、携帯電話事業者等においては、カスタマイズ機能の提供等、

フィルタリングサービスの多様化・改善に向けた取組を進めているところで

す。 

４５ 有害なものとそうでないもの、あるいはそれが自らに有益な

ものかどうかの判断はたとえ青少年であろうとも個人差が

あるため、家庭の判断や、家族との対話をより重視し、青少

年の肉体、精神の成長に合わせた情報の入手ができるよう、

一律なフィルタリングではなく、青少年の知る権利も尊重し

たフィルタリングの柔軟な運用という方針を関係各所に対

して前面に押し出してほしい。         （個人）

青少年インターネット環境整備法第 20 条においては、青少年有害情報フィル

タリングソフトウェアの開発事業者及び青少年有害情報フィルタリングサー

ビスの提供事業者は、提供する青少年有害情報フィルタリングサービス等の

性能及び利便性の向上に努めなければならないと定められています。 

 政府としては、民間事業者における取組を支援してまいります。 

 なお、現在、携帯電話事業者等においては、カスタマイズ機能の提供等、

フィルタリングサービスの多様化・改善に向けた取組を進めているところで

す。 

４６ 自分の身は自分で守る（怪しいサイトに入らないことや、ウ

イルス対策をする）などの点をしっかりと伝える必要がある

と考えます。また、親に対しても、スマホは、小さなコンピ

ュータで、ウイルス対策などをしっかりとする必要があるな

どのことを徹底する必要があると考えています。 （個人）

今後の取組における参考とさせていただきます。なお、青少年インターネッ

ト環境整備法第 3 条では、基本理念としてフィルタリングの推進と併せてリ

テラシー向上が謳われており、これらをバランスよく推進していく必要があ

ると考えます。 

４７ 青少年保護・バイ・デザインを念頭に置いた新たな機器等の

設計等の支援については、これはハードウェアではなくソフ

今後の取組における参考とさせていただきます。 

「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（第２次）」（素案）に寄せられた御意見 
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項目 番号 御意見の概要 御意見に対する考え方 

トウェアでやるべきです。そしてそれは保護者や業者（店頭）

の意見で外せるようになってなくては駄目です。 （個人）

４８ フィルタリング提供事業者への支援等については、サイト管

理者がフィルタリング提供事業者に閲覧制限対象になって

いるか、またその理由を聞け、且つその内容に反論、または

閲覧制限対象から外させるためのシステムを作ってくださ

い。                     （個人）

今後の取組における参考とさせていただきます。 

４９ 望ましいフィルタリング提供の在り方を判断するための基

準の普及においては、多様な端末を含む多様な利用形態を前

提として、消費者がより良いサービスを享受し得る環境を整

備するという観点から、幅広い選択肢が提供されることにつ

いても留意すべきであることを申し添えます。 

                （デジタル・アーツ㈱）

今後の取組における参考とさせていただきます。 

５０ フィルタリングでも限度がありますし、そもそもフィルタリ

ングは義務づけるものではないと思います。付けるところは

付ける。付けないところは付けないでいいと思います。個人

の家族のルールに入り込んでるように見えます。 （個人）

青少年インターネット環境整備法第 3 条第 2 項において、「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関する施策の推進は、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を行う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、青少年がインタ

ーネットを利用して青少年有害情報の閲覧をする機会をできるだけ少なくす

る」こととされ、同法第 17 条により携帯電話インターネット接続役務提供事

業者の青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務が定められていま

す。 

５１ 望ましいフィルタリング提供の在り方を判断するための基

準の普及については、一部の者の一方的な思い込みによって

安易に方針を示すことなく本当の問題点を把握した上で検

討を進めるべき。               （個人）

今後の取組における参考とさせていただきます。 

５２ 東京都等の地方自治体が推し進めている携帯フィルタリン

グの実質完全義務化のような行き過ぎた規制強化は、青少年

ネット規制法の精神に反するものであり、このような規制強

化について総務大臣から各地方自治体に迅速に是正命令を

今後の取組における参考とさせていただきます。 

「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（第２次）」（素案）に寄せられた御意見 
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項目 番号 御意見の概要 御意見に対する考え方 

