青少年インターネット環境の整備等に関する検討会
第28回会合議事録

日

時： 平成２７年４月２８日（火）１６：３０～１８：３０

場

所： 内閣府（４号館）共用第４特別会議室

出席委員：清水座長、藤原座長代理、尾花委員、国分委員、曽我委員、髙橋委員、矢橋委員代
理、河田委員代理、吉川委員代理
（内閣府）：武川統括官、安田審議官、村田参事官
（オブザーバー）：
内閣官房IT総合戦略室参事官、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課課長補佐、警
察庁生活安全局少年課少年保護対策室長、総務省総合通信基盤局電気通信事業部消
費者行政課長、法務省秘書課政策評価企画室専門官、文部科学省スポーツ・青少年
局青少年課長（併）参事官（青少年健全育成担当）、経済産業省商務情報政策局情
報経済課課長

議事次第
１．開 会
２．議 題
（１）報告案件
（２）「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」の進捗状況（平成26年度）について
（３）青少年インターネット環境の整備等に関する検討会報告書（案）に対する意見の概
要について
（４）青少年インターネット環境の整備等に関する検討会報告書（案）のとりまとめにつ
いて
（５）その他
３．武川内閣府政策統括官あいさつ
４．閉 会

○清水座長

それ では、定刻になりま したので、
「青少年イ ンターネッ ト環境の整備 等に関

する検討会」の第28回を開催させていただきたいと思います。
本日は、お忙し い中、お集ま りいただきま してありがと うございま した。最初に 委員の
出欠状況につきまして事務局からお願いします。
○村田参事官

それでは、御説明致します。

その前に、３月2 0日付で前任 の山岸参事官 が異動になり まして、後 任の村田達哉 と申し
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ます。宜しくお願い致します。
委員の出欠状況 について、御 報告致します 。本日は五十 嵐委員、植 山委員、奥山 委員、
清原委員、半田委 員及び別所委 員が御欠席さ れ、奥山委員 の代理で矢 橋様、半田委 員の代
理で河田様、別所委員の代理で吉川様に御出席いただいております。
以上でございます。
○清水座長

ありがとうございました。

それでは、本日の配付資料につきましてお願い致します。
○村田参事官

配 付資料でござ いますが、ま ず議事次第で すが、２枚 目に資料一覧 がござ

います。資料は 資料１～資 料11までござ います。さらに、参 考資料が１ ～５でござい ます。
なお、机上配付資 料と致しまし て、委員の先 生方には先日 実施致しま した検討会報 告書に
対するパブリック コメントの御 意見、いただ いたそのまま の内容のもの 、基本計画第 ２次、
平成23年８月の当 検討会の提言 、当該提言に おいて引照さ れた総務省 及び経済産業 省にお
ける検討会の報告 書を置かせて いただいてお ります。テー ブル席の方々 のみでござい ます。
不足がございましたら事務局までお申し付け下さい。
また、本日の会 議の議事録に つきましては 、別途各委員 の先生方に 御確認をいた だきま
して、座長に諮った後、公開させていただきたく存じますが、よろしい でしょうか 。
（「はい」と声あり）
○村田参事官
○清水座長

それでは、そのようにさせていただきます。
ありがとうございました。

それでは、議事 に入りたいと 思いますが、 議事次第にご ざいますよ うに報告案件 からそ
の他まで５件の議題でございます。最初の議題１は報告事項ですが、２ 件ございま す。
警察庁から説明をお願いします。
○草間情報技術犯罪対策課長補佐

警察庁情報技術犯罪対策課の草間と申します。

それでは、資料 １「平成26年 中の出会い系 サイト及びコ ミュニティ サイトに起因 する事
犯の現状と対策について」を御説明させていただきます。
資料１の１ペー ジ目をお開き 下さい。
「 図１

出会い系サ イト及びコ ミュニティサ イトに

起因する事犯の被害児童数の推移」を御覧下さい。
出会い系サイト に起因する事 犯の被害児童 数は、平成20 年の出会い 系サイト規制 法の改
正以降、届け出制 の導入により 、事業者の実 態把握が推進 されたこと や事業者の被 害防止
措置が義 務化 された ことな どによ りまし て、 平成26 年中は15 2人で 、前 年と比 べて７ 人、
4.4％減少しています。
一方、コミュニ ティサイトに 起因する事案 の被害児童数 については 、平成21年、 平成22
年当時、被害児童 数が多かった ゲームサイト を中心に対策 が講じられ た結果、平成2 3年以
降、減少傾向にあ ったところで すが、平成25 年以降、LINE 、カカオト ークなど、無 料通話
アプリのIDを交換 する掲示板、い わゆるID交 換掲示板に起 因する犯罪被 害が多発する など、
再び増加に転じて おりまして、平成2 6年中は1,42 1人で、前年と比 べ128人、9.9％増 加して
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います。コミュニ ティサイトに 起因する事案 の被害児童数 を上半期と 下半期で比べ てみま
すと、下半期のほ うが増加して おり、内訳を 見ますと、ID 交換掲示板 に起因した被 害児童
数が一定の対策が 講じられた結 果、下半期に 減少した一方 で、その他 のコミュニテ ィサイ
トに起因した被害児童数が下半期に増加しています。
被害児童の状況 については、 円グラフの「 図２

罪種別 の被害児童 数及び割合」 を見比

べていただければ おわかりとな りますように 、被害の最も 多い罪種に ついては、出 会い系
サイトでは児童買 春で、コミュ ニティサイト では青少年保 護育成条例 となっていま す。出
会い系サイトでは 当初から金銭 の授受を目的 に異性と出会 った結果、 児童が被害に 遭うの
に対し、コミュニ ティサイトで は他人とのコ ミュニケーシ ョンを目的 に異性と出会 った結
果、児童が被疑者 の甘言にだま されるなどし て、性的被害 に遭ってい る状況がある ためと
考えられます。
円グラフの「図 ３

年齢別の 被害児童数及 び割合」では 、コミュニ ティサイトの ほうが

出会い系サイトよ り15歳以下の 低年層の割合 が多くなって いることが おわかりにな ると思
います。棒グラフ の「図４

被 害児童のコミ ュニティサイ トへのアク セス手段」で は、携

帯電話を利用した1 ,276人のうち 1,118人、９ 割弱がスマー トフォンを 利用しており 、スマ
ートフォンの普及 に伴い、児童の 利用も多く なっているこ とがおわかり になると思い ます。
コミュニティサ イトの利用に 係る「図５

被害児童への 注意・指導 状況」では、 保護者

による注意を受け ていなかった 被害児童が５ 割強となって います。ま た、学校にお いて指
導を受けていなか った被害児童 が３割強とな っており、被 害児童の４ 分の１が不登 校であ
ることがおわかりになると思います。
「図６

被害児 童のプロフィ ールの詐称状 況」では、異 性との出会 い等を求める ため、

年齢や職業を詐称 する被害児童 の割合が３割 強となってお り、平成25 年以前と比べ 、１割
増加しております。
「３

今後の対 策」として、 出会い系サイ トにつきまし ては、引き 続き悪質出会 い系サ

イトの事業者の取 り締まりを徹 底するととも に、児童被害 の温床とな っている禁止 誘因行
為等の書き込み違反に対する取り締まりを継続して参ります。
コミュニティサ イト対策につ きましては、 コミュニティ サイト事業 者に対し、サ イト内
監視の強化やゾー ニングの導入 に向けた働き かけを推進し て参ります 。特にゾーニ ングに
ついては、コミュ ニティサイト 事業者が携帯 電話事業者の 保有する利 用者年齢情報 を活用
して、ユーザーが1 8歳未満であ ることが判明 した場合にお いて、大人 と児童とのミ ニメー
ルの制限、他のユ ーザーから18 歳未満のユー ザーのIDが検 索できなく なる制限、18 歳未満
のユーザーが他の ユーザーのID を検索できな くする制限な どをするも のであり、導 入する
事業者では一定の 成果が見られ るところであ ります。しか しながら、 児童が利用し ている
携帯電話の利用者 登録の名義が 親名義の場合 や利用者登録 をしていな い場合には、 ゾーニ
ングが有効に機能 しない場合が あることから 、ゾーニング の有効性を 高めるため、 携帯電
話利用者登録を促進することが必要であります。
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このほか、最も 被害児童数の 多いID交換掲 示板であるひ まトークで は、掲示板の 監視に
加え、投稿希望者 に身分証明書 などを送付し てもらうこと で年齢を確 認し、児童の 利用を
制限する取組を昨年11月から始めました。
今後、その他事 業者にも、提 供しているサ ービスに対応 した被害防 止対策を働き かけて
いくことが重要で あると考えて おります。ま た、携帯電話の フィルタリ ングの設定に より、
ID交換掲示板等の 閲覧を制限で きることから 、関係 省庁、事業者及びEM Aなどの関係 団体と
連携し、児童、保 護者、学校関 係者等に対し 、フィルタリ ングの普及 促進を図り、 コミュ
ニティサイトに起因する児童被害の抑止に努めたいと考えております。
児童の中には、 年齢や職業を 詐称して、出 会い系サイト やコミュニ ティサイトの 掲示板
等に援助交際や異 性との出会い を求める書き 込みをするな ど、非行が 進んでいる児 童もお
りますので、サイ バー補導を積 極的に推進し 、非行の芽を 摘むととも に、インター ネット
を利用した福祉犯罪の取り締まりも推進して参ります。
以上でございます。
○清水座長

ありがとうございました。

それでは、御質問がございましたらお願いします。よろしいでしょう か。
次に内閣府からお願いします。
○村田参 事官

それ では、「平成2 6年度

青少 年のイ ンター ネッ ト利用 環境実 態調査 結果

（概要）」について、資料２ に基づいて御 説明をさせて いただきま す。資料は全体で3 3ペー
ジほどございます けれども、既 に２月の検討 会で速報版に つき御説明 しております ので、
本日は新しい部分を中心に説明致したいと思います。
１ページ、２ペー ジ目は、それぞ れ「目次」
「調査概 要」になりま す。調査の実施 方法等
につきましては、前回説明しておりますので省略をさせていただきます 。
新しい部分は、13ページ～16ページの概要８～11及び23ページの概要 17でござい ます。
まず、13ページ 「概要８

青 少年及び保護 者の年齢別の 利用状況－ １（インター ネット

の利用率）」どの機器でイ ンターネット をよく利用し ているかで ございます 。赤枠の ところ
にございますが、 各機器におけ るインターネ ット利用率を 年齢別に見 ますと、青少 年では
10歳～12歳で携帯 ゲーム機、折 れ線で茶色の ところでござ いますが、1 1歳のところ がピー
クになり、その後 、右下がりに なっていると いう状況でご ざいます。 そして、13歳 ～17歳
でスマートフォン が高い。これ は赤ですが、 大きく右肩上 がりになっ てございます 。こう
いった特徴がござ います。保護 者では、30歳 ～54歳でスマ ートフォン 、これも赤で ずっと
右肩下がり、なだ らかに下がっ ているという 状況、そして 、55歳～59 歳でノートパ ソコン
が高い。これは紫 色でございま すが、右肩に なだらかに上 がっている 状況というこ とで、
年齢ごとに異なる傾向が見られるということでございます。
14ページの「概 要９

青少年 及び保護者の 年齢別の利用 状況－２（ インターネッ ト利用

内容）」、どのよう な内容でイン ターネットを よく利用して いるのかで ございます。 これも
赤枠のところに書 いてあるとこ ろを御説明致 しますが、イ ンターネッ ト利用内容を 年齢別
4

