
 
 
 
 
 

（４） 質問 ４  

青少年を取り巻く有害環境対策として、内閣府では今回のように皆様からお寄せ頂いた情報を、

地方自治体や業界団体等にお届けし、それぞれの自主的な取組を促しております。 
このような手法に関して、より効果的に対策を推進するための良いアイディア、ご意見を記述して

下さい。 
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報道機関（特にテレビ）の青少年に対する影響は大きく感じます。マスコミの健全育成協

力はもっとして欲しく、未成年者に問題行動とつながるリスク負担を知らしめることが必

要です。特に元暴力団なるものが今更子供たちに立ち直ったからといって、テレビに出る

ことは困る。 
 （群馬県・60代・男性） 

 
一人一人が何をすべきか、できることを身の回りで行う。 

 （茨城県・50代・男性） 
 

若者のパワーを発散できる方法を考える。 
 （山口県・60代・男性） 

 
体罰ありの教育をすること。親の教育をすること。 

 （山口県・60代・男性） 
 

少しずつの活動が要であり、又、多くの団体での活動を期待することにより、青少年を取

り巻く有害環境の対策の健全化へと進められるものであると思う。 
 （岩手県・50代・男性） 

 
武道などの教育の中に人間愛や礼法の徹底指導を行う。 

 （愛媛県・60代・男性） 
 

家庭や学校の教育力に期待できない以上メーカーや産業界との協力が不可欠では。 
 （茨城県・40代・男性） 

 
町内の防犯カメラ設置。 

 （愛知県・60代・男性） 
 

（都会では難しいかもしれないが）地域（小・中学校区）における「子ども会（親子会）」

を活性化し、「地域の子どもは地域で育てる」風土を醸成することで有害環境から子どもを

守れると考える。 
 （宮崎県・60代・男性） 

 
青少年健全育成団体で活動する人達が、自分が所属している団体の活動のみにとらわれず、

自分が住む地域の様々な活動に主体的に取組、その活動の中で、自分達が得た情報や知識

を地域住民に直接伝えることが出来るシステム作りが必要ではないか。 
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 （群馬県・60代・男性） 
 

ボランティアで関係者が努力しているが、より多くの人々が参加されるよう呼びかけてほ

しい。 
 （大分県・70代・男性） 

 
大学生、高校生、中学生のたて割チームで地域づくりを考えるグループが育成されつつあ

る。有害雑誌を見つけて、出版物の回収ポストの設置をし、たまり場の夜間見回りと声か

け、居場所作りの検討はしているが、「健全な・・・」という居場所には集まりにくい実態

あり。5年～6年の活動歴をもっている「ジュニアサポーターズクラブ」といって、中学校
の生徒会が「地域の役にたちたい」と、ボランティア活動を始めたことから、大人の見守

りを受けながら卒業後も異年齢で活動を続けている。この歩みはひとつの核になっている。 
 （島根県・50代・男性） 

 
携帯電話を購入するときに販売員が説明することを必須にする。 

 （宮城県・30代・女性） 
 

他の公共団体への呼びかけ。例：公民館、学校など。 
 （東京都・60代・男性） 

 
青少年を取り巻く諸問題に関してその実態や留意事項など扱ったビデオ資料はインパクト

が強い。これからもより広く、より深く青少年の心に響く啓発資料の作成を期待する。 
 （鹿児島・60代・男性） 

 
国、県、市町村等から関係業界に対して、強い指導を行うとともに、有害環境・有害情報

をチェックする機関を設置する。 
 （佐賀県・50代・男性） 

 
夜 9時過ぎは外出させない。 

 （愛知県・70代・女性） 
 
駅の駐車場、国道の道の駅、インターチェンジのＰＡ等にすっきり見えて印象深く脳裏に

残る看板を作ると効果的。 
 （山形県・50代・男性） 

 
長い時間をかけて、現在のような社会情勢になった訳で、それを一朝一夕では、改善され
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ないと思います。基本は家庭だと思います。まず親の意識改革から。 
 （島根県・60代・男性） 

 
自主的な取り組みには温度差があり、積極的に推進するところ、しないところが出る可能

性大である。少なくとも実際にどのような（自主的な）取組を行ったのか報告を義務づけ

るだけでも効果は出ると思う。ＴＶ等マスコミの協力を得て積極的なピーアールに努める。

親の目にふれる状況（危険性等について）をつくる。 
 （佐賀県・50代・男性） 

 
対策を推進していくためには、強い指導も必要なのではないかと思います。 

 （愛媛県・50代・男性） 
 

親世代がＴＶやゲームで育っており、アニメ等にはまっているなと感じさせられる事が多

くあります。子供にというより、親が知識を深め、それを家庭の中で話し合える環境が必

要だと思います。親が「忙しい」の一言で片付けてしまいがちなので、大人が勉強を一緒

にしたり、家族団らんしたりすることが必要です。 
 （佐賀県・30代・女性） 

 
携帯電話インターネットの有害性を大人の視点ではなく、中学・高校生が自らの視点から

危険性認識、自覚させた上で、彼らが主体となって話し合いの場（パネルディスカッショ

ン）を行えるような環境を各地域で作り、マスコミや通信事業団体なども含めて啓蒙活動

を行う。 
 （富山県・60代・男性） 

 
一人一人の子供が他への思いやりの気持ちを考えれば、地域の子供たちに広がるわけです。

自分の子はという狭い見地から少し視野を広げ、両親は学校、地域と手を携えて環境浄化

を考える必要があると思う。 
 （新潟県・60代・女性） 

 
内閣府からのテレビコマーシャルの拡大化。 

 （長崎県・50代・男性） 
 

このようなモニターアンケートの定期的な収集とその配信を行い、めまぐるしく変化する

社会環境への対応力を高めていく。年度ごとの基本方針を明示し、その事項を細分化する

こと。細分化は各都道府県単位で行い、独自性を高めていくことが、地域活性化に繋がる

のでは・・・。 
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 （和歌山県・60代・男性） 
 

各家庭においての個々による指導が一番大切だと思います。 
 （愛知県・30代・男性） 

 
内閣府に寄せられた情報や意見を地域ごとに業者、ボランティア、警察、学校関係者等に

よって構成される検討会において公表し、対策を構ずることにしていただきたい。 
 （東京都・60代・男性） 

 
TVのスポットＣＭを充実させる。 

 （島根県・60代・男性） 
 

大人の目線もさることながら、自分達の町、自分達の生活、青少年からの目線から意見を

聞き取る方法を探る。 
 （愛知県・60代・男性） 

 
青少年の健全育成にむけて、国をあげて取り組むことはとても良いことだと思う。規範意

識の低下、学習意欲（勤労意欲）の低下は深刻な問題である。有害環境対策としては、Ｎ

ＨＫテレビ番組「ご近所のばか力」のようなことを粘り強く取り組んでいくことも大切だ

が、対処療法のような気がする。考えが多様化して困難を伴うと思うが、大人の意識を変

える為にも、しっかりした方針を出すことも必要と思う。 
 （福岡県・50代・男性） 

 
アンケートの集約等について、マスコミでの広報活動を重視していく。 

 （京都府・50代・男性） 
 

サイトのサーバーの所在地等を特定できる仕組みづくり、しつこい警告、強制取り締まり

が必要。 
 （宮城県・50代・男性） 

 
有害環境対策は、行政地域が一体になってやらなければならないので、防止関係のパンフ

レット等を作成し、それを活用するために、配布していただきたいです。 
 （東京都・50代・女性） 

 
携帯電話やインターネットについての作文や、ポスターの募集をして、子供達へ有害環境

を考える機会を与える。 
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 （広島県・40代・女性） 
 

青少年被害の情報や、有害環境情報をできるだけ早く、地域の防犯団体に知らせるシステ

ムを作り上げると活動も活発になると思われる。 
 （宮崎県・60代・女性） 

 
学校で子どもたちに対して指導することも重要ですが、現在の環境を子ども時代に経験を

していない保護者に対する指導が重要であると考えます。 
 （埼玉県・50代・女性） 

 
このアンケートの深刻な有害環境については、すべて青少年を守るための法的な整備が急

務である。野放しの状態である。 
 （岡山県・50代・女性） 

 
行政や業界がもっと深刻に受け止め、厳しい対策や取り決めを打ち出してもらいたい。 

 （岡山県・50代・女性） 
 

学校などは何の権限も持っていない為、押の弱さを感じることがよくあります。和歌山市

では、学校と警察の連携が非常に良好であるため大変助かっています。 
 （和歌山県・50代・女性） 

 
少年補導員、指導委員などに対し（市、町依嘱委員）県又管区単位で学習会を開催。今以

上の何らかの指導力、権限を付与したら。 
 （石川県・70代・男性） 

 
民間が青色回転灯を取り付ける手続きの簡素化、及び防犯活動に使用している車に対する

維持費の補助。 
 （富山県・50代・男性） 

 
ポリスに協力してもらう。 

 （岐阜県・40代・女性） 
 

内閣府がテレビで流している 3分間ほどのお知らせ番組をもっと増やしてほしい。（文字で
書いたものよりわかりやすいし、子育て中の保護者にも伝わりやすい）。 

 （京都府・50代・女性） 
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防犯カメラの設置。 
 （愛知県・60代・女性） 

