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青少年インターネット環境の整備等に関する検討会 

第34回会合 

議事次第 

 

 

日時：平成29年４月17日（月）14:30～16:30 

場所：中央合同庁舎４号館 共用第３特別会議室 

 

 

１．開会 

 

２．石原内閣府副大臣挨拶 

 

３．議題 

  （１）「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設

に関する基本的な計画（第３次）」の進捗状況（平成28年度）について 

  （２）「平成28年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」の結果について 

  （３）今後の検討会の検討の方向性について 

  （４）今後の検討会の進め方について 

  （５）意見交換 

  （６）その他 

 

４．閉会 

 

【出席委員】 

藤原座長、藤川座長代理、有木委員、五十嵐委員、上沼委員、尾上委員、尾花委員、清原委員、国分委

員、小城委員、吉田委員、井部委員代理 

【内閣府・事務局】 

石原副大臣、西崎統括官、和田審議官、堀参事官 

【オブザーバー】 

内閣官房情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室参事官補佐、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長、総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第一課長、法務省大臣官

房秘書課政策評価企画室上席補佐官、文部科学省生涯学習政策局青少年教育課長、経済産業省商務情報

政策局情報経済課課長補佐 

【その他・座長が指定する者】 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局児童福祉調査官、内閣府子ども・子育て本部認定子ども園担当参事官 
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○藤原座長 本日は、お忙しい中お集まりいただき、まことにありがとうございます。 

 人事異動等もございましたが、まず委員の出欠状況等について事務局から報告をお願い

いたします。 

○堀参事官 その前に、３月30日付で前任の村田の後任で参りました堀でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 また、本日は厚生労働省から雇用・均等児童家庭局児童福祉調査官の鈴木健吾様、また

認定こども園担当の当府参事官の安田伸様に御出席いただいております。 

 それでは、委員の出欠につきまして御報告いたします。 

 本日は金井委員が欠席され、長尾委員の代理で井部様に御出席をいただいております。 

 また、尾上委員、尾花委員におかれましては若干遅れられるということで御連絡いただ

いております。以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、本日はまず石原副大臣から御挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願

い申し上げます。 

○石原内閣府副大臣 青少年育成を担当する内閣府副大臣の石原でございます。「青少年

インターネット環境の整備等に関する検討会」の開催に当たり、一言御挨拶申し上げます。 

 委員の皆様には、本検討会において熱心に御議論をいただいているほか、平素から政府

の青少年インターネット環境の整備に向けた取組に対し、御理解と御協力を賜り、深く感

謝を申し上げます。 

 我が国の青少年を取り巻くインターネット環境に関しては、平成20年６月に制定された

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等に関する法律及び平成

27年７月に改定された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計画に基づき、官民一体となって各種の施策を推進しているところ

であります。 

 しかしながら、青少年を取り巻くインターネット環境の変化は著しく、平成28年度の青

少年のインターネット利用環境実態調査によれば、約６割の青少年が１日２時間以上イン

ターネットを利用しており、インターネットの利用に起因して青少年が被害者や加害者と

なる例も後を絶たないなど、さまざまな問題が発生しています。 

 政府といたしましては、このような青少年のインターネット利用実態、利用環境の変化

及びこれまでの基本計画に基づく施策の進捗状況等を踏まえ、新たな問題の実態を速やか

に把握し、迅速に必要な対応の検討を進める必要があると考えているところであります。 

 今回の検討会は、基本計画の見直しに向けた御審議の第１回目となりますが、皆様から

お知恵や御意見を頂戴して、しっかりと施策事業に反映してまいりたいと考えております。 

 私も担当させていただいているのですが、本当に青少年をとりまくインターネット環境

がどんどん変化をしているものですから、いろいろと事務方から説明を受けている中でも

非常に関心を持って、今日は２時間じっくり皆様の御意見を聞かせていただきたいと思っ
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て参加させていただきましたけれども、今後皆様の御支援、御協力を深く深くお願いを申

し上げまして御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○藤原座長 どうもありがとうございました。石原副大臣におかれましては、次の公務ま

での間、本検討会に御参加いただけるそうでございます。どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

 それでは、まず初めに事務局から本日の配布資料の確認をお願いいたします。 

○堀参事官 配布資料でございます。 

 まず、議事次第でございます。 

 そして、２枚目に資料一覧がございます。記載のとおり、資料は１～11までございます。 

 １が内閣府配布資料、「「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計画(３次)」の進捗状況について(概要)」でございます。 

 それから、資料２がこの３次計画のフォローアップ結果でございます。 

 資料３が、「内閣府配布資料」でございます。 

 資料４が、「総務省配布資料」でございます。 

 資料５が、「経済産業省配布資料」でございます。 

 資料６が、「警察庁配布資料」でございます。 

 資料７が、「法務省配布資料」でございます。 

 資料８が、「文部科学省配布資料」でございます。 

 以上が、議題１の関係でございます。 

 次に、議題２の関係で資料９でございます。「平成28年度青少年のインターネット利用

環境実態調査(概要)」版でございます。 

 なお、机上配布資料として委員の方々には法と第３次基本計画、それから資料９の参考

資料として実態調査報告書本体を置かせていただいております。 

 続きまして、資料の確認に戻らせていただきまして、議題３の関係でございます。「今

後の検討の方向性」という１枚紙でございます。 

 それから、議題４の関係でございますが、「検討会の進め方（案）」、これも１枚紙で

ございます。 

 以上が、資料の１～11まででございます。不足等ございましたら事務局までお申しつけ

いただきたいと思いますが、先生方はお手元にはございますか。大丈夫でございますか。 

 また、本日の会議の議事録につきましては別途各委員の皆様方の御確認をいただき、座

長に諮った後に公開させていただきたく存じますが、よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、そのようにさせていただきます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、早速ですが、議事に入らせていただきます。副大臣の御挨拶にもございまし

たが、本日から第４次基本計画への提言に向けた議論を開始したいと考えており、後半に

その検討の方向性、進め方等を議論したいと考えております。委員の皆さんの御意見の時
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間をとりたいと思っておりますので、進行に御協力のほどお願いいたします。 

 では、まず第４次基本計画への提言に向けた議論の前提ともなります議題の１、「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(第３次)の進捗状況(平成28年度)」でございますけれども、これにつきまして関係省

庁から御説明をいただきたいと思っております。 

 まず、内閣府から順次説明をお願いいたします。質問等は、各省庁の説明終了後にまと

めて伺いたいと思っております。 

 それでは、まず内閣府から説明をお願いいたします。 

○堀参事官 まず、資料１と２をご覧いただければと思います。 

 資料２ですが、これが３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。 

 資料１は、これらのうち主要な取り組みについて概要版として整理したものでございま

す。個々の内容につきましては、これから順次各省庁から説明がなされますので、その際、

当該資料につきましてもあわせてご覧いただければと思います。 

 続きまして、内閣府の取り組み状況につきまして資料３に基づいて御説明をさせていた

だきます。内閣府では、取り組みは大きく４つ整理させていただいております。 

 １つ目でございますが、本「検討会の開催」であります。昨年度は６月、９月、12月の

計３回開催し、６月にはフィルタリングの提供のあり方、それから９月と12月には保護者

に対する啓発活動についてそれぞれ委員等の発表のほか、御討議をいただきました。 

 ２つ目は、「広報・啓発活動の実施」であります。多くの青少年が初めてスマートフォ

ンなどを手にする春の進学、進級の時期に特に重点を置き、関係府省庁、関係事業者等と

協力し、本年２月から５月までの間、「春のあんしんネット・新学期一斉行動」として集

中的に普及啓発活動を展開いたしました。 

 内閣府といたしましては、関係省庁連名でPTA団体に対し、また個別には地方公共団体、

青少年関係団体に対して協力依頼をいたしましたほか、専用のホームページや政府広報等

により周知・広報啓発を実施いたしました。 

 ３つ目は、「青少年のインターネット利用環境実態調査」であります。昨年度、平成28

年度については後ほど御説明申し上げますが、毎年実施しております青少年のインターネ

ット利用環境実態調査のほか、「低年齢層の子供のインターネット利用環境実態調査」を

実施いたしました。この後者につきましては、現在報告書を作成中でございます。このほ

か、青少年のインターネット環境整備に取り組んでいらっしゃる民間団体の活動事例集を

現在作成中でございます。 

 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体制支援事業のフォーラムの

開催であります。昨年度は茨城、島根、和歌山の全国３カ所で国、地方公共団体、民間団

体などが連携し、「青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム」を開催し、地方

において関係機関・団体が連携して各種取り組みが実施できるプラットフォームの構築を
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推進いたしました。内閣府からは、以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、次に総務省、経済産業省、警察庁、法務省、文部科学省の順で説明をお願い

いたします。 

○徳光消費者行政第一課長 総務省でございます。よろしくお願い申し上げます。 

 私のほうから、資料４に基づきまして総務省の28年度の取り組みを御紹介させていただ

きます。 

 まず１ページ目でございますが、「e-ネットキャラバン」です。これは皆様御案内のと

おり、情報通信分野の企業、団体、総務省、文科省と協力して全国で開催してしおります

出前講座でございますけれども、28年度は特にフィルタリング利用の普及推進を図るため

にフィルタリングの説明に重きを置いたe-ネットキャラバンPlusという講座を新設すると

ともに、低年齢化に対応して対象学年についても小学校５年生から３年生の生徒及びその

保護者へと引き下げを実施して、またその教材の開発を行っております。それで、28年度

は総計で1,755件、約32万人の方に実施したところでございます。 

 ２でございます。ILASについてでございますが、これは「青少年のインターネット・リ

テラシーを可視化するテスト」ということで、平成24年から全国の高等学校１年生を対象

に実施しているものでございます。また、あわせて使用実態調査ということも実施してお

りまして、28年度の結果を３月31日に公表いたしております。この28年度につきましては、

全国の高等学校PTA連合会の多大な御協力もいただいておりまして、対象校としては89校、

参加人数は約１万4,800名というところでございます。 

 それで、全体の回答率は67.2％ということでございまして、不適切利用に関する正答率

というものは高いのですが、不適正取引や、あるいはプライバシー、セキュリティーに関

する正答率が低い傾向ということでございまして、普及啓発に当たってはこうした点につ

いても力点を入れておく必要があるというところでございます。 

 また、このILAS調査につきましてはOECDの関連作業部会においても日本における取り組

みとして紹介いたしております。 

 次のページをお願いいたします。３でございますが、「青少年の安心・安全なインター

ネット利用環境整備に関するタスクフォース」ということを去年の４月から開催いたしま

した。ここで啓発活動のあり方、あるいは使いやすいフィルタリングの実現といったよう

なことについて御議論いただき、その論点と解決に向けた方向性ということで去年の７月

に公表いたしました。 

 この取りまとめの報告を踏まえ、関係団体等でフィルタリングのあり方について議論が

なされ、各事業者におきまして店頭啓発素材の共通化や、あるいは各社で異なっておりま

したフィルタリングサービスの名称、アプリアイコンの統一、これが３月に実施されてい

るということとともに、フィルタリングによる保護を一切受けない、いわゆる「ノーガー

ド層」のリスクの低減を図るため、一定のリテラシーレベルを持つと考えられる高校生を
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対象に新たなレベルのモード、いわゆる高校生プラスを追加し、現在具体的な推奨方法、

