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様式３ 

 

審 議 結 果 

 

審議会等名称 

 神奈川県児童福祉審議会社会環境部会 

 

開催日時 

 令和元年８月６日（火曜日） 14 時 00 分から 16 時 00 分まで 

 

開催場所 

 波止場会館３階 中会議室 
 （横浜市中区海岸通１－１） 
 
出席者【会長・副会長等】 

 樋田 大二郎 青山学院大学教授【部会長】 

新井 聡子  弁護士 

伊藤 廣幸  一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会専務理事 

高橋  潔  神奈川県社会福祉協議会施設部会 

中野 隆則  神奈川県青少年指導員連絡協議会副会長 

原田 和子  神奈川県公立中学校長会副会長 

 

次回開催予定日 

 未定 

 

所属名、担当者名 

 福祉子どもみらい局子どもみらい部青少年課 山崎、五十嵐 

 

掲載形式 

 議事録 

 

審議経過 

（樋田部会長） 

ただ今から、令和元年度第１回 神奈川県児童福祉審議会 社会環境部会を開催いたします。 

本日は、１名の委員から欠席のご連絡がありました。現在の出席委員は６名で、児童福祉審議

会規則で定める定足数を満たしております。 

現在の傍聴者はいませんが、傍聴定員の 10名に達していないので、部会開始後も、傍聴希望者

がありましたら、随時、許可することとしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

また、報道関係者の方は、現在、いらしておりませんが、傍聴の可能性もありますので、その
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場合に、審議状況について、写真等の撮影をしたいとの申出がございましたら、申出を許可する

こととし、議事の審議中は妨げにならぬようご配慮いただくこととしたいと思いますが、よろし

いでしょうか｡ 

（各委員） 

異議なし。 

（樋田部会長） 

各委員の了解がいただけましたので、今後、申出がございましたら、随時、写真等の撮影を許

可することとします。 

このたび、新しく委員に就任された方もいらっしゃいますので、委員の皆様より簡単に自己紹

介をお願いしたいと思います。新井委員から、順番によろしくお願いいたします。 

（新井委員） 

新井です。神奈川県弁護士会で子どもの権利委員会に所属している関係で、こちらに来ており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

（伊藤委員） 

フランチャイズチェーン協会の伊藤でございます。コンビニエンスストアを代表して出席させ

ていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。 

（高橋委員） 

神奈川県社会福祉協議会施設部会よりまいりました。私は弘済学園の園長をしております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

（中野委員） 

青少年指導員連絡協議会の中野でございます。よろしくお願いいたします。 

（原田委員） 

神奈川県公立中学校長会の代表としてまいりました、副会長をしております原田和子と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

（樋田部会長） 

青山学院大学教育人間科学部の樋田大二郎でございます。先日、愛媛県の佐多岬で高校生に話

を聞いてきました。高校生が一人で歩いていると、心配した人に必ず声を掛けられるとのことで、

高校生にとっては息苦しく感じるのかもしれないと思う反面、地域コミュニティが機能している

一例であると感動しました。本日はよろしくお願いいたします。 

（樋田部会長） 

それでは、これより議事に入らせていただきます。 

本日の議題については、お手元の次第にございますように、協議事項として、「令和元年度の重

点的協議事項の選定について」、「青少年のインターネットの適切な利用に関する現状を踏まえた

対策について」がございます。 

また、報告事項として、「自画撮り被害防止にかかる神奈川県青少年保護育成条例の改正につい

て」、「神奈川県青少年保護育成条例に基づく行政指導指針の制定について」、及び「有害興行の指

定について」、その他の議題として、「平成 30年度立入調査等の実績について」ご説明いただく予

定です。 

ただ今から 16時まで、約２時間でございますが、効率的に議事を進めてまいりたいと考えてお
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りますので、委員の皆様のご協力を、よろしくお願いします。 

まず、協議事項「令和元年度の重点的協議事項の選定について」ご協議をお願いしたいと思い

ます。 

事務局から資料の説明をお願いします。 

（事務局） 

それでは、資料１により、「令和元年度の重重点的協議事項の選定について」ご説明させていた

だきます。 

資料１をご覧ください。 

１の「これまでの経緯」ですが、社会環境部会では、平成９年度から、毎年度、時宜に応じたテ

ーマを設定していただき、年間を通じて重点的に協議を行っていただいておりまして、児童福祉

の観点から有害と思われる社会環境への対応を図ってきました。 

ここで、資料２ページの別表をご覧ください。 

平成 20 年度からの重点的協議事項をまとめてあります。ここ数年では、平成 28 年度に神奈川

県青少年保護育成条例の見直しを行い、その見直しを踏まえ、平成 29年度にＪＫビジネス対策に

係る条例改正を行いました。 

また、平成 30 年度は、「青少年のインターネット適切な利用に現状を踏まえた対策について」

をテーマに協議を行いました。 

資料１にお戻りください。 

２の「令和元年度の重点的協議事項（案）」ですが、表の左側にありますように、「青少年のイ

ンターネットの適切な利用に関する現状を踏まえた対策について」引き続き議論することを提案

します。 

このテーマの選定理由ですが、昨年度は、近年の青少年のインターネット利用の状況を踏まえ、

より効果的な対策を実施する必要があることから、「青少年のインターネットの適切な利用に関す

る現状を踏まえた対策について」を重点的協議事項とし、現状を踏まえた効果的な周知啓発のあ

り方や自画撮り防止対策について、御協議いただきました。 

その結果、自画撮り防止対策として条例を改正した方がよいとのご意見を受け、本年６月の第

２回定例会において、条例改正の方向性について議会に報告し、今後改正に向けて手続きを進め

ていくこととなりました。条例の改正内容については、この後、資料４により御説明いたします。 

条例を改正した場合には、委員の皆様にもこの部会でご指摘いただいているとおり、その内容

について十分に周知する必要があります。 

また、多くの青少年がスマートフォンを利用していますが、スマートフォン等のフィルタリン

グの利用率は依然として低迷し、ＳＮＳを介して犯罪に巻き込まれる児童・生徒も引き続き増加

傾向であることから、青少年のインターネットの適切な利用に向けた対策についてもさらに検討

していく必要がございます。 

今後、これらの対策を的確に実施し、改正条例を実効性のあるものとするためには、青少年の

健全育成に係る有識者の幅広い知見が重要であることから、昨年度に引き続き、当該事項に係る

協議をお願いするものです。 

なお、案のとおり、「青少年のインターネットの適切な利用に関する現状を踏まえた対策につい

て」を今年度の重点的協議事項としてご選定いただけた場合には、早速、次の議題イにおいて、
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実質的な協議に移らせていただきます。 