 
自治会の助け合いが効果的。隣近所は家族という意識を持たせる事が大切。大声を出して、

届くところは家族という訓練も効果的だった。少なくとも関心を持つようになっただけで

も効果があったと思う。大人達の意識改革が大切だと思います。 
 （奈良県・70代・男性） 

 
地域の実情をよく理解した上での取り組みを願いたい。 

 （山口県・50代・男性） 
 

有害環境を作り出しているのは何も子どもだけの問題ではない。無責任な大人（保護者）

達の生活に対しても厳しい指導が必要である。 
 （京都府・50代・男性） 

 
防犯カメラ、街路灯の設置。 

 （愛知県・70代・女性） 
 

対策は内閣府のみならず、地方自治体で積極的かつ事前に対策ができるよう専門的な機関

を立ち上げて、取り組んでほしい。 
 （青森県・60代・男性） 

 
インターネットの世界は無法地帯でいろいろな人がいろいろな事をしています。自分で気

付かないうちに犯罪にまきこまれたり、個人データを流したり、それが悪用されるような

こともあるかもしれません。子供だからといって、間違いが許されるとは限りません。基

本的に子供がインターネットを使う時は、大人の監視下で使わせる事。トラブルに巻き込

まれないようにしっかり言い聞かせる事。 
 （沖縄県・50代・男性） 

 
自主的な取り組みの中で有益なものなどを内閣府でも広報したら、企業のイメージアップ

になるのでは？ 
 （愛知県・40代・女性） 

 
自主的な取り組みを促すでは弱いので、もう一段強力な姿勢を示す（具体的にはわかりま

せんが）。 
 （東京都・50代・女性） 
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マスコミの CM 等の中でフィルタリングの設定等を家族が家庭で囲む時間（朝６：３０～

７：３０、夕方６：３０～７：３０、夜９：００～１０：００）に流していく。 
 （熊本県・30代・男性） 

 
自主的な活動をするにも予算が必要で、それに対する補導金等の制度があれば、研修会や

講演会が積極的に推進できると思う。 
 （神奈川県・60代・男性） 

 
地域、学校、塾、子供会、少年団（スポーツ）、部活など一丸となり、ひとつの線でつなが

っているような連携していないと、それぞれに活動していても単独ではなかなか進まない

と思う。 
 （静岡県・40代・女性） 

 
ネットのような日新月歩のものについては、全てが後手に回ってしまっている。地方自治

体を主体とする検討や対策が行われるような環境の整備が必要。もちろん中央からの全国

レベルでの統計データは必要である。 
 （千葉県・40代・男性） 

 
関係機関による説明会や現況報告会、講習会などを数多く開催して住民に有害サイトを幅

広く周知して共通の認識を持たせる。 
 （香川県・50代・男性） 

 
内閣府では机上ではなく、実態をもっともっと知ってからアンケートをしたほうが良い。 

 （東京都・70代・男性） 
 

警察等の強制力のある措置の徹底。 
 （東京都・60代・男性） 

 
携帯メーカー及びプロバイダーに対して、アクセス制限（フィルタリング）だけでなく、

アクセスログによる情報収集を義務付け、必要に応じてこれを公開・提供してもらうこと

で、問題サイトの発見が簡単に可能になるのではないか。 
 （沖縄県・60代・男性） 

 
それぞれの自主的な取組ではなく、内閣府がこうしろと言うべきだと思う。今からの子ど

は絶対駄目になる。指導体制の甘さゆえに。 
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(佐賀県・50代・男性） 
 

各市町村から１名ずつくらいモニター隊を選出して報告しあうシステムを作ったらいかが

でしょうか。また定期的に集まる会等があると横の繋がりも出来そうです。 
 （青森県・30代・女性） 

 
業界に対し罰則の強化が必要。 

 （徳島県・60代・男性） 
 

広告（ＣＭ）などを通して、アピールするのも良いのでは。 
 （埼玉県・50代・女性） 

 
商業活動、経済活動を規制してでも、地域の青少年をよりよい社会人として成長させるの

だという、確かな思いがないから呼びかけだけで終わってしまうのだと思う。もっと将来

の地域や県、日本の未来を考えてよい国を造るのだという目標を立てなければと思う。そ

のために強力に規制すべき、と考える。 
 （富山県・60代・男性） 

 
まず、大人社会が変わる為の方策を検討し、実行に移す。その為には大人だけに止まらず、

少年への「しばり」があっても良いと思われる。もっと子供に厳しくあれ！！ 
 （兵庫県・60代・男性） 

 
学校教育に於いて、専門家による講習会、研修会を年 1 回以上設け、生徒、保護者、教員
の意識化を図る。 

 （島根県・50代・男性） 
 

子供にルールを教える為には教室での制限は必要であると思います。 
 （広島県・50代・男性） 

 
携帯電話会社は、未成年対応のそれを積極的に開発し、社会教育に資するべきである。 

 （香川県・50代・男性） 
 

大人が家にいる時間を増やす働きかけをしてみる。地域の中で、青少年のボランティア活

動などの機会をつくる工夫をする。 
 （島根県・50代・女性） 
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青少年へ社会参加活動への推進。スポーツ参加への呼びかけ。 
 （愛知県・60代・女性） 

 
それぞれの自主的な取組・・・色々あるでしょうが、こういうもので効果があったもの、

過去の成功例などを、もっとテレビなどで広く公表する。他の地域への参考になったり、

企業努力や業界自主規制などあれば、それは、その会社のイメージアップ、ＰＲにも繋が

るから、決して実現不能だとは思わないが・・・。 
 （兵庫県・40代・女性） 

 
それぞれの団体の取り組みをマスコミなどで好意的に取り上げてもらう。 

 （栃木県・40代・男性） 
 

人々の思いが吸収できるような窓口とそれら意見をすばやく対策に生かせていることが見

える組織づくり。 
 （滋賀県・60代・男性） 

 
青少年に一番近いところのＴＶ・インターネット業界に対して自主規制を促していただき

たい。特にひどい場合は、業務停止くらいの措置が取られてもよいのではないかと思う。 
 （愛知県・50代・男性） 

 
内閣府がどのような情報を入手し、それに対してどう対応したかｗｅｂ頁で公開してもら

いたい。 
 （東京都・40代・男性） 

 
マスメディアにも働きかけてほしい。 

 （岡山県・30代・男性） 
 

小学、中学生にはトラブルに巻き込まれない様に必ずフィルタリング導入を徹底的して、

持たせる。親、高校生には使用時の心構え、モラル教育を徹底する。携帯電話販売時には

使用者年齢の登録制度を導入（未成年者には親の責任強化を制度化する）。 
 （滋賀県・60代・男性） 

 
最近の不況により、ますます犯罪が増加するのではないかと思われます。他団体との協力

も受けながら、健全な社会を自分達の地域から一歩一歩進めていければと思う。 
 （宮城県・50代・女性） 
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自主的取り組みではなく、もっと国が力を入れて行うべきだと思う。 
 （兵庫県・60代・男性） 

 
地域の教育力を向上させる取組を地方の自治体が進んで行う必要がある。 

 （岡山県・50代・男性） 
 

全国各地での活動事例を具体的に情報提供してほしい。 
 （岡山県・50代・男性） 

 
上越市では、「みんなで防犯安全、安心まちづくり条例」が施行され、学校区単位で自らの

地域は自らの手で守る為に、安全・安心な町を目指して、パトロールを行っている。「不審

者、通学路等」町内上げて、警護で効果をあげる方法。 
 （新潟県・60代・男性） 

 
根本的に大人の世界で拝金主義が台頭している中では、倫理道徳が重要であり、政府も教

育から腰を据えて見直すべきであり、上辺だけの対策では疑問。青少年も様々なサービス

の消費者に組み入れられてしまっていることは再認識すべき。 
 （茨城県・30代・男性） 

 
実践し活動が成功している業界団体がフィードバックし、関係団体と連携を取ることだと

思います（情報収集と情報の交換分析、即対応が重要）。 
 （沖縄県・60代・男性） 

 
協議会、補導員、指導員の若返りを計る。勉強を増やす。行事を増やして、意識の向上に

結びつける。他の団体にも青少年の育成に関心をもたせる（例、ロータリー、ライオンズ、

JC）。 
 （香川県・60代・男性） 

 
例えば、学校を中核にしながら、具体的な子どもを守る手立てのとれる団体とネットワー

クを拡大連携できる地道な取組は必ず必要である。その体制やラインに情報を提供するシ

ステムがほしい。 
 （宮崎県・60代・男性） 

 
誰でもが参加活動できるような成功事例等を紹介してほしい。 

 （三重県・60代・男性） 
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社会における有害環境を発生させる企業（事業所）へは法制化して規制を強化していくこ

