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安心ネットづくり促進協議会活動報告

2010年12月14日

安心ネットづくり促進協議会

【青少年インターネット環境の整備等に関する検討会資料】
資料４
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１．安心ネットづくり促進協議会 概要

安心ネットづくり促進協議会は携帯電話及びインターネットの利用環境整備のために、総
合的な取組を推進することにより、誰もが安心かつ安全に携帯電話及びインターネットを
利用できる環境の構築を図る民間の取組として、利用者・産業界・有識者・教育関係者等
が集い2009年2月27日に設立されました。
（会長：大阪大学総長 鷲田清一氏、2010年12月1日現在202会員）

安心ネットづくり促進協議会は携帯電話及びインターネットの利用環境整備のために、総
合的な取組を推進することにより、誰もが安心かつ安全に携帯電話及びインターネットを
利用できる環境の構築を図る民間の取組として、利用者・産業界・有識者・教育関係者等
が集い2009年2月27日に設立されました。
（会長：大阪大学総長 鷲田清一氏、2010年12月1日現在202会員）
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２．各作業部会の取り組み１（調査企画委員会）

調査検証作業部会調査検証作業部会

「インターネット上の違法有害情報の分野別影響調査」を４つの分野「暴力・いじめ」「性行動」「自
殺」「依存」について、ある程度の期間をかけ実施することとしている。
また、「ナレッジの共有、情報発信」としてネットに関する、さまざまな情報を提供し、少しでも多く
の方がより多くのナレッジを持っていただくことに貢献するとともに、今後のネットに関する議論にお
いて活用していただくことを企図し、ポータルサイト上に「もっとグッドtimes」を開設し展開している。

児童ポルノ対策作業部会児童ポルノ対策作業部会

昨年度は「諸外国（イギリス、ノルウェー）における児童ポルノを規制する法律、ブロッキングの方式
等の調査」「ＩＳＰ技術者によるブロッキングに関する技術面・コスト面検討」「法的問題の検討」を
行い成果報告を取りまとめ公表している。
2010年度は、ブロッキングに使用される「アドレスリストの在り方」について、制度的な課題を整理
することとしている。また、ISP技術者により、「アドレスリストの受け渡し時の仕様」の検討や「実
証実験によってブロッキングの方式・性能等の情報をとりまとめ、技術情報のドキュメント化を行う」
ことを検討している。

コンテンツレイティング作業部会コンテンツレイティング作業部会

会員企の協力を得て、2010年2月にセルフレイティングの実証実験を行い、結果報告を行った 。
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３．各作業部会の取り組み２（調査企画委員会）

コミュニティサイト検証作業部会コミュニティサイト検証作業部会

関係事業者、第三者機関、通信キャリア、利用者の声を反映する諸団体や有識者によりコミュニティサ
イトの実態を共有し、問題に対する傾向と対策を明らかにするため活発な議論を行い、最終報告書「子
どもを護るために」を2009年10月に取りまとめて公表した。
報告書では、大手コミュニティサイト事業者の多くが「事後監視」の対策を実施しており、問題の拡大
を防止している点、第三者審査機関に一定水準の利用環境整備やその維持に貢献しているといった一定
の評価を認めつつ、不適切な利用を目的とする大人が青少年に対してコンタクトを取ることができない
ような仕組みづくり（「事前の対策」）が急務である点や、フィルタリング加入促進や解除率の低減に
向けた取組みをより一層推進する必要がある点、第三者審査機関が認定したサイトで事件が発生してい
るという指摘がされた点を真摯に受け止め、社会の期待に応えていくための努力が継続して必要であり、
引き続き民間事業者が中心となって、関係する省庁・自治体・PTAの協力を得ながら、問題解決のため
の取組みを推進していくことを確認している。
今年度は、報告書における課題について関係者の履行状況をレビューし、さらに必要な取り組みをとり
まとめることとしており、コミュニティサイトの利用実態調査についても行うこととしている。
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４．各作業部会の取り組み３（普及啓発委員会）