出すべきである。               （個人）

５．民間団
体等支援関
係 

５３ 支援対象から特定のイデオロギー、宗教と結びついた団体を

排除していただきたい。            （個人）

今後の取組における参考とさせていただきます。 

５４ 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

る調査等を行うことについて、これは明らかに行政による検

閲行為ではないか。              （個人）

民間における違法・有害情報対策に資する調査研究に対する支援については、

可能な限り調査成果のオープン・公開を図ること、民間との十分な意思疎通

と情報共有を図ること、インターネット上の表現の自由と民間の取組の自主

的な取組に配慮することなど、適切に実施しています。 

６．その他
重要事項関
係 

５５ 事実上の検閲機関であるインターネットホットラインセン

ターの解体が盛り込まれて然るべき。      （個人）

インターネット・ホットラインセンターは、民間団体である財団法人インタ

ーネット協会により運営されており、その運用ガイドラインについても学識

経験者、電気通信事業者等によって構成される検討会で検討され、パブリッ

クコメントを経て策定されたものが厳正に運用されているものと認識してい

ます。また、インターネット上の違法情報、有害情報対策において、インタ

ーネット・ホットラインセンターは重要な役割を果たしていると認識してい

ます。 

５６ ブロッキングには大手検索サイトが犯したミスの件がある

以上、ブロッキングは即刻廃止すべきである。  （個人）

インターネット上の児童ポルノの流通防止のためには事業者及び民間団体等

を含めた関係者による自主的な措置が重要であると認識しています。ブロッ

キングの対象となる児童ポルノ画像が掲載されているウェブサイトの選定に

ついては、アドレスリスト作成管理団体において慎重に判断がなされている

ものと認識しています。 

５７ 児童ポルノに対する閲覧制限に関しては、そもそもが事実上

の情報統制策という側面が強く、我が国における現行の児童

ポルノの定義では、芸術的な作品や家族写真、水着までが含

まれかねないという事情があり、さらに、「オーバーブロッ

キング」などの、技術上の懸念点もあるので、反対だ。 

（個人）

インターネット上の児童ポルノの流通防止のためには事業者及び民間団体等

を含めた関係者による自主的な措置が重要であると認識しています。ブロッ

キングの対象の選定については、アドレスリスト作成管理団体において慎重

に判断がなされているものと認識しています。 

５８ インターネット・ホットラインセンターの２ちゃんねるへの

削除依頼が２ちゃんねるのやり方に則っておらず、２ちゃん

ねる運営者に届いていないことが明らかとなっている。セン

ターの機能向上をお願いしたい。        （個人）

インターネット・ホットラインセンターは、民間団体である財団法人インタ

ーネット協会により運営されており、その運用ガイドラインについても学識

経験者、電気通信事業者等によって構成される検討会で検討され、パブリッ

クコメントを経て策定されたものが厳正に運用されているものと認識してい

ます。 

「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（第２次）」（素案）に寄せられた御意見 
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項目 番号 御意見の概要 御意見に対する考え方 
５９ 「諸外国の取組の調査」については、調査対象は特定の国に