対象者等や販売フローについて検証中でございます。 

 最後に、「あんしんショップ認定制度」ということでございますが、これは一般社団法

人全国携帯電話販売代理店協会におきまして、業界の自主的な取り組みとして青少年及び

その保護者が携帯電話を購入する際に安心して相談等ができる体制を整えるということで、

消費者保護等関係法令を遵守する旨、あるいは青少年利用環境整備に寄与する旨をみずか

ら宣誓した店舗にして認定する「あんしんショップ認定制度」をこの１月より実施してお

りまして、店舗には右につけておりますけれども、この認定マークを掲出するという取り

組みを実施しております。これは、私どもとしても大いに期待している取り組みでござい

まして、御紹介させていただきました。以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、経済産業省お願いいたします。 

○岡北情報経済課長補佐 経済産業省です。経済産業省では、フィルタリングの重要性の

普及・啓発の観点を中心に平成28年度取り組みを実施してまいりました。資料５にまとめ

ておりますが、大きく４つ御紹介させていただきます。 

 １つ目が、平成27年度に経済産業省で作成いたしましたリーフレットの広報活動でござ

います。こちらは４つ、未就学児、小学生、中学生、高校生、それぞれのお子さんを持つ

保護者の方向けに注意事項をまとめたリーフレットを作成しておりまして、こちらを平成

28年度にはさまざまなフォーラムやセミナーの機会を通じて広報活動を実施してまいりま

した。 

 ２点目は「インターネット安全教室の実施」ということでございまして、こちらは継続

の取り組みですが、警察庁及び都道府県警察の協力のもと、全国各地のNPO等と連携をして

「インターネット安全教室」を開催してまいりました。こちらは、必ずしもフィルタリン

グに特化した取り組みではないんですけれども、インターネットを安全・安心に使えるよ

うにということでフィルタリングを含め、さまざまな親子で守っていただければと思う事

情を普及啓発しているということでございます。 

 ３点目は、「家電量販店店舗でのポスター掲出協力」ということでして、こちらも例年

と同様の継続の取り組みになりますが、「春のあんしんネット・新学期一斉行動」の一環

として大手家電流通協会様に御協力をいただきまして６社10ブランドの家電量販店店舗に

おいてフィルタリングの普及啓発に関するポスターの張り出しを行っていただいていると

ころです。張り出し期間といたしましては２月下旬から５月ごろまでということで、張り

出しの場所としてはゲーム機販売コーナー、タブレット販売コーナーなど、インターネッ

ト接続機器の販売コーナーを中心にお願いをしているところでございます。 

 こちらのポスターなのですけれども、昨年度の有識者会議におきましてなかなかフィル

タリングの重要性がわかりづらいのではないかという御指摘をいただきましたので、その

点を踏まえ、ブラッシュアップしたバージョンを作成しております。 
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 最後に４点目でございますが、CESAさんが作成・公表している啓発資料の広報活動の「春

のあんしんネット・新学期一斉行動」の一環として経済産業省が協力させていただいてお

ります。こちらは、引き続きCESAさんともコミュニケーションをとりながら、「春のあん

しんネット・新学期一斉行動」のみならず、引き続き啓発活動に協力をさせていただきた

いと思っております。経済産業省からは、以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 警察庁、お願いいたします。 

○小西少年課長 警察庁でございます。警察庁では、資料６をご覧いただきたいと存じま

すけれども、３点取り組みを進めてございます。 

 まず、１点目の教育・啓発の関係でございます。右上に小さく載っておりますが、毎年

広報用啓発資料を策定しております。これは表と裏しか写っておりませんが、この間に真

ん中のページというものがございまして、それについては毎年の検挙実績、実際に起こっ

た事案を参考にしながらリバイスをかけて、最新の情勢をお子様あるいは保護者の方にわ

かっていただくように配意しているところでございます。販売店への要請、あとはサイバ

ー防犯ボランティアの育成支援等は例年どおりでございます。 

 大きな２点目でございます。「犯罪被害の抑止対策の推進」ということで、ここは警察

独自というところでございますけれども、１点目の取り締まりでございます。インターネ

ット利用に起因いたします犯罪被害につきましては取り締まりをしているところでござい

ますが、昨年につきましては既に広報しておりますが、児童ポルノ事犯が1,368件、児童買

春事犯が634件ということで、いずれも昨年よりも増加といった傾向でございます。 

 ２点目は、「コミュニティサイトに起因する事犯の実態調査の実施」ということでござ

います。これも、例年実施しているところでございます。それぞれの業者様の取り組みに

関連した被害実態に応じた形で御要請を申し上げているということでございます。昨年の

数字につきましては現在取りまとめ中でございますので、また公表されましたら御報告申

し上げたいと存じます。 

 ３点目は「サイバー補導」ということで、サイバーパトロールを通じまして発見した不

適切な書き込みにつきまして、実際のリアルの世界で児童の方に指導等を行わせていただ

いているというところでございます。 

 ３点目は、資料に記載のとおりでございます。以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、法務省お願いいたします。 

○小島上席補佐官 法務省です。よろしくお願いいたします。 

 法務省の取り組みについて、資料７に基づき３点御説明いたします。よろしくお願いい

たします。 

 法務省の資料１を御覧下さい。１点目は人権相談です。法務省の人権擁護機関では、人

権問題における主な人権相談体制として全国の法務局、地方法務局及びその支局等におい
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て電話または面談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電話相談、

「子どもの人権110番」をフリーダイヤルで設置しております。 

 このほか、全国の小中学校の全児童、生徒に対し、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」を配布するとともに、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を開設しています。 

 法務省の資料２を御覧下さい。２件目は、人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済及

び予防です。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いて人権侵犯事件として調査を開始し、被害の救済のための措

置を講じるなどしています。インターネット上における名誉棄損、プライバシー侵害等の

人権侵害情報に関しては、資料中段の四角以下をご覧いただきたいのですが、相談者に対

しプロバイダ等に対する発信者情報の開示請求や、人権侵害情報の削除依頼の方法につい

て助言しているほか、事案に応じて法務局においてプロバイダ等に対し当該情報の削除を

要請する取り組みを行っています。 

 法務省の資料３を御覧下さい。３点目は、インターネットをテーマにした人権啓発活動

です。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

啓発活動の協調事項の一つとして掲げ、各種啓発活動を実施しています。 

 その一環として、まず平成28年度は人権啓発冊子、「あなたは大丈夫？ 考えよう！ イ

ンターネットと人権」の改訂版を作成し、全国の高校１年生に配布しました。その冊子が

資料３となります。この冊子は、特にインターネット利用率が９割を超える高校生を対象

として、インターネットを悪用した人権問題への対応とともに、インターネット・リテラ

シーの向上を図ることを目的として、無料通信アプリ等を使用したいじめ、リベンジポル

ノの問題などを盛り込んでおり、現場の学校や教育委員会からも大変わかりやすいとの評

価をいただいております。 

 最後に、法務省の資料４をご覧ください。こちらは、インターネット上における人権尊

重やその安全な利用に関する理解や関心を深めることを目的とした啓発ビデオ、「インタ

ーネットと人権 加害者にも、被害者にもならないために」です。こちらを作成し、法務

局、地方法務局での貸し出しのほか、近日ユーチューブ法務省チャンネルでも配信を予定

しております。 

 法務省の人権擁護機関では、引き続きインターネットと人権の問題について積極的な啓

発活動を行ってまいります。以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、文部科学省お願いいたします。 

○土肥青少年教育課長 文部科学省青少年教育課長の土肥でございます。よろしくお願い

いたします。 

 資料８が文部科学省作成の資料でございますけれども、28年度に変わった点について端

的に御説明したいと思います。 
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 １つには、「情報モラル教育の推進」の中の学習指導要領でございます。学習指導要領

につきましては、本年３月31日には小中学校分について改訂されました。その中で、情報

モラルを含む情報活用能力を学習の基盤となる資質、能力と位置づけまして、教科横断的

に育成することを明記したという点が１点、変更となった点でございます。 

 それと、１.の一番下の「スマートフォン対策を含む啓発資料の作成・配布」ということ

で、我々のほうも「ちょっと待って！ スマホ時代のキミたちへ」という普及啓発資料を

つくっているんですけれども、昨年までは高校１年生の「春のあんしんネット・新学期一

斉行動」の時期に全高校生に配っていたのですが、ことしから中学１年生全員に配るとい

うことで、スマホのほうが中学生も早く使い始めているということで、中学１年生に全員

配るというような変更を加えているところでございます。 

 ２.の「ネット上のいじめへの対応」ということで、いじめの防止等のための基本的な方

針というものが３月14日に改定されました。この中で、インターネット上のいじめについ

ても今回厚く書いてございまして、「いじめの防止等のための基本的な方針」の「〇」の

２つ目でございますけれども、インターネット上のいじめは、刑法上の名誉棄損罪や侮辱

罪、民事上の損害賠償請求の対象となり得ることや、インターネット上のいじめが重大な

人権侵害に当たり、被害者等に深刻な傷を与えかねない行為であることを理解させる取組

を行う。」ということを明記したところでございます。 

 その他の点については、例年どおりやっているということでございます。説明は、以上

でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、本件につきまして、ただいまの各省庁の説明につきまして御質問、御発言が

ありましたら、どなたからでもよろしくお願いいたします。 

 それでは、まず清原委員お願いいたします。 

○清原委員 御説明ありがとうございます。三鷹市長の清原です。 

 今回それぞれのお取り組みを聞いておりまして、例えば総務省におかれましては「e-ネ

ットキャラバンPlus」の対象学年を小学校５年生から小学校３年生にされるとか、あるい

は経済産業省におかれてもリーフレットの広報活動の対象に未就学の子供を含めるとか、

インターネット利用、スマートフォン利用の「低年齢化」の傾向を踏まえた取り組みが進

んでいることを確認させていただきました。 

 実は、私の場合、毎月２回、市民の皆様、約９万2,000世帯に広報誌（「広報みたか」）

を発行しておりまして、そこに市長のコラムを書いているのですが、最新号の４月16日号

のタイトルは「対話がコミュニケーションの基本 インターネット上でも人権尊重を」と

させていただきました。その趣旨は、未就学のお母さんたちを妊娠期から支援しておりま

すとスマートフォン等が欠かせないということもあり、全ての妊娠中のお母さんにまずは

保健師等による面接をさせていただいて、昨年1,300人ほどの対話による面接をさせていた

だきました。あわせて妊娠中のお母さん方からは、出産後に予防接種を忘れないように、
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あるいは健診を忘れないようにプッシュ型のサービスをしてほしいという御希望も多かっ