に見ますと、青少 年では10歳～1 3歳でゲーム 、茶色のとこ ろでござい ます。あまり 変化は
なく、横になだら かになってい ますが、10歳 ～13歳ではゲ ームが高い 。15歳～17歳 がコミ
ュニケーションで 赤です。これ は右にずっと 上がっていっ ております が、15歳～17 歳では
コミュニケーショ ンが高いとい う状況が見ら れます。保護 者では30歳 ～39歳でコミ ュニケ
ーション、赤でご ざいますが、4 0歳～59歳で 情報検索、緑 が高いとい うことですが 、ゲー
ムの茶色のところ が右に下がっ ておりますが 、保護者につ いてはさほ ど大きな傾向 が見ら
れない。青少年については、年齢ごとに異なる傾向が見られる傾向にな ってござい ます。
「概要10

青少年及 び保護者の年 齢別の利用状 況－３（インター ネット利用時 間）」でご

ざいます。これも 赤枠のところ を中心に説明 させていただ きますが、 インターネッ ト利用
時間を年齢別に見 ますと、青少 年では年齢が 上がるととも に高くなる 。棒グラフは 、平均
時間は右にずっと 上がっていっ ておりますが 、２時間以上 の割合は17 歳のところで 若干下
がっております。 これは受験の せいなどもあ るのかと思い ますが、そ ういった傾向 になっ
ております。保護 者では30歳～4 9歳にかけて 低くなり、再 び50歳～59 歳でやや高く なると
いう傾向を示してございます。
16ページ「概要1 1

青少年及 び保護者の利 用状況の比較 （インター ネット利用内 容・機

器別）」。青少年と 保護者とで利 用内容を比較 したものでご ざいます。 見てわかりや すいか
というところもあ りますが、青少 年の青と保 護者の赤で一 見してかなり 形が異なって いる。
同じ機器でも子供 と保護者で利 用内容が異な る傾向が見て とれるかと 思います。例 えば、
スマホ、携帯電話 ではコミュニ ケーションで 使われている ことが子供 も保護者も多 いのは
当然だと思います が、スマホに ついて見ると 、青の青少年 は動画や音 楽視聴、ゲー ムが外
側に大きく張り出 して、赤の保 護者について は、ニュース 、情報検索 、地図、ナビ ゲーシ
ョン、ショッピン グが大きく張 り出している という傾向が 見られます 。タブレット 、ノー
トパソコンでも張 り出している ところについ ては、似たよ うな傾向が あるように見 られる
ところでございます。
23ページ「概要1 7

フィルタ リング及び青 少年インター ネット環境 整備法の認知 」でご

ざいます。フィル タリングの認 知は「知って いた」及び「 なんとなく 知っていた」 の合計
は９割を超えて増 加傾向にあり ます。青少年 インターネッ ト環境整備 法の認知につ いては
「保護者の義務が あることを知 っている」及 び「保護者の 責務がある ことを知って いる」
は増加傾向にあり ます。周知は 徐々に進んで いることが認 められます けれども、依 然とし
て半分以上の保護 者が法につい て、いずれも 知らないと回 答している こと、フィル タリン
グの認知について 「知っていた 」の中でも「 なんとなく知 っていた」 が増えている という
ところが、気になるところかと思っております。
平成26年度は、 青少年がスマ ホを初め、多 様な端末でイ ンターネッ トを利用して いる実
態を踏まえ、調査 項目をかなり 変更致しまし たが、平成27 年度につい ては企画分析 会議に
も図った上で、平 成26年度と同 様の調査項目 を実施するこ ととしてお ります。なお 、保護
者と青少年のクロ ス分析ができ ないかなどの 課題をいただ いており、 既に集計した データ
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で何ができるかをさらに検討をしたいと考えております。
私のほうからは以上でございます。
○清水座長

ありがとうございました。

御質問がございましたらお願い致します。よろしいでしょうか。
それでは、議題 ２ですが「（２ ）『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 』の進捗状況 （平成26年 度）について 」でご
ざいます。
関係府省庁のほ うから、それ ぞれ平成26年 度の取組の進 捗、フォロ ーアップ状況 につい
て御説明をいただ きたいと思い ます。各省か らの説明を続 けてお願い しまして、終 わりま
したところで質疑と意見交換の時間をとりたいと思いますので、宜しく お願い致し ます。
それでは、内閣 府から平成26 年度のフォロ ーアップの概 要の全体に 係る説明と、 内閣府
における取組の説明を宜しくお願い致します。
○村田参事官

それでは、平成26年度のフォローアップについて御説明を致します 。

まず、全体に係 る御説明でご ざいますが、 参考資料１と ２、これに 関連して３と いうも
のをお配りさせて いただいてお ります。参考 資料２は第２ 次基本計画 の項目に沿っ て、該
当施策と実施状況 を取りまとめ たものでござ います。参考 資料１はそ の概要版で、 主要な
取組について、基 本計画の項目 に沿って整理 をしたもので ございます 。個々の施策 につき
ましては、これか ら順次各省庁 からフォロー アップの報告 等として説 明がなされま すので
省略をしますが、 各省庁の御説 明の際、当該 資料について もあわせて 御参照いただ ければ
と思っております。
引き続き、内閣 府の平成26年 度の取組状況 について、資 料３に基づ いて御説明を 致しま
す。
内閣府の取組は 大きく４つご ざいます 。１つは「検討会の開 催」につ いてでござい ます。
平成26年度につき ましては、も う御案内のと おりでござい ますけれど も、基本計画 の見直
し、報告書の作成に向けて６回開催をしてございます。
２つ目は「広報 ・啓発活動の 実施」でござ います。第２ 次基本計画 において、保 護者に
対する有効な普及 啓発支援の検 討が新たに設 けられたこと を踏まえま して、有識者 による
検討会を開催し、 いただいた御 意見を踏まえ て、リーフレ ットの改定 や関係省庁と 連携し
た「春のあんし んネット一斉 行動」等の 取組の一環と して、地方 公共団体 、青少年の非 行・
被害防止全国強調 月間の協力・ 協賛団体等に 対する取組の 協力依頼な どを行ったと ころで
ございます。
平成26年度に作 成したリーフ レットは参考 資料３の後ろ ぐらいに、 ちょっと変な ところ
で恐縮でございま すけれども、 付けさせてい ただいており ます。平成2 6年度は保護 者向け
リーフレットを作 成したわけで すが、平成27 年度につきま しては、Ａ ４裏表の簡略 版と事
業者向けのリーフレットなどを作成することとしております。
３つ目は「国内 外の実態調査 の実施」でご ざいます。平 成26年度「 青少年のイン ターネ
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ット利用環境実態 調査」につきま しては、先ほ ど御報告を申 し上げたと おりでござい ます。
また、厚い冊子で ございますが 、参考資料４ を御参照いた だければと 思います。ま た、平
成26年度は諸外国 の調査という ことで「アメ リカ・イギリ ス・カナダ ・オーストラ リアに
おける青少年のイ ンターネット 環境整備状況 等調査」の実 施を致して おります。参 考資料
５として報告書をお配りしておりますので、御活用いただければと思い ます。
４つ目が、青少 年インターネ ット利用環境 に係る地方連 携支援事業 でございます 。平成
26年度は全国６カ 所で地方連携 フォーラムを 開催致しまし た。平成26 年度はスマー トフォ
ンなどの操作にな れ親しんだ高 校生や大学生 がパネリスト として参加 をしていただ いて、
その意見を議論に 反映できる開 催方法を何カ 所かでとらせ ていただき ました。平成2 7年度
につきましては、 全国３カ所で 実施すること としておりま すが、本年 度はフォーラ ムの開
催が地方連携のプ ラットフォー ムの定着化に つながるやり 方を、有識 者の意見も聞 きなが
ら検討した上で、実施をしたいと考えております。
内閣府からは以上でございます。
○清水座長

ありがとうございました。

続きまして、内閣官房IT室からお願いします。
○濱島参事官

IT室でございます。

資料４のとおり 、現在のとこ ろも「インタ ーネット上の 違法・有害 情報対策の広 報啓発
活動」と致しま して、ポ ータルサイト を開いてご ざいます。昨年のこの 会合におきま して、
情報等が古いとい うことを御指 摘いただきま して、現在の ところ、ポ ータルサイト はこの
ままでございます が、具体的に 予算のほうを もう少しいた だきまして 、リニューア ル作業
に着手をしてございます。
どんな視点で見 直しているか といいますと 、今のサイト 自体が携帯 電話やパソコ ン中心
の閲覧者を前提と したサイト構 成になってお りますので、 昨今問題に なっておりま すスマ
ートフォンといっ たものについ ても、閲覧が できるように サイト構成 を変更するこ ととし
ています。
今後、ポータル サイトでござ いますので、 大体の中身が できました ら、関係省庁 の情報
などもあわせて、 関係省庁や民 間団体の有益 なサイトのほ うに的確に 誘導できる仕 組みづ
くりを今つくって おるところで ございます。 引き続き、ラ ウンドテー ブル等につい て、随
時取り組んで参りたいと思っております。
以上でございます。
○清水座長

ありがとうございました。

それでは、警察庁からお願いします。
○村瀬少年保護対策室長

警察庁でございます。お手元の資料５を御覧下さい。

警察庁と致しま しては、御覧 のとおり、大 きく３つの柱 に沿って施 策を進めて参 りまし
た。１点目でござ いますが、教 育・啓発の観 点でございま すが、初め に学校、家庭 向けに
対しましては、ネ ットに起因す る犯罪被害の 防止に向けま して、保護 者向けの啓発 用リー
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フレットを作成致 しまして、全 国の警察を通 じまして保護 者等に配布 、啓発を行っ ている
ところでございます。
さらに、事業者 に対する要請 と致しまして は、せんだっ て２月に御 報告申し上げ たとお
りでございますけ れども、販売 店におけるス マートフォン 用のフィル タリングの説 明・推
奨状況調査を実施 致しまして、 その結果を受 けまして、保 護者に対す る説明等の強 化を要
請したところでご ざいます。そ れから、サイ バー防犯ボラ ンティアの 育成といった ことも
進めておるところでございます。
続いて「２

犯罪の取締り 等の推進（第５の１関 係）」でご ざいますが 、児童の福 祉を害

する犯罪の取り締 まりといった ものをしっか りと進めてい るところで ございます。 あわせ
て子供たちに対し ましても、サ イバー補導と いう観点から 直接注意、 補導するとい った取
組もしてございます。
最後に「３

違法・有害情 報排除対策の 推進（第５の２関 係）」と致しまして、現 在イン

ターネッ ト・ ホット ライン センタ ーがご ざい ます。 このIHC に対し まし て利用 者等か ら違
法・有害情報とい ったものの通 報を受け付け まして、警察 への通報、 サイト管理者 等への
削除依頼といった ものを進めて いるところで ございます。 今後もかよ うな取組を進 めてい
く方針でございます。
以上でございます。
○清水座長