その際には、事務局から本件に関する現状や課題等について詳細な説明をさせていただきます。 

説明は、以上でございます。 

（樋田部会長） 

ありがとうございました。 

ただ今説明のありました重点的協議事項については、当部会の取組として、毎年度、時宜に応

じたテーマを取り上げ、年間を通じて重点的に協議を行っているものでございます。 

これに関し、事務局から「青少年のインターネットの適切な利用に関する現状を踏まえた対策

について」を平成 30年度から引き続き、今年度の重点的協議事項としたいとの提案がございまし

た。 

私としましては、皆様にご異議がなければ、提案どおり、「青少年のインターネットの適切な利

用に関する現状を踏まえた対策について」を引き続き今年度の重点的協議事項として選定し、早

速、議題イに移らせていただいて、実質的な協議を行わせていただきたいと思いますが、皆様、

いかがでしょうか。 

（各委員） 

異議なし。 

（樋田部会長） 

ありがとうございました。私達にとっても昨年来の議題となります。より本質的な対策ができ

るよう、皆様ご協力をお願いいたします。 

それでは、ただ今重点的協議事項に選定されました議題イ「青少年のインターネットの適切な

利用に関する現状を踏まえた対策について」ご協議をお願いしたいと思います。 

事務局から資料の説明をお願いします。 

（事務局） 

それでは、資料２、資料３、及び資料４により、「青少年のインターネットの適切な利用に関す

る現状を踏まえた対策について」、ご説明させていただきます。 

最初に、資料２をご覧ください。 

資料２については、昨年度の議論についてとりまとめております。 

「１ 児童福祉審議会社会環境部会での検討の経緯」については、昨年度のおさらいとはなり

ますが、近年のスマートフォン等の急速な普及やそれに伴うインターネットトラブルの増加等を

踏まえ、平成 30年２月に改正青少年インターネット環境整備法及び改正神奈川県青少年保護育成

条例が施行され、フィルタリングの徹底が強化されたところです。 

一方で、近年、いわゆる「自画撮り」による被害が深刻化しており、他都府県では、条例での規

制の実施や規制の検討がされています。 

これらの状況を踏まえまして、昨年 10 月 29 日に開催しました平成 30年度第１回児童福祉審議

会社会環境部会において、「青少年のインターネットの適切な利用に関する現状を踏まえた対策に

ついて」を平成 30年度の重点的協議事項として選定し、検討を進めることとしました。 

また、本年１月 28 日に開催しました第２回社会環境部会において、様々な手法や他県の事例な

ども踏まえ、具体的な対策について協議し、青少年のインターネット利用に係る周知啓発方法や

条例規制による自画撮り被害対策などについて、委員の皆様からご意見をいただきました。これ
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らの意見を踏まえ、次回の部会に向け、引き続き対策案の検討作業を進めることになり、今回、

重点協議事項として、改めて検討することとなった次第です。 

続いて、「２ 平成 30 年度第２回児童福祉審議会社会環境部会での主な意見」についてです。 

まず、「(1) 効果的な周知啓発について」ですが、「ア 保護者への周知にあたっては、青少年

の利用実態をしっかり認識してもらい、危機感を持たせる必要がある。」、「イ 保護者への地道な

説明とともに、動画や寸劇制作を通じて、子どもたちが主体的にルールを考える場面を作るなど、

子どもたちが自ら考え、伝え合うよう並行して取り組んでいくことが大事である。」といった、青

少年や保護者に対しての効果的な周知方法についての御意見をいただきました。 

次に、「ウ 事業者を巻き込んだ形で、事業者にも取り組んでもらうなど連携していくことが今

後の課題である。」といった、事業者など関係団体等との連携についてご意見をいただきました。 

また、「エ インターネット利用の低年齢化に対応するため、小学校入学時から、携帯電話を持

たせることについて保護者にもう少し危機感を持たせる内容で、周知啓発できればよい。」といっ

た低年齢層でのインターネット利用拡大を踏まえた、周知の時期に関する御意見もいただきまし

た。 

これらの内容を踏まえ、後ほど、資料３の御説明をさせていただきます。 

次に、「(2) 自画撮り被害対策について」ですが、「ア 子どもが加害者にも被害者にもなりう

ることからすると、子どもにもわかりやすいように、自画撮りを要求する行為そのものが禁止行

為であるというわかりやすい条例を作ることが必要だと思う。」という条例の規定内容についての

御意見や、「イ 自画撮りの要求行為は犯罪であり、或いはそれが深刻な被害であるということを

示す意味でも、早く条例を作ることが必要だと思う。」という改正時期についての御意見をいただ

きました。 

いただいたご意見を踏まえ、条例を改正する方向で検討、準備を進めさせていただいた結果、

資料４「自画撮り被害防止に係る神奈川県青少年保護育成条例の改正について」のとおりとりま

とめましたので、ここで、報告事項ではありますが、資料４について先に御説明いたします。 

資料４をご覧ください。 

「１ 経緯」ですが、資料２の冒頭で説明したとおりの状況であり、その中で、資料２の２(2)

にあるように皆様からの改正についての御意見もいただいたことから、条例を改正することとし

ました。 

「２ 改正の概要」ですが、資料４に添付されております別添の新旧対照表も随時ご参照くだ

さい。 

まず、「(1) 児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止の新設」ですが、青少年自身に係る児童

ポルノやその電磁的記録その他の記録（以下、「児童ポルノ等」という。）の製造や提供等の行為

は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律（児童

ポルノ禁止法）」による処罰の対象となりますが、児童ポルノ等を要求する行為を禁止する規定は

なく、画像送信前の要求段階は法規制の対象外となっています。   

そこで、加害行為の抑制と自画撮り被害の未然防止を図るため、新たに第 31 条の２を設け、青

少年自身に係る児童ポルノ等を提供するように青少年に要求する行為を禁止します。 

さらに、「(2) 罰則規定の一部改正」といたしまして、青少年に対し、当該青少年に係る児童

ポルノ等の提供を求めたものであって、次のいずれかに該当する場合の罰則を設けることとしま
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した。 

罰則が科される場合としては、「① 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該提供を行うように

求めた者」、「② 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は当該青少年に対し、対償を供与

し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該提供を行うように求めた者」としておりま

す。 

これらの規定については、前回の部会で、２つの案を御説明いたしました。１つ目は今回条例

改正の案として提出したように、自画撮りを要求する行為自体を禁止し、特に悪質なものに罰則

を設けるという案と、２つ目は特に悪質な行為のみを限定して禁止する案を提示しました。 

委員の皆様からは、今回の条例の改正内容の方がよいとのご意見をいただきましたので、青少

年課としてもこの改正内容で県の法制部門を調整させていただいた結果、今回の改正内容で内諾

を得ましたので、現在、横浜地検と協議を行っているところです。地検から特段の指摘がない限

り、この内容で９月に開催される令和元年第３回定例会において、議案として提出させていただ

く予定です。 

また、施行時期ですが、現時点では、令和元年 12月１日を予定しております。なお、罰則規定

については、一定の猶予期間を設け、令和２年２月１日施行を予定しております。 

資料２に戻ります。 

「３ 今回の検討事項」ですが、ただいまご説明したに内容を踏まえ、資料３の別紙を基に、

効果的な周知啓発を中心に検討を行います。 

また、自画撮り被害対策に係る条例改正については、先ほど資料４により説明したとおりです。 

それでは、引き続き資料３の説明をさせていただきます。資料３をご覧ください。 

こちらは、昨年度から引き続き皆様にご提示している資料となっております。今回改めて提示

するにあたりまして、統計の数字を最新に更新しました。 

統計の数字の詳細の説明はいたしませんが、概略としては、インターネットの利用時間の増加

やフィルタリングの設定率の低迷は依然として続いています。また、被害児童の人数も高止まり

しています。 

１つ気になる数字としましては、資料の右上にありますスマートフォンでのネット利用率、こ

ちらは平成 30年度に調査内容が変更となっており、それまではインターネットを利用している機

器のうち１つを選択する形でしたが、今回からはインターネット利用していれば複数選択可とな

って、より利用実態に近い数字が出るようになりました。その結果、前回委員からの御意見もあ

った、利用の低年齢化の傾向として、小学生（４～６年生）が 40.7％という数字が出ています。 

資料３ですが、左側から実態、問題点を記載しており、対策として、「周知啓発」と「青少年の

被害防止のための規制」の２本の柱立てで整理してきたところです。 

そのうち、「青少年の被害防止のための規制」については、自画撮り被害対策としての条例改正

が進められつつあり、ある程度の目途がついたといえます。 

一方で、「周知啓発」については、前回までで事例等も踏まえて整理をしてきたところです。 

今回は、これまでの議論を踏まえ、この資料３に添付されております「別紙」により、今後の

取組の方向性について御検討いただき、具体的な取組を取りまとめるにあたっての方向性をある

程度定めたいと思います。 

続きまして、これで最後になりますが、資料３別紙について御説明いたします。 
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資料３に記載しておりますが、「青少年がインターネット利用の負の面を十分に意識した上で、