とも大切である。 
 （鹿児島・60代・男性） 

 
小学生の内に健全な心を育むこと。少学校 3～4年生で１週間～10日間親から離れた共同生
活を体験させる。 

 （富山県・50代・男性） 
 

青少年だけでなく、親の意識も変えていかなくてはいけないと思います。学校を通して子

供達には情報がいいことも、悪いことも伝えられます。親への情報発信が必要と思います。 
 （島根県・50代・女性） 

 
有害図書、ビデオ等の設置の規制を強化する。 

 （青森県・70代・男性） 
 

最近の子供達は各自部屋を与えられ、カギが掛けられるようになっている。出来るだけ大

広間で見渡せるところで生活させるよう、各家庭で指導できるようにした方がよいのでは。 
 （島根県・50代・男性） 

 
法的規制の強化を図ってほしいと思う。青少年の健全育成にとって好ましくない状況が放

置されるようでは困ります。教育現場関係者等を委員に迎えて、先の先を見通しての対策

をとってほしいと願います。 
 （佐賀県・60代・男性） 

 
表現の自由があるが、テレビ番組の制作や雑誌等については、制作する側に自主規制を促

してほしい。 
 （宮崎県・50代・男性） 

 
和歌山県警察、防犯協議会では、県民に対し「きしゅう君の防犯メール」の登録を依頼し

ている。これは、防犯情報、子供の安全情報、警察からのお知らせなどを、タイムリーか

つピンポイントに提供し、事件等の未然防止や自主的な防犯対策等に役立てる為の電子メ

ールの配信サービスであり、この配信サービスを通じて広報活動し、対策を推進する。 
 （和歌山県・60代・男性） 

 
地域のボランティアなどと行政・関係業者団体などと積極的に連携を図り、民間のボラン

ティアを後押しして行くことが大切だと思う。 
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 （山梨県・40代・男性） 
 

国会議員のモラルの教育を行うこと。テレビ番組、インターネットをもう少し規制するこ

と。倫理観は全くなし。外国のテレビ番組を見れば、自ら日本のテレビ番組はなってない

ことがわかる。 
 （山口県・70代・男性） 

 
自主的な取り組みの促進などと、暢気なことを言っている事態そのものが現状に対して不

認識。一刻を争う問題である危機感が内閣府にあるのか。この問題に関しては規制緩和で

はなく国の強力な規制強化が必要。 
 （鳥取県・50代・男性） 

 
ＴＶ番組についても、保護者が子どもに対して、有害と判断する番組に視聴規制がかけら

れるような装置や、基準の開発を望みます。（子供にとって優良、不適切などのマーク）。 
 （福岡県・40代・女性） 

 
コンビニやデパートなど人の多く出入りするところに、意見箱などを設置する。 

 （東京都・30代・女性） 
 

「○○週間」の様に、少しずつ定着させていくことも大事かと思います。 
 （新潟県・50代・女性） 

 
内閣府で大所高所の視点でリーダーシップを発揮してほしい。 

 （青森県・50代・男性） 
 

私は、犯罪は５００ｍ以内。形式的に交差点に立ったら、歩いたり、車でぐるぐるまわる

ことと同じく、そこに住んでいる人について、定職についているか、毎日見ることができ

る人かなどチェックすべきである。昔はしっかりとわかったが、今は人の家の中はまった

くわからない状態である。たとえばあの家の娘はいるのだか、いないのだか、見たことが

ないなぁーと、話したり、あの家の人、何をしているのか、昼間ぶらぶらただ歩いていた

り、あの家の夫婦は昼も夜も家にいないし、子供達はどうやって食べているのか。子供達

の姿も見えないときもある、等。こういう課題は恐くて、近所の人では手がつけられない

ままになっている。全然だめだ。 
 （長野県・60代・男性） 

 
個人でも他から提供のあった情報を見られるようにする。 
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 （愛知県・30代・女性） 
 

こう言った情報を新聞に載せる。 
 （愛知県・30代・男性） 

 
街路灯を増やす。 

 （愛知県・60代・女性） 
 

例えば、通信業界はどの業者も無料でフィルタリングサービスを提供するなど対策には十

分努めており、自主的な取組の限界なのではないか。これ以上は行政や立法による対策が

必要である。 
 （秋田県・40代・男性） 

 
子供たちにとって有害なものは排除することが望ましいが、大人のコーナー的なものとし

て、子供が接触できない様にしてほしい。 
 （山口県・50代・男性） 

 
幅広い広報を希望。 

 （鳥取県・60代・男性） 
 

自主的に促しているのであれば、その結果を必ず確認すること。 
 （山梨県・50代・男性） 

 
「自主的な取り組みを促す」程度では自治体や業界団体は動かないと思います。（他にやら

なきゃならない事がたくさんあるため）もう少し強く促してもらいたいです。 
 （山梨県・40代・女性） 

 
有害環境を直接見学して頂きたい。机上論では解決は無理。又、地域の関係者が一丸とな

り行動を共にする。この為のミーティングが必要であると存じます。 
 （東京都・60代・男性） 

 
どの諸団体も経費のことが問題点のようです。 

 （愛媛県・60代・女性） 
 

学力や体力と同様に有害環境の都道府県ランキングを公表する。 
 （福岡県・50代・男性） 
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できるだけ多くのマスメディアを活用し、関心を持たない人々へも周知徹底を図ってほし

い。 
 （埼玉県・50代・女性） 

 
電柱等にある有害広告物の出版元への強力な行政指導。 

 （宮城県・50代・男性） 
 

作ったものに対してその対策を考えるだけでなく、メーカー側にその責任を負わせ、対策

を考えてもらうようにした方がよい。新たな法の検討も必要である。 
 （岡山県・50代・男性） 

 
有害情報や有害環境を見たり、発見したら、連絡先をきちんとして、情報を吸い上げるこ

とが大切だと思う。 
 （愛知県・60代・男性） 

 
行政の方も、現場主義を第一と考え、地元を地域の方々と一緒に、現場を検索してほしい。 

 （千葉県・50代・女性） 
 

今、企業努力でエコが推進されているが、青少年を取り巻く現状社会をもっと重要視して、

これからの良い社会を目指すために、エコ同様、企業と取り組んでいくべきではないでし

ょうか。 
 （東京都・40代・女性） 

 
自治体を中心にいろいろな団体と連絡会を作り、地域社会全体で取り組むことが効果的で

はないでしょうか。私は武蔵野市に住んでいて、若者の町として、人気がある町で、色々

な所から若者が集まるので、自治体、警察を中心に地域社会の連携が必要なので、取り組

んでおります。 
 （東京都・60代・女性） 

 
自由に音楽・踊り・演劇・サークル活動・ボード等ができる様な場が、公共で身近な所に

あちこちあるといいのではないかと思います。規制するだけでなく、発散する場、表現で

きる場を設け、仕掛けるのも大事ではないでしょうか。 
 （高知県・50代・女性） 

 
未だ未だＰＲ不足。是非多くの人々に意見を聞き、学校、社会福祉協議会等に積極的にＰ



 243

Ｒが必用。 
 （広島県・60代・男性） 

 
子供の健全成長をはぐくむためには、やはり国レベル、法律レベルの取り組みが必要かと

思います。表現の自由、出版の自由などいろいろあるでしょうが、「子供の健全な成長」が

何よりも優先されるべきことと思います。 
 (栃木県・40代・男性) 

 
大人の一方的な考えでなく、子供達がどう考えどうしていく事が最善なのか、意見交換し

て行く事もよいのではないか。当事者ならではの意見やアイデアを得る事ができるのでは

ないか。 
                           （愛知県・30代・女性） 
 
情報として出す前に、モニターアンケート等で調査するとよいのではないかと思う。 

 （愛知県・30代・男性） 
 

ＴＶ等を通じて、携帯電話のもつ危険性をもっと広く国民に周知する番組を関係省庁で作

成する。 
 （富山県・50代・男性） 

 
青少年保護育成条例に基づく、法令違反の取締りを徹底する。非行問題強調月間（７月）

健全育成強調月間（１１月）に合わせて住民等による浄化活動をより一層推進する。 
 （福井県・40代・男性） 

 
悪質な業者等への徹底した規制強化をしない限り、なくならないという世論を、興しても

らいたい。 
 （鹿児島県・60代・男性） 

 
放課後の子供のスポーツなどの活動をする為、指導者を増やし、地区に配置する。 

 （東京都・60代・女性） 
自主的な取組にばかり期待せず、しっかりやってほしい。 

 （東京都・50代・女性） 
 

重大事項や緊急性のあるものについては、議員立法や、地方自治体の条例制定で実施する。 
 （秋田県・60代・男性） 
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保護者や青少年指導員、補導員、学校関係者等に、有害環境に関するアンケート等を実施