たので、今年の７月からスマートフォン向けにプッシュ型のサービス（みたか子育て応援

ナビ「ゆりかご・スマイル」）も始めることといたしました。 

 つまり、妊娠中やお子さんが乳幼児期のお母さんはスマートフォンを使っていて、これ

は健やかな育児（授乳管理や情報収集等）のために使っているのですが、子育て環境の中

にスマートフォンやタブレット型端末の役割が重要であるということも確認しました。し

たがって、「対話」が基本だけれども、インターネットの利用も補完的に必要であるとい

うときに、「低年齢化」といったら本当に赤ちゃんのときから、あるいは妊娠期からスマ

ートフォンが環境にあるかもしれないと再確認して、コミュニケーションは「対話」が基

本であり、インターネットに過度に依存することなく、ぜひインターネットは正しく使い

ましょうということをコラムで書かせていいただきました。 

 そこで、質問です。法務省さん、あるいは警察庁さんに伺うのですが、このような「低

年齢化」ということについては、例えばインターネット上の犯罪の被害者に低年齢化が見

られるかどうか。あるいは、法務省におかれては人権相談を人権擁護委員さんも含め、丁

寧にしていただいているのですが、その御相談の中にインターネットを介したもの、SNS

を介したもの、あるいはそれを通じたいじめなどの御相談で「低年齢化」の傾向が見られ

るかどうか。もし何か傾向をお感じになっているところがありましたら、教えていただけ

ればと思います。よろしくお願いします。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 後半の第４次のテーマにつながるような大変貴重な低年齢化であるとか、健やかな育児、

対話、プッシュ型、大変示唆に富むお話、ありがとうございました。 

 そこで、法務省と警察庁のほうに御質問で、犯罪の被害、あるいは人権相談、これらに

ついて低年齢化という傾向が見られるかという御質問でしたけれども、いかがでしょうか。 

 まず、法務省からお願いいたします。 

○小島上席補佐官 法務省です。御質問ありがとうございます。 

 まず、インターネット人権相談の中で被害児童の年齢別件数というのは、把握しており

ませんので明確にはお答えできないのですけれども、例えば子供の人権110番において毎年

６月下旬に強化週間というのを設けているのですが、その中でいじめ関係、インターネッ

ト関係の件数というのを２～３年前から取っております。 

 ただ、その中でインターネット関係は全体の相談件数の約1.3％と非常に少ないので、低

年齢化という傾向は現時点では判断できないという状況にあります。以上です。 

○藤原座長 ありがとうございます。 

 それでは、警察庁お願いいたします。 

○馬場情報技術犯罪対策課長補佐 警察庁でございます。 

 現在のコミュニティサイトに起因する犯罪被害の実態などの統計でございますが、今の

ところ特に低年齢化というよりは、以前からやはり同じ年代の中高生などがそういった買
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春などの被害に遭うといった実態が継続して見られます。 

 また、児童ポルノ等につきましては、これも以前からなのですけれども、急激に低年齢

化というよりは以前から小学生ぐらいの子供が被害に遭ってしまうというような傾向でご

ざいます。以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 清原委員、よろしいでしょうか。 

○清原委員 ありがとうございます。 

 今回、厚生労働省から児童青少年課、そして認定こども園の担当者の方が御出席いただ

いて大変心強く思います。保育園や認定こども園等の児童に関しては、今のところ警察庁、

あるいは法務省によれば、データ分析に「低年齢化」の傾向は顕著にあらわれていないと

いうことでございますけれども、少なくとも啓発する保護者の対象を小中学校、高校の保

護者から未就学の保護者の方にも広げていくということは大変有効だと思っておりまして、

ぜひ次期にはそうしたような視点の分析も加えていただけば有効ではないかと思います。

以上です。ありがとうございます。 

○藤原座長 貴重な御指摘、ありがとうございました。それでは、ほかに御質問いかがで

しょうか。 

 それでは、尾花委員お願いします。 

○尾花委員 尾花でございます。御丁寧な御説明ありがとうございました。 

 ひとつ気になっておりますのは、３月の下旬にツイッターのアプリの対象年齢が大幅に

変更になりまして、これは皆さんと情報共有をさせていただきたい。御存じない方もいら

っしゃるかもしれないので、そこの部分をお話しして要検討かというようなところで発言

をさせていただきます。 

 今まで４プラスということで、それこそ低年齢のお子さんでも使えるようだったアプリ

が、ツイッター社の規約の中では13歳未満には適さないサービスであると書いてあるにも

かかわらず、アップル社のレーティングで３月下旬に17プラスになってしまったのですね。

そのせいで17歳未満、16歳以下のお子さんの端末にあったアイフォン上のアプリが突然消

えるとか、使えなくなるという事態に発展しています。 

 多分、大半の方は御存じだと思うのですが、そういう状況の中、総務省のタスクフォー

スと携帯会社さんとの御協力で新モードという形になったにはなったのですが、その新モ

ードの中身が多分微妙な状態になってきているのかなと思います。 

 テレビ番組等を見ても、10代向けのNHKさんの番組とかで、ハッシュタグ10代でコメント

を募集します。でも、正しく使っていれば16歳以下は使えないというような状態にちょっ

と陥っていまして、そのあたりのことで何か対応とか、いろいろ検討されているとか、も

しかしたら携帯会社さんとのやりとりがあるとか、そういうような状況がわかれば教えて

いただきたいですし、もしこれから検討とか、今のところ何の動きもまだしていない。様

子を見ている状態だというのだったらそれでも結構ですので、ちょっと状況をお知らせい
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ただければと思います。以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。情報提供願いたいということですけれども、これ

は総務省になりますか。 

○徳光消費者行政第一課長 ツイッターの関係というのは当然我々も知っています。 

 ただ、特に具体的に我々のほうで今、携帯事業者さんとやりとりをしているというとこ

ろではありません。行政と携帯事業者さんの間ではありませんが、事業者さんのほうで何

かあればお知らせいただきたいのですが、ないならばないで結構でございます。 

○尾花委員 もしオブザーバーでいらっしゃっていれば、事業者さんから何かあればお願

いします。 

○電気通信事業者協会 今、御紹介いただきました新モード（高校生プラス）ですが、ツ

イッターに関しましては一部事業者についてはブロックということになっております。そ

ういった実態もありますので、先ほど課長からもお話がありましたように、まだ総務省さ

んとの話を本件について行っているということはございません。以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。もし今後進展するようであれば情報提供いただく

ということで、ひとまずお願いしたいと思います。ほかにはいかがでしょうか。 

 では、どうぞ。 

○尾上委員 尾上と申します。私は教育啓発の推進に関してのお話ですが、今後の検討の

方向性という部分にも関係すると思うのですが、公益社団法人日本PTA全国協議会は今、全

国の協議会の実態調査という形で協議会を個々に回っております。その中で、指導者研修

という形でPTA会長並びに教員の代表の方を一堂に会して研修会を毎年やられているとこ

ろが多々見受けられます。これを全国一斉にそういった活動を進めていただけるように動

いていこうと考えておりまして、その中ではやはり研修のための資料とかビデオという部

分が必要になってまいります。 

 そういった面では、青少年を取り巻く環境に問題はたくさんあるのですが、その中の一

つにインターネットに関する部分というのは大変幅広い部分がございまして、できれば10

分～15分くらいのビデオの作成を取りまとめていただければそれが配信できるということ

と、研修資料に関しましてはこういった要望がありまして、できれば日本PTAのホームペー

ジにその研修資料がアップされていつでも使えるような形にしてほしい。毎年更新してほ

しいというような部分もございます。 

 そういった形で教育啓発の推進に取り組めていけたらと思いますので、ぜひとも御協力

をよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。教材につきましては、官民それぞれなかなかいい

教材もあると伺っておりますけれども、特に今の時点で各府省庁から何かございますか。 

 なければ、今PTAのほうからそういう御要望があったということを受けとめておきたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたします。大体、よろしいでしょうか。 

 では、副大臣どうぞ。 
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○石原内閣府副大臣 先般、決算委員会でも松浪健太議員が質問されたのですが、厚生労

働省も来ていますが、インターネットの利用時間と子供の健康上の問題といった議論とい

うのが今までこの中ではされていたのか。ゲームに対する依存症が病気かどうかというの

も厚生労働省に松浪健太議員が質問されていて、国際疾病分類上はゲーム中毒という分類

はないという話だったのですけれども、利用時間と健康上の問題を今まで皆さんで検討さ

れたことはあるのでしょうか。 

○藤原座長 いいタイミングで御質問いただき、ありがとうございます。これまでもこの

会議でいろいろ統計をとったりして議論しておりました。その関係で、今回から厚生労働

省にも御出席賜っているのですけれども、ちょうど議題の２で「「平成28年度青少年のイ

ンターネット利用環境実態調査」の結果について」がございますので、まずそれを説明し

てもらいたいと思います。 

 それでは、内閣府のほうから御説明をお願いします。 

○堀参事官 それでは、「平成28年度 青少年のインターネット利用環境実態調査 調査

結果」につきまして、資料９の概要により御説明させていただきたいと思います。全体で

18ページございますが、時間の関係もございますので主な項目について言及したいと思い

ます。 

 ２ページ目にお移りください。これが「調査概要」でございます。昨年度の調査につき

ましては、一昨年度、27年度に引き続き満10歳から満17歳までの青少年5,000人、それから

青少年の同居の保護者5,000人を対象として実施いたしました。青少年は15の機器、保護者

は11機器のインターネット接続機器によるインターネット利用状況等について調査してお

ります。 

 （４）の実施の「期間」は、28年11月５日～12月11日まで。 

 その下にございます「回収結果」ですが、青少年は3,284人、65.7％、保護者は3,541人、

70.8％の回答となっております。 

 次に、３ページ目にお移りいただきたいと思います。「概要１ 青少年のインターネッ

トの利用状況－１」でございます。赤枠のところで記載しておりますが、青少年の機器及

びインターネットの利用率は80.2％がいずれかの機器でインターネットを利用していると

いう結果が出ております。また、インターネットを利用する機器につきましてはスマート

フォン、携帯ゲーム機、タブレット、ノートパソコンが上位となっております。 

 次に、４ページ目をご覧いただきたいと思います。「概要２ 青少年のインターネット

の利用状況－２」でございます。青少年のインターネットの利用内容は、高校生は「コミ

ュニケーション」「動画視聴」「音楽視聴」が上位、中学生は「動画視聴」「ゲーム」「コ

ミュニケーション」が上位、小学生は「ゲーム」「動画視聴」が上位と、それぞれ年齢な

どによって若干違いが出ております。 

 また、全ての年代の利用内容を経年で比較したものがこの資料の右側でございますが、

「ニュース」「動画視聴」「ゲーム」につきましては増加傾向にあるところでございます。 
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 次に、５ページ目をお開きいただきたいと思います。「青少年のインターネットの利用