自分自身の身の丈にあった適切な利用ができるよう、現状の課題を分析し、対策を実施する」と

の目的のもと、検討を行ってきたところです。その実現のため、次のとおり方向性の案を提示し

ます。 

１つ目は、「青少年や保護者、青少年関係者が青少年のインターネット利用上のリスクを十分に

理解し、青少年自らが主体的に判断し、低年齢時から適切にインターネットを利用できるよう、

フィルタリングの設定や利用のルールづくりなどの周知啓発を図る。また、万が一被害にあった

場合にはすぐに相談する必要性や相談機関の情報について周知する。」ということで、青少年のイ

ンターネット利用に係る問題解決のため基本的な活動の方向性について記載しています。 

もう１つの内容は、「自画撮り被害防止にあたっては、条例により要求段階においても規制する

こととし、被害防止のための普及啓発を図る。」ということで、特に自画撮り被害対策に焦点を当

てた方向性を示しています。 

この２つの方向性の案を踏まえ、４つの中柱として、矢印の下にあるように、「①フィルタリン

グ利用徹底のための働きかけ」、「②適時適切な利用を促すため、リスクの情報や利用のルール作

り促進について、低年齢時から、保護者、青少年へのより効果的な周知啓発の実施」、「③自画撮

り被害防止のための規制、周知啓発」、「④周知啓発等を効果的に実施するための関係部局や事業

者との連携」をたてています。 

今後の取組の欄には、この４つの中柱を実現するための内容を少し具体的に記載しています。

なお、取組内容の下の具体的な項目については、想定される事業の例を記載しております。 

まず、「Ⅰ 普及啓発チラシ等での周知」です。この取組内容の後ろに記載している「①～③」

ですが、中柱に当てはまる内容をお示ししています。  

この周知につきましては、「新中学 1年生向けチラシの内容充実」や、新規取組として「自画撮

り被害防止に特化した周知啓発チラシ等の作成、配布」などが想定される内容です。 

「Ⅱ 周知啓発機会の提供」ですが、「青少年課による出前講座の実施やその内容の充実」や「低

年齢時での周知機会確保の検討」が想定されます。これは、先ほどご紹介した委員の御意見を踏

まえ、出前講座を実施するにあたっての受講者参加型の手法などの導入や、低年齢層の保護者へ

の周知について、どのような機会にすることが適当かなどを検討し、早期に実施していく必要が

あると考えます。 

「Ⅲ 立入調査の実施」ですが、これは従前から実施しております「携帯電話事業者への立入

調査」を引き続き実施していくこととなります。 

「Ⅳ 自画撮り被害防止に係る条例での規制」は、先般ご説明したとおり、「児童ポルノ画像の

要求段階において、条例により規制」することとなります。 

「Ⅴ 関係者間との情報共有、研修会の実施などの連携」ですが、「青少年インターネット利用

に係る会議体を設置し、課題の共有、意見交換」を行うことで、現在準備を進めております。そ

の中には事業者代表も加わる予定ですので、事業者との連携といった観点での検討もなされるこ

とが想定されます。 

「Ⅵ インターネット利用に関する他の施策との連携」ですが、「相談業務やネット依存対策の

情報を収集し、情報交換等をすることにより連携」が図られるよう進めていければと考えており

ます。 
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「Ⅶ その他」としましては、「関係事業者（ＳＮＳ事業者など）への情報収集、連携可能性の

検討」ということで、ＳＮＳを利用した広報やＳＮＳの運用改善の要望など事業者についての情

報収集や連携の可能性について模索してければと考えております。 

この別紙に記載されております案を踏まえまして、委員の皆様には、今後の取組の方向性や取

組内容の妥当性について御議論いただければと思います。 

資料の説明は、以上でございます。 

 

（樋田部会長） 

ありがとうございました。ただ今、事務局から説明がありましたように、昨今の青少年のイン

ターネット利用環境に対し、法や条例改正を始め様々な対策がなされているところですが、現状

を踏まえ、その対策をどのように推進していくかについて、この社会環境部会で検討するという

のが、昨年度に引き続き、今回の趣旨でございます。 

今回の資料では、青少年のインターネット利用環境についての現状と課題、更にそれに対する

対策について今まで整理してきた内容を踏まえ、今後の取組の方向性について、案を丁寧に整理

していただきました。本日は、この資料を材料に、必要な対策について更に議論をいただければ

と思います。 

そして、次回以降、具体の対策の検討につなげていきたいと思います。 

資料３の別紙の内容について、各委員の皆様の御意見を伺いたいと思います。 

資料の内容への質問、対策の検討に必要な追加データの希望、今後の方向性への意見など、何

でも結構ですので、自由にご発言いただきたいと思います。 

まだ、これを規定するというところもないと思いますし、何を質問していいかわかりにくいと

ころもあるかと思いますので、こういう時には、こういうところがよくわからないという、そう

いう感じの質問でも結構ですので、徐々に深めていきたいと思います。誰か口火を切っていただ

けそうな方はいらっしゃいますでしょうか。 

（伊藤委員） 

 資料３のフィルタリング不徹底ですが、平成 30年度のスマートフォンでの設定率が、小学生は

22.5％、中学生は 40.4％、高校生は 40.2％といった調査結果ですが、本来であれば小学生の設定

率が一番高くて普通だろうと思うのですけれど、逆に小学生が一番低かったというのは、どのよ

うな要因でしょうか。 

（青少年課長） 

 全てではないと思いますが、小学生のお子さんの場合には、保護者の方と共有といいますか、

そういう風な形で使われている場合がかなりあるのですね。そうすると、保護者の方の利便性の

観点から、目の届くところで使わせているという意味合いかもしれませんが、やっていない場合

があるようです。私どもも、この数字を見たときに、本来より徹底すべきところがなぜかなとい

ったところには、そういった事情があると考えております。 

（伊藤委員） 

 そういうことですね。 

（青少年課長） 

 本当にいつも目の届くところで使わせているのならいいのかもしれませんが。 
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（新井委員） 

 この小学生 22.5％というのは、その小学生の携帯電話ではないということでしょうか。それと

も、小学生が使っている携帯電話にフィルタリングがかけられているかという調査結果になるの

でしょうか。 

（青少年課長） 

 必ずしも、小学生自身が所持している携帯電話だけではないということです。 

（伊藤委員） 

 親と一緒に使っているものもということですね。 

（新井委員） 

 私の方から１つ質問してもよろしいですか。資料３のＡ３版の左側の「ＳＮＳ等に起因する事

犯の被害児童数」で、17歳、16 歳、15 歳とパーセンテージを書いていただいているのですけれど

も、イメージするために、具体的というか、よくある被害事例はどんなものなのかとか、この年

齢層の女子男子の別だとかについて御説明いただけたらと思います。女子が多いのか、男子が多

いのかなど、「ＳＮＳ等に起因する事犯の被害」について、２，３具体的な事例を教えていただく

とイメージしやすいかなと思います。 

（青少年課長） 

 データの内訳については、今手元に持ち合わせていませんが、具体的な事例としては、中学生

の女子が友人の女の子の裸の画像を同級生の男女にＳＮＳで拡散した事案などがあります。 

（事務局） 

被害の内訳については、男女の比率はわかりませんが、児童買春が３割、青少年保護育成条例

違反が４割、児童ポルノ禁止法の関係が２割となっています。 

（原田委員） 

 資料３のＡ３版の左側にある「スマートフォンでのネット利用率」ですが、これはスマートフ

ォンの所持率とは別のものですか。 

（事務局） 

 そうです。 

（原田委員） 

 自分で持って使っている子ということですか。 

（事務局） 

 この数字は利用率ですので、先ほど青少年課長から話がありましたように、小学生の場合には

親と共有で機器を利用していて、その機器でインターネットを利用している場合も含まれていま

す。中学校、高校と学齢が上がるにつれて、所有率は上昇していって、高校生はほぼ所有率イコ

ール利用率になっていると思います。 

 中学生も、入学時には半分以上が所持しており、学年が上がるにつれて、９割に近づくように

７，８割の所有率になっていきます。 

（原田委員） 

 中学生、高校生ではほぼ所有率イコール利用率になっているということですか。 

（事務局） 

 中学生もだいぶ所有率に近づいていると思われます。 
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 実際に県の教育委員会が平成 30年度に県内の公立小中高等学校の児童・生徒にアンケート調査