し、分析したのち有害環境の業者に結果を知らせ、改善を求める。（法や条例の制定も必要）

テレビ番組、雑誌（成人）ＤＶＤ等、青少年を刺激する過激な物が多い。 
 （宮崎県・50代・男性） 

 
青少協などの団体のメンバーの高齢化が進んでおり、金銭的なバックアップも今後は必要

となってくる様に思う。 
 （佐賀県・50代・男性） 

 
有害環境関連の出版・マスコミ・通信業者等に青少年へ悪い影響を与える諸々のモノに対

する規制の方向で、対策を講じることも、併行して取り組んで頂きたい。 
 （高知県・50代・男性） 

 
学校や集落の会合で、有害環境について良く話し合うこと。 

 （青森県・70代・男性） 
 

地域に「保護司」の様な立場を持つ、未然に有害を防ぐ委員を配置し、研修などでスキル

を持ってもらい、小学校区の住民や教師、保護者そして子どもたちに正しい情報提供と、

教育ができる環境づくりが必要と考える。NPO はその役割を担うことができても、「立場
が」住民らにとってはあいまいで、活動しにくい。 

 （北海道・30代・女性） 
 

米沢では、中学生の少年隊が結成されて９年になるが、補導員防犯、交通、小さな親切運

動と大人たちと一緒の活動をしていただいている。山形県は３年連続少年非行率が全国最

小を記録していることも少年隊の規範意識がまわりを巻き込んで良い方頃に向いていると

思います。少年隊を誉めて育てたいものです。 
 （山形県・60代・女性） 

 
法による規制を考える必要がある。 

 （秋田県・50代・男性） 
 

アンケート調査も必要と思いますが、青少年の健全育成、非行防止に従事する者として、

意見交換の場がほしい。 
 （神奈川県・60代・男性） 

 
特にＴＶで有害環境（有害情報）の危険性について事例を示し、PRすべきではないか。 
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 （北海道・50代・男性） 
 

青少年を取り巻く有害環境ですと漠然としているので、何が有害で、どういった事象が起

こっているのかを明確にすると、協力体制が作り易いかと思います。 
 （東京都・20代・男性） 

 
数多く情報交換の場を作るのがよい。警察については何も情報を流さない。 

 （長崎県・70代・男性） 
 

市、町、村で青少年の外出時間を規制する。（親、同伴であれば多少遅くてもいい） 
 （茨城県・60代・男性） 

 
今の大人(社会)がしっかりすれば、(人に対して愛情持って接する等)青少年もしっかり育
つ！誰も赤ちゃんの時から悪いのではない。周りの大人がしっかりしてないから、おかし

くなる。 
 （山口県・50代・男性） 

 
他地区、地域、又、他国での良い取り組み、アイデア等をいろいろな形で紹介してほしい。

（成功例の紹介）。 
 （佐賀県・60代・男性） 

 
有害環境に対して、若者が興味を持つのは当然。又、若者には力強いパワーを持っている。

これらを発散させる対策が必要。 
 （山口県・70代・男性） 

 
携帯電話でいうと業者は新しい機能の開発に精力を注いでいるが、社会的な責任をもっと

自覚して負の側面を、しっかりと広報してほしい。最近の事件には、携帯電話が相当関わ

っているように思う。 
 （島根県・60代・男性） 

 
『有害環境リーダーの設置、育成』数年前犯罪の増加に伴い、この総量抑制のため、各自

治体では条例を制定するとともに、犯罪防止のための施策を推進する、「専門官、リーダー」

を配置して効果を上げた。青少年の有害環境対策においても、国及び都道府県が主導して、

各自治体又はボランティア団体、地域等に、対策を専門的に推進する「有害環境対策リー

ダー」を配置してはいかがか。このリーダーが中心となって、常時、各ボランティア団体

や地域住民、さらには、有害環境を発生させている対象の業者等を指導させる。 
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 （群馬県・60代・女性） 
 

アメリカの評論に、日本人が、子供に携帯電話を持たせることは「モンキーにマシンガン

を持たせるようなものだ」というのがある。有害環境から、子供を守るという視点の欠如

を端的に表現しているように思う。難題が山積する状況ではあるが、特に利益追求を優先

する業者に対して、行政からの指導や働き掛けが、もっと強力にあってもよい。受信する

側の高まりも重要ではあるが、発信する側（業者）もそれと同等以上に努力していく事実

がなければ、改善の見通しはたたないのではないだろうか。 
 （長野県・50代・男性） 

 
パトロール、補導の強化、「放課後児童のサポート」を充実させる。学校の協力が必要。 

 （埼玉県・60代・女性） 
 

学校、地域住民との協力を得るための策。携帯電話会社や PC会社によるフィルタリング・
サイト規制等の重要性を直接保護者に伝える。 

 （茨城県・40代・女性） 
 

有害サイトや、悪質な書き込みに対して、法的に厳しい対応ができるようにする。匿名性

をなくするための手段を業界側にとってもらう。 
 （秋田県・40代・男性） 

 
地方の活動団体への一層のアイデア提供と、活動費の支援をお願いしたい。 

 （熊本県・50代・男性） 
 

不健全番組や出版物の制作責任を厳しくする。ＴＶについては、成人向と青少年向けの区

別を番組にも明記する。広告提供企業名も明らかにする。 
 （岐阜県・50代・男性） 

 
取組の効果がすぐ上がるものでないから、ねばり強く継続して取り組むこと。 

 （佐賀県・50代・男性） 
 

きっと、たくさんあるであろう仕事の中で、「自主的な取り組み」で良いなら、後回しにさ

れかねないと思います。自主的であっても、それをきちんと評価して、発表の機会を設け

てはどうでしょうか。ふるさと CM 大賞のように、都道府県ごとの取り組みをそれぞれ発

表し、経過や青少年の犯罪率から評価し、賞を与えるのも面白いと思います。学校では、

リレーなど子供に順番を付けることをしない傾向もありましたが、３０人３１脚などテレ
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ビではとても盛り上がっていますよね。そんな風に生徒も親も PTAも団結のきっかけがあ
れば、有害環境対策ももっと盛り上がるのでは、と思います。 

 （東京都・30代・女性） 
 

メディアを効率よく活用して、あらゆる人に情報が行き届くようにする。 
 （新潟県・20代・男性） 

 
いじめ問題と同じく、教育委員会を含め、地域の大人が全員で地域の子供達を育てる意識

が必要。 
 （新潟県・50代・男性） 

 
内閣府が責任を持って地方自治体の支援と指導を強力に進めてほしい。情報をお届けする

程度では期待できない。 
 （東京都・60代・男性） 

 
アンケートを取るだけでなく、それを実施していく過程で、問題点を広く国民に問うこと

が重要かと思います。又、他の都市での成功例等情報の行き来が意識を高め、大人全員参

加で取り組むことが大事かと思います。 
 （愛知県・60代・男性） 

 
テレビの影響が大きいため、殺人シーンや、人を殴るシーンは控えてほしい。 

 （愛知県・60代・女性） 
 

父親と学校の先生はもっと強くならないといけない。子供たちはそれを望んでいる。強力

な指導者不足では推進は難しい。 
 （愛知県・40代・女性） 

 
促すだけでなく、本格的に取り組んでほしい。（内閣府も地方自治体また業界も） 

 （茨城県・60代・女性） 
 

警察、学校、ボランティア団体と情報の交換の場を多く持ってほしい。 
 （徳島県・60代・男性） 

 
ディスカッションの場を設ければよいと思います。 

 （山口県・50代・男性） 
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地域の行事に青少年を参加出来るよう心がける。 
 （岐阜県・70代・女性） 

 
利益の前に有害情報を流さない手法に期待。（テレビ番組）報道規制はむずかしいが、何ら

かの手を打っていただきたい。 
 （愛知県・50代・男性） 

 
子供達のためにそのように力を入れて頂けるのは、子供を持つ親として、本当にありがた

いことです。こういった取り組みを、新聞・ラジオ・その他のメディアで取り上げてもら

ったり、ほとんどの保護者が関わっている学校を通して情報を浸透させ、社会全体での関

心が高まると良いと思います。 
 （宮城県・40代・女性） 

 
少年法の制定充実。 

 （秋田県・70代・男性） 
 

大型スーパーの閉店時間の短縮。 
 （愛知県・40代・男性） 

 
青少年を取り巻く有害環境は今や急速に普及しています。内閣府がもうすこし情報を手早

く認識をして、私たちの手法として提供してほしい。取り組んでおられる関係機関等の情

報交換の機会がほしい。そのことによってより深めたい。 
 （群馬県・70代・男性） 

 
下校時間の統一。必ず帰宅してから遊びに行かせる。どこに遊びに行くのかきちんと聞く。 

 （茨城県・40代・男性） 
 

学校への出前授業。 
 （熊本県・50代・男性） 

 
青少年を有害情報から守る取組の弱い会社の製品を、消費者（特に、児童生徒の保護者）

が買わないようにする機運が自然に高まればよい。【例】電気製品や自動車のメーカーが「省

エネ」に力を入れているのと同じような状況が起こればいい。 
 （香川県・50代・男性） 

 
一点お願いするとすれば、電話ボックスの側板ガラスに両面テープ等が貼りにくい材質の
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開発が出来ないものか依頼したい。 
 （京都府・60代・男性） 