状況－３」でございます。赤枠のところをご覧いただきたいと思います。利用時間は前年

度と比べますと約12分増加し、平均利用時間は約154分でございます。また、学校種が上が

るとともに長時間傾向にございます。 

 高校生では、利用機器の合計の棒グラフで高校生のところをご覧いただければと思いま

すが、20.5％が５時間以上という結果が出ております。また、72.1％がスマートフォンで

２時間以上インターネットを利用しているという結果が出ております。 

 次は、９ページを飛ばしていただきまして14ページ目をお開きいただきたいと思います。

「概要12 青少年のインターネット利用に関する保護者の取組（スマートフォン）」でご

ざいます。スマートフォンを利用する保護者のうち82.9％が、いずれかの方法で青少年の

インターネット利用に関する取り組みを実施していると回答しております。 

 その中身を見ますと、「フィルタリングを使っている」が44.6％、「子供のネット利用

状況を把握している」が34.2％と上位となっております。また、「利用時間などのルール

を決めている」は前年と比べますと4.4ポイントふえ、26.6％になっております。 

 次の15ページ目をご覧いただきたいと思います。「概要13 保護者のインターネットに

関する啓発や学習の経験」でございます。インターネットに関する啓発や学習の経験は、

「学校から配布された啓発資料などで知った」、あるいは「学校の保護者会やPTAの会合な

どで説明を受けた」が上位となっております。啓発や学習の経験というものを経年で比較

いたしますと、この右側でございますが、「学校の保護者会やPTAの会合などで説明を受け

た」「インターネットで知った」という項目が増加傾向にございます。 

 次に、16ページをご覧いただきたいと思います。「概要14 家庭のルール」でございま

す。インターネットの利用に関する家庭のルールにつきまして、青少年の実態と保護者の

認識とのギャップが見られております。「ルールを決めている」との回答につきましては、

いずれの学校種においても保護者の回答が青少年の回答を上回っており、かつ、学校種が

上がるほどそのギャップが大きくなっております。 

 次に、17ページをご覧いただきたいと思います。「概要15 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」につきまし

ては、調査のやり方といたしましてフィルタリングの内容に関する資料を事前に調査票に

載せることによりまして直前にご覧いただき、その上で「知っていた」「なんとなく知っ

ていた」「まったく知らなかった」という選択肢でお伺いしているところでありますが、

そういった前提で申し上げますと「知っていた」との回答は減少傾向にございます。 

 また、「青少年インターネット環境整備法の認知」については横ばいとなっております。 

 最後に18ページでございますが、これは「青少年のスマートフォン・携帯電話の所有・

利用状況」について参考資料としてつけております。以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 先ほどの御質問ですが、副大臣よろしいでしょうか。 
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○石原副大臣 結構です。 

○藤川座長代理 よろしければ、副大臣に一言だけよろしいですか。藤川と申します。私

はこの調査にも若干かかわらせていただいたので、副大臣がせっかくおっしゃっていただ

きましたのでその利用時間について少しお話を申し上げたいと思います。 

 先ほどの調査の資料９の５ページに資料がございますが、年々というか、長期的に見る

とかなりスマートフォンの利用時間であるとか、インターネットの利用時間が長時間化し

ているということがございますが、ぜひ御注目いただきたいのはばらつきが大きいという

ことです。つまり、全然使わないとか、30分未満ということも結構多くて、他方で５時間

以上という人も多いわけでして、ばらつきが多いわけです。 

 文部科学省の学力の調査などを見ますと、スマートフォンなどの利用時間が長い人ほど

成績が悪いという傾向が顕著に出ておりまして、これは全体的な平均値で見るだけではな

くて、より極端に長い子供たちについて見ていくことが必要になってくると思われます。 

 まだ十分な調査はないんですけれども、恐らくこれはもっと調査すれば家庭環境が悪い

というお子さんに長時間化の傾向が見られ、成績の低下等も考えられるということがある

と思われるんですね。ですので、平均値で見ないでその極端なところに注目していく必要

があるかと思います。 

 小さいお子さんについても今、調査をしていましてまだ公表できる段階ではないんです

が、２歳ぐらいからネットを使っているお子さんも３割とか４割とかいまして、その使っ

ている中で見ますと、２歳、３歳ぐらいでも平均すると50分とか60分、平日に使っている

というデータが出てきているんですね。これは正式にはまた公表されると思いますけれど

も、そうなりますとこれは親の問題でありまして、家庭の状況が厳しい中で子育てをして

いて利用時間が長い御家庭というのが少ないんですけれどもそれなりの割合である。その

人たちへの支援というのをどういうふうにしていくかというのが、恐らく課題であります。 

 ですので、厚生労働省の方が入っていただけるというのは私としても非常に心強く思っ

ておりまして、ぜひ保護者支援という視点も持って、この対策はもっともっと議論してい

きたいところでございます。 

 今わかっているのは、とにかく長時間化しているということと、ばらつきが大きいとい

うことでございます。以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 この点につきまして、それでは清原委員お願いいたします。 

○清原委員 ありがとうございます。清原です。 

 今回の実態調査は、どうしてもインターネット利用に焦点を合わせていますので、この

対象者が１日にどのぐらい家で学習しているかとか、あるいは読書時間はどのぐらいであ

るかとか、あるいはテレビ、ラジオ等の接触時間はどうであるかとかということはわかり

ません。 

 したがいまして、誰にも平等に与えられている１日24時間という時間をどのように利用
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しているかということについては、この調査に限って言えばインターネット接触に焦点を

当てていますので、今、座長代理がおっしゃったような視点で総合的に検討する必要があ

るかと思いますし、その点については他の調査等で補完できる部分もあるのではないかと

思います。 

 ただ、文部科学省等の調査で先ほど御指摘のように、比較的インターネット接触時間が

長い層と学力とには有意な関係というのも示唆されておりますが、それが長いだけではな

くてほかの時間に読書をしているかもしれませんし、家庭学習時間が長いかもしれません

し、あるいは家族の会話の時間が相対的に多いかもしれませんし、そうしたことなどにつ

いても今後は幅広い目での検討が必要かと思います。 

 なお、厚生労働省におかれては２年ほど前だったと思いますが、インターネット接触時

間の長さが生む病理について、一定の括弧つきの表現ですが、「ネット依存」という言葉

を含んだ問題認識を実態調査等で示されたこともありますので、ぜひ今後もそうした視点

からも別の形での調査が行われ、この調査と有機的な連携を持って分析がなされればあり

がたいと思います。以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。検討する際のいろいろな考慮事由を挙げていただ

いて、御礼を申し上げます。 

 今の点に関して、厚労省から何かございますか。 

○鈴木児童福祉調査官 雇用均等・児童家庭局でございまして、いろいろ今、出ている依

存の関係というのはちょっと所管が違うので、済みません。 

 ですが、いろいろな場面で周知というのはできるので、実は１月の末にも放課後児童ク

ラブとか民生委員、児童委員さんのほうにその一斉行動の周知はしております。そのよう

な状況でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 では、尾花委員お願いします。 

○尾花委員 ありがとうございます。先ほど副大臣がおっしゃってくださっていたことで、

ちょうど他の調査でも例えばですけれども、30分以内の使用をしているお子さんは、全く

使用していないお子さんよりも成績がいいという傾向も出ているわけです。 

 ですから、ニュース等で報道されるのは、極端な数字が出ているときにそこに注目をさ

せて、インターネットはよくないよというところだけを告知されてしまうケースが多いの

ですが、実は例えば息抜きにうまくインターネットを活用しているとか、あるいは調べ物

としてインターネットを使っているという賢い活用の仕方ができているお子さんも中には

います。ですから、今、清原委員がおっしゃったように、一概にインターネットの利用時

間だけで成績と結びつけてしまうのは、やはり問題が大きいかと思います。 

 それで、後の議論の時間でまた詳しくは御紹介しようと思っているのですが、きょう添

付でこれをつけさせていただいております。これは、安心ネットづくり促進協議会のほう

で低年齢化のためのフォロー資料として作らせていただいたものなのですが、低年齢の場
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合はそれとは別に、例えばブルーライトという紫外線に最も近い強い光を２歳、３歳のと

きにベビーカーの中でスマホを見ていたら目の発達にどんな影響が起きるかとか、そうい

うような情報を例えば三鷹市で行われたとおっしゃっていた母親学級とか、乳幼児健診と

か、そういった母親に直接情報を与えられる状態のところで、実ははちみつがだめだよと

いうような情報と同じように、スマホは子供の成長とか発達に対してもしかするとこうい

う影響があるかもしれないという情報を与えられていないケースがほとんどです。 

 それで、保護者調査を安心協のほうでいたしましたところ、御存じない。だから、教え

てほしい。何にどう注意をして、どういう与え方をしたらいいのか、知る術がないので、

そこは教えてほしいし、わかったらやりたいというような御意見も多数寄せられていたの

で、それで作らせていただいたものがこういうものです。 

 厚生労働省の方もお越しいただいているところで、健康に関するダイレクトなものは逆

に医師とか専門家の方々がまた検討をする必要があると思うのですが、保健所ですとか、

保育園ですとか、幼稚園ですとか、そういったところで情報として保護者の方に提供する

という必要性は急務だと思われます。 

 ５年、10年たってから、あのときあんなふうな与え方をしたからこんなふうになっちゃ

ったと後悔しても取り返しがつかない発達段階の乳幼児期ですので、そこに関してはさま

ざまな調査と指揮者のいろいろな御意見とかも鑑みて、この検討会の中で総合的に詳しく

やっていく必要があるかと考えております。以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、既に第４次の基本計画にかかわるような御意見も出てまいりましたので、そ