を実施した結果ですと、小学生で 35.9％、中学生で 88％、高校生で 96.1％の所有率という結果が

出ています。 

（原田委員） 

 中学生が所有していても、使っていないということがあるのですか。 

 現場の感覚ですと、かなりの割合でスマホを所有しているイメージだったので、利用率の数字

を見てちょっと不思議な感じがしたのですが。 

（事務局） 

 利用率の数字は内閣府の調査で、所有率は県教育委員会の調査の数字ですので、神奈川県は全

国的に見て、普及率が高いということかもしれません。 

（原田委員） 

 実態的には 88%の方が近くて、内閣府の数字を見て、こんなに少ないのかなと思ったのですけれ

ど。神奈川県は多くの保護者が持たせているということですね。 

（青少年課長） 

 内閣府の調査によると、中学生の 78％が子ども専用ということですので、それを見ても、スマ

ートフォンの利用率は少し低めに出ています。 

（伊藤委員） 

 基本的な質問ですが、フィルタリングの徹底ということで、スマホのフィルタリングは、ＬＩ

ＮＥにも規制がかかっているということで理解してもよろしいですか。 

（事務局） 

 学齢によって、使用の制限がかかったりするのですが、優良サイトを認定する第三者機関が昨

年解散することになって、優良サイトとして認定されていたサイトへの対応もキャリアごとに異

なる状態になっており、フィルタリングの対象として保護者の許可なしに利用できなくなってい

るキャリアもあれば、自動的に許可設定となっているキャリアもある状況です。 

（伊藤委員） 

 先ほど具体例として説明のあった事案に、自画撮りを拡散される被害にあった話が出ています

が、ＬＩＮＥで拡散されたということもあります。 

 しかし、ＬＩＮＥは当たり前のコミュニケーションツールで、こういったことまで規制してし

まうと何もできなくなってしまいますが、一方で、フィルタリングの有効性ということになると、

こういったことまで制限がかからないと非常に難しいのかなという気がしていたものですから。 

 そんな中でフィルタリングを徹底といっても、有害サイトのようなところにフィルタリングが

かかっていくというのはわかるのですが、まったく有害なサイトでもなんでもないＬＩＮＥなど

は、普通に使っている分には、コミュニケーションツールなのですから規制するようなところは

何もないのでしょうけれども、でも実際、犯罪の被害に遭っているので、何らかの対策が必要な

のではないかと思います。そこに対する有効な手立てというものを今後検討していく必要がある

のかなという感じがします。 

（青少年課長） 

 まさに伊藤委員のおっしゃるとおりで、フィルタリングはもちろん大事ですが、万能ではない

ということで、やはりＬＩＮＥも非常に便利ないい道具ですけれども、使い方によっては、悪用
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されるということもあります。そうなりますと、家庭の中で、保護者の方とお子さんの間でルー

ルづくりを確認していただく、やはり最終的にそこが大事です。どんないいアプリでも使いよう

によっては悪用されるということもありえます。私どもの方で啓発という時には、その辺を特に

伝えさせていただいているのですが、ただ、おっしゃるとおり、これをやっていけばという万能

な手立てがないので、こういったことも考えられるのではないかといったご意見を是非皆様から

頂戴できればと思っております。 

（伊藤委員） 

 今おっしゃられたとおり、確かに法規制すること自体がなかなか難しい問題だと思いますので、

いかに親御さん、あるいは本人たちに対して、どれだけの啓発活動ができるかどうかというのが、

１つの大きな分かれ目な気がしますので、県をあげて、それに対して、どう周知をしていくかと

いうことを深堀りしていった方がいいと思います。 

（新井委員） 

 私も今の伊藤委員の意見と重複する部分があるのですが、フィルタリングの徹底と適切な利用

のためのルール作りの徹底というのはまさしく両輪であって、フィルタリングというのが、何を

規制するのか難しくて、小学生、中学生、高校生と年齢が上がっていくと、スマホの意味合いが

ずいぶん違ってきて、小学生くらいだと親が子どもの安否確認のために持たせていることも大き

いと思うのです。高校生くらいになると、学校で、成績や勉強時間の管理をアプリでさせるので、

高校生のスマートフォンに厳しいフィルタリングをかけていると、学校で指定してされているア

プリが入れられないので、そこでフィルタリングを解除して、もう少しゆるいフィルタリングを

かけざるをえないということもあって、フィルタリングの中味自体についても、意見をしていく

必要があるのではないかなと思っているのですね。フィルタリングのどこをどういう風に制限す

ることが、おっしゃるとおり業者任せになっていたりですとか、どのフィルタリングを導入する

かということが、親任せだったり、業者任せだったりする部分があるのではないかと思うのです

けれども、あまり厳しすぎると、学校生活で必要とされている機能が使えないということだと、

全部解除してしまって、そこが使えるようなゆるいものを入れざるをえないとか、その操作も大

変だったりして、親の方がフィルタリングを付けたり外したりするのがすごく大変なので、何だ

かあきらめてしまって、結局フィルタリングをかけなきゃいけないことは知っているのだけれど

も、できないというのが、高校生くらいに年齢層が上がれば上がるほど、学校生活に必要不可欠

になってきているので、フィルタリングについても、意見を集約して業界に対して、県としても

意見を言うことが必要なのかなと思います。 

（樋田部会長） 

 他の委員はどうでしょうか。 

 途中になりますけれども、ちょっと質問なのですが、フィルタリングをかけた方がいいよとい

うような有害なサイトがわかっていれば、そのサイト自体に対して、何らかのアクションを起こ

すということはできないものなのでしょうか。 

（青少年課長） 

 県として、個々のサイトにフィルタリングをかける、かけないという判断を１つ１つしていく

ということは現実問題として少し厳しい状況ではありますので、今は解散してしまいましたが、

サイトの評価をする第三者機関のことや、携帯電話事業者ともお話しながら考えていくというこ
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とだと思いますが、それも、パソコンやガラケーの時には制限できましたが、スマホのアプリと

なると、フィルタリングがなかなか難しくて、技術の進歩についていっていないところもあるよ

うです。そういったところで、県の方で１つ１つ対応というのは難しいところがありますので、

そこは各業界の方々とも相談し、お知恵もお借りしながら、一緒にやっていくしかないのかなと

今は思っております。正直、私も携帯電話ではフィルタリングがかけられたが、アプリには同じ

ような形ではかけられないということについて、その仕組みがあまりわかっていない部分もあり

ます。そういったところもありまして、技術の進歩になかなか規制がついていっていないという

ことを感じます。 

（樋田部会長） 

 私が質問したかったのは、フィルタリングをするということではなくて、そのサイト自体を閉

鎖させるとか、あるいはそのサイトに入る段階で年齢認証とか、それから、「こういう危険がある

にもかかわらず入るのですね」みたいな表示を出してクリックさせるとか、そういうような規制

のかけ方もあると思うのですが、個別に判断するのが困難であるならば、行政からそういう働き

かけをするのがいいのかどうかというのは難しい問題があるとは思うのですが、そのサイトの運

営者に対して、直接、どんな形でもいいので働きかけていくというのが、できないことなのでし

ょうか。 

（青少年課長） 

 非常に悪質だったりした場合には、行政指導の範囲でできることはあるとは思います。ただ、

逆にいうと、県の方からのそういう依頼に協力してやっていただけるということであれば、そん

なに問題はないかもしれません。そういった県からの依頼に対応していただけるところであれば、

できる可能性はあります。 

 ただ、そこもそういうものがどれぐらいあって、ということを把握すること自体が、正直今の

体制では難しいです。 

（中野委員） 

 よろしいでしょうか。 

 10 日くらい前に実際私が体験したのですが、近所の家で、親御さんもお子さんもよく知ってい

る方なのですが、いわゆる「闇アカウント」をやっているということで、どこに行っていいのか、

どうしたらいいのかわからないということで親御さんが青少年関係をやっているからと私の方に

相談に来ました。 

 それで、警察の方にすぐに相談してくださいということで行ってもらったのですが、警察の方

が親切に対応していただいて助かりましたということでした。それで経緯を聞くと、携帯を購入

するにあたって、一応フィルタリングについては説明されているのですが、販売店の人が早口で、

専門用語を次々と話すので、親御さん自身は何を言っているのかわからなかったということです。

よくわからないままに了解し、分厚い文書を渡されていて、その結果、今回の問題が起こってし

まって、親御さん自身がちょっとわかっていなかったとのことでした。 

 なぜ「闇アカウント」が分かったのかというと、PTA か何かの講習会に出て、お子さんの携帯電

話を改めて確認したところ、講習会で説明された内容が確認されて、困っていたところに私に相

談したとのことでした。 

 やはり、資料にもありますが、保護者の認識不足、それと利用者の低年齢化があって、それに
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対する親の責任というのもあれなのですが、親御さんのところへの啓発が肝心なのではないかと

