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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37回会合 

議事次第 

 

 

日時：平成29年12月11日（月）14:00～16:00 

場所：中央合同庁舎第４号館２階共用第３特別会議室 

 

 

１．開会 

 

２．議事 

 議題１ 座間市における事件を受けた関係府省庁の取組について 

 

 議題２ 青少年インターネット環境整備法施行令の一部改正（案）について 

 

 議題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（骨子案）について 

 

３．高校生ICTカンファレンス2017最終報告会 

 

４．閉会 

【委員】 

【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、吉田委員、内田委員代理、井部委員代理 

【内閣府・事務局】小野田統括官、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

罪対策課長、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、

総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課長、法務省人権擁護局調査救済課補佐官、法務

省大臣官房秘書課政策評価企画室政策評価係主任、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】厚生労働省子ども家庭局総務課児童福祉調査官、厚生労働省社会・援護

局総務課自殺対策推進室長、内閣府子ども・子育て本部参事官（認定こども園担当） 

【参考人】米田謙三（高校生 ICT カンファレンス 2017 実行委員会委員長）、足立晴香（関西学院千里国

際高等部）、黒宮歩夢（三重県立桑名北高等学校）、山口紗和（福岡県立博多青松高等学校） 
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○藤原座長 本日はお忙しい中をお集まりいただき、まことにありがとうございます。 

 それでは、第37回「青少年インターネット環境の整備等に関する検討会」を始めたいと

思います。 

 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 それでは、御報告いたします。 

 本日は、小城委員が御都合により御欠席されているほか、金井委員の代理で内田様、長

尾委員の代理で井部様に御出席いただいております。 

 なお、尾花委員は若干おくれていらっしゃるということでございます。 

 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、まず事務局から配付資料の確認をお願いいたします。 

○堀参事官 本日の配付資料でございますが、議事次第に資料一覧がございます。 

 資料は、資料１～13、そして参考資料１と２でございます。 

 資料１～８ 座間市における事件の再発防止に関する関係閣僚会議幹事会（H29.11.17）

配付資料 

 資料９ 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

律施行令の一部を改正する政令（案）に対する意見募集について 

 資料10 検討会報告書に盛り込む基本計画の見直しポイント（案） 

 資料11 検討会報告書（骨子案） 

 資料12～13 高校生ICTカンファレンス2017資料 

 参考資料１ 啓発リーフレット「ネットの危険からお子様を守るために 今、保護者が

できること」 

 参考資料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（第３次） 

 以上でございます。 

 不足等ございましたら、事務局までお申しつけいただきますようお願いいたします。 

 また、本日の会議の議事録につきましては、速記録を作成の上、別途、各委員の皆様方

の確認をいただいた後、座長に諮り、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、議事に入らせていただきます。 

 本日は３つの議題がございます。 

 議題１は、今ほど紹介のありました「座間市における事件を受けた関係府省庁の取組に

ついて」でございます。 

 議題２は、「青少年インターネット環境整備法施行令の一部改正（案）について」でご
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ざいます。 