ろそろ第４次基本計画への提言に向けた議論に入ってまいりたいと存じます。議題の３及

び４の「今後の検討の方向性」について、それから「今後の検討会の進め方」についてで

ございます。 

 これについて、内閣府から説明をお願いいたします。 

○堀参事官 それでは、資料10及び11に沿って御説明をさせていただきます。 

 まず、議題３「今後の検討の方向性（案）」について、資料10に基づいて御説明いたし

ます。方向性を３点、記載しております。 

 １つ目は、青少年のインターネット利用環境の整備等について、第３次基本計画策定時

からこれまでの各関係者における取り組み及び基本計画に基づく施策の推進状況等はどの

ようなものであるか。 

 本日、第３次計画の項目に基づく施策に関しまして、昨年度の取り組みのフォローアッ

プにつきましては関係省庁から御報告申し上げたところでありますが、次回以降の検討会

におきましても必要に応じ関係省庁団体などから、さらに詳細に関連施策、取り組み等の

推進状況、課題、問題点、今後の方向性について報告をまとめ、検討会において御議論を

賜りたいと考えております。 

 ２点目ですが、「青少年のインターネット利用実態・利用環境の変化等を踏まえ、対処
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を要する事項はないか」。第３次基本計画策定時の検討会等の議論でも御指摘されており

ましたとおり、インターネットの利用環境につきましては無線LAN回線との接続環境の多様

化、スマートフォンを始めとする新たな端末、あるいはサービス等が急速に普及し、刻々

と変化している状況がございます。また、利用実態につきましても本日も御議論が出てお

りますが、低年齢化、あるいは長時間化などの状況がございます。 

 このため、情勢の変化について検証し、必要な対応を検討すべき事項について変化を踏

まえて対処を要する事項等はないか、必要な事項としてどのようなものが考えられるかな

どにつきまして、この検討会における施策の射程も踏まえた上で御検討いただくという観

点でございます。 

 最後に、３点目でございます。「青少年のインターネット利用環境の整備等のあり方に

ついて、更に効果的なものとするために、どのようなことが考えられるか」。さまざまな

関係者がこれまでに実施してきた取り組みを検証し、実効性効果等を確認してさらに効果

的なものとするために何が考えられるかということにつきまして御検討いただきたいとい

うものでございます。 

 例えば、低年齢化の話でございますと、より低年齢化の対応が必要ではないかという御

指摘はたびたびなされているところでございます。他方で、青少年インターネット環境の

整備という観点でどこまで対応すべきか、できるのかについての整理も踏まえる必要があ

ろうかと思います。 

 したがいまして、隣接する施策との環境を整理した上で改めて関連づけることによって、

インターネット環境整備に関する施策もより効果が上がるのではないかなど、忌憚のない

御意見、御議論をいただきたいと考えております。 

 資料10の「今後の検討の方向性（案）」についての説明は以上でございます。 

 引き続きまして、資料11で「検討会の進め方（案）」でございます。こちらについて、

御説明いたします。本日、第34回の検討会を含め、基本計画の見直しに向けた検討会につ

きましては、来年の４月までに計６回ないし７回程度開催し、基本計画の見直しに向けた

検討結果を取りまとめていきたいと考えております。 

 内容といたしましては、本日は28年度の基本計画のフォローアップ、そして28年度の青

少年インターネット利用環境実態調査の結果報告をさせていただきました。 

 次回以降でございますが、まず35、36の２回につきましては７月、そして９月の開催を

考えております。委員の先生方、関係省庁、機関団体から３次計画の項目に基づく施策に

関する取り組み状況、課題、御意見等を御発表いただき、あるいは説明を求めたいと考え

ております。その上で、自由討議を実施してはいかがかと考えております。 

 この自由討議につきましては、それぞれの会で発表いただく御意見を中心に、できるだ

け最終的な４次計画の章ごとに分けて整理した上で御議論いただければと考えているとこ

ろでございます。 

 37回につきましては、11月ないし12月ごろの開催を考えております。これまでの委員の
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皆様の発表、あるいは自由討議での検討を踏まえ、検討結果報告書、基本計画の見直しに

向けた提言の骨子案について御検討いただきたいと考えております。 

 第38回は、来年の２月をめどに開催を考えております。第37回でお示しした骨子にそれ

までの御議論などを踏まえて、検討結果、報告書、基本計画の見直しに向けた提言案を事

務局からお示しし、これについて御討議いただきたいと考えています。 

 また、先の話になりますが、来年の２月の時期ですと、本年度、29年度の利用環境実態

調査の速報などの結果報告を間に合えばこのタイミングで検討会に御報告できればと考え

ており、最新のデータを反映させたいと考えております。 

 また、来年２月の第38回に御審議いただきました検討結果報告書案につきましては、そ

の後にこれまで同様にパブリックコメントの意見募集手続に付したと考えております。 

 最後の第39回は１年後、来年の４月の予定を考えております。29年度、本年度の基本計

画等のフォローアップを関係省庁から発表していただくとともに、検討結果報告書に対す

る意見募集の結果を報告した上で、これらに係る検討などを踏まえて、基本計画に基づく

施策の推進状況に係る検討総括として検討結果報告書の最終案につき御審議、御決定をい

ただくこととしたいと考えております。 

 なお、検討会において決定されました検討結果報告書、提言を踏まえまして、子ども・

若者育成支援推進本部の事務局におきまして第４次基本計画の素案を作成した上、意見募

集手続に付し、その後、子ども・若者育成支援推進本部において基本計画として決定され

るよう、手順を踏んでまいりたいと考えております。 

 議題３、議題４に関する事務局からの説明は以上でございます。 

○藤原座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ここから最後の議題５で「意見交換」になりますけれども、その前にただい

まの資料10、11に基づく御説明自体について御質問がありましたら御発言をお願いいたし

ます。 

 よろしいですか。それでは、質問もないようですので残りの時間は議題５、「意見交換」

ということにさせていただきます。きょうはキックオフですけれども、これから第４次の

基本計画について議論をしていただくわけですが、もし委員の皆様方から特に集中的に議

論したいテーマでありますとか、前回までのように何か発表の御希望とか、こういうテー

マで講演をお願いすればいいのではないかとか、あるいはヒアリングの対象、こういった

ところからヒアリングをすればよろしいのではないか等、もしそういう御希望がありまし

たらどうぞ積極的に御提示いただきたいと思います。それでは、どなたからでもどうぞ。 

 では、尾花委員、手短にお願いします。 

○尾花委員 恐れ入ります。尾花でございます。 

 では、先ほどのついでになりますので、こちらの資料の御紹介だけさらっと簡単にさせ

ていただきます。 

 これは、安心ネットづくり促進協議会のほうで低年齢化対策というサブワーキングを調
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査研究のほうに作りまして、そちらで未就学児といっても大体幼稚園ぐらいから小学校３

年生ぐらいまでのお子さんに各PTA等に御協力をいただいて調査をしました。 

 その結果、保護者の携帯を貸し与えているためにフィルタリングの利用率が異常に低く

て、逆にそれをやらなければいけないという情報もなかなか入ってこないという状況の中

で、保護者の不安というのが大変多い状態です。 

 特に体への心配、成長発達への心配とか、あとは不適切な情報に触れることによって子

供たちの心理的、あるいは行動面への影響といったところへの不安が大変大きいという数

字が出てきまして、それに対して何か対策をやっているかというと、ほとんどやっていな

い。なぜならば、繰り返しになりますけれども、どうしていいかわかっていないからとい

うような状況です。 

 それから、もう一つは貸し出す機会が多い。保護者のものを貸すので、設定を変えて渡

すと自分に戻ってきたときにまた戻さなければいけないという面倒な部分があるというよ

うなところが見えてきまして、それではとりあえず簡単に設定を変えて子供たちのために

安全な環境をつくってあげることができるようなマニュアル的なものを作れないか。 

 そして、もう一つは子守をスマホにさせるなとか、あなたは子育てをスマホにお願いし

てしまっていませんかというような、今の若い保護者の手の足りなさとか、大変さを軽視

したようなメッセージを出すような資料ではない、なぜスマホで子守をしたら危ないんだ

ろうか、ちょっと考えてみようという優しいものができないかということで、その調査研

究の結果をもとにつくらせていただいたものがこの内容です。 

 それで、見開きを開けていただきますと、真ん中にフィルタリングの設定の方法も書い

てありますが、一番右の端にはお子さんが動画を見るというケースが小さいお子さんでも

大変多いというようなデータもありますので、ユーチューブの動画を安全なモードで不適

切な情報に触れないように設定することができるような方法も一緒につくりましたところ、

このユーチューブの動画設定に関しては小学校の保護者の方、低学年ではなくもっと上の

ほうの保護者の方から、これは知らなかった、いいものをもらったというような御意見も

頂戴しています。 

 そして、これは乳幼児向け、未就学児の保護者向けなので、一番後ろのページに実は保

護者向けの大人向けのチェックシート、これは安心協のサブワーキングの中で委員の方た

ちから意見が出まして、自分の行動を保護者が見直すようなチェックシートというのはな

いよねということで、これはやっていませんか、大丈夫ですかと優しい言葉で、とにかく

責めるようにならないような行動を見直すチェックシートを後ろにつけさせていただきま

した。こういった形で、今インターネット上でPDFを配布し、幼稚園、保育園等の保護者会

とか、あるいは講演会のようなところでアンケートも一緒に御協力いただけるようなとこ

ろにはこれを持って行って配布させていただいたり、そういう形で対応させていただいて

います。 

 ですから、皆さんももしこれが必要であればダウンロードしてお使いいただくことは全
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然問題ない状態になっております。常に最新のものに中身は変更できるように、全てパワ

ーポイントのデータをPDFにしたものになっています。 

 以上でございます。お時間ありがとうございました。 

○藤原座長 尾花委員、どうもありがとうございました。それでは、ほかにいかがでしょ

うか。 

 国分委員、お願いいたします。 

○国分委員 今後の検討の方向性についてなんですけれども、インターネット協会でここ

数年、子供も高齢者も含めて一般のユーザーがネットを利用する際にトラブルに遭遇した

ときどうやって克服したかとか、それからこういうふうにうまく使いこなしているという

事例を発掘する目的で、手記のコンクールを行っています。 

 それで、審査で皆さんが投稿された文書を読ませてもらいましたけれども、小学校高学

年ぐらいになりますと結構感心するようないろいろな事例が見聞きされます。例えば、ネ

ットでゲームのアイテムを盗まれたんだけれども、それにめげずにこういうふうにしてそ

のまま使っているとか、いろいろなネットの利用環境整備の議論の出発点はフィルタリン

グでしたけれども、その前にルールとマナーとかということで私どもはるか大昔、パソコ

ン通信の終わりとかインターネットの初期のころ、各サービスを提供する会社のサポート

デスクの方々から見たときに、こういうふうにユーザーがやってくれるとトラブルもなく

なるのにというような経験、ノウハウを集めて、ルールとマナー集という大人向けのドキ

ュメントをつくりまして公表いたしました。 

 それで、子供の利用もふえてきたということで子供版というものもつくりまして、その

子供版は結構、小学校の社会科の副読本とか、そういうものにも採用されて、その後この

法律ができて各省庁、各事業者、一生懸命、皆さん子供なり、保護者のネットモラルなり、

使い方のレベルアップに努力されているわけですが、私は個人的にちょっと反省があるの

は、やはり大人の目線というか、こうあるといいとか、一方でその反対にネットを使うと

か、スマホを子供に持たせると危ないとか、あるときは携帯、スマホを持たせない運動と

かをやった地域や団体もあったりしました。 

 そうではなくて、いい使い方とか、子供の目線でこういうふうに使うといいとかという

あたりは、もうちょっと発掘していろいろな政策に取り込むべきではないかと思っており

ます。 

 それで、具体的にはここでも高校生に参加してもらって、質問に対して非常に的確に皆

さん答えられて感心したことがありますけれども、我々の大人の目線だけではなくて子供

たちにもうちょっと使い方をヒアリングするなり、そのあたりが今後のいろいろな方針を

考えるとき、方向性を考えるときに大切ではないかと思っております。ちょっと話が長く

なって申しわけありません。以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。子供の目線というか、立ち位置で考えろというお