思っているところです。今回のような話も実際にあって、危機感を持っています。 

（樋田部会長） 

 難しい問題ですね。 

（中野委員） 

 未成年ですので、とは言っても、家庭のルールとして確認するのはどうなのかなということも

感じた次第です。 

（青少年課長） 

 保護者の方への研修の機会というのが、いかに大事かということの事例をご紹介いただいたか

と思いますが、まさにその親御さんはそこの研修を受けられたから、そういったことを発見でき

たということで、そこは私どもも考えていきたいと思います。 

（中野委員） 

 チラシも配布されているのですが、どうも「神奈川県」や「○○警察署」と書いてあるのは敷

居が高いというのはあると思います。なかなか一歩踏み出すのに勇気がいると思います。たまた

ま私が近所の方で、親御さんも小さい頃から知っている方だからお話があったのではないかなと

思います。 

（青少年課長） 

 そういった気軽に相談できる窓口は大切だと思います。 

（新井委員） 

 今の話をお聞きして思いましたけれども、携帯電話販売店で契約をする際に、いろいろもらう

中でその１つとしてもらうよりは、学校を通じて、PTA だとか、また学校の先生から最近はインタ

ーネット関連のお話をいただく機会も増えたかなと私自身は感じていまして、学校から言われる

と、親としても責任を感じてやらなくてはいけないと思うところもあるので、学校の力は大きい

のかなと思いました。 

（原田委員） 

 学校でも毎年、「ケータイ・スマホ安全教室」ですとか、全校対象に行っていて、体育館でいろ

いろなところの方に来ていただいて実施しているのですが、その時に、「保護者の方もどうぞ。」

とご案内するのですが、今年は一人もお見えにならなかったです。毎年そんな感じです。あまり

興味がないのだなと。中学生の親御さん、共働き世帯も多くてお忙しいのかなと思いますけれど、

やはり時間を作って来られる方はすごく少ないなあと感じています。 

 ただ、ＬＩＮＥとかに悪口を書いたとかなんだとかもめると、私は学校外のことだと思うので

すが、保護者はそう思わないらしくて、自分が買い与えたものでそういうことをしているのに、

学校で何とかしてくれと、学校に相談に来てしまうのですね。それで、相手の保護者の方とやり

あったりとか、「証拠だ。」とスマホの画面を印刷して持ってきたりするのですけれど、保護者の

方に、自分が買い与えたスマホで子どもがやったことに対して、自分で責任を取らなくてはなら

ないという意識がどこまであるのかなと思います。 

 スマートフォンを開発した方は、自分の子どもに成人するまでスマートフォンを持たせなかっ

たという話を講習会で伺いました。「スマートフォンを渡したら、他のことをやらなくなってしま

う。」と開発者が話しているようなものを、平気で渡してしまう親御さんにも問題があるのではな
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いかと本当は思っています。 

子どもたちはやはり未熟ですから、悪口を書いてしまうこともあります。いくら注意しても、

わかる子は注意しただけでわかりますが、わからない子はやるわけですから、当然そういうトラ

ブルは多いですし、トラブルが起きて初めて学校に言ってきますが、だからといって、子どもか

らスマートフォンを取り上げるといったことは、親御さんはあまりなさらないです。被害に遭っ

た子の保護者は、「そのくらいするのは当たり前じゃないですか。」と言うのですが、加害者の保

護者は平気で渡してしまうし、「しばらく使わせないように取り上げましたから。」と言っても、

結局ツイッターやＬＩＮＥとかでその子の動きが確認できたりとか、親がどこまで見ているのだ

ろうと思います。 

きちんと利用しているお子さんはきちんとしています。私自身は、保護者ではなく、子どもた

ちにしっかり言っていくしかないなと思っています。 

（樋田部会長） 

 保護者に期待するのは難しいと。 

（原田委員） 

 きちんとした保護者は最初からやってくれています。そうではない保護者はやはり無関心です

し、学校として直接相手にできるのは子どもの方かなと思います。生徒会を動かすなりして、自

分たちで考えさせていかないと駄目なのかなと思います。 

（新井委員） 

 そうかもしれないですね。 

学校の懇談会に出ますと、先生から以前よりスマートフォンを持っていますかとか、スマート

フォンにフィルタリングかけていますかということを言われることが増えてきたなあと感じてい

て、学校も力を入れてくださっているのだなあと感じるのですが、そもそも懇談会に出られない

親御さんがたくさんいらっしゃるので、そういう方に届けるのはかなり難しいですよね。 

（高橋委員） 

 よろしいですか。 

ここは社会環境部会なので、子どもさん自身への教育・指導というのと、環境を整えるという

のは両輪であるべきと思うのですね。環境は整っていないのもよくないですし、子どもさん自身

へのきちんとした教育・指導、教育課程、家庭の中にそれを積極的に組み込むというのを含めて

も環境が整わなければ難しいです。 

一番適切な利用をすることを子ども自身に伝えるのは、どの場面かというと、やはりスマート

フォンの購入場面だと思います。だいたい親だけは来て購入することはまずなくて、親と子ども

が一緒にいるというところです。一旦、購入してしまったら、親はフィルタリングをかけられな

いと思うのですよね。私自身もフィルタリングのかけ方はわかりません。ましてや、子ども自身

はフィルタリングをかけないでしょう。誰が一番かけやすいかというと、購入時の店頭の販売員

の方であって、ただ、販売員の方はどうしてフィルタリングをするのかということをこう早口で

説明して、このオプションつけますかとかそういうことを言って、私も何度も自分の子どもの購

入に付き合いましたけれど、まったくわからないですね。では、そこできちんと青少年の保護と

いうことでもって、フィルタリングや使い方に関して細かに販売員が説明したとしたら、その販

売店は不人気になって、誰も行かなくなってしまうということがあると思うのですね。これは難
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しい問題だと思います。 

