
質 』
曰要問 答 要弁

一 北海道青少年健全育成条例の一部を改正する条例案

(素案)について

(吉り1委員 )

それでは私か ら先ほ ど報告のあ りま した北海道青少年健

全育成条例の一部を改正す る条例案 (素案)について何点

か伺 ってまい ります。

(一 )最近の被害の状況について

(吉川委員 )

昨年 5月 の環境生活委員会にお きま して、我が会派の同

僚議員か ら、子 どもたちのインターネ ッ トの利用に関 して、

子 どもたちと保護者 の間に認識の乖離が見受け らること、

その結果、子 どもたちが出会い系サイ トや SNSな どのい

わゆる非出会い系サイ ト (コ ミニュテ ィサイ ト)を利用 し

て、被害にあった り、事件 に巻 き込まれた りす るケースが

増 えているとの現状を指摘 した ところですが、最近の状況

が どうなっているのか伺います。

(二 )ス マー トフォンにおけるフィルタリングについて

(吉川委員 )

概ね横ばいということでしたが、そ ういつたことを防ぐ

ために有効な手段 として、フイルタリングいわゆる閲覧規

制、有害サイ トヘのアクセス制限といつたことであります

けれども、これについて伺いたいと思います。

同じく昨年 5月 の委員会では、スマー トフォンは、従来
の携帯電話 とその通信方法が異なる部分があり、win通信

でのインターネット利用では、フィルタリングが利用でき

ないとの答弁があつたところであります。その後、スマー

トフォンのフィルタリングに関する携帯電話事業者の方々

がどのような対応をしているのか伺います。

(三)関係機関の連携について

(吉川委員 )

昨今では、小学生にもスマー トフォンが広く普及 してい

るなど子 ども達にとってインターネットの利用が益々身近

なものになってきてお ります。その結果、インターネ ット

上でのいじめや出会い系サイ ト等を利用 して事件に巻き込

まれるなど、インターネットに絡む様々な トラブルが発生

しているほか、フィルタリングをかけたとしても、全ての

有害な情報が遮断されることにはならず、 トラブルに遭 う
こともあり、今後とも関係機関の連携は益々重要なものに

なっていくと思いますが如何でしょうか。

(田 中課長 )

インターネットを利用いた しました被害の状況につい

てでございますが、北海道警察のデータによりますと、

平成 24年に道内におきまして、出会い系サイ ト等を利
用いたしまして、児童買春や児童ポルノなどの被害に遭
いました青少年は、 101人 となってお ります。

その うち、出会い系サイ トを利用 して被害に遭った青

少年が 25人、SNSな どの非出会い系サイ トを利用 し

て被害に遭った青少年が 76人 となってお ります。先ほ

どお話 ししました平成 24年の被害青少年の人数 101
人は平成 23年の 103人 と比較 します と若千、減少 し

てお りますが、概ね横ばいで推移 している状況でありま

す。

(田 中課長 )

スマー トフォンのフィルタリングについてでございま

すが、スマー トフォンによるインターネット接続には、

携帯電話事業者の回線を経由するものと無線 LAN通信、
いわゆるwifi回 線によるものがあるところでござい

ます。
wifi回 線によリインターネッ ト接続する場合は、

特定のプロバイダの設定ができないため、携帯電話事業
者が従来、提供 していたフィルタリングが利用できない

状況になっていたところでございます。
そのため、それぞれの携帯電話事業者におきまして、

新たに、自社のwifi回 線に有効なフィルタリングや

全ての通信経路に対応 したフィルタリングソフ トウエア

を提供するほか、サイ トやメールの利用を制限する機能
があるジュニア用スマー トフォンの発売をするなど、フ

ィルタリング機能の充実に努めていると承知 していると
ころでございます。

(田 中課長 )

関係機関の連携についてでございますが、道におきま
しては、国、事業者、学校関係者、道教委、道警察など
で組織いた します「北海道青少年有害情報対策実行委員

会」を設置いたしまして、インターネ ット上の有害情報
から青少年を守るための道民フォーラムや教職員、保護
者を対象 といた しました携帯電話の安全利用のための講

座を開催するなど、青少年の有害情報対策の普及啓発に

取 り組んできたところでございます。
また、道教委、道警察と連携いた しまして、各携帯電

話事業者に対 してスマー トフォンのフィルタリングの提

供について要請を行つてきたところであり、各事業者に

おいては、フィルタリング機能の充実に向けた取組が進
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(四 )今後の取組 について

(吉川委員 )

では、最後の質問にな ります けれ ども、今回の改正内容

であ ります 「携帯電話等へのフィル タ リングサー ビスの徹

底」を実効性 あるもの とす るために、今後、 どのよ うな取

組をされてい くのか伺います。

(吉り1委員 )

ありがとうございました。今回の条例の改正では、道 とし

てかなり踏み込んだ内容になっているのではないかと認識
してお ります。折しも今 日参議院選挙が公布になりまして、

ネット選挙が解禁になったところであります。この世界は

非常に進歩が早い世界でありますけれ ども、子どもの方が

詳 しいこともあるかもしれませんが、法改正で、あるいは
こうした条例の整備を進めて、子 ども達を守るために実効

性のある取組を更に進めていただくことをお願いして質問

を終わります。

められているところでございます。

道といたしましては、今後 とも、関係機関と連携を一

層密にして、青少年のインターネ ット上の トラブルや事

件を未然に防ぐため、課題などを情報共有しながら青少

年の有害情報対策に取 り組んでいく考えでございます。

(浜 田局長 )

今後の取組についてでございますが、今回の条例改正

案 (素 案)においては、携帯電話等へのフィルタリング

に関して、保護者や携帯電話事業者等の責務を明らかに
したところであり、青少年がフィルタリングを利用 しな
い場合には、正当な理由を書面で提出することなどを新
たに規定したところでございます。

道 といたしましては、今回の条例改正の実効性を確保

するため、改正の内容などにつきまして、事業者を始め、
広 く道民の方々に周知するとともに、「北海道青少年有

害情報対策実行委員会Jを活用するなどして、関係機関
が連携 し、積極的な広報活動に努め、インターネット上
の有害情報によつて、青少年が トラブルに巻き込まれな
いよう取 り組んでいく考えであります。
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