話、どうも示唆に富むお話をありがとうございました。ほかに御意見はいかがでしょうか。 
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 それでは、清原委員、それから五十嵐委員の順番でお願いいたします。 

○清原委員 ありがとうございます。今、国分委員がおっしゃった視点は大変重要だと思

います。先ほど文部科学省の課長さんから、改めて「情報モラル教育をまさに教科横断的

に学習指導要領でも定めていきます」という御報告がありましたし、情報モラル教育を充

実するとともに、一方で「アクティブ・ラーニング」ということで少人数の学習や、ある

いは自ら児童生徒が調べ学習をしながら自分自身で意見をまとめて発表し合って高めてい

くような方向性も示されているのが教育現場の現状でございます。 

 そうであるならば、インターネット、あるいはスマートフォン、コンピューター等を使

う影の部分を克服しつつ、やはりポジティブに、前向きに利用するという状況を支援して

いくことが現実的ではないかとも思っています。 

 したがいまして、次期の計画を考えますときには、前回は高校生の生の声を聞かせてい

ただいたわけですけれども、さらにそうしたポジティブな利用によって、むしろ人間力や

社会力が高められているような事例についても共有をさせていただければと考えるのが１

点です。 

 ２点目に、先ほどのインターネットの利用実態に関する調査で明らかになったことは、

家庭でのマナー、ルール作りについて保護者と児童生徒との間に認識のギャップがあった

ということで、高学年になればなるほどそのギャップの幅が広がっていく。それは、一方

で親はマナーとルールを話し合っているつもりでも、子供たちはそうではないというふう

に捉えるのか。あるいは、親の指導とか関与だけではなくて、自分自身が自立的に一定の

マナーとルールを持っているという意識があっての回答傾向かもしれませんので、この点

についてもまた引き続き中学生あるいは高校生等で自立的、自発的に自分自身で健全なイ

ンターネットの利用をしているというようなことを探りたいとも思います。 

 それからもう一方、今回利用実態調査のところで、戻って恐縮なのですが、資料９でご

ざいます。４ページのところの「青少年のインターネットの利用状況」で、高校生では「シ

ョッピング・オークション等」を４分の１の生徒が挙げています。また８ページを見ます

と保護者も「ショッピング・オークション等」を50％前後が利用しているというふうに挙

げていますし、相対的に若い保護者は「ショッピング・オークション等」にインターネッ

トを利用しているということも確認されました。最も多く使われているのが「コミュニケ

ーション」ということですから、まさに今やインターネットは人と人との関係を支えるの

みならず、消費行動も支えているということが明らかになりました。 

 そこで、せっかく経済産業省の皆様もメンバーでいらっしゃるので、もちろんネガティ

ブなインターネット商法の影の部分もあるかもしれませんが、ポジティブにこうした活用

をすることによって消費行動がどう変わっているか。実際に物を見て買うのではないよう

なことが、大人にも子供にも一般化しつつあるような状況の意義と実態についても検討す

る必要がありますし、お金のやりとりも現金のやりとりではなくなっているわけですから、

高校生が消費行動をインターネットでできるということは、ではどのような支払い方法を
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しているのかなど、経済的な感覚や教育においての課題が見えてくるかもしれません。 

 そうしたことなどについても検討する必要が今後出てきて、ひょっとしたら影の問題で

は「消費者トラブル」、ポジティブな部分では「経済感覚」の醸成ですとか、うまく教育

と連動すれば「経営感覚」の醸成ですとか、そういうものも出てくるのかもしれません。

そうした点も検討してはいかがかと感じました。 

 なお、最後に、総務省におかれましては「あんしんショップ」の取り組みをされたとい

うことですが、これは「あんしんショップ認定」をされるということで、まさに事業者の

皆様が主体的に消費者保護と関係法令を遵守するということで進めていらっしゃる自立的

な取り組みだと認識しておりますけれども、こうしたことでさらに事業者の参画のメリッ

トというものが推進されればありがたいですし、国分さんが紹介されましたようなよい事

例というものを事業者等も収集されていらっしゃるのであれば、それをこの場でも共有さ

せていただきたいし、皆様にも発信をして共有することが有効ではないかと考えます。 

 次期に向けて、そのような点についても御検討いただければありがたいですし、ヒアリ

ングの対象者に、今申し上げましたような形があらわれると深まるのではないかとも思い

ます。以上です。ありがとうございました。 

○藤原座長 多くの御指摘をいただいてありがとうございました。ギャップの問題ですね。

特にギャップの問題については私も昔、国民生活センターから頼まれて「くらしの豆知識」

に親と子供のギャップについて書いたことがあるのですけれども、よくよく考えてみると、

ひょっとすると学校教育の場でも教えたつもり、わかったつもりというものがあるかもし

れないし、非常に先生の御指摘は示唆に富むものだと思います。 

 ただいまの御発言について、まず経済産業省、総務省から何かございますか。 

○岡北情報経済課長補佐 経済産業省です。まさに今、御指摘いただきましたとおり、電

子商取引市場は年々拡大を続けておりまして、経済産業省のほうで電子商取引に関する市

場調査というものを行っているのですけれども、2015年は13.7兆円という規模になってお

りまして、これは年々10％程度継続して電子商取引市場規模が伸びてきております。もち

ろん、その背景にはスマートフォンの進展ですとか、ありとあらゆる世代の方がインター

ネットを通じて物を買うといったことが一般化してきたということがございます。 

 実際にその報告書の中でも、既に全体の取引のうちの３割程度がスマートフォン経由に

なっているという調査結果もございまして、経済産業省のほうではそうした状況を鑑みま

して電子商取引の準則というものも定めておりまして、そちらで電子商取引市場の健全な

発展に向けて法的な論点、例えば未成年者がインターネットを通じて物を買った場合に返

品ができるのかですとか、そういった未成年者に焦点を当てた論点も実際に検討を進めて

いるところです。 

 そうしたツールを通じて、青少年インターネット環境整備についても経済産業省として

引き続き協力させていただきますとともに、恐らく電子商取引市場ですとか、電子商取引

のルール整備については関係省庁の皆様にもほとんどまだインプットできていないのが正
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直なところでございますので、補佐会議ですとか課長会議の場も活用してコミュニケーシ

ョンを関係省庁としっかり図っていきたいと思います。以上です。 

○清原委員 ありがとうございます。 

○藤原座長 総務省のほうから、何かございますでしょうか。 

○徳光消費者行政第一課長 今、先生からあんしんショップ認定制度の話が出ましたけれ

ども、まさに私がご説明いたしましたとおりでございますが、こういった形で携帯の代理

店の各社さんは消費者保護ルールを守るとともに、青少年の保護という関係もすごく真剣

に前向きに取り組んでくださっております。 

 そして、携帯ショップで独自にスマホの使い方などを教える教室を開くとともに、e－ネ

ットキャラバンの認定講師も500名くらい認定いただいておりまして、非常に積極的に取り

組んでいただいておりますし、今後とも我々は大変期待しているところでございます。 

○清原委員 ありがとうございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、五十嵐委員お願いいたします。 

○五十嵐委員 小学校の校長をしております。今の議論から、先ほどもありましたけれど

も、これからの時代は本当にいろいろなことがあっても自分で考えて行動できる子供を育

てるという意味で学習指導要領も改定になっておりますので、あらゆる場面で、学校だけ

ではなくていろいろな場面で子供たちがちゃんとその場で考えられるように、ああしなさ

い、こうしなさい、これはだめとかということではなくて、ちゃんと状況を考えてどう行

動するのか、どう判断するのかということは全ての大人が意識しなければいけないと思い

ました。これは前提条件です。学校教育の情報モラルもそうだと思っています。 

 その上で、今度の基本の計画を考える上では、大きく使い手側の家庭のことと、それか

ら売り手側のほうの問題というのは私も本当にずっと問題に思っていますので、そこはき

ちんと整理をすべきではないかと思っています。 

 まず１つは、ここで議論にたくさんなりましたので、そういう保護者向けの研修会をし

ても来てほしい保護者ほど忙しくて来られないというようなことが話題になりました。で

は、全員そろったときの研修会は一体いつなんだということで、全員集まるのが学校に進

学する前の説明会なんです。幼稚園、保育園の年長さんのときに就学説明会が２月にあり

ましたけれども、その場で前任校で実施しました。 

 これから買おうとするとき、ゲーム機も携帯機もそうなんですけれども、こういう問題

があるのでこういうこともしっかりと考えてくださいということをたくさん説明しなけれ

ばいけないので、最大取って30分だったのですが、しっかりとその研修会をしましたとこ

ろ、予想以上に反響が大きかったです。感想もアンケートもとったのですけれども、初め

て知ったということや、ゲーム機がインターネットに接続すること自体、ほとんどの親は

知りませんでした。買ったときは何の説明もないと言っています。それで、上の子がいる

けれども、そういうことも知らなかったとか、買うときにフィルタリングの説明はなかっ
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たと言うんです。そんなはずはないのですが、そういった声とか、本当に勉強したい。こ