 
一番考えて頂きたいのは、地域によって問題の深刻度が違うと言うこと。どこも一律に考

えてはいけないと思います。県民性、地域性を把握し、それぞれに対して、柔軟に対応し

ようとする姿勢が必要だと思います。 
 （東京都・40代・女性） 

 
青少年が集まりそうな所へ防犯カメラ、街路灯の設置。 

 （愛知県・60代・男性） 
 

情報が地方自治体、業界団体等に届いても生徒、児童を持つ保護者まで届くことが余りに

もないので、簡易な紙等を使い、なるべく多くＰＴＡを通して、情報を広く知らせる方法

を考慮してほしい。防犯用語(警察庁で進めている)いかのおすしの様な文言を考えて、就学
前の幼児から意識づけをし、親子共々危機感を持てる方向を考えてほしいと願っています。 

 （茨城県・60代・女性） 
 

学校へ文章にして情報を送って、先生達にも知ってもらうことが、大切だと思います。 
 （山形県・50代・女性） 

 
学校、家庭、地域社会の連携がこれから増々大切ではないでしょうか。職場等に置いても

青少年の有害環境を周知徹底が必要ではないでしょうか。 
 （高知県・60代・男性） 

 
自主的な取り組みを促進するだけでなく、青少年に対しての影響が極めて顕著で、社会問

題化しているものについては、業界団体等に対して、国レベルでの規制や、取り締りをも

っと厳しくする必要があるのではないか。 
 （群馬県・60代・男性） 

 
やはり、地域の大人たちの見守りが一番だと思います。 

 （山形県・30代・女性） 
 

学校との協力が不可欠と思います。 
 （香川県・60代・男性） 

 
大麻や麻薬など、ニュースで普通に巷に出回っているのが信じられない。密輸などもっと
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取り締りを厳しく。人の出入国や、港の外国船等の検査をしっかりしてほしいです。身近

なものでないと思っているのに、大学等で友人から簡単に手に入れて、逮捕されているこ

とはビックリ。暴力団の取り締まり、撲滅を！ 
 （徳島県・40代・女性） 

 
ネット上で情報提供や意見を投稿できるようなシステムの構築。プロフサイトに対する業

界の統一ルール（利用制限、禁止ワード）。学校が実施しているネットパトロールへの教育

委員会からの支援。携帯電話会社による、パケット利用量制限。 プロフサイトを提供し

ている業者への強制力のある行政指導。コンビニ利用時間の年齢制限、警察との連携（通

報）。 酒類自動販売機の年齢確認。 
 （福岡県・40代・男性） 

 
地方自治体や業界団体の取り組みが理想論だけに終わっていたり、肝心の青少年には届い

ていないような気がします。もっともっと子供、青少年に近づいた取り組みが必要ではな

いでしょうか？見回りといったらひと言で終わってしまいますが、大人の目がいろいろな

場面、場所に多くほしいと感じます。 
 （北海道・50代・女性） 

 
政府があいまいな取り組みをしないこと。違反者の罰則を決めること。法律、条例を決め

ること。対策をとらない自治体へは、総務・内閣府からの補助金を２分の１位にすること。 
 （福岡県・70代・男性） 

 
少年センター(補導委員)の活動に対する予算(国)措置をお願いしたい。 

 （滋賀県・60代・男性） 
 

法的な拘束力があったり、強いインパクトを与える働きかけをしていただきたい。学力向

上が中心の教育の施策から、心の豊かさを向上させる教育を強く示してほしい。 
 （岐阜県・50代・男性） 

 
私の所で受ける相談の８０％は家庭が壊れています。内閣府はしっかりしてください。 

 （福岡県・70代・男性） 
 

情報を提供するだけではなく、必要な取り締りの条例など、自治体にうながしたり、法規

の制定などに努力すること。 
 （和歌山県・60代・男性） 
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対策の必要性について関係対象者の共通認識を生む施策や、特定の限定の者を相手にする

のではなく、家庭､学校、地域等と一歩一歩確実に進める。 
 （鳥取県・60代・男性） 

 
親に対して、青少年（子ども達）に対して、それぞれに危険を促す事も大切ですが、家庭

や、学校、親子で一緒に考える研修や講演をすべきでしょう。 
 （東京都・40代・男性） 

 
コンビニの営業にしても、せめて夜中の３～４時間程度は営業をやめることも、子ども達

の深夜徘徊の防止にもつながる。目を充血させて働いている店員さんの健康面からも検討

すべきでないでしょうか。コンビニの規制がいる。 
 （徳島県・50代・男性） 

 
「携帯電話を学校に持ち込むことは○○市では禁止」。だから大丈夫というものではない。

それを実現できる社会規範意識が、社会全体に満ちることが不可欠（逆を言えば、今は崩

れてきている）。これを高めるための国レベルの取り組みが必要。また、それに関してトッ

プタウンで通知され、現場が形式的な対応をしたり、悩みにとどまったりしないよう「自

主的な取り組み」の支えとなる国の対策をお願いする。 
 （岐阜県・40代・男性） 

 
ネット上の掲示板等への書き込みが即座にできるシステムを禁止し、管理者が判断して、

掲示するように改める。掲示板メール等は、発信者が誰なのか分かるシステム以外は禁止

する。掲示板等での犯罪行為に関して、書き込み者に加え、管理者、スポンサーも共犯者

として罰する。 
 （香川県・50代・男性） 

 
キャンペーン活動を期間限定で集中的に取り組む月間などを設けてみてはどうか。 

 （京都府・50代・男性） 
 

積極的な取組を行っている自治体や団体に対して、何らかの優遇措置を施す。 
 （富山県・50代・男性） 

 
子供達への教えはもちろんですが、無関心である親への取組が大切と思います。 

 （東京都・60代・女性） 
 

もっと積極的にパトロールとかを強化するべきだ。 
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 （神奈川県・20代・男性） 
 

業界への指導を通して自己規制のできるような健全な業界作りを望む。過剰なまでの携帯

の機能になっており、シンプルなものをもっと作ってもらえるようにしてほしい。 
 （静岡県・50代・男性） 

 
業界団体の方々に認識をしっかり持っていただき、青少年健全育成に励んでもらえるよう

に啓発してほしいと思います。 
 （長野県・50代・男性） 

 
親の徹底した躾と管理、学校教諭による倫理の再構築。 

 （岡山県・男・60代・男性） 
 

自治体、業界等に関係する機関による、地道な取組みが効果的と思われます。 
 （北海道・60代・男性） 

 
インターネットを使うとより効果的に意見が集まると思う。 

 （大阪府・40代・女性） 
 

寄せられた情報を分析のうえ、常識ある人間（？）の判断で有害情報を発するマスメディ

アに強い圧力を発せられるシステムの構築。 
 （滋賀県・50代・男性） 

 
青少年問題に関わる団体は数多く存在していると考えられますが、活動は全て縦割りのよ

うな気がします。結果を横展開し情報交換を密に行うことも大切。合同パトロール等も年

１～２回行うとか。 
 （千葉県・60代・男性） 

 
情報を共有し対策を前に進めるという意味では、有効ではないでしょうか。 
収集した情報の共有だけでなく、専門家によるもっと専門的な情報の提供と共有があれば

対応が進むように思うが、（やっているのかもしれませんが）実際に効果のあった方法の共

有があれば、効果的になるように思う。 
 （秋田県・40代・男性） 

 
色々な地域団体等で意見交換会を開催してもらい、その議事録等を集める（しっかりとし

た報告書ではなく）。 



 253

 （愛知県・50代・男性） 
 

充分な予算措置。 
 （北海道・60代・男性） 

 
有害サイトの削除を法的に命じることのできる条令の制定。 

 （和歌山県・60代・男性） 
 

地域住民の底力を出すことができる企画をする行政マンや、学校教育に携わる者が出現す

る事。保護者、PTA、地域を巻き込んだ運動をつくる事。 
 （高知県・60代・男性） 

 
近所付き合いが希薄になってきていますが、やはり地域の目、地域の協力なくして子ども

たちを守ることは難しい。一部の団体だけに伝えても細部まで伝わらないとなかなか取り

組みも難しい。個人的なアンケートではなく、各ボランティア団体に投げかけて、より多

くの意見をまとめて貰うなど、たくさんの方に知って、係って意識を持って頂くことが大

切ではないでしょうか。 
 （広島県・40代・女性） 

 
子供が携帯電話を持たなくても、安心して暮らせる街づくりを実施した方が良いと思いま

す。 
 （宮崎県・30代・男性） 

 
法律が必要。 

 （熊本県・60代・男性） 
 

ボランティアに対し、実際の有効な対策の事例。情報の提供や研修の実施が望まれる。 
 （大分県・70代・男性） 

 
自分達の地区から犯罪を出さないを合言葉に、少年補導員に地区の巡回の徹底をお願いし

て、犯罪のなかった地区、3年、5年、10年の表彰をしてはいかが。 
 （北海道・70代・男性） 

 
有害環境を排除する為に、犯罪者に対しての罰則を重くしたり、強化すべきである。 

 （大阪府・70代・男性） 
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地域住民による、青少年を守る意識が高まっている。ボランティアでの団体も増加し、多

くの人の目が光っている社会でも事件が多い。規範意識を育てる教育が必要になると思う。 
 （埼玉県・70代・女性） 

 
地域青少年育成会の会議、及び PTA活動等の会議は積極的に推進されているが、その活動
の中心的な役員さん方々は、各自の仕事をこなしながら、地域においてはたくさんの役職