ありがとうございました。

総務省からお願いします。
○吉田消費者行政 課長

それで は、資料６－ １、６－２に 沿って御説 明させていた だきた

いと思います。
総務省のほうで は、フィルタ リングの推進 、リテラシー の向上とい ったところに 力を入
れて取組を進めて ございますけ れども、ここ では最近の取 組を２点御 紹介させてい ただき
たいと思います。
１つは、内閣府 さんを初め、 各省と連携し て進めており ます「春の あんしんネッ ト・新
学期一斉行動」で ございまして 、ことしは平 成26年、昨年 に続き２回 目ということ で、こ
としの２月から実 施をしてきて ございます。 この資料のう ち３ページ 目までは12月 のとき
の検討会でも御説 明しておりま すので、省略 させていただ きまして、 平成27年の取 組とい
うことで４ページ以降でございます。
「（１）フ ィルタリング に関する取組 の推進」ということで ございまして 、平成26 年度は
総務省のICTサービ ス安心・安全 研究会で「青 少年インター ネットセッシ ョン議長レポ ート」
というのを取りま とめてござい ますので、こ れを踏まえま して、携帯 電話事業者等 に改め
てフィルタリングの推進等についての徹底をお願いしてございます。
また、昨年12月 に携帯電話の 販売代理店協 会も新たに設 立されたと いうことで、 店頭で
の取組ということ になりますと 、代理店の役 割というのも 非常に大き くなりますの で、こ
としの「春のあん しんネット・ 新学期一斉行 動」では、代 理店協会の ほうにも取組 をお願
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い致しまして、協力して行っていただいているという状況でございます 。
「（３）学 校や地域・事業者のサ ービス提供に おける普及啓 発活動の展開 」という ことで
ございますけれど も、ことしに つきましては 、昨年よりさ らに地域に 根づいた形で の普及
啓発活動をできな いかというこ とで、取組を 進めてきてご ざいまして 、特に総務省 の場合
は各ブロックに総 合通信局がご ざいますが、 ここでの取組 ということ にも力を入れ てきて
ございます。
めくりまして、 資料６－１の ６ページ目に 、実際に各地 域での取組 状況というこ とで写
真も付けてござい ますけれども 、いろいろな イベント等と もタイアッ プをして「春 のあん
しんネット・新学 期一斉行動」 ということで 呼びかけをし ていくとい ったこととか 、そう
いったイベントと か活動が地元 のテレビ局に 取り上げられ て、さらにこ ういう啓発が 増す。
こういった動きが 広まっていく といったとこ ろもございま すし、こと しはたくさん の方が
集まっているとこ ろでの周知と いうことで、 ６ページ目の 一番右にス クリーンみた いなの
が写っていますが 、Ｊリーグの 試合のときに 「春のあんし んネット・ 新学期一斉行 動」と
いったことも周知 していただい たということ がございます 。あと、こ こには載って おりま
せんけれども、プ ロ野球のオー プン戦などで もスクリーン に出してい ただくといっ た活動
も、総合通信局等々が行う形でやらせていただいているということでご ざいます。
もう一点、資料６－２ のほうでござ いますけれど も、
「青 少年がイン ターネットを 安全に
安心して活用する ためのリテラ シー指標」と いうものを総 務省のほう ではつくって ござい
まして、特に青少 年のリテラシ ー能力の可視 化をしていこ うというこ とで、平成23 年につ
くっておりまして 、定期的に測 定をしていく といったこと です。また 、測定、指標 づくり
については、我が 国だけではな くて、例えば 国際的なOECD などの場で もこういった 取組を
推進していこうと いった活動も してございま すが、最初に 問題を作成 してから３年 が経過
したということで ございまして 、この検討会 でもいろいろ 御議論をい ただいている かと思
いますけれども、 青少年をめぐ るインターネ ット環境とい うのはかな り変化をして きてい
るという状況もございます。
２ページ目にな りますけれど も、そうした スマートフォ ンやSNSの急 速な普及や端 末の多
様化などに伴う新 たなインター ネットリスク の発生、その ような環境 変化にILASの 内容を
改修する必要が生 じてきている ということで 、ここはかな り作業とし て難しかった のは、
結局ILASの新しい 環境の変化に 合わせるとい うことと、あ る程度この 指標について は継続
的に能力を補足し ていく必要が あるというこ とがありまし て、継続性 と環境の変化 への対
応ということをど う折り合いを 合わせるかと いうことを、 平成26年11 月からことし の３月
にかけて検討致しまして、一応問題の改修を行っております。
実際の問題は２ ページ目にあ りますが、小 分類というも のに基づい て作成してい くこと
にしておりますけ れども、こう いった項目に ついても、今 の実態に合 わせた形で、 よりき
めの細かいものにしていくという形にしてきてございます。
３ページにござ いますけれど も、新しい改 修したテスト 問題につき ましては、こ としの
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６月～７月にかけ て、全国の高 校１年生に対 してテストを 実施してい きたいという ことで
ございまして、昨年度 でいきますと、22 校、約3,700人にテ ストを実施 したというこ とにな
っておりますけれ ども、問題を 新しくするだ けではなくて 、テストを 受けていただ く方の
数も大幅にふやし てきて、１万 人ぐらいを目 指す感じでや っていきた いということ で、今
準備を進めている次第でございます。
このほか、総務 省のほうでは 、先ほども申 しました「青 少年インタ ーネットセッ ション
議長レポート 」をまとめ ましたICTサー ビス安心・安全研究 会を定期的 に開催してお りまし
て、ここで青少年 の問題につき ましても取組 の報告をさせ ていただい た上で、この 研究会
でも御議論をいただいている形で取組を進めてございます。
総務省のほうからは以上です。
○清水座長

ありがとうございました。

続きまして、法務省からお願いします。
○中島専門官

法務省でございます。

法務省は、人権啓発活動と人権相談の２点から主に御説明を致したい と思います 。
まず、人権啓発活動 についてでご ざいますけれ ども、法務省の人 権擁護機関で は、
「イン
ターネットを悪用 した人権侵害 をなくそう」 を啓発活動の 年間強調事 項の一つとし て掲げ
まして、各種啓発活動を実施してまいりました。
平成26年度におい ても、人権擁 護の観点から 、インターネ ットの適正な 利用に関す る啓
発活動の推進とし て、人権擁護 委員が講師と なって学校の 総合的な学 習の時間など を利用
して、人権の大切 さを子供たち と考える機会 となる「人権 教室」等、 各種啓発事業 を通じ
て、インターネットの適正な利用についての啓発活動を実施しておりま す。
「人権教室」で は、子供たち が興味を持ち やすいように 、また、人 権尊重思想に ついて
理解しやすい内容 となるように 、インターネ ット上におけ る人権問題 についての人 権啓発
ビデオや啓発冊子 等を活用する など、工夫し て実施してお ります。実 際に活用して いる啓
発冊子の内容につきましては、お配りした資料７－２、７－３でござい ます。
資料７－２を御 覧いただきた いと思います けれども、
「 知 ってる？ケ ータイやイン ターネ
ットも使い方ひと つで・・・」 という漫画で 考えるという ものにして おります。次 に資料
７－３でございま すが、
「 あなたは大丈 夫？考えよう ！インター ネットと人権 」とい う冊子
がございます。子 供たちが日常 で接する場面 をもとに、イ ンターネッ トと人権につ いて考
えてもらうという冊子にしてございます。
続きまして、法 務省の人権擁 護機関では、 人権に関する 正しい理解 を深めるとと もに相
談先や救済手続を 案内すること を目的とした バナー広告を 作成し、ブロ グサイトやSN Sサイ
ト等に掲載をしま した。資料７ －４を御覧い ただきたいと 思いますけ れども、イン ターネ
ットのバナー広告 で「書き込む 前に、考えよ う！」という のがござい ます。また、 スマー
トフォンのところ についても「 ちょっとまっ て！！！その カキコミ、 本当に大丈夫 ？」と
いうことで掲載をするなどしております。
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次に、人権相談 についてでご ざいますけれ ども、法務省 におきまし ては、国民の 人権擁
護に携わる国の行 政機関として 、法務省人権 擁護局のほか 、その下部 機関として、 全国の
法務局・地方法務 局に人権擁護 部・人権擁護 課がございま す。法務大 臣から委嘱さ れた民
間ボランティアで ある約１万4,0 00人の人権 擁護委員の方 々とともに、様々な人権問 題に取
り組んでいるところでございます。
資料７－５を御覧いただきたいと思います。
「法務省の人権擁 護機関におけ る主な人権相 談体制」とい うのがござい まして、全 国の
法務局・地方法務局 及びその支局 等において、面談や電話等 で人権相談 に応じている ほか、
子供に関する人権 問題専用の相 談電話「子ど もの人権110 番」をフリー ダイヤルで設 置し、
悩みを抱 える 子供た ちが相 談しや すい 体制を 整備し ており ます 。平成2 6年は 約２万 6,000
件の相談が寄せら れているとこ ろです。また 、平日の相談 時間を延長 するとともに 、土日
も相談に応じるこ となどを内容 とする全国一 斉「子 どもの人権11 0番」強化週間を年 に１回
実施しているところでございます。
このほか、全国 の小・中学校 の全児童・生 徒に対しまし て、人権相 談用の便箋と 封筒が
一体となった「子ども の人権SOSミニ レター」を配付し て、子供たちが 発信する悩み ごとを
いち早く受けとめ る事業を実施 しております 。平成26年度 の相談件数 は現在集計中 でござ
いますけれども、 平成25年度は 約２万件の相 談が寄せられ たところで ございます。 加えま
して、パ ソコン や携帯電 話から 相談で きるイ ンター ネット 人権相 談受付窓 口、 SOS－ ｅメ
ールを開設しております。
最後でございますが、資料７－１を御覧いただきたいと思います。
資料７－ １は「 法務省人権擁 護機関による 人権侵害情 報への対応 」でござ いまして 、人
権侵害情報への対 応として、た だいま説明し ました人権相 談などを端 緒として、人 権侵害
の疑いがあると認 められるよう な事案につき ましては、人 権侵犯事件 として調査を 開始し
て、調査の結果、 人権侵害の事 実が認められ た場合は救済 のための適 切な措置を講 じてい
るところでございます。
イ ンター ネット上 におけ る名誉 毀損、 プライ バシー侵 害等の 人権侵 害情報 に関して も、
プロバイダ等に対 する発信者情 報の開示請求 や当該情報の 削除依頼の 方法について 被害者
に助言しているほ か、表現の自 由に配慮しな がら、事案に 応じて、プ ロバイダ等に 対し、
当該情報の削除を 要請する取組 を行っており ます。子供以 外からの相 談も含みます けれど
も、昨年寄せられた インターネッ ト上の人権 侵害情報に関 する相談件数 は約4,400件 でござ
いました 。人 権侵犯 事件と して立 件し たのは 、この うち約 1,400件 でご ざいま す。さ らに
1,400件のうち、プ ロバイダ等に 対し、人権 侵害情報の削 除を要請した 件数は167件 となっ
てございます。
法務省からは以上でございます。
○清水座長

ありがとうございました。

それでは、文部科学省からお願いします。
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○泉参事官

文部 科学省でござ います。資料 ８－１～８－ ５までを用 いて説明させ ていた

だきます。主に使 う資料はピン ク色の資料８ －１でござい ます。右肩 に資料８－１ と番号
は振っているので すが、番号の 位置が少し内 側にめり込ん でおりまし て探しにくい かもし
れません。ピンク 色の１枚紙の 資料８－１で ございます。 こちらを用 いて説明をさ せてい
ただきます。
左上の「１．情 報モラル教育 の推進」でご ざいます。学 習指導要領 などの実施、 情報モ
ラル教育に関しま す指導の充実 を図る取組を 推進しており ます。昨年 度の取組とし まして
は、１つ目の「◆ 学習指導要領 等の実施」と 致しまして、 学習指導要 領の円滑な実 施につ
いて周知を図るた めに、平成26 年７月と11月 の二度にわた りまして、 都道府県、指 定都市
の指導主事などを 対象としまし た会議におき まして、情報 モラルに関す る指導事例の 紹介、
あるいは指導の参考となる資料の配付などを行っているところでござい ます。
「２．ネット上のいじめへ の対応」でござい ます。
「◆いじめ防 止対策推進法 の施行・い
じめ防止基本方針 の策定」とい う欄がござい ますが、これ は当然のこ とと致しまし て、昨
年度の取組と致し まして、２つ 目の「◆『全 国いじめ問題 子供サミッ ト』の開催」 がござ
います。いじめの問 題に主体的に 取り組むリ ーダーとなる 児童・生徒を 育成するとと もに、
全国各地での多様 な取組の実施 を一層推進す るということ から、SNS上 でのいじめの 問題を
含め、いじめの問 題にどう立ち 向かうかをテ ーマに、全国 いじめ問題 子供サミット を開催
致しました。
また、その下の 「◆学校ネッ トパトロール の取組支援」 でございま すが、昨年度 よりい
じめ対策等総合推 進事業の一環 としまして、 都道府県、指 定都市にお きますネット パトロ
ール監視員や、民 間の専門機関 の活用などに よる学校ネッ トパトロー ルの取組への 支援を
実施しております 。詳細につき ましては、次 の資料８－２ にございま すので、後ほ ど御覧
いただければと思います。
続きまして、同 じ資料８－１ の右側「４． 子供や保護者 への啓発」 でございます 。先ほ
ど総務省から御紹 介がありまし た１つ目の「 ◆春のあんし んネット新 学期一斉行動 」でご
ざいます。春の卒 業、進学、新 入学の時期に 合わせまして 、啓発活動 を集中的に実 施させ
ていただいており、文 部科学省にお きましても、PTA、各学 校などへの 御協力をお願 いした
ところでございます。
また、２つ目の 「◆子供のた めの情報モラ ル育成プロジ ェクト」で ございます。 緑色の
ロゴマークが載っ ておりますけ れども、当時 の文部科学副 大臣がプロ ジェクトチー ムを立
ち上げられまして 、子供たちの スマートフォ ンなどの利用 に関するト ラブルに対応 するた
め、スローガンを作成 致しました。
「考え よう

