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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．基本的
方針関係 

１ 保護者である親の意見を子供が素直に聞くことはあまりにも現実的で

はありません。思春期を迎えた年頃には親からの影響力または親の子に

対する時間や余裕が無いのが実情です。一般家庭では両親が揃っていな

いことも想定されることから、基本計画「第１ ２（３）事業者等によ

る青少年が青少年有害情報に触れないようにするための取組の促進」を

徹底させつつ、監視する義務と犯罪行為に直接間接問わず触れさせない

ための目視やシステムを構築させることが先決かと存じます。サービス

提供者がその義務を怠るが故に青少年の性犯罪や関わる事件が後を絶

たないのではないかと考えています。（団体） 

御意見の中でも御指摘いただいているように、政府としては、基

本計画に基づき、事業者等による青少年が青少年有害情報に触れ

ないようにするための取組の促進を図ってまいりたいと考えてい

ます。なお、御意見は今後の取組における参考とさせていただき

ます。 

２ 「有害情報の定義」が明確でないことと「強制力」「罰則の有無」など

を理由として、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる

ようにするための施策に関する基本的な計画（第３次）」（素案）に反

対です。（個人） 

青少年有害情報については、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。 

３ 有害情報の定義もされていない所に、いくらゾーニングと叫んでも説得

力はゼロであるので、まずはその辺りをしっかりと考えて明記するのが

先である。 

こうしたことは、メディア・リテラシーの授業を学校で設けて、子供達

に教育すればすむ問題である。（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。 

また、施策を推進するに際しては、リテラシー向上を図る施策を

行い、これを補完するため青少年有害情報の閲覧機会をできるだ

け少なくするための施策を行う、という考え方を踏まえることと

しています(基本計画「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 

３. 施策実施において踏まえるべき考え方」)。 

４ 「有害性の判断への行政の不干渉」とあるのに「有害情報を青少年に見

せない施策の強化」を図ろうとするのも矛盾が見えておかしい。（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
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項目 番号 御意見の概要 御意見に対する考え方 

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。 

５ インターネットのむやみやたらな規制には反対します。子供が出会い系

サイトに巻き込まれることは多いので出会い系サイトの取り締まりは

強化してもいいと思いますが、計画をきっかけにサブカルチャーの規制

強化するのには自分は反対です。それよりもインターネットの危険性、

人間の凶暴さや愚かさを大人たちが子供たちにもっと教えるべきでは

ないのでしょうか。（個人） 

施策を推進するに際しては、リテラシー向上を図る施策を行い、

これを補完するため青少年有害情報の閲覧機会をできるだけ少な

くするための施策を行う、という考え方を踏まえることとしてい

ます(基本計画「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 ３. 

施策実施において踏まえるべき考え方」)。 

６ 「有害性の判断への行政の不干渉」とあるのに「有害情報を青少年に見

せない施策の強化」と書かれていますが、これは矛盾していないでしょ

うか。 

また有害情報とはいったい誰がどのガイドラインで判断するのでしょ

うか。明確な定義が決められていないように感じました。私見を言わせ

ていただくと、徹底してフィルタリングに努め、強制力や罰則を持たせ

てはならないと強く思います。罰則がついてしまえば行政の不干渉では

なくなります。（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。 

また、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。

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があります。 

７ 「第１ ３. 施策実施において踏まえるべき考え方 ⑤有害性の判断

への行政の不干渉」について、これは変えないでください。ただ、いく

ら『民間が決める』といってもその民間団体が司法や行政出身者やそれ

らの同調者が過半数を占めていたり、『決める権限がある団体』が一つ

しかないのでは意味がありません。ですので、他の項目で『一般人や学

原案に御賛同の意見として賜ります。なお、フィルタリングによ

る閲覧制限対象の把握や適正化支援をするための民間の第三者機

関は、一機関でなければならないとの制限はなく、現状でも複数

の機関が存在しています。御意見は、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 

術者で作られた団体が多数存在できる』ようにして下さい。（個人） 

２．教育・
啓発関係 

８ 相変わらずフォイルタリングが「検閲」である事を考慮しない臭い物に

蓋ばかりで失望です。まずはメディア・リテラシー教育こそが急務で

あり、以下のことを IT時代に生きる青少年に教えて行く事です。 

・いまだにインターネットは完全匿名性だと勘違いしている人が多い。 

・法に触れる行為をすれば警察が動き明日にも令状を持った警察官が訪

ねてくる事を解っていない人も。 

・世界規模の SNS どころか、学校裏サイト等のネットイジメは簡単に個

人が特定出来る狭いコミュニティである事を解っていない。 

・相手は人工知能などでなく人間である。対面であったら怒声どころか

拳が飛んで来ないか考えよう。 

・それどころか隠す気も無い「ＬＩＮＥ」上での誹謗中傷など、どれだ

け危険か。 

・当の青少年にはこれが「監視」でなく「保護」である事を、「保護者」

として理解をしてもらう努力を。 

（自分が何をしても、親戚や学校や職場の人達に一切の迷惑をかけず責

任が取れるなど驕りでしかない） 

（個人） 

施策を推進するに際しては、リテラシー向上を図る施策を行い、

これを補完するため青少年有害情報の閲覧機会をできるだけ少な

くするための施策を行う、という考え方を踏まえることとしてい

ます(基本計画「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 ３. 