を持ち活動に参加している。頭が下がる思いである。その方々への何らかの支援ができな

いものか、と願っている。 
 （茨城県・50代・男性） 

 
特に多くの人の目に触れる媒体を通じての広報活動が必要。新聞広告、テレビ広告など。 

 （山梨県・40代・男性） 
 

有害情報の発生源は数年前までは、成人向けの雑誌・映画・ビデオ等であったが、これら

は過去の産物になってきている。現在は携帯やＰＣのインターネットからの情報が主流と

なっており、対策としては家庭では親が責任を持って、子ども監督することであり、業者

に対しては強い自粛を求めることである。 
 （北海道・60代・男性） 

 
青少年の溜り場となりやすい場所について、パトロールの強化をお願いしたい。また、有

害図書等については、強制的に排除できないものか検討していただきたい。 
 （山口県・50代・男性） 

 
内閣府からの情報を受けている地方の少年補導センター等の組織は、府県、地域によって

まちまちであるため、情報がどのように活動にいかされているか疑問が生じる。取り締り

の警察、法を裁く裁判所、児童相談所などとの連携が求められる。「子供を守る」立場の少

年補導ｾﾝﾀｰについても、国が地域の組織を統一して、行政、関係機関との連携を推進させ

ることが、必要ではないかと思います。 
 （京都府・60代・男性） 

 
単に冊子等を配布し、自主的にと言っても効果はさほど望めない。私達警察少年ボランテ

ィアと警察が日常の中で連帯を密にする必要がある。警察と行政とが一体となった活動や、

警察ボランティアと、行政の青少年に関わるボランティアの人達と合同の企画を実施し、

共通の認識を持ち、青少年健全育成の大きな力としたい。 
 （千葉県・60代・男性） 
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自治体に対して各種ボランティア団体に協力を求めて、テーマをしぼって、定期的、継続

的に主旨を理解される努力をして活動を求める。効果のある青色防犯灯の設置、各町内に

理解を求め、補助的な協力を自治体にもとめる。 
 （奈良県・60代・男性） 

 
全国的な規模での有害環境対策を推進するような組織が望まれる。 

 （鳥取県・50代・男性） 
 

青少年はまず体力をつけて、スポーツに取り組んでほしい。外に出よ！ 
 （山口県・60代・女性） 

 
シルバー人材の活用。地域自治会組織の活性化。規範教育、モラル教育の推進。保護者の

親権責任の明確化と厳罰化。 
 （宮崎県・60代・男性） 

 
各学校で指導を強化し、各種関係機関や団体でも話題にして、学校、保護者、地域で協力

して、事故、非行防止に努めなければならないと思います。 
 （青森県・70代・男性） 

 
子供と一緒に行動を行う。良い事をした時はほめる。 

 （福岡県・30代・男性） 
 

継続的な取り組みが必要と思う。 
 （長崎県・60代・男性） 

 
教育委員会や TV広告などを利用し、多くの人に関心を持ってもらうよう情報提示が大切。
簡単明瞭に理解してもらえるよう、報道番組を増やすことも方法だと思う。 

 （岐阜県・30代・女性） 
 

地方自治体相互の成果の比較、即対応できる司直の育成。 
 （茨城県・60代・男性） 

 
具体的な問題をドキュメンタリー化し、各団体へ配信する。 

 （岐阜県・60代・女性） 
 

見守り隊や見回り活動をされている団体・保護者・青少年健全育成の団体等にメールで情
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報配信されてはいかがでしょうか。 
 （京都府・30代・女性） 

 
京都の少年補導委員会傘下の補導委員は、約 12000 余が委嘱を受けていますが、その組織
は各行政区にある小学校区毎の支部が地域の自治連合会からの助成が主な活動資金になっ

ていますが、単位や市、府の様々な組織からの活動や要請がありますが、活発な支部活動

には、直接的な財政の支援ができる仕組みがあればと思います。 
 （京都府・60代・男性） 

 
係として依頼されている方以外にも、自治会長等の末端まで、一部情報が有れば、もっと

良い取り組みが生まれてくるかも？福祉関係、教育関係、今は何でも地域からと・・・。 
 （宮城県・50代・女性） 

 
大人だけでなく、青少年も一緒に取り組む方法があれば検討していただきたい。 

 （長野県・50代・男性） 
 

たばこなどでもパッケージのかわいいものなど欲しく思うようなものが出回っている。 
もっと外国のように厳しい状況などをパッケージ化するなど有害なら有害性を出す広告な

ども。 
（京都府・50代・男性） 

 
自制能力が未発達な青少年に対する適格な教育、指導の充実と、保護者を中心とした家庭

への働きかけ、及び地域で有害環境排除に対する意識の啓発と業界のモラルの向上等社会

的課題として取り組む必要を感じている。 
 （京都府・80代・女性） 

 
野放し状態の現状ではこれといった手だてはないと思います。日々身元の回りを見回るの

が精一杯といったところです。「思いやり教育の徹底実行」 
 （鹿児島・60代・男性） 

 
携帯電話業者に対して外国みたいにインターネット機能のついた電話機を売れない法律を

作る。 
 （神奈川県・60代・男性） 

 
パソコンのフィルタリングも必要、一見有害でないようでもリンクをたどると有害に誘導

するサイトが少なくない。 
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 （大阪府・60代・男性） 
 

メディアリテラシー教育を進めてほしい。ノーテレビデーの推進。すべてのパソコン、携

帯にフィルターをする。（特に子供） 
 （福岡県・30代・女性） 

 
大人自身の生活の中にどれだけ有害なものがあるのか大人が気付けていない。このことを

特に小・中・高生を持つ親に繰り返し啓発する必要がある。子供や青少年向けの啓発バー

ジョンもつくり、注意を繰り返す。 
 （長野県・50代・男性） 

 
責任センター等を置き、徹底する必要がある。 

 （山口県・60代・男性） 
 

学校内の環境にもっと積極的に干渉していく必要が有ると思います。不登校を招くいじめ

や恐喝・暴力、給食費不払い等を含む泥棒や窃盗、はては売春や大麻にいたるまで、とに

かく学校や教員だけに任せるのではなく、警察力を含めて学校の浄化活動を行う事が大切

ではないでしょうか。 
 （鳥取県・50代・男性） 

 
地域住民、ＰＴＡを巻き込んで、情報提供をして、皆さんで話し合う。 

 （富山県・60代・男性） 
 
最近青少年が楽しく安心して遊べる場所がない。そのためスーパーやコンビニに集まるの

だと思う。子供の居場所の提供を望む。親育が必要。テレビの過激的な描写の規制強化と

深夜テレビの廃止。 
 （京都府・60代・女性） 

 
社会福祉協議会を通して地域の中に活動を広げる。組織が全国網の目のように広がること。 

 （東京都・60代・男性） 
 

事業者にもっと厳しく罰する法律を作る必要がある。日本は、業者に甘い！私個人も 20年
近く、青少年に関する活動をしているが、むなしい思いがしている。親の側に問題を抱え

ている家族が増えている。家庭への支援に重点を置かないと、負の連鎖が増大している現

実を止められない。また、個人情報保護という錦の御旗をふりかざされるので、問題が見

えているのに、手が出せない状態あり。 
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 （東京都・60代・女性） 
 

年代に合った有害環境対策の意識向上を計るための教育をしっかりして行ってほしい。（学

校、地域等） 
 （埼玉県・40代・女性） 

 
現在、世の中すべてが守りになっていると感じる。自主的な取り組みレベルでは解決でき

ないと思います。 
 （長崎県・50代・男性） 

 
業界団体等に対して、繰り返し、もっと厳しく徹底的に。 

 （山形県・50代・男性） 
 

万引きについて、薬物乱用について、飲酒喫煙について、有害な刃物について、全て学校

で教育すること。 
 （北海道・60代・男性） 

 
親（大人）の教育。 

 （和歌山県・60代・男性） 
 

防犯灯、街路灯の蛍光管のブルー化。ブルー色が犯罪発生の減少に結びつくという理由か

ら。 
 （徳島県・50代・男性） 

 
有害と判断する「映倫」と同じようなしくみをつくり、有害と判断されたサイトを一方的

に消却する公的機関を設置する。 
 （福岡県・50代・男性） 

 
有害サイトをすべてフィルタリングし、成人のみがサイトを開けるようなしくみをつくる

必要がある。 
 （北海道・60代・男性） 

 
警察等有害環境対策に権限をもって対応できる人の確保が何よりも必要であると考える。 

 （福岡県・50代・男性） 
 

保護者が容認をしているケースがあると聞いています。徹底するためには、未成年者の保



 259

護者にも指導するルールづくり、罰則づくりも、必要なのでは。 
 （大分県・50代・男性） 

 
業界が損得ではなく、広い意味でのバランス感覚をもって、教育第一と考えた社会を創る

取り組みを行わねば、解決は望めないと考えます。強い姿勢での働きかけよろしくお願い

します。 
 （岡山県・50代・男性） 

 
青少年にとらえやすい方法で周知していかないとダメなのでは。家族みんなで話し合える

ようなものを作らないと。 
 （茨城県・40代・男性） 

 
親に関心を持ってもらい、真剣に取り組ませることが大切。20 年計画で幼児教育からプロ
グラムを取り組んで、子供を育てる。 

 （静岡県・50代・女性） 
 

行政の縦割りをゆるめ、関係機関と連携すべきと思います。 
 （山形県・50代・男性） 

 
自主的ではだめです。国が子どもにとって、よいか悪いかを判断し、決断すべきです。他

国はそのようにやっています。 
 （茨城県・50代・男性） 

 
キャンペーン等を行い、ニュースとしてメディアに載せる等。 

 （徳島県・60代・男性） 
 

少なくとも義務教育の期間中は、携帯電話を禁止すべきではと思います。 
 （鳥取県・50代・男性） 

 
自主的に対策をしているが、有害サイトの規制については、法律の摘要が急務と思われる。 

 （兵庫県・60代・男性） 
 

色々な取り組みがあると思いますが、実例をより多くの方々に知ってもらい、参考になる

よう広報誌等発行した方が良いと思います。 
 （岩手県・60代・男性） 
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青少年に対する取組は、地域ごとの個性が効果を発揮するものではなく、全国的な取組が