ういうことは本当に今、知れてよかったので、学校に入る前に勉強できてよかったという

声がほとんどでした。 

 そういうことから考えますと、先ほど話題になっていますように幼稚園、保育園で未就

学のときに保護者宛てにそういうことを学んでいただく機会というのはとても有効だと思

います。ですから、全ての保護者がこのことを学ぶ機会を保障してあげるということがま

ず前提にあると思っています。 

 その中で、保護者がいろいろと学ぶ際に出てきたのがやはり売り手側の話なのですが、

先ほど資料５で経済産業省のほうからの家電量販店店舗でのポスター掲出協力という言葉

と、それから総務省からのあんしんショップの認定ですね。この話は全部一致して、お店

で保護者がそういうゲーム機とか、インターネットに関係するような携帯とか、そういう

ものを買うときにおいては全ての店がこういう説明をする義務、こういう認定がないと売

れないというようなことまでやっていいのではないかということを教員で話しました。そ

ういう売り手側の責任も明記していただきたいと思いますし、そしてまた保護者にはそう

いう勉強もしてもらう。 

 そして話し合ってということですが、ただ、設定を変えずに保護者のお古をもらうとい

うことがよくあるんです。そこから絶対問題が起こっているんです。大体、小学校の高学

年で起こります。そういうことが未然に防げると思いますので、私は先ほどすてきなパン

フレットもたくさん見せていただきましたが、こういったものも早目に就学前に全ての親

が学ぶ機会を保障してあげること、そして売り手側も一緒になって子供たちの今後のため

に協力するということがとても大事だと思います。 

 なお、就学時の説明会で本校が30分取ったのがぎりぎりだったので、先ほど話題になり

ましたが、簡単に動画等でわかりやすい教材といいますか、保護者説明向けのものなどが

たくさん出ると助かると思います。以上です。 

○藤原座長 貴重な御指摘、ありがとうございました。ほかにいかがですか。 

 では、上沼委員お願いいたします。 

○上沼委員 前向きなお話が幾つか出ているところ、ちょっと後ろ向きなお話で大変申し

わけないのですが、確認させて頂きたい点があります。資料９の17ページですが、フィル

タリングの認知度が年々減少しているというのは結構ショックなお話でございまして、認

知度が減っている中で保護者の方々は一体どうやってお子さんのインターネットの利用環

境の安全を確保されているのかというのは非常に疑問なところです。 

 フィルタリングという言葉のかわりに、例えばペアレンタルコントロールやレーティン

グという別の言葉があり、青少年の保護としてはフィルタリングと同様なので、「フィル

タリング」は知らないけれども、ほかのは知っているということであればいいと思うので

すけれども、そうではなくて、これらのものも合わせて認知度が減っているということだ

と、お子さんにインターネットを無防備にどんどん使わせているような状況になってしま
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うと思います。ですので、フィルタリングの認知の傾向が下がっているというのが、例え

ばペアレンタルコントロールなどの他の言葉も含めてそうなのか、ということを確認して

いただけるとありがたです。 

 また、先ほどの保護者への浸透の関係で思いましたのは、抽象的なリスクの話だとなぜ

フィルタリングが必要なのかが具体的にはわからないのではないかという点です。 

 先ほど尾花委員から御説明がありましたが、実際のリスクとその対策が連動する形で普

及すれば、具体的なリスクはこういう方法で防げるというイメージがある程度湧くのでは

ないかと思います。要するに具体的なリスクとその対策というのをセットで普及啓発する

というようなことを御検討いただければ、もう少し身近なものとしてイメージできるので

はないかと思いますので、今後の検討の方向性として、普及啓発の方法として、リスクと

対策のセットにすることを御検討いただければありがたいと思った次第です。 

 「今後の検討の方向性」のところで「利用実態・利用環境の変化を踏まえ、対処を要す

る事項」という点についてもう１点申し上げます。先ほどもご質問にあったとおり、例え

ばツイッターのレーティングですが、ツイッター自身がレイティング設定を17プラスに変

えたのですが、これにより、ツイッターを使おうとすれば、レイティングの設定自体を17

プラスに変更しなければならないことになりました。レイティングを17プラスに変えると、

いわゆる成人向けのコンテンツが全てアクセスできることになりますので、例えば、出会

い系サイトなども全部使える状況になってしまうにもかかわらず、カスタマイズ等が容易

ではないので、ユーザー側でできる対策が意外と少ないという状況になっています。 

 このように、グローバルにビジネスを展開する事業者に対して、現在インターネットユ

ーザーが置かれている現状というのを踏まえて、どこまでどのような対応が可能か、それ

ぞれの機種でできること、できないことをユーザーがきちんと認識しているかは重要なこ

とかと思います。できること、できないことを認識した上で、敢えて選択するというので

あれば、個人の選択だと思いますが、そうではなくてその状況を知らないまま選択してし

まうということは、リスクが大きいと思いますので、そういう認識状況を御検討いただい

た上で今後の対処を要する事項というのを検討する必要があるのではないかと思いました。

以上２点です。よろしくお願いします。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 フィルタリングの点は、事務局のほうから何かございますか。 

○堀参事官 実は、この年々減っているという表は私も着任してこれを見たときに、あっ

と思いまして、どのような聞き方をしたのかもう一度確認をしました。質問用紙には、フ

ィルタリングとはということで説明をつけておりまして、保護者の目の届かないところで

青少年がインターネットを利用する際に、出会い系サイトやアダルトサイトなど、不適切

な情報に接触しないようにするために利用している回線について事業者に申し込んだり、

機器に店頭でインストール設定してもらったり、御自身でインストール設定したりするこ

とで、青少年に不適切な情報の閲覧や利用を制限することができるツールです。加えまし
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て、機器やOSによっては機器本体の機能を使用した機能制限として提供されている場合も

ありますという説明が書いてあります。そうなりますと、割と広目の定義を一応説明では

置いているということかと思います。 

 あとは、「知っていた」と「なんとなく知っていた」と「まったく知らなかった」とい

う回答の選択肢については、「知っていた」と「まったく知らなかった」だけだと中間層

というのは知らなかったほうにいってしまうという、統計上そういう調査をするときのテ

クニカルな部分もあるので、「なんとなく知っていた」との選択肢があるとのことでした。 

 したがいまして、必ずしもその説明の仕方が狭過ぎるので「知っていた」が減っている

ということではないのではないかという感想は持っているところでございます。 

○上沼委員 そうだとすれば、そのほうが問題ですね。 

○藤原座長 ありがとうございました。その点も今後の議論の課題ということで、ほかに

いかがですか。 

 では、小城委員お願いいたします。 

○小城委員 聖心女子大学の小城と申します。社会心理学でメディア研究をしております。 

 議題１で、各省庁の取り組みが力強くなされていることを伺って大変心強く思いました

し、全方位であらゆる分野から取り組みが行われているということがよくわかりました。 

 その取り組みを伺っていて、効果測定はどうなっているのかなということはちょっと思

いました。実際、その取り組みが積極的に行われていることは確認いたしましたけれども、

それがどのくらい効果を上げているのかということはまだこれからなのかなと思います。 

 そして、「今後の検討の方向性」のところでも「各関係者の取組を検証し、その実効性、

効果等を確認し」ということがこれからの課題に挙がっていますので、ここが実は一番重

要だろうと思っています。 

 議題２の利用環境実態調査の御報告の中でも、15ページの「保護者のインターネットに

関する啓発や学習の経験」のところですが、学校から配布された資料でこういった問題を

知ったというのは年々上がって、もとから過半数なんですが、年々上がっているというこ

とは、学校教育の現場での取り組みはどうやら効果を上げているらしいということはわか

るんですけれども、一方で右のほうにいくと「機器の購入時に資料をもらった」とか、販

売員に説明してもらったというのは非常にパーセンテージが低いところで推移をしていま

す。 

 ということは、業者にポスターを掲示するとか説明することを義務づけていても、これ

は調査の時期と必ずしも対応はしていないのかもしれないんですけれども、なかなか業者

での促進活動というのはどうやら効果が余り上がっていないようだとも読み取れるかと思

います。 

 この意味は幾つか解釈ができるかと思うんですけれども、業者が通り一遍のことしかし

ていなくて、余り普及をしていないというのが１つの可能性です。 

 ２つ目は、業者は一生懸命ちゃんと説明をしているけれども、ユーザーのほうが右から
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左に聞き流していて買うことばかりに頭がいっていて、新しい機種がどれだけすばらしい

のかということばかりで、こういった問題に対しては購入時にはろくに関心を持っていな

いという可能性があるかと思います。 

 そして、３つ目はこのデータ自体が保護者を対象にしていますので、保護者にとっては、

より自分の子供に身近な具体例が挙げられる学校の現場、似たようなママ友だったり学校

の先生とのコミュニティの中の話のほうが、より耳に入ってきやすいし理解もしやすい。 

 一方で、販売店というのは保護者向けだけではなくてあらゆるユーザーに対して同一の

説明をするわけですから、どうしても話の抽象度が上がっていたり、保護者にとっては余

りリアリティを感じられない内容になっているのかもしれません。 

 ですので、こういったことを考えると取り組みの効果がどのような形で上がっているか

を測定することは重要だと思います。 

 先ほどの五十嵐委員からの教育の現場での生の声は、このデータを裏づけるものとして

非常に腑に落ちました。保護者にとっては、販売店での話というのは説明がされていたと

しても余り耳に残っていなくて、それよりは学校の現場で、より身近なコミュニティの話

のほうが理解しやすいということなのだろうと思います。 

 だから、販売店での説明は意味がないということではなくて、それはそれで絶対に義務

と責任を持っていただかなければならないと思いますが、より効果を上げるためには二重、

三重のプロモーションが必要なのだろうと思います。感想ですが、以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 では、ちょっとお待ちください。座長代理から関連して御意見があるそうですので。 

○藤川座長代理 今のお話はまさにそのとおりでございまして、私もこの会議でずっと申

し上げているんですが、いろいろな取り組みがあるにもかかわらず目標もはっきりしませ

んし、効果も測定されていないということで、かなりたくさんの啓発などが行われている

にもかかわらず、中高生だけでも六百数十万人いると思うんですけれども、その人たちに

どれだけリーチしているかというと非常に怪しいところがあるわけですね。ですので、や

はり次はぜひしっかりとした目標を持って効果測定ができる形で取り組みを進めていくべ

きだろうと思います。 

 それで、具体的なところについて少し申し上げたいのですが、まず学校でできることと

いうのはしっかり学校でやるということは重要で、五十嵐委員のお話にもありましたよう

に、少なくとも児童生徒は必ず学校にいるわけで、その人たちに確実に本当に教育が行わ

れているのかという確認は要りますね。 

 しかしながら、統計を見ても、学校で教わったというお子さんは９割を切っているわけ

で、学習指導要領で定められている割には学んでいるという意識が低いのではないかとい

うことがまずございます。 

 また、いじめ防止対策の中でも、いじめ防止対策推進法では保護者についても学校や設

置者は啓発をしなければいけないとなっていますが、保護者については先ほどのデータに
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もありましたように学校からきちんと教わっているかというと非常に心もとないのが現状