家族み んなで

ス マホのルール」と してご

ざいます。そのス ローガンとロ ゴマークの制 作を致しまし て、平成26 年８月から教 育委員
会、関係団体 、企業 などと連携し た取組を開 始しておりま す。11 月にはＪリー グの横浜Ｆ ・
マリノス日産スタ ジアムで、地元 の中学生が 横断幕を持ち ましてスタジ アムを行進し たり、
あるいはオーロラ ビジョンにロ ゴマークとス ローガンを掲 載して、場 内アナウンス で取組
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を紹介いただくな どの御協力も いただきまし た。また、全 国の主要な 鉄道会社の駅 のポス
ターへのロゴマー クの掲載など、さまざまな 取組について 御協力をいた だいておりま して、
現在66団体の御協力をいただいておるというところでございます。
３つ目の「◆ 地域における 啓発活動 」でございま す。
「ネッ トモラルキャ ラバン隊 」です
が、平成23年度か ら実施してお ります４年目 の事業でござ います。昨 年度は７カ所 で実施
を致しました。本ネッ トモラルキャ ラバン隊は、PTAの 御協力をい ただきました ほか、総務
省の地方総合通信 局にも御協力 をいただいて 開催しており ます。年々 地域の啓発活 動に関
しまして、手応えを感じている事業でございます。
その下の「青少 年安心ネット ・ワークショ ップ」でござ います。中 学生などの当 事者が
議論などを通じて 、当事者がイ ンターネット の有効な利用 法などを発 信していただ くとい
うものでございます。こちらは３カ所でございました。
３つ目の「ネッ ト対策地域支 援」は、地域 のいろいろな 関係者がコ ンソーシアム の形で
ネットワークをつ くって、それ ぞれの地域の 実情に合った 先進的な有 害環境対策を 行って
いただくというものでございます。こちらは７カ所で実施を致しました 。
４点目「◆スマ ートフォン対 策を含む啓発 資料の作成・ 配布」でご ざいます。こ れは付
けております資料 ８－４と８－ ５でございま す。A4版で配 布を致しま したが、実際 はA2の
大きなサイズのポ スターにして 、全国の小学 校、中学校、 高等学校全 てに配付をさ せてい
ただいております 。小中学生版 が８－４でご ざいまして、 ８－５が高 校生版という ことに
なっております。
小中学生版のテ ーマと致しま しては 、ネットを通 じたいじめ被 害のこと 、SNSの危 険なこ
と、第３にネット 依存を取り上 げたものとい うこと。高校 生用のテー マと致しまし ては、
いじめ、リベンジ ポルノに関す る問題、また 、ネットを通 じたいじめ 被害、不適切 な投稿
に関する問題を取 り上げたもの としまして、 それぞれテー マの選択に つきましては 、外部
有識者の皆様の意見も踏まえて決定をさせていただいたところでござい ます。
各学校からもう 少し送ってほ しいとか、い ろいろ反響を いただいて おりますけれ ども、
これは文部科学省 のホームペー ジからも自由 にダウンロー ドできるよ うに致しまし て、自
由に御活用いただ ける形として いるところで ございます。 また、携帯 電話、スマー トフォ
ンから見ることが できる専用ペ ージも開設を 致しましたの で、さらに 活用いただけ る形に
なったと思っております。さらに努力をして参りたいと思っております 。
以上でございます。
○清水座長

ありがとうございました。

最後に、経済産業省からお願いします。
○佐野情報経済課長

経済産業省でございます。

資料９－１を御 覧いただけれ ばと思います 。私ども経産 省では、主 にフィルタリ ングの
普及に向けた取組 をやってござ いますけれど も、上のほう を御覧いた だければと思 います
が、青少年による 機器の利用実 態調査を実施 しておりまし て、その結 果を事業者に フィー
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ドバックをしまし て、望ましい フィルタリン グ提供に向け た取組を促 進していくと いうこ
とでございまして 、平成26年度 の調査により ますと、フィ ルタリング の利用率がご ざいま
すが、平成24年度 が19.8％、平 成25年度が21 .7％でござい ましたが、 平成26年度は2 4.9％
ということで若干ながら上昇しているところでございます。
それから、年に ２回程度イン ターネット接 続機器のフィ ルタリング の対応状況に ついて
調査をしておりま して、昨年11月の 調査では、パソコ ン関連が161 品目、デジタルテ レビが
128品目について調 査致しまして 、フィルタリ ングが全て措 置済みだっ たということ を確認
しているところでございます。
２つ目の「◎

フィルタリン グ等に関する 情報提供・普 及啓発活動 の実施」とい うこと

でございまして、 まず一般向け にフィルタリ ングの普及啓 発セミナー というものを やって
ございます。青少 年、保護者、 学校関係者等 に対しまして 、リテラシ ーの向上、フ ィルタ
リングの普及をテ ーマとしたセ ミナーを開催 しているとい うものでご ざいまして、 平成26
年度は27回開催しまして、2,675人の参加を得たところでございます。
２つ目は、指導 者向けにも研 修会を開催し ておりまして 、各地域で 青少年の教育 啓発に
取組ます指導者を 対象としまし て、インター ネット接続機 器に関する リテラシーを 深めて
いただくというこ とで、平成26年度は ８回開催しま して、1 59人の参加 を得たところ でござ
います。右側に、一般向けの普及啓発セミナーの様子の写真がございま す。
最後に「インターネ ット安全教室 の開催」というこ とで、全国各地の NPOと連携を 致しま
して、インターネ ットを安全に 利用するため の基礎知識を 学ぶ機会を 提供致してお りまし
て、平成26年度は95回開催しまして、4,500人程度の参加を得たところ でございます 。
９－２は参考で ございますけ れども、ゲー ム会社のほう で販売する ときに、販売 店がフ
ィルタリングの設 定に関するお 知らせの紙を お配りして、 注意喚起を 行っていると いうこ
とで、御参考でございます。
説明は以上です。
○清水座長

ありがとうございました。

関係府省から御 説明をいただ きましたが、 いろいろまと めて御質問 、御意見を承 りたい
と思います。質疑 応答の時間を とりたいと思 います。どな たからでも 結構ですので 、宜し
くお願いします。
どうぞ。
○国分委員

総務 省に質問した いのですけれ ども、リテラ シー指標は 地道な活動で 、非常

にいいことだと思 っております 。私どもイン ターネット協 会では、以 前からルール ＆マナ
ーの提唱というこ とで、子供向 けにもいろい ろ情報提供と かをやって きましたけれ ども、
オンラインでテス トをするとい うことで、主 に中学生で、 学校のクラ ス単位で自発 的に受
検等をしていただ いております が、累積で10 万人ぐらいに なっている のですけれど も、そ
のプリテストでこ れまで数千人 規模でいろい ろ調査をされ たというこ とですが、受 検者を
ふやすといいます か、私どもは 子供たちのリ テラシーを高 めるために 、できるだけ 多くの
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子供に受検しても らいたいので すけれども、 そこのインセ ンティブで どういうふう に手を
打っていくかとい うことで少し 悩んでおりま す。今までや られたのは 、主にここの 先生方
に協力をお願いす るという形で やってこられ たのか、それ とも何かイ ンセンティブ でグッ
ズを配るとか、何 かいろいろ考 えておられる のか、そのあ たりを教え ていただきた いので
す。
○吉田消費者行政 課長

残念な がら、総務省 は余り予算と いう面では、グッズを配る とか、

なかなかそういう インセンティ ブは難しいと いうことなの ですけれども 、いろいろな 形で、
今、総合通信局のほう が各地のPTAで ありますと か、それから、ネット キャラバンな どの場
合ですと直接講師 で出向いたり といった形で 、さまざまな 形で、これ も文部科学省 さんな
どとも連携しなが ら、学校、PTAとのつな がりをつくっ ていただい ている。その中で こうい
った趣旨に御賛同 いただいてい る学校に御協 力をいただい て、ことし も一斉行動と いった
ことで、いろいろ 関係を深めて いきましょう ということも やっており ますので、そ ういっ
た流れの中で御協 力していただ ける学校をふ やしていこう という形で 、今、やらせ ていた
だいている次第でございます。
○清水座長

ありがとうございました。

ほかにございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
どうぞ。
○尾花委員

御発 表いただいた 各省庁の皆様 のお取組は、 １年間拝見 させていただ いて、

スマホの普及がす ごく増えてい るので、それ に伴って内容 もいろいろ 変化に富んで いて、
大変すばらしい取組だと思っています。
今日お配りいた だいた中にも 、内閣府の資 料、文科省の 資料、法務 省の人権の資 料とい
ったパンフレット の形で使える ものも、今日 配られた中だ けでも幾つ もあります。 例えば
マークとかバナー みたいなもの が幾つも散見 されました。 実はこれが ばらばらに存 在して
いるので、例えば 先週も民生委 員の方たちに 対しての講習 会をしてき たのですが、 どこに
何があるのだかさっぱりわからないと。
私もそういった 講習会の際に は、できるだ け情報をまと めて御提示 する形で、利 用でき
ますということで お教えしたり はするのです けれども、と もするとリ ンク切れにな ってし
まったりというケ ースも生じて います。本当 は国で同じ目 的で使える ものに関して は、ど
こか１カ所を見る と全部ダウン ロードできる とか、比較対 照して、こ ちらのほうは 今回私
が使うのにいいと 選べるような 、何か一覧に なっているも のを、これ だけ各省庁で いろい
ろな取組をされて いるのに、１ 個になってい ないがために 、どこかを 利用するとど こかに
気づかないという パターンにこ こ数年はずっ となっている ので、何か まとめること ができ
ないかというのを、今日皆様の御発表を聞いてより一層強く感じました 。
○清水座長

ありがとうございました。

この点について は、以前の会 議でも提案が あったのです が、今、特 に進んでいな いと考
えてよろしいので すか。まとめ てみましょう という話もあ った気がし ますが、進ん でいる
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のでしょうか。お願いします。
○濱島参事官

内閣官房です。

先ほどポータル サイトのほう で御説明させ ていただきま したけれど も、今、スマ ホ対応
のサイトを構築し ようとしてい て、そこのと ころで入り口 をしっかり つくって、各 省でこ
ういったすばらし いコンテンツ ができていま すので、誘導 できるように することによ って、
１カ所で見られる形にできないかということは検討しております。
○清水座長