一つ提案ですけれども、運転免許を取る時に講習というのがあると思います。講習をきちんと

受けて、免許が発行されるというところです。私は、スマートフォンは車と同じようなものだと

思っていて、あれば便利ですが、どちらも危険性があって、使い方を間違えれば事故を起こすと

いうように、スマートフォンも利用の講習会というようなものを青少年に義務付けるとか、それ

をきちんと受けてからというようなことを、販売店の業界に提案するというか、そのあたりで、

子どもに対して、大人の目線でもって、「凶器にもなるし、便利な道具にもなるんだよ。凶器にな

ったら、子どもたち自身の人生を破滅させるんだよ」というのを、携帯電話事業者の立場でもっ

てできればよいのではないでしょうか。 

今のままでは無理だと思います。保護者に対して、フィルタリングかけてくださいねとか、こ

れは閲覧の可否をより分けてくださいとかは難しいことだと思います。購入する時には子どもの

モチベーションが上がっていますので、何が何でもスマートフォンを持ちたいと思えば、クリア

するハードルを作って、そこできちんと講習を受けて、それから使い始めなさいというような進

め方でないと、フィルタリングをかけると言っても、誰がかけるのかというと、保護者も全然で

きないし、学校でもしません。子どもたち自身もしないですよね。 

こういったことを考えて、社会環境ということを、いかに考えていくのかというのが一つ効果

的かなと思っています。以上です。 

（樋田部会長） 

 確認ですけれども、今の提案は、学校で啓発のための機会を作るというのも一つだろうけれど

も、例えば、販売時に販売事業者が啓発をするということですか。 

（高橋委員） 

そうです。まずは 30分このビデオを見てくださいという形で、運転免許の更新の時のような感

じはどうかということです。その中にいろいろなＳＮＳのリスクとか、自画撮りの被害といった

ことも含めて、こうした被害があって、こういう風にあなたの人生を台無しにするんだというこ

とを、きちんと教育していくということを販売時に義務付けること、それを制度として青少年に

対して行うということです。 

（原田委員） 

 先ほど、ＬＩＮＥのトラブルが中学校であると申しましたが、実は小学校でも今はかなり増え

ていて、小学校の校長先生が苦慮されています。やはり悪口を書いたりとかそういうところにな

ります。どんどん低年齢化していくのだろうなと思っています。年端のいかない子たちに、あれ

だけの機械を渡したら、普通に悪口を言う感覚でやって、それが大きくなってしまってという形

になると思うのです。 

もし、年端のいかない子たちに持たせるということならば、「低年齢時の周知機会」ということ

が資料３別紙に書かれているのですが、チラシとかを作るとしたら、盛り込んでいただきたいの

は、「フィルタリングをしましょう。」といった話よりも、「本当に小学生にそれは必要ですか」、

「そのスマホ、本当に必要ですか」くらいのニュアンスの言葉は入れてほしいなと思います。こ

れだけいろいろな危険があって、年端のいかない子たち、使い方をきちんとできないかもしれな

い子たちに本当に必要ですかというところを強調して書いてほしいなと思います。フィルタリン

グについて書かれてしまうと、買うのが当たり前、持っているのが当たり前というメッセージを
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与えかねないので、そうならないようにしていただきたいなと思います。 

先ほど、中学生のスマートフォン等の所有率が 88%という話がありましたけれど、私の子どもに

は持たせていなかったのですが、授業参観の際に先生が「スマートフォンを持っている人はいま

すか。」と聞いて、生徒に手を挙げさせた上で、「みんな持っているんだね。」と言ったことに非常

に腹が立ちました。親としては一生懸命持たせないように戦っていたのですね。そういうふうに

県の方で何か出すときも、「みんな持っているんだね。」というふうな隠れたメッセージを送らな

いようなチラシにしていただけたらいいなと思います。持たせない選択肢もあるのだというとこ

ろも是非強調してください。 

（青少年課長） 

 逆にお伺いするのですが、大阪府では、学校への携帯電話の持ち込みについて、災害時には必

要ということで、そういう時のためにということで、学校にいるときは電源を切るなどのことに

なるかとは思いますが、活用する方向でいうところもあるかと思うのですが、神奈川県の場合は、

その辺はどのようなお考えで、どういったトレンドで、学校の方は検討されているでしょうか。

現在は、必要でなければ持ち込み不可ということになるかとは思いますが、いかがでしょうか。 

（原田委員） 

 全国の校長会で今その調査をしていて、各県の校長が何人か回答している形で、まだまとまっ

ていませんが、私世代の校長先生が大半で、スマホがなかった時代を生きてきた先生方が回答す

るとしたら、まず大反対だろうと思います。でも、最近先生方が若くなってきていますから、そ

ういったものがあるのが当たり前の時代に生きてきた人が増えてきていますので、どうなるかは

ちょっとわかりません。 

でも、学校の持ち込みがＯＫになったら、それこそ全員持っているのが当たり前、授業に使い

ますと言ったら、買わなければいけなくなってしまいますよね。本当だったら、タブレットなど

は学校で用意すべきものですが、予算の関係で購入できていない状況ですので、授業に使うこと

については、何かちょっと話が違うのではないかと思うのです。 

災害時の際に必要というのもあるかもしれませんが、実際学校で電源を切るとか、かばんにし

まっておくとか、誰が見張るのか、休み時間に本当に使っていないのを誰が見張るのか、本当に

100%見張れるのかということです。もし、普段から見張れていれば、いじめはすぐに見つけられ

ますが、それは実際にはできていません。それでなくてもすごく忙しくて、教員たちに別の負担

をかけることになります。それを考えたら、学校で預かるということも考えられますが、毎朝預

かって返す、その間に壊れていたら、誰が責任を取るのかという話もあります。もし、壊れたら

保護者の方はすぐに「学校が壊した。」と言ってくるでしょう。とてもではありませんが、預かれ

るとは私は思っていません。 

（新井委員） 

 それともう一つ思っているのが、先ほどから出ていますが、スマホの意味や価値というのが、

小学生、中学生、高校生で全然違うので、何を周知徹底するのが必要なのか、先ほどお話のあっ

たように、持つ必要があるのかというレベルから、持っていることを前提として、適切に利用し

ましょうというレベルまであって、今一くくりで周知啓発となっていますが、年齢別でずいぶん

意味合いが違いますので、何を周知徹底するのか、それをどういう方法で周知するのかというも

のが、年齢別にきめ細かな対応をしていく必要がより一層出てきているのかなと思います。ただ
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のコミュニケーションのツールというものでは全然なくなってきているので、そのあたりをもう

少し検討していただけたらなと思います。 

（樋田部会長） 

 そもそもスマホとは何かとか、有害な要素があったとして、それをどういう風に青少年に与え

るのか、青少年をどう保護するのかという問題に対して、最初フィルタリングという話があった

と思います。このフィルタリングの中味については、私達は昨年度はあまり議論せずにフィルタ

リングは必要だと言ってきたのですが、フィルタリングの中味がどうなっているのか、あるいは

フィルタリングをかけたり、外したりするときに、保護者の自己責任であるとして、それを外す

ことやかけることがどのような意味や効果があるのかということを、保護者や本人にちゃんと伝

わるようにしているのか、そこまで含めて、フィルタリングというものについてもう一度考えて

みたいと思います。 

 それから、保護者が昔と比べて、どうしても子どもと一緒に過ごす時間が少なくなってきてい

るのかもしれません。とりわけ携帯電話の場合、保護者自身もよくわからない中で、そのことを

子どもと一緒に考えていくことが困難なのかもしれませんが、先ほど中野委員の事例にもありま

したように、うまいこと保護者がこの問題に関心を持ってくれた時には、かなり強力な力となり

そうだということ、そんなことも思っておりますので、保護者への啓発、保護者にとっての、大

きく言ってしまえば、子育ての意味とは何なのかみたいなところに入ってきてしまうのでしょう

けれども、そこまではこの部会では入れないかもしれませんが、保護者をどうやって子どものと

ころに巻き込んでいくのかということについて、この後議論していきたいなと思っております。 

 それから、これは原田委員の方からも出ましたけれども、子ども自身がどういう風に意識を持

てるのか。あるいは中学生、高校生ぐらいになってくると、親や先生が言うよりも、友だちが言

う言葉の方が大きな意味を持ったりするわけですから、集団としてどのように意識を持たせてい

くのか、そのようなことも、原田委員の方からお話があったようなことから考えていければいい

なと思います。 

 もちろん販売事業者についても、売るときに形だけの説明になってはいないだろうか。あるい

は、何十ページにもわたるような書類を渡されても見て理解できませんから、やっぱりポイント

が何なのかということで、ただ、証拠書類に作った用なしのものではなくて、意味のあるものを

作っていただいて、その意味のあるものの中には、例えば、30分が適切か、20 分が適切かわかり

ませんが、今どきの子どもたちですから、画像を通して何らかの形で啓発していくということも

ありかなと思います。 

 どうしても多角的にやっていかなければならないことだとは思いますので、できることからや

っていければと思っております。そのことについて、今回は第１回目ですから、思ったことを自

由にという形で議論しているのですけれど、何ができるだろうかという観点を頭に入れながら具

体化していければいいなと思っております。 

 何か私が勝手にまとめてしまうと、そういうことではなかったということもあるかもしれませ

んし、今話を聞きながら、こういうのもあるのではないかと思った方もいるかもしれません。 

 この部会の議論では、この部会で話したことというのを、比較的事務方の人はどこかで聞いて

くださっていて、それを根拠にして、他の事務方の人を説得したり、協力依頼してくださってい

るようですし、あるいは、ここで出た話題を元に、ここにいらっしゃる皆さんの間で話し合って
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いただいていることですので、そんな観点から、今日はもう少しだけ自由に、こうではないかあ