です。 

 ということは、まず文部科学省さんには学校でできることを、より確実にできれば数値

目標、児童生徒と保護者がどれぐらい理解しているかということを、総務省のILASなどの

調査もありますけれども、何らかの基準で十分な内容の学習を十分な機会で得られている

のかということの調査をし、またそれを達成するということで目標達成型の取り組みをし

ていただきたいと思います。 

 また、事業者に関してはフィルタリングがやはり非常に厳しい状況でありまして、実際

にフィルタリングを使っているお子さんというのは４割程度ということになっているわけ

です。過半数がフィルタリングなしで使っているわけで、さまざまな策はとられているの

ですが、全く向上していないわけです。 

 また、あわせて犯罪の被害はふえているわけです。これは最終的には犯罪被害を大幅に

減らすということがゴールになるはずで、そのためにフィルタリングが有効だということ

であればフィルタリングの認知率や普及率を一定の目標を掲げて上げていくということが

必要だと思うんです。これは、官民挙げてやらなければいけないということになるでしょ

う。 

 しかし、フィルタリングだけでいいのかということもありますね。やはりツイッターの

ことはわかりやすいと思うのですが、多くの人が使っているサービスにおいて犯罪を助長

するような投稿が野放しにされていたわけです。ツイッターというのは御承知のように非

常に自由ですから、援助交際を直接誘うような投稿、これは法律違反になると思いますけ

れども、放置されていたわけです。 

 それで、17歳以上ということになったわけですけれども、本来さまざまなサービスで使

われていることを考えますと、こういう有力なサービスというのは青少年に配慮した運営

をする。青少年保護・バイ・デザインというのを総務省で言っていただいていますが、や

はりデザイン段階でもっと青少年に配慮していただくということがそもそもあるべきで、

そういうことをどれだけやっていくのかということも、本来この国レベルで考えなければ

いけないことで、官民挙げて取り組んでいこうということの基本にあったはずなんです。 

 これは当初はすごく民間の努力があったんですけれども、どうもこのところネット関係

の事業者さんとか、携帯電話事業者などもそうかもしれません。お店の問題もありますけ

れども、やはり広告などでもう少し啓発の内容を入れられないのかということもあると思

うんですね。 

 民間で何ができるのかということについては、これまでのフィルタリング一辺倒ではな

くて、さまざまな可能性を検討した上で、ある程度、皆さんで合意してこういう目標でや

ろうというところをこれから議論していけないか。 

 つまり、学校教育の場でしっかり啓発をしていくということと、民間でできることにつ

いてはこれまでの枠組みにとらわれ過ぎずに新たな目標を立てて議論していくということ、
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この２つが必要ではないかというのが私の意見でございます。済みません。時間をいただ

きました。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、お待たせいたしました。尾花委員、お願いします。 

○尾花委員 ありがとうございます。低年齢のことは先ほどお話ししたので、それはまた

置いておきまして、簡単に申しますと幾つか各省庁さんと一緒に検討していくべきかと思

っているものがあります。 

 まず、先ほどショッピング等の経済活動についてということがありましたが、今、教科

書等では実はショッピングとオークションというものを横に並べて書かれているんですね。

ショッピングはもちろん青少年というか、18歳未満のお子さんでも可能ではありますけれ

ども、オークションに関しては古物取引になりますので小中学生が実際に自分のIDでやっ

ていいものではない。規約にもちゃんと書かれています。 

 ところが、最近フリマのアプリが大変若い子たちにはやっておりまして、特に中高校生

がフリマを利用しているケースが大変多い。チケットの入手等もそうです。 

 ただ、あれに関してはフリマのアプリ自体ももう18歳未満はだめですとか、20歳未満の

人は保護者の承認が必要ですというふうに規約でちゃんと示してあるにもかかわらず、中

高校生が大量に使っているというのは、やはりショッピング、オークション、フリマとい

うのをどうしても横並びで教えてしまっているからであって、違うものなんだということ

をきちんと教えていかないと、あるいは規約をきちんと確認してから年齢だけ抜き書きす

るような形にしていかないといけないのかなと思います。 

 ですから、逆に文科省のほうで情報教育をする際にはやはりそういったさまざまな情報、

例えばクレジットカードも保護者のカードをそのまま使っちゃいけないというようなこと

もありますし、そういった法律と照らし合わせたインターネットに関する情報の教育をき

ちんとやっていかなければいけないと思っております。ですから、その辺は教育に関して

の徹底が必要かと思います。 

 あとは、経済産業省さんに関してはぜひMVNO、格安端末についての徹底をしていただき

たい。特に法律も改定するのであれば、MVNOへの徹底というのは記載すべきだと思ってい

ます。最近、皆さんもテレビをつけるとMVNO関係のCMが物すごくいっぱい流れているので

目にすると思うのですが、あの中で実はああやってCMが流れているところでも、大々的に

広告とかを打っているところでも、フィルタリングの設定が初期からされていないものと

いうのはいっぱいあり、当初は青少年対象のものではありませんというふうにNVNO事業者

さんの中でも言っているところがあって、だからつけないんですという言いわけをされて

いたのが、これだけ普及をされてしまいますと、あなたたちも携帯電話を売っているんだ

という自覚を持って、ほかの携帯事業者と同じように取り組まなければいけないというふ

うにきちんと指導する段階に既にきているんじゃないかと思っています。それで、裾野の

広がりを考えるのであれば、MVNO事業者に対しても法律を適用するような形で検討する必
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要があるかと考えます。 

 ３つ目は、警察庁さんのほうで各事業者さんのさまざまな取り組みをいろいろ発表され

ていて、ツイッター社のケースもそうですけれども、例えば先だってフェイスブックがリ

ベンジポルノを検証できるような仕組みをつくって世界的に発表して、リベンジポルノの

データが出てきたらシステム的に対処できるようなものをつくりましたという発表がなさ

れたので御存じの方もいらっしゃると思うのですが、そういった取り組みをそれぞれの事

業者さんでされていますので、例えば検討会の中で５分、10分で簡単に説明をしてもらう

時間を設けてもいいでしょうし、警察庁さんのほうでいろいろなトラブル防止の集まりで

検討会をやられているので、その中で集まってきた情報を、事業者さんの最新の取り組み

はこうですよというふうに発表していただくなどという機会があっても、みんなで情報共

有できていいかと思います。 

 最後に、内閣府さんの調査もそうですし、総務省さん等それぞれ調査をやられているの

ですが、例えばこの調査の４ページのところに「利用状況－２(利用内容)」というのがあ

るのですが、ここの中に学習という項目が存在しないんです。 

 今の中高校生は、学習にもタブレットやスマートフォン、インターネットを大変よく使

っていて、調査の中に学習に使っているとか、あるいは学習補助として使っているという

項目がないから、インターネット利用は全て悪者になってしまう。きちんと正しく、自分

たちの年齢に応じたプラスになる使い方をしている子たちの数値をちゃんと公表できるよ

うにと、去年も１回お願いした記憶があるのですが、去年は間に合わないと言われた記憶

があったので、ことしはぜひそこは徹底して調査の中に加えていただきたいと思います。 

 以上、４点です。ありがとうございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 そろそろ時間も尽きてきたのですが、ほかにいかがですか。 

○藤川座長代理 今の調査についてよろしいですか。 

○藤原座長 どうぞ。 

○藤川座長代理 尾花委員のおっしゃった調査についてなのですが、これは経年変化で余

り質問を変えたくないので、今、委員会でも議論していまして、次に調査項目を変えるの

は30年度かというふうに御相談していて、そこで学習についてはしっかり位置づけようと

いう議論を先週したところであります。やはり全体を見てやっていまして、御意見は踏ま

えておりますので、念のためお話ししておきます。 

○尾花委員 安心しました。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 では、尾上委員お願いします。 

○尾上委員 尾上です。先ほどお話が出ていましたペアレンタルコントロールに関しまし

ては、日本PTAとしましても、もう一度見直してしっかり伝える方法を探りながら検討して

いきたいとは考えております。 
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 ただ、もっと普及していくというような流れからしますと、何らかの間違った措置とい

うのが必要かと思いますので、そこは関係団体とともにしっかり手を携えてやっていきた

いと思います。 

 日本PTAの中に今、広報に関する研究会というのがございまして、そこには幼稚園、こど

も園のPTAの協議会、小中である我々のPTA、あとは高校のPTA、校長会も小中校のPTAの先

生方とともに検討会を行っております。そこの発展系を広げていこうというような形で今、

議論をしておりますので、そういった面ではしっかり私たちも取り組んでいきたいと思い

ます。 

 また、先ほど契約の件が出ておりましたが、そういったところからしますと消費者庁の

関係もあるかと思いますので、いろいろな面で子供たちがネットで契約してしまうような

ことが起きていると思いますが、保護者の意識が必要だと思いますので、消費者教育に関

しましても我々は認識を持って動いていきたいと感じました。以上です。 

○藤原座長 ほかにはよろしいですか。 

 大体時間となりまして、御意見、御質問がないようでしたら「その他」に移りたいので

すけれども、その前にこの会議を通して御出席賜り、大変心強くありがたく思っているの

ですが、副大臣のほうから何かございますでしょうか。 

○石原内閣府副大臣 すごくいろいろな課題があって変化しているので、さっきの格安端

末の話も最初からフィルタリングがついていないというのは知りませんでした。この時代

の変化の中で必要なことは、１年間かけてじっくりと御指摘、御議論をいただきたいと思

います。また、安倍政権になってKPI、目標設定というのはいろいろなところでやっていま

すので、なかなか難しい分野だとは思うのですが、効果測定ですか、何かいいKPIがあれば

ぜひ計画の中に入れていっていただくのも一つの考え方かと思います。まだ初回でござい

ますので充実した議論を続けていただければと思います。 

 大変、勉強になっております。 

○藤原座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、議題の６、「その他」でございますけれども、今後の予定につきまして事務

局から説明をお願いいたします。 

○堀参事官 次回以降の検討会でございますが、先ほど今後の検討会の進め方ということ

で提示させていただきました。また、本日も大変充実したさまざまな御意見を頂戴したと

ころでございます。これらに従いまして、進めてまいりたいと考えます。 

 まず７月、そして９月の内容につきましては取り急ぎたたき台をつくりまして、必要に

応じまして先生の御発表、あるいは必要に応じまして関係省庁からの説明、機関団体から

の説明などをいただき、提言に向けた討議をいたしたいと考えております。 

 また、御発表いただくかどうかということにつきましては今後中身を詰めましてから別

途お願いすることになるかと思いますが、どうぞその際にはどうぞよろしくお願いします。

また、その予定のない委員の先生方におかれましても、積極的な御意見を賜れればと考え
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ております。 

 具体的な日時につきましては、先生方と日程調整を行いたいと思いますので、また別途、

御連絡をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 以上で、本日予定されておりました議題は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、第34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

了いたします。御多忙の折、長時間にわたり御審議いただき、まことにありがとうござい

ました。 

 副大臣、本当にありがとうございました。 

 それでは、これで会を閉じたいと思います。 

 

 

 

 

 