かたよることなく、あらゆる国を対象にしていただきたい。

（個人）

今後の取組における参考とさせていただきます。 

６０ ホットラインセンターは即刻廃止すべき。    （個人） インターネット上の違法情報、有害情報対策において、インターネット・ホ

ットラインセンターは重要な役割を果たしていると認識しています。 

６１ 有害情報の削除依頼に関わる手続き方法の統一を求める。 

（個人）

今後の取組における参考とさせていただきます。 

６２ 「名誉毀損・プライバシー侵害対応の支援」について青少年

によってそれが行われることもあることに注意する。（個人）

支援に際しては，御意見の内容にも留意します。 

６３ 「サイバー防犯ボランティア育成・支援」について一方的な

視点で活動している団体は避けるべきだ。    （個人）

今後の取組における参考とさせていただきます。 

６４ 「インターネット・ホットラインセンター」についても一方

的な視点を避けるべきだ。           （個人）

インターネット・ホットラインセンターは、民間団体である財団法人インタ

ーネット協会により運営されており、その運用ガイドラインについても学識

経験者、電気通信事業者等によって構成される検討会で検討され、パブリッ

クコメントを経て策定されたものが厳正に運用されているものと認識してい

ます。 

６５ 青少年がインターネットに接続する場合に何らかの制約が

必要であるとしても、それを口実として青少年でない人達の

インターネットの閲覧や情報発信を制約するものにはしな

いでもらいたい。               （個人）

青少年インターネット環境整備法は、青少年（18 歳未満）を対象にインター

ネット利用環境の整備に取り組むものとなっています。 

６６ インターネット・ホットラインセンターIHC という民間の通

報団体に大きく 2 つ問題があるためである。ひとつは IHC 

は財団法人により運営がなされているが、警察庁から削除依

頼の通知の業務を委託された団体であることである。もうひ

とつは IHC の業務、運用に疑問がある点である。こうした

理由から IHC を通じた削除対応の推進には反対である。 

（個人）

インターネット・ホットラインセンターは、民間団体である財団法人インタ

ーネット協会により運営されており、その運用ガイドラインについても学識

経験者、電気通信事業者等によって構成される検討会で検討され、パブリッ

クコメントを経て策定されたものが厳正に運用されているものと認識してい

ます。 

６７ インターネット・ホットラインセンターでは警察庁が有害情

報を規定しているという実情があるのですから、行政機関に

よる干渉に刑事罰を設けてでも止めるべきではないかと愚

インターネット・ホットラインセンターは、民間団体である財団法人インタ

ーネット協会により運営されており、その運用ガイドラインについても学識

経験者、電気通信事業者等によって構成される検討会で検討され、パブリッ

「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（第２次）」（素案）に寄せられた御意見 
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項目 番号 御意見の概要 御意見に対する考え方 

考します。                  （個人） クコメントを経て策定されたものが厳正に運用されているものと認識してい

ます。 

６８ インターネット・ホットラインセンターについても、廃止し

てしまって問題無いのではと思います。勝手に有害と思われ

る情報を収集して、直接削除要請などを行う民間団体が血税

で賄われている事自体、異常です。        （個人）

インターネット・ホットラインセンターは、民間団体である財団法人インタ

ーネット協会により運営されており、その運用ガイドラインについても学識

経験者、電気通信事業者等によって構成される検討会で検討され、パブリッ

クコメントを経て策定されたものが厳正に運用されているものと認識してい

ます。また、インターネット上の違法情報、有害情報対策において、インタ

ーネット・ホットラインセンターは重要な役割を果たしていると認識してい

ます。 

６９ 児童ポルノの閲覧防止策とはブロッキングの事を指すと思

われますが、これは何処まで行っても「検閲」の域を出ませ

ん。                     （個人）

インターネット上の児童ポルノの流通防止のためには事業者及び民間団体等

を含めた関係者による自主的な措置が重要であると認識しています。ブロッ

キングの対象となる児童ポルノ画像が掲載されているウェブサイトの選定に

ついては、アドレスリスト作成管理団体において慎重に判断がなされている

ものと認識しています。 

７０ インターネットホットライン協会については民間団体であ

るのに、有害情報と協会の定義で定めた書き込みなどの情報

を収集し、 削除をそのサイト管理者に強圧的に要求できる

のはおかしい。民間団体の運営に国民の税金が使われている

のもおかしい。このような半官検閲センターは廃止するべき

です。                    （個人）

インターネット・ホットラインセンターは、民間団体である財団法人インタ

ーネット協会により運営されており、その運用ガイドラインについても学識

経験者、電気通信事業者等によって構成される検討会で検討され、パブリッ

クコメントを経て策定されたものが厳正に運用されているものと認識してい

ます。また、インターネット上の違法情報、有害情報対策において、インタ

ーネット・ホットラインセンターは重要な役割を果たしていると認識してい

ます。 

７１ 児童ポルノサイトブロッキングは何の関連もないサイトが

ブロックされ見れなくなる等技術的にも問題があり国民の

知る権利も阻害され、表現の自由の侵害に繋がる為反対。 

（個人）

インターネット上の児童ポルノの流通防止のためには事業者及び民間団体等

を含めた関係者による自主的な措置が重要であると認識しています。ブロッ

キングの対象となる児童ポルノ画像が掲載されているウェブサイトの選定に

ついては、アドレスリスト作成管理団体において慎重に判断がなされている

ものと認識しています。 

７２ サイバーパトロール業務を請け負う民間団体には、中立性及

び行政や警察からの独立性を保つため、警察や行政などの官

僚が天下りしていない団体を選ぶべき。     （個人）

警察庁が委託しているサイバーパトロール業務は、一般競争入札により選定

され、適正に運営されていると認識しています。 

７３ 迷惑メール対策の促進を訴えるなら、迷惑メール相談センタ 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に違反していると思われ