ありがとうございました。

期待しておりますので、宜しくお願いします。
ほかにございましたらお願いします。どうぞ、髙橋委員。
○髙橋委員

今、 各省庁のお話 を聞いたので すけれども、 実態につい てお知らせし ておい

たほうがいいのか なという気が しますので、 一斉行動を始 められても う２年ぐらい たつの
ですが、スタート したときは非 常にいい雰囲 気で、各学校 現場等も力 を入れていた のです
が、１年ごとにた っていくと、 ただ袋に入れ て配付しまし たというふ うに、教育委 員会の
立場が非常に熱心 さがない。せっ かくこれだ け国の中枢の 各省庁さんが 頑張っている のに、
教育現場である教 育委員会がし っかり踏み込 んでやってい ただかない とまずいのか なとい
う気がします。
入学で、私の場 合は高校だっ たのですけれ ども、合格者 説明会とい うのがありま して、
入学式に来なくて も合格者説明 会は必ず来ま すので、そこ で配付する 様子をずっと 見てい
たら、袋の中にい ろいろな書類 が入っていま すので後で見 ておいて下 さい、それは ないだ
ろうという話で、 そこで２、３ 分でもいいか ら、５分でも いいからち ょっと学校側 が説明
して、お手元に開 いてみて下さ いといったこ とを、また文 科省さんな りがいろいろ なとこ
ろで御指導願えればありがたい。
それと、最近、教員に対 するICTのいろ いろな勉強会 をやってい るのですけれ ども、こう
いったリーフレッ トというもの をダウンロー ドできるのは いいのです が、いまだに 白黒で
ダウンロードとい うのは、です から、ここに いろいろな種 類をいただ いたように、 それぞ
れアクセントを付 けて、ここは 大切だという ものはみんな カラーで色 分けしてやっ ている
のですが、それが 学校現場の先 生たちが教材 で使うときに は全部白黒 なのです。だ から、
どこを強調してい るかさっぱり わからない。 同じ紙をやる のだったら 、もうそろそ ろ学校
現場もカラーコピ ーぐらい入れ て、必要であ れば何かやっ たらどうで すかと一応ア ドバイ
スはして帰ったの ですけれども 、それが現状 です。予算的 なものもあ るのでしょう が、そ
の辺は教育現場と して対応する 。もっともっ とほかのもの を精査して やるなり、ま た、反
対に保護者団体な りPTA等からの 協力をいた だいて、そうい ったカラー コピーができ るよう
にするとか、その 辺ももう少し 熱心さがあれ ば、遠慮しな くてどしど し言っていた だけれ
ば、保護者として は幾らでも協 力する方法は ありますので 、これを放 っておくと腰 折れに
なってしまうのか なという気が しますので、 関係団体等で いろいろな 話がありまし たら、
ぜひやっていただきたいと思っています。
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文科省のほうで 、学習指導要 領の関連と同 時に情報モラ ルのほうで 、授業として 子供た
ちの教科書の中に こういったモ ラル教育が入 ってきたこと に関しては 非常に感謝し ていま
す。これは子供た ちにとっては 一番目につく ところなので 、この教育 をぜひやって いって
下さい。ただ、教 員の問題だけ はもう少しし っかり指導し ていただか ないと、以前 、私た
ちがLINEは危ない から、フィル ターがかかっ ていないので 、LINEの使 用を一時期と めよう
かとPTAのほうで考 えたところが 、先生 たちは便利だ からという のでLINEを使 っていた 。そ
うすると、今度条 例でもうLINE は禁止になっ たと。そうで すか、すご いなと思った ら、教
員が問題を起こし たからと。こ ういった次元 の低い発想で はないよう な、もう少し レベル
の高い、せっかく これだけあり ましたので、 本当にここの お話で聞い ていることを 各都道
府県でいろいろな 方に会うたび にお話しして あげたいのだ けれども、 何かジレンマ がすご
いその境にあって 、悔しくて悔 しくてしよう がないのです が、せめて ここでお集ま りの各
省庁さんはここで 投げ出さずに 、もう少しこ のまま継続し ていろいろ なお力をいた だけれ
ば、将来の子供にとってはいい形になるのではないかと思っております 。
以上です。
○清水座長

貴重な御意見、ありがとうございました。

それでは、時間の関係もございますので、議題３に移りたいと思いま す。
「（３）青 少年インター ネット環境の 整備等に関す る検討会報 告書（案 ）に対する 意見の
概要について」でございます。
事務局より当該意見の概要について、御説明をお願いします。
○村田参事官

そ れでは、事務 局のほうから パブリックコ メントの実 施結果の概要 につい

て、御説明をさせていただきたいと思います。
資料は10番の関 係です。資料1 0－１は無効 なもの、報告 書とは無関 係なものを除 く、い
ただいた全ての意 見を要約した ものでござい ます。資料10 －２はいただ いた御意見を 要約、
集約し、短くまと めたものでご ざいます。さ らに、机上に はいただい た全ての意見 をその
まま記載したもの 、個人情報は 除いておりま すけれども、 そういった ものをお配り させて
いただいておりま す。以下、基 本的に資料10 －２に従って 御説明をさ せていただき ます。
適宜資料10－１を参照しながらお聞きいただければと思います。
パブリックコメ ントにつきま しては、４月 ３日から20日 までの18日 間行いました 。いた
だいた御意見は個 人42件、団体 ３件で、同じ 方から２回以 上いただい た場合は１件 と数え
てございます。内 容別には81件 、一人の方か ら複数の内容 の御意見を いただいた場 合は複
数回数えてござい ます。いただ いた御意見に ついては「１ .総論関連」 から「５．そ の他」
までの５つに分類、整理させていただきました。
いただ いた御 意見 の内容 を説明 して参 ります 。まず 「１ ．総論 関連」 でござ います が、
「１－１

個人の 人権や表現の 自由等を尊重 すべきであり 、
（ これ以上の ）規制には反 対」。

これは明確に切る のは難しいの ですが、資料1 0－１の１～1 2、13番ぐら いまでの御意 見を、
いろいろなニュア ンスで書いて ございますが 、まとめさせ ていただいた ものでござい ます。
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総論関連の「１ －２

過度な 表現規制が懸 念されること や有効性の 観点からも、 法律改

正や規制強化の前 に、インタ ーネットに関 する教育・啓発を優先 させるべき」。これは 、13
番～23番ぐらいまでの御意見を集約させていただいたものでございます 。
「１－３

公衆無線LAN 等多様なイン ターネット接 続環境にお いても 、フィルタリ ング等

の青少年保護に係 る取組が継ぎ 目なく提供さ れることが望 ましい」。こ れは、24番、 25番、
26番あたりの御意 見を集約させ ていただいた ものでござい ます。総論 関連は32件で ござい
ます。
「２.教育・啓発関連（ 14件）」でござ います。２－１ でございます けれども、
「IT 化の流
れの中で、幼い子 供にも情報社 会の良いとこ ろ、悪いとこ ろを教える など、今の時 代に合
ったインターネッ ト・リテラシ ー教育を十分 に行うことが 必要。また 、インターネ ットを
介した不法行為に 深刻なペナル ティが科せら れることを周 知徹底すべき 」。こ れは、3 3番～
39番あたりの御意見を集約させていただいたものでございます。
「２－２

イン ターネットの 問題以前に、 しつけや、悪 質な情報に 接してもそれ に惑わ

されないような教 育をすること が必要」。これは、40番、41番、42 番、43番あたりの 御意見
を集約させていただいたものでございます。
「２－３

保護 者や教師のイ ンターネット ・リテラシー の向上が大 事だが、急速 な社会

の進展についてこ られていない 現状が課題」。44 番、45番、46番あたり から引かせて いただ
いた御意見でございます。
「３．フィルタ リング関連（1 1件）」でご ざいます。「３ －１

フィ ルタリングは 技術的

に不完全で、その 役割は補助的 と位置付ける べきである。 また、フィ ルタリングの 範囲を
適切に定めるとと もに、フィルタ リングをス トレスなく使 用できるよう 改善すべきで ある」。
これは、47番～52番あたりの意見を集約させていただいたものでござい ます。
「３－２

フィ ルタリングは 一律ではなく 、年齢別やレ ベル別に適 用できるよう にすべ

き。レベルを測る 試験制度の導 入も望ましい 。ネットの利 用履歴等か ら自動的に青 少年か
を認識してフィル タリング機能 を作動させる システムの開 発を行うべき だと思う」。これは、
53番とか54番の意見をもとにまとめたものでございます。
「４．違法・有 害情報関連」 は11件でござ いました。「 ４－１

『有 害情報』につ いて、

その基準や誰が定 義するのかが 不明確であり 、恣意的な運 用につなが る可能性が高 いと考
える」。これは、58番～66番あたりの御意見を集約させていただいたも のでございま す。
「４－２

児童 ポルノの自画 撮りが増えて いることに関 して、具体 的にどのよう な画像

が児童ポルノとみ なされるのか 、定義等を青 少年に教育す る機会を設 けるべき」。こ れは、
67番あたりの御意見でございます。
「５．その他（13 件）」でござい ます。「５－ １

インター ネットと若 者の問題（い じめや

有害情報の拡散等 ）との関連性 について、科 学的・統計学 的な更なる 調査や海外で の先行
事例などを検証し て、規制緩和も含 めて見直すべ きだろう」。これ は、69番～73番あ たりの
御意見をもとに集約したものでございます。
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「５－２

イン ターネットや ソーシャルメ ディアへの依 存を精神的 な病気ととら え、予

防のための環境整 備、治療法の 開発、医師・ カウンセラー の養成や学 校への配置を 積極的
に行うべき」。これは、74番 が一番近い、依存 の問題は75番 も若干そう いった御意見 かと受
けとめております。
「５－３

『ミ ニメールの内 容確認』は、 たとえ民間団 体であって も『通信の内 容を知

り、それを治安当 局に届けて摘 発・監視対象 とする』ので あれば、事 実上の『官に よる検
閲』と同じ事ではないか」。これは76番の御意見でございます。
「５－４

規制 を行う前に中 学校の義務教 育段階でネッ トリテラシ ーなどの情報 科目を

必修化し、その上 で18歳未満の 携帯電話等は 事業者側で例 外なくフィ ルタリングを 行うよ
う義務化すべき」。これは、77番の意見をもとに要約したものでござい ます。
いただいた内容の御説明は以上でございます。
非常に有意義な 御意見や、若 干誤解に基づ いている御意 見もあるの かと感じまし たけれ
ども、御意見は御 意見としてい ただいており ますので、こ のような形 で集約をさせ ていた
だきました。
資料10－２につ きましては、 資料の体裁に もございます とおり、報 告書の81ペー ジ、82
ページとし、報告 書と一体化し て載せる予定 でございまし て、このや り方は平成23 年８月
に報告書を出して いただきまし たが、その形 と同じような 形を考えて ございます。 また、
資料10－ １に ついて は、パ ブリッ クコメ ント の結果 として 電子政 府の総 合窓 口、ｅ －Gov
のホームページ上に公表する予定で作成したものでございます。
以上でございます。
○清水座長

ありがとうございました。

パブリックコメ ントについて 御説明いただ きましたが、 御質問、御 意見ございま したら
お願いします。よろしいでしょうか。
かなり関心が高 かったと思わ れますが、報 告書の中にも 入るという ことですので 、その
ときに御意見いただいてもよろしいかと思います。どうぞ。
○尾花委員

４－ ２にある「児 童ポルノの自 画撮りが増え ていること に関して、具 体的に

どのような画像が 児童ポルノと みなされるの か、定義等を 青少年に教 育する機会を 設ける
べき」というのは 、現場の先生 からもそうい うお声がすご くあって、 教育しづらい とおっ
しゃるのです。何かいい方法はないかと。
でも、教育しづ らいかな、私 はなぜ教育し づらいのです かというお 話をしていて 、裸の
写真を見せろと言 っているわけ でもないし、 本当の事件の 実例を生々 と語れと言っ ている
わけでもないし、 ましてや性的 表現を保健体 育の時間のよ うにしろと 言っているわ けでも
なく、法律に基づ いて淡々と説 明すればいい 、全然説明し づらいもの ではないです という
お話を改めてする と、ようやく 納得して下さ るというケー スがここの ところ何件も 続いて
いるので、この「 定義等を青少 年に教育する 機会を設ける べき」と多 分学校側も思 ってい
る。現場の保護者の方も思っている。
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でも、どうもポ ルノという名 称がよくない のかもしれな いのですが 、みんな説明 しづら
いものとして、最 初から踏み込 まないように しているとい う傾向があ るようなので 、そこ
を何かうまく表現 をできると、 この御意見に 関してはすっ きりするで しょうし、現 場の先
生や保護者の方た ちも、何だ、 法律を盾にす ればわかりや すいではな いかという感 じで気
づきがあれば、私 たちが何かを しなくても、 現場で進んで もらえると いう印象をち ょっと
持っていたので、 このコメント も同じことを おっしゃって いるのでは ないかという 気がし
て、意見を述べさせていただきました。
○清水座長