施策実施において踏まえるべき考え方」)。 

なお、携帯電話等をめぐるトラブルや犯罪被害の事例、対処方法

のアドバイスなどを盛り込んだ児童生徒向けの啓発資料を全国の

小・中・高等学校などに配布するとともに、インターネット上の

マナーや家庭でのルール作りの重要性を周知するため、有識者に

よるシンポジウムなどを関係機関と協力して行っています。 

また、学校においては、学習指導要領に基づき、小・中・高等学

校の各教科等を通じて、メディア・リテラシーについて 

・コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を適切に

活用できるようにすること、 

・必要な情報や信頼できる情報を選び取ること、 

・情報モラルを身につけさせること 

などについて指導することとしています。 

今後とも、関係省庁・団体と連携を図りつつ、児童生徒のメディ

ア・リテラシーの育成に取り組んでまいります。 

９ いわゆるバカッターや女子学生の性的な画像がネット上に流れること

は問題であると思う。若者がよく使うアプリを運営している企業と連

携をとり会社からユーザーに対して注意を呼びかける工夫をしてもら

ってはどうだろうか。表現の自由を侵害・萎縮しないさせない範囲で

対策を取ってほしい。（個人） 

政府では、アプリ提供事業者やアプリプラットフォーム事業者と

の意見交換等を通じて、アプリの適切なレイティングやアプリ利

用に当たっての注意喚起等の自主的な取組を推進しています。 

また、当該性的画像がわいせつ電磁的記録記録媒体陳列事犯や児

童ポルノ公然陳列事犯等に該当する場合には、取締りの対象とな

るほか、一般のインターネット利用者等から違法情報、有害情報

に関する情報を受理し、警察への通報やサイト管理者等への削除

依頼を行っている、インターネット・ホットラインセンターの業

務の対象となります。 
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なお、御意見は今後の取組における参考とさせていただきます。 

10 インターネット上における青少年の保護に関して、フィルタリングにば

かり力が入っており、あたかも手を尽くせばフィルターをすり抜けら

れることがなくなるかのように書かれているのに違和感を覚える。幾

ら技術を用いて遮断したところで、子供達はあの手この手で見る方法

を見つける。遮断にばかり力を注ぎ、防いだからこれで一安心と考え

るのは、むしろ危険ですらある。現実・ネットを問わず、幾らかの危

険に接する事があり得るのはむしろ普通であり必然であるという前提

の下、もし危険に接したとしても対処出来るリテラシーを教育を通し

て養っていく方が、実現困難な完全なフィルタリングを追い求めるよ

りも、より現実に即し最終的に効果のある方策だと考えられる。（個

人） 

施策を推進するに際しては、リテラシー向上を図る施策を行い、

これを補完するため青少年有害情報の閲覧機会をできるだけ少な

くするための施策を行う、という考え方を踏まえることとしてい

ます(基本計画「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 ３. 

施策実施において踏まえるべき考え方」)。 

３．フィル
タリング関
係 

11 「第３ ２(２)フィルタリングの閲覧制限対象の把握及び適正化支援」

について、「民間の第三者機関」は一機関ではどうしても偏るので、

複数、それも NGO のように民間が自由に設立できるようにすべきです。

そうなって初めて「青少年の発達段階に応じて保護者が選択できるフ

ィルタリング等の多様な青少年保護に係る機能・サービス等が提供さ

れる」ようになるのです。（個人） 

フィルタリングによる閲覧制限対象の把握や適正化支援をするた

めの民間の第三者機関は、一機関でなければならないとの制限は

なく、現状でも複数の機関が存在しています。 

４．民間団
体等支援関
係 

12 サービス提供者が禁止文言など明確な基準を持ち、未成年の性犯罪に巻

き込まれない環境を我々大人が作るべきと考えます。事業者が率先し

て未成年の課金スキームの見直し、クレジットカード会社での認証方

法、なによりも犯罪行為を助長するサービスをインターネット上から

抹消、登録すら出来ないように、法案や事業者のガイドラインを作成

するべきだと考えます。（団体） 

政府では、サービス提供事業者との意見交換等を通じて、アプリ

の適切なレイティングやアプリ利用に当たっての注意喚起等の自

主的な取組を推進しています。なお、御意見は今後の取組におけ

る参考とさせていただきます。 

13 規制側一辺倒になっており、成人向けコンテンツを制作している業界の

自主的な取組に対する支援が不足しているように思います。フィルタ

リングの強化も必要だとは思いますが、政治や宗教、同性愛など、社

会的な評価が定まらないものもフィルタリングの対象にされていると

聞きます。恣意的な運用が行われ、およそ青少年の健全な成長に資す

るとは思えません。青少年保護・バイ・デザインという取組が提唱さ

コンテンツについては、御指摘の映画や出版物の他にも、特定非

営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機

構（略称：CERO）によるゲームソフトのレイティングや、アプリ

プラットフォームにおけるアプリのレイティングなど、各業界に

おいて自主的な取組が進められており、政府も事業者・団体等と

連携してこのような取組を支援しています。 
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れていますが、より具体的な中身を検討しなければならない時期だと