「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（第２次）」（素案）に寄せられた御意見 
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項目 番号 御意見の概要 御意見に対する考え方 

ーやその他迷惑メールの情報提供を呼び掛けている団体が

もっと仕事をして、迷惑メール業者に対して行政が警告をす

ぐに促せるようにしてほしい。         （個人）

る広告宣伝メールの送信者に対して、総務省等から警告等を行っています。 

７４ サイバー犯罪を犯した者に対する厳正な科刑を実現するこ

とについては、インターネットの仕組みに詳しい識者や事業

者から幅広い意見を取り入れ慎重な議論を展開するよう望

みます。警察関連の御用学者などからの意見だけという稚拙

な意見や規制ありきな会議や委員採用にならないよう望み

ます。                    （個人）

今後の取組における参考とさせていただきます。 

７５ サイバー犯罪の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することにつ

いては、良好な関係というのが天下り先の確保等で行政と事

業が駄目な関係とならないよう常に組織同士が権利の濫用

を抑止・監視を維持する緊張した関係を望みます。（個人）

今後の取組における参考とさせていただきます。 

７６ 民間のインターネットの利用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することについて

は、国内法と諸外国の法を鑑みて矛盾ない範囲で取組みを行

うようお願いします。             （個人）

今後の取組における参考とさせていただきます。 

７７ 諸外国の取組の調査については、調査や現状を知るのはとて

も良いです。良い施策を調査し、それを日本風にしようとで

あれば良いのですが。             （個人）

今後の取組における参考とさせていただきます。 

７８ インターネット・ホットラインセンターについては、このよ

うな有害無益な半官検閲センターは即刻廃止が検討されて

良い。                    （個人）

インターネット上の違法情報、有害情報対策において、インターネット・ホ

ットラインセンターは重要な役割を果たしていると認識しています。 

７９ 児童ポルノサイトブロッキングについて、インターネットコ

ンテンツセーフティ協会は即刻その解散が検討されてしか

るべきである。                （個人）

インターネット上の児童ポルノの流通防止のためには事業者及び民間団体等

を含めた関係者による自主的な措置が重要であると認識しています。ブロッ

キングの対象となる児童ポルノ画像が掲載されているウェブサイトの選定に

ついては、アドレスリスト作成管理団体において慎重に判断がなされている

ものと認識しています。 

７．推進体
制関係 

８０ 三年後に見直しとあるが、この時に表現の自由を侵害するよ 今後の取組における参考とさせていただきます。 
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項目 番号 御意見の概要 御意見に対する考え方 

うなことや、行政の検閲を招くようなことが盛り込まれない

にするべき。                 （個人）

８．その他 ８１ Web 空間はその「青少年」にとっての「表現の場」である事

も充分に考慮されるべきであるが、そのような記述が一切存

在しないのは問題ではないのか。        （個人）

青少年インターネット環境整備法第3条第3項において、「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関する施策の推進は、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ことを旨と

して行われなければならない」とされています。基本計画もこの方針に沿っ

て策定されています。 

８２ この素案へのパブリックコメントの開示請求があった時は

速やかに開示することを望む。         （個人）

情報公開法等の規定に基づき適切に対応します。 

８３ 現状以上の法規制の強化、厳罰化には懸念を覚える。（個人） 今後の取組における参考とさせていただきます。 

８４ 今後、青少年ネット規制法の廃止を速やかに検討すると明記

してもらいたい。               （個人）

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を整備することに

おいて、青少年インターネット環境整備法は重要な役割を果たしていると認

識しています。 

８５ 国民によるインターネットを通じての自由な活動に対し、行

政が行き過ぎた規制を行うことのないよう、民間主導での自

主的なルールを作り、運用されるべきです。   （個人）

今後の取組における参考とさせていただきます。 

 ※ このほか、基本計画素案と関係しない御意見１７件については、記載を省略した。 
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