ありがとうございました。

貴重な御意見と思います。ほかにございましたらお願いします。よろ しいでしょ うか。
それでは、今の パブコメに関 連しまして、 最後の議題４ ですが、報 告書（案）の 取りま
とめについてとなります。事務局から概要について御説明をお願いしま す。
○村田参事官

そ れでは、報告 書について御 説明をさせて いただきま す。資料11の 関係で

ございます。
資料11－１がパ ブリックコメ ントを終了し まして、現時 点での最終的 な案でござい ます。
同じような資料で1 1－２をお配 りさせていた だいておりま すが、こち らはパブリッ クコメ
ントの前に、委員 の先生方には メール等でお 送りをさせて いただいた と思いますが 、その
際、御了解いただ いてパブリッ クコメントを 実施した、そ の時点から の変更点がわ かるよ
うに変更箇所を示 したものでご ざいます。し たがいまして 、以下、そ の後の変更点 を中心
に御説明をさせていただきたいと思います。
今日、警察庁か ら御報告がご ざいました昨 年中の出会い 系サイト及 びコミュニテ ィサイ
トに起因する事犯 の現状と対策 については、 パブリックコ メントを開 始した後の今 月16日
に公表されたこと から、17ペー ジの部分が変 更となってご ざいます。 統計数字と注1 2のと
ころに罪種別の内 訳を記載した 関係で若干書 きぶりが変わ っておりま すけれども、 内容的
には大きな変更はございません。これが17ページの関係でございます。
それ以外は16ペ ージ、これは 引用した資料 を若干補正し たものと若 干の字句修正 がござ
いますが、細かく 御説明はしま せんけれども 、40ページ、 45ページ、5 5ページ、こ れは字
句修正等でござい ますが、内容 に変更はござ いません。ま た、内閣府 が本日報告し た実態
調査結果について はパブリック コメント前に 公表したもの でございます ので、前回２ 月は、
これを受けて変更 しますという ことでＰにな っておりまし たが、パブ リックコメン ト前に
間に合うように何 とか内容に盛 り込み、委員 の先生方にも 御覧いただ きました。し たがっ
て、その後の変更は致しておりません。
以上が前回以降 、そして、パ ブリックコメ ント以降の変 更について の事務局の御 説明で
ございます。
以上でございます。
○清水座長

ありがとうございました。

検討会報告書に つきましては 、何回か御意 見をいただき ながら事務 局でまとめて 下さっ
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てきたわけですけ れども、本日 は現時点での 最終案的な報 告書となっ ております。 この点
につきまして、御 意見あるいは 御質問がござ いましたらお 願いしたい と思います。 いかが
でしょうか。
代理人の吉川さん。
○吉川代理

今、 御説明いただ いた内容から すると、パブ リックコメ ントを受けて の実質

的な大きな修正は なかったとい うことと理解 しました。例 えば、パブ リックコメン トの中
には総論として表 現の自由を尊 重すべきとい う意見などが ございます けれども、特 段新た
な記述が追加され ていないとい うことは基本 的に既にその ような趣旨 は報告書に反 映され
ていると理解してよろしいのでしょうか。
○村田参事官

事務局のほうからお答えします。

事務局としては 、今、吉川代 理様から御指 摘がありまし たとおりの 理解で修正を しなか
ったものでございます。
以上でございます。
○清水座長

よろしいでしょうか。

○吉川代理

はい。

○清水座長

この パブコメに関 しての修正に つきましては 、事務局か ら座長、副座 長のほ

うにはいただいて、意見があるかということはさせていただいた結果で あります。
ほかにございましたらお願いします。特にございませんでしょうか。
前回の資料は検 討していただ いて、またお 送りさせてい ただいて見 ていただいた 上で、
本日は修正の点を 御説明させて いただいてと いうことにな りますが、 本日はできれ ば資料
11－１が検討会の 報告書として 決定させてい ただきたいと 考えている のですけれど も、御
意見をいただけれ ばありがたく 思います。よ ろしいという ことであれ ばと思います が、ど
うぞ、お願いします。
○国分委員

報告 書の内容につ きましては、 もう事務局の 捉え方で全 く構わないと 思うの

ですが、パブコメ の結果をここ に添付すると いうことにつ いて、ここ で書かれてい る総論
とかその他もろも ろ、先ほど尾 花委員が言わ れた児童ポル ノの定義み たいな話も、 大昔か
らさんざん言われ てきたことで 、有害とは何 ですかみたい な話は、青 少年有害情報 という
形で法律の中でち ゃんと定義を されていて、 あと、都道府 県の条例も ありというこ とで、
一応議論は整理さ れて、その上 でこういう報 告書が取りま とめられて いるので、こ れがつ
いていると、次の 機会にパブコ メをとるとま た同じことが 出てきて、 誤解というこ ともあ
るのですけれども 、皆さん御存 じないという こともあるの かもしれな いが、何かこ ういう
ことに対しての答 え的なものが 、報告書とい う形でなくて もいいので すけれども、 どこか
で何かあるべきではないかと思いました。
ちょっと感想ですけれども、以上です。
○清水座長

ありがとうございます。

御説明がありましたらお願いします。
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○安田審議官

今 の案としては 、報告書の一 部としてパブ リックコメ ントの結果を 取り扱

っておりますけれ ども、この点 についてもち ょっと検討さ せていただ くことに致し たいと
思います。また、委員の先生方にこういう取り扱いについては諮らせて いただきま す。
○清水座長

ありがとうございました。

事務局で検討し て下さるとい うことですが 、案ができて パブコメを しました、そ れにつ
いて意見が出まし たといった場 合に、修正し なかったとい うのは明確 であったとし ても、
それぞれの項目に 関してこうい う観点で改訂 しなくてもよ かったのだ というのが、 載せる
かどうかは別として整理されておくと、次に検討するときに楽だと思い ます。
項目があって、 意見があった ら、その右側 にこういう観 点で修正の 必要はなかっ たとい
う整理をもしでき れば、報告書 に入れること ではないので すけれども 、個人的な意 見です
が、そういう整理をしていただければ委員もわかりやすいかなという感 じがする。
どうぞ、お願いします。
○村田参事官

政 府の施策に対 するパブリッ クコメントに ついては、 通例、御指摘 のとお

り、パブリックコ メントに対し て政府の考え 方という形で 整理をする という形にな ってお
ります。これは先 生方の報告書 ですので、事 務局のほうで 案をお示し して、また諮 るとい
うこともやり方と してはあるか なと思ったの ですが、これ はまた後で 御説明するの ですけ
れども、基本計画 について再度 そういったこ とを実施しよ うと。そこ で総括整理し て、同
じような意見が来 れば、それに 対してはきち んとお答えし ようと。そ の際に宙に浮 いた御
意見があるのであ れば、それに ついての取扱 いは問題があ るのかと思 いますが、事 務局の
ほうとしては、次 にやる政府の 基本計画に対 するパブリッ クコメント の際に、その 考え方
を整理させていた だこうという 考え方で、と りあえずこの 日程を進め させていただ いたと
いう状況でございます。
○清水座長

ありがとうございました。

御意見があって 検討するとい うような御発 言もありまし たが、報告 書を直して下 さいと
いう御意見ではなかったと思いますが、そういうことでよろしいでしょ うか。
○国分委員

はい。

○清水座長

どうぞ、お願いします。

○藤原座長代理

今の点ですけ れども、私も パブコメとい うものの本来 持っている意 味と、

ここで報告書につ いていかがで すかとかけた ものと、政省 令なり基本 計画というも のにつ
いていかがですか とかけたもの と、それはお のずから違う ので、先ほ ど言われたよ うに少
し扱い方というか、最終の発表の仕方は考えていいのかなと思います。
○清水座長

ありがとうございました。

報告書とは別に、発表の際にということの御意見かと思います。
どうぞ、お願いします。
○安田審議官

そ れでは、別途 発表するとい う形で、切り 離した形で 取り扱わせて いただ

くように検討しま すので、またそ の点につい てもこういっ た形で発表し ますというこ とで、
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先生方にまた御報告させていただきたいと思います。
○清水座長

どうもありがとうございました。

非常にすっきりした形になったかと思います。どうぞ。
○尾花委員

その ついでに、多 分報告書に対 してパブコメ をもらって も、過去にあ ったこ

との報告書なので 、それを直す 必要が全く私 はないと思っ ていて、た だ、そうやっ て別途
にされる場合であ れば、今年度 の検討会の内 容に生かして いくとか、 今年度の検討 会の中
で検討していきま すみたいなこ とを、パブコ メに対して御 返答される 際の最後のま とめで
も冒頭でもいいの で入れていた だけると、コ メントをいた だいた方の 意見がこの場 で有効
に使われるという イメージがで きてくるので はないかと思 うので、そ のあたりのこ とはお
任せしますので、宜しくお願いします。
○清水座長

ありがとうございました。

ほかにございましたらお願いします。どうぞ。
○髙橋委員

この 問題は、パブ コメをとる前 から、１年半 ぐらい時間 がかかったの ですけ

れども、パブコメ の中にもある のですが、い つもいろいろ な外圧的な 力を感じるの は、表
現の自由という言 葉を使って、 ネットの自由 と一般的な書 物に対する 表現の自由と いうも
のを切り離して考 えないと、何も かも自分た ちのネットの 世界を守るた めに表現の自 由だ、
何の自由だという ことをいつも 引き合いに出 されて、これ がスタート したときはそ うだっ
たのです。それで 、法規制では なくて民間の 自主的な規制 でスタート させてほしい という
ことで始まったは ずなのに、し ばらくしたら 、表現の自由 に乗っかっ てしまって、 要は業
界が楽なほうに楽 なほうに、い いほうにいい ほうに、もう ほとんど規 制がないよう な、自
分たちが初めに言 っていたもの が全部消えて しまったよう な状況にな っている。こ の辺は
明確に、ネットの 自由というの と、通常でい う表現の自由 というもの は、別に考え てもい
いのではないかということも考慮していただきたい。
それと、この１ 年ちょっとの 間にいろいろ な状況が変わ ってきてい るのです。よ く曽我
さんが言われてい た青少年保護 ・バイ・デザ インというこ とで、子供 たちをしっか り守っ
ていこうという話 で、一時期みん なスマホが 出た段階で私 たちも心配し たのですけれ ども、
ガラケーに変わっ てきて、高校 生などはガラ ケーに少し変 わってきて 、要するに、 ある程
度フィルタリング がかけやすく なってきた。 そしたら、最 近はもうガ ラケーは2017 年で製
作を中止します。 何を考えてい るのか。要は 営業優先とい う感覚で、 業界の自主的 な方向
性とか、ポリシー みたいなもの がみんなぶっ 飛んでしまっ て、要は利 益優先的なも のに変
わってきている。ここのところのちょっとした間に変わってきているの です。
だから、一応今 年度は今年度 でしようがな いのだろうけ れども、こ の辺は動きが 早いの
であれば、検討会 の結論もでき るだけ早目早 目にやってい かないと。 要は、自分の 子供は
大丈夫ですと言っ たって、もし 自分の子供が 被害に遭った らどうする のか、そう言 って親
は一番初めに騒ぐ わけです。そ して、人の子 は、当然それ はもう家で やるべきでし ょうと
言うけれども、自 分の家庭がで きていないの に、最後に事 件が起きた 後にどうなっ ている
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のだと、みんな人 のせいにして しまって、も う教育がどう のこうのと 。警察庁がそ れは一
番苦労しながらや っていると思 うのですが、 その辺は私た ち保護者団 体としては、 もっと
もっと私たち自身 が勉強会とか 研修会の回数 をふやすなり してやって いって、とに かくみ
んなで力を合わせ ていくしかな いのだろうと 思いますので 、このサイ クルをあまり 長くし
てしまうと、パブ コメの決定も 含めて報告書 をつくったら 、何かピン ぼけすること になら
ないように、お節 介な話かもし れませんけれ ども、短期的 に少し凝縮 していかない と、あ
まりサイクルを長 くすると、も う時代につい ていかないケ ースになる かもしれない という
ことだけ、検討をお願いしたいと思います。
以上です。
○清水座長