利用者・産業界・教育関係者などが一体となった安心ネットづくり促進協議会の強みを生かし、これま
での行われてきたそれぞれの成功事例とノウハウを有機的につなげた活動を「全国事業」「地域事業」
として、国民運動を展開することを命題として活動を行った。
「地域事業」としては、協議会会員のナレッジとノウハウを連携する内容で国民一人ひとりが考えると
いうことを目的に全国のシンポジウムを中心に啓発事業を20ヶ所にて行った。
「全国事業」としては、2009年8月に「もっとグッドネット」ポータルサイトを立ち上げ、協議会とし
てのアピールである 「もっとグッドネット宣言」を募るとともに、もっとグッドネットのロゴマークを
作成し、宣言者に利用してもらうことで、インターネット上での取り組みの広がりを訴求した。また、
オリジナルコンテンツ「ケータイ家族 もばみ」や協議会会員内外含めたリテラシー向上の為の取り組
みやテキストを収集し、分類・整理の上、検索ができるよう「もっとグッドネットなコンテンツ検索」
をポータルサイト展開した。

今年度は、「もっとグッドネット」を広く国民に認知させ活動内容を理解してもらい、また、協議会の
信頼感を醸成し、家庭でのルールづくりなど具体的な活動に繋げる。 「コミュニケーションの強化」

と、国民一人ひとりがインターネットの光と影の理解を高めるため、地域ニーズを把握し、各地の自治
体、ＰＴＡ、ＮＰＯ、企業などとのコラボレーションによるシンポジウムや体験学習会等ニーズに合っ
た地域啓発事業の多面展開を継続的に計画実施している。

普及啓発活動作業部会普及啓発活動作業部会
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５．子どもを守るための緊急アピールの公表について

安心ネットづくり促進協議会は、PTA、消費者団体、学識経験者、産業界などが結集し、
安心・安全なインターネット環境を実現することを目的に、設立以降、国民運動として積極
的に取り組んできました。
「もっとグッドネット宣言」や全国各地でのシンポジウムや勉強会など、広く社会全体に向
けたメッセージを発信してきていますが、今なお、携帯電話等からのインターネット利用に
おいて児童・青少年を巻き込む性犯罪等が、社会問題として各方面から注視されております。
このような現状に鑑み、さらに踏み込んだ具体的なメッセージを発することが必要と考え、
「子どもを守るための緊急アピール」を警察庁、総務省、文部科学省ご協力のもと、2010
年10月12日に公表しました。
※公表内容は別紙１参照

子どもを守るための緊急アピール

その１ 親子で話そう！

その２ フィルタリングを使おう！

その３ 知らない人の誘いに乗らない！
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カテゴリ 内容

学びたい リテラシー教材・サイト・
キッズサイト・出前講座の
申し込み等

相談したい 相談窓口・通報窓口・ホッ
トラインセンター等

調べたい 統計・データ・法令等

「もっとグッドネットなコンテンツ検索」

取り組みや教材などを「用途」「目的」「対象
者」等の分類によって検索ができるコンテンツ

「ケータイ家族もばみ」

ケータイスキルチェックができつつ、ケータイ
のルールつくりをナビゲートしてくれるコンテ
ンツ

６．普及啓発活動詳細 全国事業①

もっとグッドネットポータルサイト（http//：good-net.ne.jp）
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もっとグッドネット宣言

●ネットでも思いやりを持って！

●社会のルールとマナーを守って！

●賢く使って、よりよいコミュニケー
ションを！

３つの目標に賛同して
もらった方に「もっと
グッドネット宣言」を
してもらい広く国民の
参画をインターネット
上で図る。

もっとグッドネットロゴマーク

会員他、もっとグッド
ネット宣言をされた方
に活用してもらい
「もっとグッドネット
活動」の認知向上を図
る。

７．普及啓発活動詳細 全国事業②

■３つの目標■
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８．普及啓発活動詳細 地域事業 開催状況①