思います。（個人） 

５．その他
重要事項関
係 

14 恣意的な検閲が目立つインターネット・ホットラインセンターだけに任

せる事に疑問を感じます。（個人） 

インターネット・ホットラインセンター（ＩＨＣ）は、一般から

通報された違法情報・有害情報の削除依頼等を行っているところ、

その運用ガイドラインは、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

されています。 

また、ＩＨＣでは、通報された違法情報・有害情報については、

定期的にフィルタリング事業者に対し情報提供しております。 

なお、平成25年11月から運用を開始したセーファーインターネッ

ト協会が、民間ホットラインとして、業務を実施しております。 

15 「有害情報の社会的影響の産学連携した調査等を支援」とあるが、この

資金はどこから出るのか。多分税金を想定していると思うが、税金の

無駄遣いだ。（個人） 

政府による支援には、資金的支援のほかにも、情報提供、アドバ

イスなど様々な方法があるものと認識しています。 

16 「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」について、「有害情報の削除」は外すべきです。というのも、最

近「『有害と認定して社会から≪なかった事≫にした情報・知識』を知

らなかった為にかえってより深刻な事態に陥る例」が起きているので

す。逆に「『ネット上の情報・知識』を見た役人や大学教授が、それの

危険性を指摘する例」もあります。又「過去に有害、又は無害とされて

いた事がその後の調査によって逆だったと判明。」とか、「学問・技術

等の発展で過去有害とされていた物や事が無害や有益となったり無害

や有益に出来るようになった。」というのもあります。（個人） 

インターネット・ホットラインセンター（ＩＨＣ）で取り扱う有

害情報は、違法行為を直接かつ明示的に請負・仲介・誘引等する

情報、違法情報該当性が明らかであると判断することは困難であ

るが、その疑いが相当程度認められる情報、人を自殺に誘引・勧

誘する情報を対象としております。 

６．その他 17 子供達が安全に安心して子供にインターネットを利用させられるには、

政府がもっと厳格な法律で規制できるようにするしかないと思います。

日本は子供にとって有害なポルノに対して法律が緩すぎます。子供をイ

ンターネットから守るということは、まず有害で多大なポルノや風俗の

サイト、そして出会い系サイトを厳しく取り締まらないといけません。

そして過大な罰金制度を設けることです。まずは、野放しであるポルノ

サイトの取締りを強化してください。（個人） 

平成18年6月から、一般のインターネット利用者等から違法情報、

有害情報に関する情報を受理し、警察への通報やサイト管理者等

への削除依頼を行うインターネット・ホットラインセンター（Ｉ

ＨＣ）を運用しており、ＩＨＣが受理し警察へ通報された違法情

報等は、全国警察が一体となって取締りを推進しているほか、Ｉ

ＨＣでは、運用ガイドラインに従って、サイト管理者等に対して、

違法情報、有害情報に対する削除依頼等を実施しております。 

「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３次）」（素案）に寄せられた御意見 
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18 性犯罪者に対してのＧＰＳやインターネット環境の監視をログからで

行えることや携帯キャリア、プロバイダへの情報公開にて契約そのも

のをさせないことも１つの手段ではないでしょうか。（団体） 

今後の取組における参考とさせていただきます。 

19 「青少年を守る」という視点は、青少年が被害者であることを前提に議

論されることが多いように感じます。インターネットの怖さは、本人

の意向と関係なく、犯罪者当事者あるいは犯罪者に加担する可能性が

高いことだと考えています。特に若年層の場合、自分に有利な（有利

そうな）大人を信じてしまいがちで、結果的にそういう人たちのトラ

ップにハマり込んでしまう。 

システム的に、青少年と大人が関わる仕組みを監視することを提案した

いと考えています。具体的な仕組みは、現在の仕組みに少し手を入れ

ないといけないと考えています。（団体） 

政府では、子供が被害者にも加害者にもならないよう、家庭のル

ール作りなどの取組を推進しています。なお、御意見は今後の取

組における参考とさせていただきます。 

20 青少年のプライバシーを最も脅かすのは携帯電話やスマートフォンの

カメラ機能だと考えています。日本の情報技術教育は間違いなく遅れ

ており、海外から指摘されているはずだと思います。インターネット

によるプライバシーの脅威について教育で教えるのは簡単ではありま

せん。（個人） 

今後の取組における参考とさせていただきます。 

21 来年にも選挙権を与えられようという 17 歳以上の青少年に情報統制を

行う事は公平と言えるのでしょうか。（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鑑み、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。 

22 今回の意見募集で開示請求が来たら、速やかに開示をするようにしてほ

しい。（個人） 

情報公開法等の規定に基づき適切に対応します。 

 ※ このほか、基本計画素案と関係しない御意見３件については、記載を省略した。 
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