ありがとうございました。大変貴重な御意見と思います。

私、進行をまと めたいと思う のですけれど も、まず本日 は11－１を 検討会報告書 として
お示ししておりま して、これに ついての修正 という御意見 はなかった と思いますの で、検
討会の報告書として決定させていただいてよろしいでしょうか。
（「はい」と声あり）
○清水座長

あり がとうござい ました。 こ この決定が本 日の主要な議 題でございま した。

昨年２月から８回 にわたりまし て検討を行っ てきて、本日 終了となった わけでござい ます。
この間、委員の先 生方、オブザ ーバーの関係 府省庁の皆様 に大変御指 導をいただい て、完
成したことを厚く御礼申し上げたいと思います。
一応、本日をも ちまして報告 書というのが できたという 段階になり ますので、今 の髙橋
委員の御意見も、 これから私が 申します当人 の意見として 捉えたいと 思いますが、 最後の
まとめが済んだと いう段階で、 今後の展開と かあるいは自 分の思いと いったことで 、御発
言を残っている時 間でいただけ ればと思って おります。自 由に御発言 いただきたい と思い
ますが、髙橋委員 のような、御 意見という形 で出していた だければと 思います。ど なたか
らでも結構ですが、宜しくお願いします。
どうぞ、お願いします。曽我委員。
○曽我委員

今日 全く話をして いません。と いうのは、報 告書に関し てはもうこれ でいい

と思っています。
問題は、この報 告書が青少年 保護・バイ・ デザインとい う意思の中 で、どのくら い子供
を守ろうというこ とが今後に発 展していくの かというとこ ろが一番大 事だと思って いるの
で、この報告書が 出た後にどう いう動きにな るかというの を非常に注 視していると いうの
はあります。
前回の報告書が 出た後にLINE の問題が起き て、今までい ろいろな問 題を解決して きた。
非常に時間はかか ったのですが 、たしかLINE は認定を受け たと聞いて います。時間 はかか
ったのですが、で は、LINE以外 はどうなのか というと、LI NEに主流が 行き過ぎて、 ほかの
カカオトークさんとかその辺は認定を受けているのかという話になるの です。
そうすると、い つもここでタ ーゲットにな った、重立っ たところと いうことで、 その青
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少年はもしかした らカカオトー クに行ってい るかもしれな いという考 え方になると 、どう
やって青少年を守 ろうとする基 本ベースの法 律を考えるの かとなると 、本当に各企 業が真
摯に取り組んでい ただかない限 り無理だとい うことになる と、真摯に 取り組んでい ただけ
ない現状が存在するということを踏まえて、法律とか対処を考えるべき だと思いま す。
だから、この検 討会は確実に 一歩を進んで いるのですが 、それは本 当に良心的な 企業が
協力して下さるか らできている ところがあっ て、下さらな い企業が非 常にまだ多く あると
いうことも根底で考えていただかなければ、本来の解決はないというこ とです。
もう一つ、先ほ ど髙橋委員が おっしゃいま したが、ガラ ケーがなく なるのであれ ば、ス
マホになる。スマ ホになれば、 ガラケーで解 決していた問 題がスマホ で解決してい ない問
題がいまだに残っ ているわけで すから、そこ は解決しなけ ればいけな い。これがま たいろ
いろな企業の関係 で大きく変わ ってくる可能 性があります ので、それ は瞬時に対応 してい
かなければならな いのですが、 先ほど申し上 げた、本当に 協力して下 さる企業とし て下さ
らないところを少 し明快にして いくような社 会現状をつく っていかな いと、何を安 心とい
う材料にして保護 者は、青少年 保護・バイ・ デザインとい う意思を受 けながら、守 れる環
境を手に入れてい いのかがわか らなくなって くるというふ うになりま すので、第三 者認定
がしっかりしてい るところであ るならば、第 三者認定をさ れたところ の道具をきち んと使
うようにして下さ いということ をもう少し明 確に言ってい かなければ ならない時代 になっ
たような気がしますので、宜しくお願いしたいと思います。
○清水座長

ありがとうございました。

ほかにどうぞお願いします。代理の方も含めて、自由に御発言いただ ければと。
どうぞ、お願いします。
○矢橋代理

あり がとうござい ます。専務理 事の奥山にか わりまして 、一言申し上 げたい

と思います。
大変有意義な議 論を通じまし て、このよう な報告書がで きましたこ と、座長を初 めと致
しまして、関係者の御尽力に改めて感謝をさせていただきます。
私ども事業者と 致しましても 、今後もフィ ルタリングの 利用の促進 のために、一 層取り
組んで参りたいと考えております。
一方、スマホを 初めとします 機器の高機能 化によりまし て、青少年 の安心・安全 な環境
づくりのための課 題領域といっ たものが、以 前のように、 単に不健全 で好ましくな いサイ
トを見に行かせな いようにする といった領域 から、青少年 自身が加害 者になり得る といっ
た領域にまで拡大 したことに伴 いまして、利 用者の青少年 自身あるい は保護者がみ ずから
の自由で的確な判 断に基づいて 、いわば賢く こういった機 器を使える という幅広い 取組の
必要性も、検討会 の議論を通じ まして、改め て感じている 次第でござ います。今後 とも関
係者の皆様の一層の御指導と御協力をお願いしたいと思います。
以上です。ありがとうございました。
○清水座長

どうもありがとうございました。
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ほかにございましたら。尾花委員。
○尾花委員

今回 の報告書の後 ろのほうに、
「２

青少年イ ンターネッ ト利用環境整 備に関

する都道府県条例 規制事項一覧 」があるので すが、結構こ れは誤解さ れてしまうの ではな
いかと懸念してい て、この表自 体は付けてお いてすごく有 効活用でき るものだと思 うので
すけれども、そも そも法律があ るから、多分 条例がなくて もやらなけ ればいけない ことと
いうのが、義務づ けられている ことはあるわ けなのです。 でも、これ だけを取り出 して見
てしまった人は、 多分ほかのパ ブコメでも誤 解があるかな というもの もあったので すが、
うちの県は何も義 務がないのか という形で捉 えられてしま うかもしれ ない。もし、 何もな
いのだったら、実 は法令に基づ いてやっても らっているみ たいな備考 欄に県のコメ ントが
あったりすると、今後ですけれども、なおさらうれしいのです。
長野県のように 、そもそも条 例というか、 青少年のそう いった条例 がないところ とか、
あるいはさまざま な青少年に関 しての条例や 規制があるに しても、ほ とんど努力義 務レベ
ルで、強固な指示 をしていない ようなところ は、うちの県 は大丈夫か しらと思って しまう
人たちが多分出て くると思うの で、何か印で 、弱いところ に対しては 法令順守はち ゃんと
原則としてやらな ければいけな いのだという 指示は徹底さ れているみ たいなことが あると
いいなと。ささ いなことな のですけれど も、こう いうものをや るとうちの県 がある、なし、
○、×というので、県 同士の比べっ こみたいに なってしまう ような、残 念ながらそ の比較
ができてしまう表 でもあるので 、何かそうい う部分のフォ ローが、今 からではなく てもい
いのですけれども 、話の収拾が つかないので すが、今後に 向けて調査 をするときに 、調査
をする県の担当者 に、法令順守 はちゃんと義 務づけられて いますとい うことで、ち ょっと
安心コメントを一 言もらってお くと、印がほ とんどついて いないとこ ろにも備考欄 にそれ
があれば、安心し て見ていただ けるかなとい う気がこの表 を見ながら していました 。結構
ばらつきがあるの で、私もこれ はなるほどな と思ったので すが、そん なふうに思っ た次第
でございます。
以上です。
○清水座長

ありがとうございました。

別所委員の代理で、吉川さんが来られていますが、意見はございます か。
○吉川代理

今後の検討というところで申し上げさせていただきます。

さまざまな官民 の取組がこれ までも実施さ れてきている なか、実際 にその対策が 効果を
上げているかどう かというのは 、さまざまな 指標を用いて 効果を検証 する必要があ るとい
うことかと思いま す。青少年イ ンターネット 環境整備法の 趣旨やその 後の取組では 、青少
年を守るというこ とと、青少年 のリテラシー をしっかり向 上させて、 インターネッ トを使
いこなせるように するという２ 本柱でやって きたものと理 解していま す。リテラシ ーとい
う意味ではILASを 初め、さまざ まなものが開 発されてきて いますし、 青少年を守る という
ところではフィルタリングの利用率が一つの指標になっているかと思い ます。
他方で、今日資 料１で警察庁 さんから御報 告をいただき ましたよう に、青少年を 守ると
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いう上で、一番深 刻かつ大事な 数字は被害児 童数だと考え ます。フィ ルタリングの みなら
ず、被害児童数を しっかり減ら すということ をより直接的 な評価指数 としてよいの ではな
いでしょうか。も ちろん違法な 情報、有害な 情報を見てし まうという こともいけな いこと
ではあると思いま すが、児童が 肉体的に、直 接的に被害を 受けてしま うというのが 何より
深刻だと思います ので、資料１ に掲載されて いるような被 害児童数を しっかり減ら してい
くというところも 、リテラシー の向上とフィ ルタリングの 利用率とい うところに加 えて、
取組を進めていく必要があるかと感じております。
○清水座長

ありがとうございました。

半田委員の代理で、河田さん、お願いします。
○河田代理

半田にかわりまして、一言申し上げます。

まず、報告書に つきましては 、非常に細か いデータも含 めまして、 詳細かつわか りやす
く取りまとめいた だきまして感 謝申し上げま す。内容につ きましては 、第２章の３ つの基
本理念、あるいは ５つの基本方 針、または５ つの施策実施 の考え方等 で尽くされて いるか
と思うのですけれ ども、啓発活 動の重要性と いうのはもち ろんなので すが、報告書 の中も
しくはパブコメの 中にも、技術 的あるいは運 用的な問題と いうのが指 摘をされてお りまし
た。これにつきま しては、安心 ・安全機能を どのように機 器に積み、 またはそれを 運用し
ていくのかという ことで、端末 のメーカーあ るいは通信の 事業者、キ ャリア、もし くは販
売のディーラー、 それから通信 ディーラーで も最近御承知 のようにMVN Oを含めまし て新し
い事業も出てきて いますし、こ ういうさまざ まな関係者の 連携という のが不可欠だ と考え
ております。
また、非常に技 術、流通の変 化も激しいと いう中で、こ ういう連携 の動きをどう 加速化
していくのか、ど のようにこの ような関係者 を巻き込んで いくのか、 このあたりが 非常に
大きな課題かと考 えております 。先ほど、利 害関係云々で 、そのあた りは難しい問 題があ
るという御意見も ございました けれども、そ のあたりを十 分踏まえな がら取り組ん でいけ
ればと考えております。
以上です。
○清水座長