■開催状況■

期 間 イベント名称 参加者数

2009年8月23日・24日 もっとグッドネットin大阪 約450名

2009年9月26日・27日 もっとグッドネットin熊本 約750名

2009年11月1日・10日
おおいた教育の日
もっとグッドネットin大分

約850名

2010年1月23日 もっとグッドネットin仙台 約500名

2010年2月27日・28日
ワークショップコレクション
もっとグッドネットゾーン

約3,000名

開催日 イベント名称 主催等 参加者数

協力 2009年10月28日 埼玉県子ども人権フォーラム 埼玉県 約2,000名

後援 2009年11月8日
ケータイ・インターネットとの
つきあいフォーラム

鳥取県教育委員会 約100名

協力 2010年2月6日 もっとグッドネットin山口
山口県公立高等学
校PTA連合会

約200名

協力 2010年2月6日
もっとグッドネットin祁答院（
鹿児島県）

祁答院地域PTA
連絡協議会

約150名

【主催・共催】

【協力・後援】
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開催状況②

開催日 名称 主催等 参加者数

協力 2010年2月7日 もっとグッドネットin長崎 松浦市PTA連合会 約500名

協力 2010年2月13日
ネットケータイ問題青森情報
交換会議

弘前大学 約100名

協力 2010年2月27日 もっとグッドネットin奈良
奈良県高等学校
PTA協議会

約150名

協力 2010年2月27日 愛媛ケータイ、ネット勉強会 愛媛県PTA連合会 約300名

協力 2010年2月28日 もっとグッドネットin新潟 三条市PTA連合会 約100名

協力 2010年2月28日 もっとグッドネットin富山 富山県PTA連合会 約250名

協力 2010年3月6日 もっとグッドネットin岡山 山陽新聞社 約100名

協力 2010年3月6日 もっとグッドネットin山梨 山梨県PTA協議会 約250名

協力 2010年3月13日 もっとグッドネットin高知 高知新聞社 約100名

協力 2010年3月20日 もっとグッドネットin秋田 秋田魁新聞社 約60名

協力 2010年3月20日 もっとグッドネットin栃木 ｅ－とちぎ 約100名
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開催状況③

開催日 名称 主催等 参加者数

協力 2010年7月18日 愛知サマーセミナー 実行委員会 30名

協力 2010年10月30日 九州PTAブロック研究大会 九州PTA 約800名

協力 2010年11月7日 子どもをはぐくむいじめ０の集い 松山市教育委員会 約200名

協力 2010年11月11日 近畿PTAブロック研究大会 近畿PTA 約1,200名

予定

2011年1月29日 もっとグッドネットin新潟 新潟県PTA 約200名

2011年2月20日 子どものネットとケータイを考える 沖縄県PTA 約300名

2011年3月1日 福岡市PTAシンポジウム 福岡市PTA 約1,000名

未定 京都市教育委員会 未定

未定 EMA・大阪府教委 未定

未定 茨城県PTA 未定

未定 川崎市PTA 未定

未定 滋賀県PTA 未定

開催日 名称 主催等 参加者数

協力
2010年8月17～
19日

丸の内キッズフェスタ
「グッドネット」

実行委員会 11万人

協力 2010年11月7日 仙台市PTAフェスティバル 仙台市PTA 4.3万人

予定
2011年2月26～
27日

ワークショップコレクション
「グッドネット」

慶應義塾大
CANVAS

3.5万人



12

●主催、協力に係わらず、協議会会員の講師陣の協力により、いずれの開催地も参加
者から高い満足度（88％）と内容の理解（76％）を得た。また、参加者は地元
キーパーソンが多く （34.5％が公務員・教員）、確実に、安心ネットづくりの
存在感、信頼感を醸成出来た。

●「保護者が自ら学ぶことの重要性」や「家庭でのルールづくりの認識」について高
い理解（7割～8割）を得た。

●開催地によって、ケータイ所持に関する意識や参加者像の違いなどの与件はあるが、
アンケートで「規制でケータイを持たせない」が0％の結果となる場合があり、
講演やパネル内容によって、確実に地域に変化をもたらしたケースが見られた。

●18県のシンポジウムに関して、グッドネットの訴求と地元紙への10段記事を掲載。

496万購読者へ訴求の機会を得た。

※実施した地域毎のアンケート結果詳細は別紙２参照

協議会会員のナレッジとノウハウを使って、国民一人ひとりが考
えるという目標に対し、一定の成果を残すことができた。

９．普及啓発活動詳細 地域事業 成果

■成 果■
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■シンポジウムに参加して子どもの携帯電話利用にどのような考えを持ったか？