効果的なように思われますが。 
 （岩手県・40代・男性） 

 
子育て支援の中での家庭教育重視の重要性を的確に若い保護者の方に指針を提示し、意識

を高めさせ、子供たちに公共性を身につけさせる人間教育が必要だと考えます。 
 （福井県・50代・男性） 

 
おやじの勉強会を開いています。 

 （島根県・50代・男性） 
 

迷惑メールを送信する業者などを厳格に取り締まったりしない限り、子供達を守る事は今

の現状は難しいと思います。 
 （福岡県・40代・女性） 

 
パフォーマンスにしか思えない。真剣な取り組みを。 

 （大阪府・60代・男性） 
 

様々な対策が１軒１軒の家庭に浸透していくことが必要であり、その情報が家庭内でも話

題になることが大切と思います。家庭内で、子育て中のファミリーコミュニケーションが

基本と思われます。携帯電話やテレビゲーム等を買い与えた途端に親と子、それぞれに責

任が発生するとの自覚を持たせることも大事。 
 （埼玉県・60代・女性） 

 
パブリックコメントを求めても片寄った方面からの意見しか上がって来ないような気がす

る。各自治体を通じて、小・中・高の PTAとの連帯が望ましい。 
 （岩手県・50代・男性） 

 
都会では、警察ボランティアは皆さん知ってる方が多いと思いますが、地方では知らない

人が多い様に思います。地方にもこの様なボランティアが有るという事を広めて行けたら

と思います。 
 （愛媛県・60代・女性） 

 
テレビやラジオなどのマスメディアにもっと活動内容を PRする。 

 （岐阜県・40代・女性） 
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地方自治体では民間指導は無理だと思う。 
 （大阪府・50代・女性） 

 
有害サイトによって利益が出ないようにする。 

 （静岡県・50代・女性） 
 

業界団体等の意向に対し、配慮のし過ぎではないか。厳しい施策で望んでほしい。 
 （秋田県・60代・男性） 

 
自主的な取り組では効果は期待できない。法を制定し、違反者はその名を公表すると同時

に罰則を適用する。人権の尊重し過ぎである。 
 （山口県・60代・男性） 

 
こうした取り組自体をもっと PRすること。 

 （岐阜県・40代・男性） 
 

こういった取組をしていただいているので、現状を保っているが、自主的な取組では限界

がある。もっと業者責任を厳しく問えるシステムに変える必要がある。 
 （滋賀県・50代・男性） 

 
テレビＣＭや雑誌、新聞に情報をのせて広く一般市民へ広報すべきと思います。 

 （福井県・50代・男性） 
 

有害情報を減少させることは必要だが、根絶は困難であり、又、青少年を無菌室で成長さ

せる訳にも行かない。有害情報に惑わされない強い意志を持つ人間教育が必要である。 
 （広島県・50代・男性） 

 
自主的な取り組みの展開が遅い。携帯電話を販売して問題が起きてから、いわゆる「ケー

タイ教室」など開催しているような状況はおかしいことであり、このようなことは繰り返

さないように真剣に取り組むべきである。規制は規制として徹底すべきである。（ゲーム類、

ネット、ビデオ、DVD、書籍類もすべて同様である） 
 （茨城県・50代・男性） 

 
警察の方々と学校の生徒達とのスポーツ交流を通して日頃よりお互いの距離をなくし、い

い関係を保っている。 
 （鹿児島・50代・男性） 
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学校教育の充実。 

 （茨城県・40代・女性） 
 

夜間外出をさせない。 
 （愛知県・60代・女性） 

 
有害環境から青少年を守るために、だめなものはだめという姿勢を、法制化を含めて検討

してほしい。最近は保護者の価値観の中でも、特に、規範意識が崩れてきているような気

がするので、子供を育てる親の責任を自覚させる取り組みを国を挙げて進めてほしい。 
 （栃木県・40代・男性） 

 
自主的な取り組みとなると、各学校単位では、どうしてもその対策に限界があります。集

められた情報をもとに、国や公的機関で防犯教室やインターネット安全教室のプログラム

を作成し、各学校に専門家の方を派遣していただき、生徒に対して専門的な指導、助言を

していただきたい。 
 （香川県・50代・男性） 

 
提言やパンフレット、ポスターなどの取り組が多く、効果はあまり期待できない。何か一

つでも行政、企業、民間が連携して行動し、効果を出すことがよいと考える。 
 （富山県・50代・男性） 

 
上からの命令的なものでなく、地域での話し合いが一番大切だと思います。 

 （山形県・60代・女性） 
 

対策を推進している事自体知らなかった。情報収集した物はいち早く公開してほしい。 
 （大阪府・40代・女性） 

 
テレビ放映で訴えていく。 

 （岐阜県・60代・男性） 
 

こうした情報を更に多くの皆さんに呼びかけ、より多くの提言、対策についてアイデアの

提供を求めて頂きたい。スピード、リーダーシップ、大規模、が大事です！！ 
 （岩手県・40代・男性） 

 
行政の取組みをどこまで広く情報提供できるかが課題で、もっとメディアを活用すべき。 
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 （愛知県・40代・男性） 
 

もっと幅広く情報を集めるように、広くみんなに呼びかける。新聞やテレビでモニターの

ことを紹介する。 
 （東京都・40代・女性） 

 
官民協働の取組み。民に任せず地方自治体の取組みも住民と一緒に行動等。パトロール。

違法広告の撤去。 
 （宮城県・60代・男性） 

 
情報公開を自治体や団体止まりでなく一般家庭まで個々に配布知らしめる。 

 （福島県・50代・男性） 
 

地方自治体や業界団体等の対応がマチマチでは。効果は期待できないように思う。国で統

一的な規制等ができないものだろうか。 
 （徳島県・50代・男性） 

 
大人の雑誌を未青年者が買えないように書店への指導。 

 （愛知県・60代・女性） 
 

リーフレット等の配布だけでなく、優良な団体の取り組みの様子を各地域で伝達講習する

など時間と手間をかけた啓発が必要と思います。 
 （長崎県・60代・男性） 

 
活動するには同じメンバーになってしまう。色々なメンバーグループの活動を期待する。 

 （山口県・60代・男性） 
 

子どもの成長への地域のかかわり。出生時点から見守る。親以外の第三者の必要性が求め

られていると思うので、地域の中で『見守り親』的、育児協力する近所の協力者づくりの

制度化によって、長期的な見守りや声がけが生まれ、有害環境から遠ざける事ができると

思う。 
 （熊本県・50代・男性） 

 
表現の自由等様々な問題はあると思うが、中高生向けの携帯電話を開発し、その機種以外

は使わせないとか、有害サイトを厳しく取り締まるなど業界団体に対しもっと強制力のあ

る行政指導や法的措置が必要になってきている。 
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 （徳島県・50代・男性） 
 

街路灯を増やす。 
 （愛知県・60代・女性） 

 
子どもを取り巻く環境、保護者地域の人々、教員が本気になって訴えればきっと解決する。

フィルタリング以前に携帯は不要なのではと訴えている。 
 （長崎県・50代・男性） 

 
行政部局（町、執行、教育委員会）と警察、補導員、青色灯パトロール隊、学校、社会教

育団体等が連携を図り、青少年指導者等の未設置自治体には条例等を配置し、行政と一体

となって取り組むようお願いしたい。 
 （熊本県・70代・男性） 

 
強制力を持った強い姿勢。 

 （富山県・60代・男性） 
 

小・中学関係機関との連携が非常に大切です。特に小学校低学年の保護者を対象にした取

り組みが大切だと思います。中学生からでは少し遅すぎます。 
 （徳島県・50代・男性） 

 
全保護者に確実な情報が伝えられる手段を工夫すること。 

 （京都府・50代・男性） 
 

親の愛情不足から来ることが多いので、親の愛情を示す場を作るべきです。子供の権利条

約を理解し、子供の権利と大人の安心を得るべきである。 
 （栃木県・60代・男性） 

 
芸能、スポーツの有名人から呼びかけするのが良いと思いますが、その職にある人達も、

法律に反することが多い。報道局でもっと倫理意識を持ち、選別して使ってほしい。 
 （栃木県・60代・男性） 

 
有害環境の短編ドラマ５～１０分ものを連続オムニバス形式で制作・上映する。内容は実

例で怖さ、恐怖、悪いことを感じてもらい、その副産物はなにかを考えていく。そして何

が大切なのかを理解してもらう。学校関係にＶＴＲ、ＤＶＤの配布。インターネットによ

る注意喚起ドラマの動画配信。トップページから見られるのが一番である。 
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 （山口県・40代・男性） 
 