あではないかということを出していただければいいと思うのですが、いかがでしょうか。 

（伊藤委員） 

 今もお話がありましたように、ＳＮＳといっても、実際、今は、ＬＩＮＥやインスタグラム、

フェイスブック、ツイッター、あるいは、今ならユーチューバーと言われているように、ユーチ

ューブにどれだけの人気の動画を挙げられるか、それを作るような、言ってみればプロになるよ

うなことで、それで収入も得られることになって、そういう意味でいえば、小学生だって、ユー

チューバーになっている子どもたちもいますし、それで世界中で人気になることもあります。   

このように、別に一つ一つのコンテンツが悪いということはまったくなくて、ＬＩＮＥにした

って、単純にツールであるわけで、使い方なども悪いことに使うことは誰も想定していないです。

したがって、そういう点でいえば、どのツールも皆規制するようなものでも何でもないのが実際

なわけです。したがって、さっきから出ているように今のＳＮＳと言われているものを全て規制

してもそれで抑えられるわけではなくて、やっぱり同じようなアプリができてきて、まったく我々

が想定していないものがどんどん出てきますし、もっと便利なツールが出てくると思います。一

方で、それを犯罪に使う人も出てきますので、そういう意味でいえば、フィルタリングという形

だけで規制をしていこうとしても、やはり無理があります。したがって、先ほどから出ているよ

うに、いかに子どもたち本人や親に対して、「こういうことが危険なんだよ」、「そういう風にした

ら危険なんだよ」とあらゆる場面で教育していくしかないのだろうと思います。 

更にいいますと、ＬＩＮＥにはＬＩＮＥペイという支払い方法があって、ＬＩＮＥペイで支払

いをすれば、20%の還元とか、何十％の還元とかがあって、それで買う方が安い買い物ができるわ

けです。このように、非常にお得なツールになっていますので、必然的にＬＩＮＥというアプリ

は広がっていくことになります。ですから、あまり規制だけに目を向けるよりも、やはり教育し

て、こういう事例やああいう事例といった一つ一つの事例をわかりやすく、いかに説明していく

かということが、近道なのではないかなという気がしています。 

（樋田部会長） 

 幹事の皆様から何かありましたら、よろしくお願いします。 

（青少年課長） 

 今いろいろ御意見をいただきまして、本当に委員の皆様のお立場から、私どもでは考えつかな

い視点からの御指摘をいただいて、非常に得るものがあったと思います。 

 今、伊藤委員がおっしゃったように、対応しても、どんどん次のものが出てくる。やはり、基

本に戻って親御さん、また親御さんだけでも届かないときには、お子さん自身、原田委員がおっ

しゃっていたように、お子さん自身が気付くというのが、一番有効なのかなと考えております。

そこに到達するために、いろいろ親御さんも含めて働きかけをしていくということが大事なのか

なと、皆さんの突っ込んだ議論を伺っていて感じました。その手段として、どうしていくかとい

うことで、高橋委員がおっしゃったようなもの、免許更新時のような形で、本当にできるとすれ

ば一番いい方法だと思います。そういうことも確かにすぐには難しい気がしますが、私どもは業

界の方との協議の場もありますので、そこでお話を聞いて、少しずつ歩み寄っていければ、何か

いい動きになるかなという気もしましたので、そういうことも少し協議していけたらなあと思っ

ております。 
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（樋田部会長） 

 幹事の方、他にはございませんか。 

（高橋委員） 

 よろしいですか。 

 今回、「インターネット利用」がテーマになっていますので、ここで例えばスマホとかＳＮＳと

か限定した議論になってしまうと、やはり全体像が見えなくなってしまうという気がしているの

ですよね。 

 今はもう小学生の時代からプログラミング学習の授業があって、パソコンに触れる機会も増え

ています。それで、すごく面白くパソコンを使えるようになっているし、ネットからダウンロー

ドしたアプリでもって、うまくできるようになっている。 

それを小さくしたのがタブレットであり、さらに小さくして持ち運びできるようにしたのがス

マホということで、やはり子どもたちを取り巻く環境のこの流れは止められないと思うのです。 

スマホできちんと使いなさいといって、はいちゃんと使えますよといったところで、パソコン

ではもう自由自在に性情報が出ていて、そこにもうまったくフィルターがかからない状況で、海

外のサイトからどんどん流入している状況にあります。インターネット全体のリテラシーについ

て考えていくことを社会環境としてどう整えればいいのかという視点で、そのうちの１つがスマ

ホの使い方であり、ＳＮＳのリスクでありというような位置づけをしていただけるといいかなと

思います。 

資料３のところで、広い意味でのインターネット利用ということで、やっていくという視点も、

今後大切になってくるかなと思います。 

（樋田部会長） 

 私もそのことには同感です。スマホという機械だけではなくて、様々な端末があることをどこ

かでしっかりと押さえる必要があると思います。 

それでは、この議題について、この辺でまとめさせていただきたいと思います。 

「青少年のインターネットの適切な利用に関する現状を踏まえた対策」について、皆様から様々

なご意見をいただきました。 

事務局においては、委員の皆様からのご意見や要望を踏まえ、次回の部会に向けて、具体的な

対策についてさらに整理、検討を進めていただきたいと思います。 

こうした「まとめ」とさせていただきたいのですけれど、これだけいろいろ出て、それを整理、

検討とまとめさせていただきましたけれども、できるところまでお願いしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。委員の皆様こうした「まとめ」でよろしいでしょうか。 

（各委員） 

異議なし。 

（樋田部会長） 

ありがとうございました。次回の部会開催までの間、事務局から各委員へ追加資料を送付させ

ていただいたり、補足説明をさせていただくこともあろうかと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

次に、報告事項に入らせていただきます。 

議題アについては、先ほど報告がありましたので、議題イ「神奈川県青少年保護育成条例に基
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づく行政指導指針の制定について」事務局から説明をお願いします。 

（事務局） 

それでは、「神奈川県青少年保護育成条例に基づく行政指導指針」について説明いたします。 

資料５をご覧ください。 

後ほど平成 30年度の実績について御説明いたしますが、青少年保護育成条例に基づき店舗等の

立入調査を実施し、条例の遵守状況について調査を行っているところですが、その際に問題があ

る店舗に対して行政指導等を行う際の指導基準について、平成 31 年４月１日付で、「神奈川県青

少年保護育成条例に基づく行政指導指針」を制定しました。 

「１ 制定の目的」ですが、資料にもありますとおり、行政の指導基準を明確化し、指導の透

明性を確保するとともに、そのことにより、事業者の条例規制内容の遵守を促進することを目的

としています。 

「２ 指針の概要」ですが、詳細は別添の指針のとおりです。 

指針の構成ですが、まず、本文の第１条から第３条にかけて、行政指導の目的、対象について、

第４条から第７条には行政指導の方法、口頭指導や警察への通報、文書指導、勧告に至るまでに

ついて規定しています。 

３ページ以降に掲載している別表ですが、個別の事業ごとに指導基準について規定しています。

１の興行場から始まり、15 の携帯電話インターネット接続役務提供事業等、携帯電話販売店まで

規定しています。 

個別の事業の指導基準の説明は割愛しますが、例えば、８のカラオケボックスでは、深夜の青

少年の立入の禁止やその立入禁止表示、さらには個室等の見通しの指導基準について規定してい

ます。 

なお、平成 31年２月８日から３月９日にかけて、県民への意見募集を行っています。 

今後は、この指針に基づき、事業者の条例遵守の取組を促進し、青少年を取り巻く社会環境の

整備を促進してまいります。 

説明は、以上でございます。 

（樋田部会長） 

この報告事項について、ご質問等ございますか。 

（樋田部会長） 

 私から質問をさせてください。行政指導指針の運用において何か課題はありますか。 

（事務局） 

 施行したばかりですので、今後の立入調査での運用の中で課題は出てくるかと思われます。先

ほど御説明したカラオケボックス、インターネットカフェ、まんが喫茶については、特に個室の

見通しについて以前から問題視されているところですので、こういった点に特に注目しながら運

用していきたいと考えております。 

（樋田部会長） 

続きまして、議題ウ「有害興行（映画）の指定について」事務局から説明をお願いします。 

（事務局） 

それでは、有害興行映画の指定状況についてご報告させていただきます。 

資料６をご覧下さい。 
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有害興行の指定とは、青少年保護育成条例第９条に規定されていまして、映画等の興行につい