65%

71%

72%

34%

43%

29%

25%

22%

9%

43%

6%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

保護者がもっと勉強して対策することが必要

子供に使い方やマナーを教育することが必要

家庭でのルール作りや教育が必要

学校でのルール作りや教育が必要

フィルタリングサービスの導入を徹底する

携帯電話事業者が対応を強化することが必要

機能限定端末や利用時間帯制限の利用が必要

保護者による子供の閲覧状況のチェックが必要

法規制によって携帯電話を使わせないようにする

有害サイト等への法規制を強化することが重要

その他

特に対応は必要ない

●講演やパネル討議を聞いた上での回答として「保護者の対策」「使い方、マナー教
育」「家庭でのルール作り」がそれぞれ7割程度。「法規制で使わせない」は9％
にとどまる。

●7割が「小中学生に携帯を持たせないほうがよい」を支持する参加者に対して、こ
のテーマ について、関係者一人ひとりがきちんと考える方向が支持されたと考え
られる。

１０．普及啓発活動詳細 地域事業 成果詳細④

【2009年度全国実施アンケート：回答数2,159名】
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68%

70%

68%

22%

64%

20%

20%

17%

2%

30%

5%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

保護者がもっと勉強して対策することが必要

子供に使い方やマナーを教育することが必要

家庭でのルール作りや教育が必要

学校でのルール作りや教育が必要

フィルタリングサービスの導入を徹底する

携帯電話事業者が対応を強化することが必要

機能限定端末や利用時間帯制限の利用が必要

保護者による子供の閲覧状況のチェックが必要

法規制によって携帯電話を使わせないようにする

有害サイト等への法規制を強化することが重要

その他

特に対応は必要ない

昨年アンケートの結果と比べて、「学校対応」「携帯事業者対応」「法規制」といった
人任せの数値が低くなり、「フィルタリング徹底」「保護者の対策」「使い方、マナー
教育」「家庭でのルール作り」など、保護者の主体的なアクションが必要との理解を得る
ことが出来た。

【2010年近畿PTAブロック大会・アンケート：回答数241名】
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2010年度では、新たに会員企業によるコラボレーション事業によって、グッドネットの訴求・浸透

を推進中。

１１．会員コラボレーション事業

【TOKYOFM中高生のグッドネット宣言】

株式会社エフエム東京と協議会が連携して、 レギュラー番組

「SCHOOL OF LOCK！」ウェブサイト、並びに同番組が開催する

音楽イベント「閃光ライオット2010」特設ブースを通じ、中高生に

ケータイ・ネットの賢い利用やマナーを訴求。

賛同した中高生11,427人が、グッドネット宣言を行った。

【グリー公式アカウント「グッドネット」】

グリー株式会社が、「グッドネット」サイトの公式アカウントを無償提供。

公式アカウントは、インターネット・ケータイ共にグリー会員に限定されず、

広く閲覧が可能。イベント告知等を実施。

12月1日現在、グリー加入者約1,300人がリンク設定。
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１２．協議会・共催事業＜ケータイ甲子園2010＞

高校生によるケータイの自主的な活用法を集め、優れた事例を表彰することによって、ケータイ

のポジティブな使い方を広め、また問題点についての理解を深め、グッドネットな対応が身に

つくことを目的として開催される全国初のイベント。（12月1日現在、32件の応募）

◆参加資格
日本の高校生および高専３年生まで

◆対象となる活動
①コミュニケーション部門
ケータイを使って、学校の行事やグループ・クラスの活動、部活動、地域の活動を盛り上げ
たなどの事例

②アート＆サイエンス部門
ケータイの機能を活かした「ビジュアル」「サウンド」「ソフトウェア」「サイエンス」などの提案

◆開催日程
・エントリー期間：2010年 11月 1日（月）～ 12月17日（金）
・応 募 期 間：2010年 11月15日（月）～ 12月17日（金）
・予選結果発表 ：2011年1月中旬
・全 国 大 会：2011年3月13日（日）全日空ホテル オアシスタワー（大分市）

◆主催
ケータイ甲子園実行委員会（実行委員長：堀部政男氏）