ネット関係の有害な情報については国が対策を立てるべきである。 
 （徳島県・50代・男性） 

 
自主的な取り組みには限界があるのでは。罰則の強化が必要。 

 （東京都・50代・男性） 
 

内閣府の強いリーダーシップで有害環境を一掃する、規制化、法制化が必要である。 
 （熊本県・70代・男性） 

 
有害環境をなくすだけでなく、青少年が健やかに育っていける好環境を整えることも必要

で、そのために努力している団体もたくさんあります。ほとんどが資金不足で活動してい

ますので、即成事業や委託事業を増やしてほしい。 
 （東京都・50代・女性） 

 
自治体ごとで毎月でもよいが、大人と子供が互いに交流できるイベントをする。その中で、

有害な事は何なのかを教えていく。とにかく大人と子供がすれちがわない社会作りが必要。 
 （山口県・30代・男性） 

 
コンビニの営業時間に制限を設ける。ＤＶＤ、CD-ROM等の有害な物の取締の強化。 

 （愛媛県・50代・男性） 
 

テーマをしぼった情報番組（テレビ討論会等）が少ない。もっと有害性を知識として知っ

ていれば予防対策に役立つのではないか。 
 （高知県・50代・女性） 

 
警察ボランティアに対する予算が少なすぎると思います。厳しい経済状況の中、有職のボ

ランティアの人たちは時間と労力をやりくりしながらやっています。もっと皆が少しでも

楽に活動できるように考えて頂きたいと思います。 
 （広島県・40代・男性） 

 
何か事件があってから警察は動くが、事件がおきる前に動けないものか考えてほしい。 

 （茨城県・50代・女性） 
 

有害対策として、地域で活動するのに、活動しやすい、取り組みを考えてほしい。 
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 （山形県・60代・男性） 
 

地域、行政等のもう一歩踏み込んだ総合的な取り組みが必要。 
 （兵庫県・60代・男性） 

 
やはりＰＴＡです。私の地域で朝の登下校時に車で子供の列に突っ込むという脅迫電話が

あり、補導委員会として朝・夕、青パトの巡回、街角交差点附添いなど 1 年位続けました
ところ、学校も自分達の子を他人にまかせず、自分達で守りましょうと合言葉。ＰＴＡ全

体が一丸となって巡回、街角交差点など多くの人が協力してくれています。でも、中学校

はそれほどではなく冷ややかです。中学校はインターネット等の問題をかかえていると思

いますが、私ども今も朝・夕の活動は続けることによって、必ず何かがあり、ついて来て

くれると思いました。今は青パトも補導委員会で 4 台申請活動しており、只今パソコン教
室を開き将来に対応の為全員勉強中です。 

 （佐賀県・60代・男性） 
 

親達があまりにも子供達の通信手段の利用、使用状況が理解できていないことが、私も昨

年の研修で身にしみました。企業や自治体に働きかけるには、小さな声を大きな声にする

ための親の意識の変革が必要です。まずは親達が現状を理解し、深めるための研修会を学

校等の各地で数多く行わなければならないと思います。 
 （東京都・50代・男性） 

 
情報として届けるだけでなく、具体的取り組みのヒアリング、更に効果的対策の情報の共

有化と、この対策の認知を広めるためのアピールを政府広告などで行う。 
 （東京都・40代・女性） 

 
インターネットをより活用し、タイムリーな情報を届けることにより、より効果的な対策

を推進することができるのではないでしょうか。 
 （大阪府・60代・男性） 

 
お忙しいけれど、行政の方からも TELを時々頂きたいと思っています。 

 （宮崎県・60代・女性） 
 

公立校の学校崩壊は青少年を取り巻く有害環境以前に、大人達に多くの問題があるのでは

ないか。特に教師に問題がある。教師に競争原理（塾のような）を導入すべきだと思う。

情報は自治体ではなく、新聞等で広く社会に問う方が良いと思う。 
 （東京都・50代・男性） 
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リアルタイムでこまめに情報を発信していくしかない。 

 （富山県・50代・男性） 
 

効果があった事例を紹介してほしい。特に商売上の利益がからむものについてはどのよう

な手順で有害環境に対処すればよいか教えていただければ喜ぶ。 
 （島根県・60代・男性） 

 
業界に機種開発を依頼。業界はニーズが少ないと言うかもしれないが、教育界やＰＴＡで

その機種で許可制にする。様々な機能を付けたままで規制するのは難しいと思う。 
 （鳥取県・50代・男性） 

 
家庭、保護者への指導。権利より義務の重要性。戦後の「自由と個性」のツケがまわって

きた現在、規制の行き届かない国になっているようだ。地方自治体、業界も一個の家庭か

ら成り立つ。自治体、業界の各職員（親として、成人者として）への自覚。まずは、内な

る者（公務員・会社員）への的確な指導こそ。 
 （鹿児島県・60代・男性） 

 
フィルタリングソフトをパソコン購入時にも入れる。 

 （静岡県・50代・男性） 
 

地域との意見交換等はどうかな。学校、地域、関係機関、家庭とのよき連携があれば。 
 （山口県・60代・女性） 

 
これから、益々、インターネット環境が整う中、その知識を広める活動と紛らわされない

強い心の育成。 
 （福井県・50代・男性） 

 
優れた自治体の取り組みの配信。 

 （和歌山県・60代・男性） 
 

学校、地域、家族が協力をして情報を把握し、みんなで効率的な対策を考えるのが良いと

思います。 
 （香川県・50代・女性） 

 
昨年の内閣府主催の 「全国青少年育成大会」 出席しましたが、「新しい青少年育成大綱」
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出来ましたが、それを推進する活動部隊(役員)が高齢化・合理化・合併統合で組織の弱体・
役員がいなく、後任がいない。行政は報告書と新しい名前を付けた開催行事で終わり、 集
まるメンバーはいつも同じだ。生きる力や想像力を育む地域の力を借り、 地域の人が引き
出せる組織づくりが必要かと思う。 (長野県だけかと思ったら、内閣府開催の静岡ブロック
での研修会の時も、新潟、栃木等の方々からも同様な意見がありました。)。 

 （長野県・70代・男性） 
 

大人が変わらなければ青少年は永遠に被害者のままです。金儲けのための販売や勧誘、好

奇心を煽るＰＲ、商売。本当に青少年の健全育成を願うのなら有害の元となる大人をなく

すことに精力を尽くすべきと考えます。 
 （福島県・60代・男性） 

 
少年達がタバコ、ライターを持っていても警察官が没収する事ができず、吸わないように

家に持って帰るようにしか指導できない。現実を見て、今の現状でよくならない。もう少

し権限を与えて取締りをしなければいけないと思う。 
 （徳島県・60代・男性） 

 
かつての企業経営者の中にも、法律に違反することでなくとも、日本の将来、人間の健全

育成を企業の責任ととらえた理念をもった人がいた。企業の社会的責任を自覚してほしい。

できないのなら法律で販売を規制する以外なし。 
 （山形県・50代・男性） 

 
定期的に学校職員と地域住民が通学路を巡回し、他の地域の情報共有し、ネット等で行政

に報告する。 
 （愛知県・60代・男性） 

 
法的な効力が稀薄と思われているので、規制をかける為にも厳格なルールを設けるべきだ

と思います。具体例が提案出来ないのですが、プロの方に考慮頂ければありがたいです。 
 （大阪府・40代・女性） 

 
地球温暖化やごみ問題、リサイクルと社会問題の取り上げ方に偏りを感じる。青少年の心

の問題、有害環境の問題は根源的な社会問題であり、家庭、学校、地域だけの問題ではな

い。自主的な取組みに任せるだけの対策を推進できない思う。 
 （東京都・50代・女性） 

 
学校への携帯 TEL不所持を規則にする。コンビニ等、子どもが出入りする場所へは有害雑
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誌を置けないよう規制する。 
 （茨城県・40代・女性） 

 
直接、子供達や父兄に届く対話集会（学校、公民館、子供会）、チラシ、ＴＶ等にての啓蒙、

一人一人への声かけ、親子の対話（簡単そうで難しい）お金も大切。でも子育てはもっと

大切。 
 （福島県・60代・女性） 

 
モデル地区を指定して取り組んでもらい、他の地区の人達が目標に出来る様にする。 

 （宮崎県・70代・男性） 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 