て、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるものを知事が指定するものです。 

これらの映画の指定に関しましては、同条例第５０条第１項の規定により、本審議会の意見を

聴いた上で行うこととなっていますが、上映日と審議会の開催日程などを考慮し、同項のただし

書きの規定「緊急を要する場合」と認められたため、本審議会の意見を聴くことなく指定を行い

ました。 

このように緊急の対応により指定したものについては、同条第３項の規定により、その旨を審

議会に報告することとなっていますので前回の審議会以降に有害指定しました映画についてご報

告いたします。 

資料６記載のとおり、本年２月８日から今月９日に予定の作品を含めて合計 31 作品を有害興行

として指定しました。 

なお、資料１ページに掲載しております本年１月 29 日指定の１作品については、前回平成 30

年度第２回の部会において指定予定の作品として報告済みです。 

報告は、以上です。 

（樋田部会長） 

ご質問等ございますでしょうか。 

 それでは、その他の議題に入らせていただきます。 

 「平成 30 年度立入調査等の実績について」事務局から説明をお願いします。 

（事務局） 

それでは、平成 30年度立入調査の実績について説明いたします。 

青少年保護育成条例及び青少年喫煙飲酒防止条例に基づき、店舗等の立入調査により条例の遵

守状況について調査をおこなっています。 

資料７をご覧ください。 

最初に、「１ 青少年保護育成条例に基づく立入調査実績」ですが、 

表の左側をご覧下さい。書店等から広告物に係る指導までそれぞれ区分ごとに整理しています。 

まず、書店等及びゲームソフト販売店については、有害図書類等が条例に定める方法により区

分して陳列が行われているかどうか等を調査しています。 

以下、図書類自動販売機等及び利用カード販売店については、これらの設置及び販売を行うに

は届け出が必要となっておりますので、その届け出状況と相違がなく行われているかどうか等を、 

深夜営業施設については、カラオケボックス・まんが喫茶・インターネットカフェの深夜にお

ける青少年の立入を禁止する旨の表示板が設置されているかどうか等を、 

個室等営業施設については、カラオケボックス・まんが喫茶・インターネットカフェなどを対

象に、個室等の内部が外部から容易に見通すことができるか等を、 

有害役務提供営営業施設については、平成 30 年 10 月から規制の対象としておりますが、リフ

レなどを対象に、営業所の入り口に青少年の立入を禁止する旨の表示板が設置されているかどう

かや従業員名簿を備え置いているかどうかを調査しています。 

携帯電話等販売店については、平成 30 年２月から青少年が使用する携帯電話端末等には原則と

してフィルタリングを設定することが義務付けられたことから、契約時に事業者がそのことにつ

いて書面による説明をしているか等を調査しており、平成 30年度は、重点的に調査を実施しまし
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た。 

次に、有害玩具等に係る指導から広告物に係る指導につきましては、警察等からの通報をもと

に個別に調査を行ったものです。 

なお、書店等、カラオケボックス、まんが喫茶・インターネットカフェなどの深夜営業施設、

個室等営業施設については青少年指導員等のご協力を得て例年行っている社会環境実態調査の結

果を受けて、問題があると思われる店舗を中心に立入調査を行っているものでございます。 

立入件数、指導件数、主な指導事項につきましては、表記載のとおりです。 

裏面２ページをご覧ください。 

続きまして、「２ 青少年喫煙飲酒防止条例に基づく立入調査実績」ですが、上の表はたばこ・

酒類を対面で販売しているお店への立入調査結果であり、対面販売における年齢確認の状況を調

査したもので、立入件数は表記載のとおりです。 

次に下の表は、たばこ･酒類の自動販売機への成人識別装置の設置状況を調査したもので、立入

台数、指導台数、主な指導事項は、表記載のとおりでございます。 

説明は、以上となります。 

（樋田部会長） 

ありがとうございます。 

私の方からの質問なのですが、指導件数については、前年度、前々年度と比べてどんな感じな

のでしょうか。 

（青少年課長） 

 前年度は資料に記載のとおりとなっております。 

（事務局） 

 内容としましては、前年度と比べると、件数としては 100 件程度増加しています。先ほど申し

上げたように、携帯電話販売店については重点的に立ち入りを行ったため、かなり件数は増えて

いる状況です。 

違反状況については、書店等については指導件数が増えているが、ゲームソフト販売店に関し

ては、調査した店舗にもよりますが、減少傾向にあります。喫煙飲酒に関してはそれほど大きな

差はないと思います。 

（樋田部会長） 

かなり増減しているように見えますが、調査を実施した方から、数値以外に何か感じたことが

あるという報告があったでしょうか。 

（事務局） 

 携帯電話販売店については、表の指摘事項２件とは、ある１店舗で２件ということでしたので、

条例の内容、遵守事項などはおおむね理解してされていると感じました。しかし、実際に販売す

る現場を見ているわけではないので、個々の販売員まで完全に意識されているかは難しい部分が

あると感じました。 

また、深夜営業、個室等営業で、青少年の深夜立入禁止表示については、特定の店舗で継続的

に問題になっており、ここをどのような形で解決していくかは課題があると考えております。 

（樋田部会長） 

では、立入調査及びその後の指導につきまして、よろしくお願いいたします。 
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皆さんからこの件について、ご質問等ありますでしょうか。 

（原田委員） 

有害役務提供営業について、立ち入り件数が１件で指導件数が２件というのはどういうことで

しょうか。 

（事務局） 

 １店舗につき２点指摘事項があったということでこのような形で集計しております。 

（樋田部会長） 

他にございますでしょうか。 

それでは、以上で予定した議題は終了しましたが、他に何かあれば、どうぞご発言をお願いし

ます。 

（新井委員） 

資料５の行政指導指針についてですが、指導基準については、以前から内部規定としてあった

ものを明らかにしたということになるのですかね。 

（事務局） 

 内容を大幅に変えたとわけではなくて、内部規定としてはこのような基準はありましたが、今

回明文化することによりまして、指導の基準をはっきりさせたということです。 

（新井委員） 

基準に基づいて明文化したということですね。 

それに関連してなのですが、資料７の表面の青少年保護育成条例の内容については指導指針に

定めがあるのですけれども、裏面の青少年喫煙飲酒防止条例についても、行政指導基準というの

は別途あるのでしょうか。 

（事務局） 

内部規定としてはありますが、明文化したものはありません。 

（新井委員） 

 それはなくてもいいのでしょうか。 

（事務局） 

 こちらについては、ある程度はっきりしているものなので、特段明文化するする必要はないと

考えております。 

（新井委員） 

 わかりました。 

（樋田部会長） 

他にないようでしたら、最後に次回の日程ですが、事務局では、いつ頃を考えていますでしょ

うか。 

（事務局） 

次回の日程につきましては、割とすぐにはなりますが、10 月下旬から 11 月上旬頃を考えてお

りますが、後日、あらためて日程を調整させていただきたいと考えております。 

（樋田部会長） 

次回は、10 月下旬から 11 月上旬頃を予定しているとのことです。あらためて事務局で調整さ

せていただくとのことですので、よろしくお願いいたします。 
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これで、本日の神奈川県児童福祉審議会社会環境部会を終了します。 

長時間にわたるご協議、大変お疲れ様でした。 
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