どうもありがとうございました。

副座長の藤原先生からお願いします。
○藤原座長代理

構成員の皆様 方のおかげで 、報告書とし てはいいも のができ上が ったの

ではないかと思っ ています。最 後に一言とい う座長のお言 葉ですので 、一言だけ感 想を申
し上げます。
この法律は、７ 年前に議員立 法によってで きたものです けれども、 その背景には 、イン
ターネット空間の 自由と規制の あり方につい てのさまざま な考え方が あったからだ と思っ
ております。そこ では、各関係 者の役割、親 、保護者も含 めて、役割 が示されてい て、重
要な手法として、 各省庁が関与 するところの 基本計画とい うものを位 置づけている わけで
す。私はこのスキ ーム、全体の 構図はなかな か変えられな いのではな いかと。事の 重要性
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に鑑みたら変えられないのではないかと思っています。
この７年間とい うのが、確か に技術があっ という間に進 展してしま って、こちら の議論
がなかなか追いつ いていかない ぐらいの現状 があるという のも認めざ るを得ないわ けです。
ただ、そのときに 各関係者とい うか、我々は ３条の理念に 書いてある 子供が自主的 にイン
ターネットの海を 泳げるように なるというと ころも非常に 大事である と認識すべき で、あ
まりパターナリス ティックにな ってもいけな いし、かとい って放って おいてもいけ ない。
バランスが大切だ と思うのです 。ですから、 もちろん髙橋 委員等の非 常に真摯な焦 りに近
いお気持ちはとて もよくわかる のですか、さ はさりながら 、そこで現 れるほかの憲 法上の
価値というのもや はり大切で、 ここで一定の 価値観だけが 先行すると いうことには 、この
法律は多分なっていないのだろうと思うのです。
だから、理念に 立ち返って、 基本計画につ いての政策評 価で、どの ぐらいきちん とそれ
ぞれの仕事をこな しているのだ ろうかという ことを客観的 数字でもっ てこれからも チェッ
クしていって、お 叱りを受ける かもしれませ んけれども、 技術が早い のに何だとい うご批
判もあろうかとは 思いますが、 この法律がで きたときのい きさつから 言っても、一 歩一歩
積み上げていくしかないのかなというふうに感じております。
以上です。
○清水座長

どうもありがとうございました。

髙橋委員。
○髙橋委員

本当 にこの７年間 いろいろあっ て、みんなで 頑張ろうと 言ってやって きたの

は、ここ１年ぐら い停滞気味と いいますか、 ちょっと迫力 がなくなっ たのですけれ ども、
今の段階で保護者 がフィルタリ ングを理解し ていない、店 頭でどうい った説明をし ている
のですかという原 点に戻ってし まうわけです 。フィルタリ ングについ てちゃんと説 明しま
したと言っている 割には、半分 以上が理解し ていない保護 者がいるこ と自体がおか しいの
ではないか、まだまだ改善する点がいっぱいあるのではないかという気 がします。
そして、第三者 機関のフィル タリングとい うのがありま すけれども 、もう申請が なけれ
ば審査がないので すから、今、この中 にも入って いましたEMAと いうのがあり ましたが 、EMA
に申請して審査の 要請がなけれ ば、もうフィ ルタリングの 審査はない のです。です から、
それが第三者機関 なのか、自分 たちの会社の 中だけの自主 的な判断で いくのか。自 主的な
判断でいくのだっ たら、何でカ カオトーク何 て名前が出て くるのだと 。会社の中で きちん
と審査しているはずなのに。
それで前から言 っているのは 、第三者機関 というのは業 者とくっつ くのではなく て、あ
くまでも中立の立 場できちんと 審査できると いった機関を 残すのか、 残さないのか 。今の
ままだと、もう残 りません。こ れは慈善事業 をやっている わけではな いので、審査 はそれ
ぞれ仕事としてや っていますの で、仕事の依 頼がなければ 、当然もう 第三者機関が 成り立
たない。これをど うするのかと いうことが、 今の段階では うやむやに なっているの ですけ
れども、このまま行 ったら多分EM Aはなくなり ます。皆さん が必要はない というのだっ たら、
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それはそれで一つ の時代の襲来 かと思ってい ますが、そこ はきちっと した第三者機 関とい
う立場で、どこに 対してもくみ しないといっ たところで、 いろいろな 審査を平然と やって
いけるような、そ ういったシス テムを本当に 残したほうが いいのだと 思うのだった ら、そ
れなりの対応をみ んながやって いかないと、こういったふ うになし崩し 的になってく ると、
全部なくなってくるのだろうと思っています。
これが時代の潮 流かもしれま せんけれども 、１つ、２つ 犠牲にして 、新しい技術 が出た
からそれはそれで もいい。ただ 、大きなけが はしないよう に、将来の 子供たちにき ちっと
勉強させて、とに かく健全なネ ット社会に子 供たちが入っ ていけるよ うに、そうい ったこ
とを願って始まっ た話なので、 その辺の主流 はぜひどうい った形にな っても残して いただ
きたい。先ほどの 審査機関も含 めて、今後ど ういうふうに 進めていく のか、また検 討して
いただければありがたいと感じています。
以上です。
○清水座長

ありがとうございました。

ほかにございますでしょうか。どうぞ。
○尾花委員

これ はどなたにと いうことでは なくて、MVNO が去年の今 ごろからいろ いろ出

てきて、もちろんM VNOのフィル タリングに関 しての問題で すとか、例 えば専門的な 知識を
持たない販売員が どこまでどう いった形で質 問に対して答 えているか とか、あるい は店頭
での説明ができて いるかという ことで、１年 間ずっと疑問 を呈してき たのですけれ ども、
新しい方向性とか 発展は、何か こういうこと で取組が始ま ったみたい なことがもし その後
見えてきていたら、御存じの方はお教えいただけるとうれしいなと。
SIMフリーがもう ５月から始ま りますので 、ニュース等 でSIMフリー のお話をいろ いろ取
り上げていて 、みんなは 安い端末を買 って、S IMを変えれば いいのかな みたいなこと を語っ
ている方たちもい らっしゃいま すし、逆に報 道番組でそう いったこと ができる時代 になり
ましたと大々的に 言っているケ ースも見受け られるので、 MVNOの動き が大変気にな ってお
りまして、私も勉 強不足で喫緊 のことが把握 できていない ので、御存 じでしたらお 知らせ
下さい。
○清水座長

いかがでしょうか。総務省にお願いしていいですか。

○吉田消費者行政 課長

御指摘 のMVNOの関係 でございます けれども、 テレコムサー ビス協

会というところに 、MVNO事業者 の集まりであ りますMVNO委 員会という のをつくって おりま
して、そこにかな り主要なMVNO 事業者さんに お入りいただ いておりま して、MVNOに おきま
してフィルタリン グの提供のあ り方を、店頭 でキャリアが 提供するの とは違った側 面もあ
りますので、フィ ルタリングの 推奨にかかわ るガイドライ ンを一応３ 月に完成をし ており
まして、MVNO委員会のホームページも出しております。
その概略になり ますが 、総務省の４ 月20日にやり ましたICTサ ービス安心・安全研 究会の
ほうでも、一応御 報告をいただ く形になって おりまして、 こちらのほ うとしては推 進の方
向性は出たという ことで、これ をできるだけ MVNO委員会に 入っていら っしゃるMVNO 事業者
29

さんはもちろんで すけれども、 それ以外のMV NO事業者の皆 様にも広げ ていきたいと 考えて
ございます。
○清水座長

どうもありがとうございました。

いろいろ大変有意義な議論ができまして、ありがとうございました。
そろそろ時間も 迫って参りま したので、今 後の予定につ きまして、 事務局から説 明をお
願いします。
○村田参事官

そ れでは、事務 局から、今後 の予定につき まして御説 明をさせてい ただき

ます。
本日、御審議い ただきました 検討会の報告 書につきまし ては、座長 とも御相談の 上、宿
題もいただきまし たので、５月 の連休明けこ ろに公表をさ せていただ きたいと予定 をして
おります。ほぼ同 時に、パブリ ックコメント の結果につき ましても公 表をする予定 でござ
いますが、公表の 仕方について は宿題をいた だきましたの で、事務局 で検討の上、 座長と
もお諮りをさせていただきたいと思っております。
検討会の報告書 を受けまして、早速基本計 画の見直し作 業に取りかか りたいと思い ます。
具体的には、政府 部内で第３次 の基本計画案 を作成し、基 本計画につ いてもパブリ ックコ
メントを約１カ月 間行いまして 、本年夏以降 に子ども・若 者育成支援 推進本部にお いて決
定することを考えております。
この検討会につ きましては、 今後委員の皆 様方の御意見 をいただく ような状況が 参りま
したら、改めて清 水座長及び藤 原座長代理と 御相談の上、 検討会の開 催の日程を調 整させ
ていただきたいと存じます。
以上でございます。
○清水座長

どうもありがとうございました。

以上で本日の議 題は終了致し ました。最後 に、武川共生 社会政策担 当統括官より 、御挨
拶をいただきたいと思います。宜しくお願いします。
○武川政策統括官

共生社会担当の政策統括官の武川でございます。

本日は、委員の 皆様方には大 変有意義な御 議論をありが とうござい ました。また 、平素
より青少年のイン ターネット環 境の整備に向 けた取組に対 しまして御 協力を賜り、 厚く御
礼を申し上げます。
御案内のとおり 、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 備につ
きましては、平成2 4年７月に決 定された第２ 次の基本計画 に基づいて 政府と致しま しては
取組、この３年間 一定の成果が 上がってきた ところでござ います。し かしながら、 技術は
日進月歩でござい ますし、また 、一方で、残 念ながらイン ターネット を通じた犯罪 も後を
絶たないところで ございます。 私のやってい る各種計画で はなかなか ３年で次の計 画をつ
くるというのはな いのですが、 この分野では それぐらいや っていかな いと追いつか ないと
いうのを、聞いておりまして実感致しました。
政府と致しまし ては、本検討 会での提言を いただきまし て、今後第 ３次の計画を 速やか
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につくって参りたいと思っております。
先生方におかれ ましては、本 日が一つの区 切りというこ とになりま すが、今後と もお知
恵や御協力をいただきたいと考えております。
最後に、改めま してこれまで の御協力に感 謝を申し上げ ますととも に、今後とも 引き続
き宜しく御指導、御 協力を賜りま すようお願 い申し上げて、御挨拶とさ せていただき ます。
ありがとうございました。
○清水座長

ありがとうございました。

武川統括官に御 挨拶をいただ きました。こ れをもちまし て、第28回 「青少年イン ターネ
ット環境の整備等に関する検討会」を終了することができました。
本日は報告書を 確定させてい ただきまして 、今後の対応 につきまし ても御意見を 多々い
ただいたところで あります。私 も検討会に関 係しましてい つも感じて いましたのは 、スタ
ート時からいろい ろな観点で変 わってきてお りますが、内 閣府の事務 局を中心に関 係府省
が非常によく連携 して進めてい ただいてきた という強い印 象を持って おります。今 後もこ
ういう体制というのは、この分野では非常に重要ではないかと思ってお ります。
また、ここでま とまったとい うことから考 えますと、今 の状況は今 までとどこが 変わっ
ているのか、その 対応に関して 少し整理をし てみるという 時期でもあ るのかと思っ たり致
します。こちらに ついては、事 務局でその都 度、整理をし て進めてき たということ でござ
いますけれども、 この報告書が まとまった次 の段階という ことからし ますと、いろ いろな
新しい案件も出て いるという御 発言もありま すので、整理 していくと いうことも必 要では
ないかと思います。
私としては、青 少年のインタ ーネット環境 の問題という か、マイナ スの面をいか に防ぐ
かという観点とと もに、子供た ちが情報端末 を使って、プ ラスの面の 利用を大いに 促進し
てほしい。マイナ ス面に向くと いう力をプラ スに置きかえ ていただき たいのです。 学習に
もつながりますし 、コミュニケ ーション能力 も新しい時代 に対応でき るということ になり
ますので、そこに力を入れるような体制ができればいいという思いでご ざいます。
事務局から御説 明がありまし たように、本 検討会として は一区切り がついたとい うとこ
ろでございますので、また御連絡が行きましたら、どうぞ宜しくお願い 申し上げま す。
長時間にわたりまして、どうもありがとうございました。
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