 議題３は、「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（骨子案）につ

いて」でございます。 

 本日は、この議題に沿って報告、発表をいただいた上で議論を進めていきたいと思って

おります。 

 また、予定では午後３時25分から「高校生ICTカンファレンス2017最終報告会」を予定し

ております。これにつきましては、毎年申し上げておるところでございますけれども、早

く始まる分には構わないのですが、高校生の方々に時間をとってさしあげたいので、時間

厳守で、できるだけ速やかな議事進行に、本日は特に御協力をお願いしたいと思っており

ます。 

 まず、議題１「座間市における事件を受けた関係府省庁の取組について」でございます

けれども、皆様、御承知のとおり、座間市におきまして発覚した殺人、死体遺棄事件につ

きましては大変痛ましい事件でありましたが、犯行に至る過程においてインターネットが

利用されていることや、青少年が被害者になっていることから、青少年のインターネット

環境整備対策にも関連するものであります。 

 また、第４次基本計画については、これまで本検討会にて昨今の青少年のインターネッ

ト利用環境実態を踏まえ、基本計画の見直しに向けた検討を行ってまいったところでござ

いますけれども、他方で、座間事件を受けた対策を盛り込んでいると言い得る必要もござ

いますので、検討会における議題とすることといたしました。 

 座間市における事件につきましては、先般、関係閣僚会議を経て、局長級による幹事会

が開催され、関係各府省庁から、今後取り組むべき施策等について御発表がなされたこと

から、本日は関係各府省庁の御担当者の方々から、その内容を発表していただきたいと思

っております。 

 それでは、順に御説明をお願いいたします。 

○堀参事官 それでは、内閣府の取り組みについて御説明いたします。 

 資料１の１ページ目をごらんいただきたいと思います。 

 内閣府の取り組みは、自殺に関する不適切なサイトや書き込みへの対策の強化として３

点、それから、ネットを通じて自殺願望を発信する若者の心のケア対策の充実として、「子

ども・若者総合相談センター」の拡充及び質の向上並びにその情報のリスト化及び公開を

記載しております。 

 １点目のサイトや書き込みへの対策の強化につきまして申し上げます。 

 このうちの１点目でございますが、「春のあんしんネット・新学期一斉行動」の関係で

ございます。御承知のとおり、毎年２月から５月にかけて行っていたものを、先般の事件

を受けまして、名称を「あんしんネット 冬休み・新学期一斉緊急行動」と改めるととも

に、既に12月１日から前倒し実施しております。 

 お配りした資料につきましては11月17日の段階ですので、まだ名称の変更は反映されて
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おりませんが、名称は「あんしんネット 冬休み・新学期一斉緊急行動」と改めておりま

す。既に12月１日から前倒し実施をしております。 

 期間中、尾花先生を初めとする有識者の方に御協力をいただいて作成いたしました啓発

用リーフレットをホームページで公開するとともに、全国の小・中・高へ配付を行い、フ

ィルタリングの利用促進やインターネットリテラシーの向上に重点を置いた啓発活動、そ

してインターネット環境整備法の周知も図っていくこととしております。 

 参考資料１が当該啓発用リーフレットでございますので、お目通しいただければ幸いで

ございます。 

 次に、改正「青少年インターネット環境整備法」の早期施行でございます。既に報道も

されておりますが、総務省、経産省の御尽力を賜りまして、平成30年２月１日施行とする

ことで、先月28日よりパブリックコメントを実施しております。 

 次に、第４次基本計画への反映でございます。趣旨は先ほど座長から御説明があったと

おりでございます。検討会での御議論を報告書による提言に盛り込んでいただき、基本計

画へ反映することとしております。 

 最後、「子ども・若者総合相談センター」につきましては、先月末に全国の都道府県、

指定都市に対して設置、拠点機能のさらなる充実、それからメール、SNS等のインターネッ

トを活用した相談体制の導入、充実の検討について通知したほか、同センターに関する情

報を内閣府ホームページにおいて公開することを検討しております。 

 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。 

 質疑につきましては、議題１に関する全ての発表終了後にまとめて行いたいと思ってお

ります。 

 それでは、次に警察庁情報技術犯罪対策課から御説明をお願いいたします。 

○大濱情報技術犯罪対策課長 座間市における事件を受けた警察庁の取り組みについてご

説明します。事件の概要等につきましては、現在、犯行の動機、背景等を含めまして、そ

の全容解明に向けて鋭意、捜査を推進しており、マスコミ等で報道されているところです。 

 現在、捜査中で確定的なことは申し上げられませんが、被疑者はTwitter上で複数のアカ

ウントを使用しており、その一つで「首つりの知識を広めたい」「本当につらい方の力に

なりたい」などと、自殺を手助けする旨を投稿しておりました。また、人生に悲観的な内

容の投稿を探し出し、「自殺を手伝う」「一緒に死にましょう」などと返信したりするこ

とにより、被害者らと接触していたものと見られます。 

 今後、さらなる解明が必要ではありますが、被疑者の返信、投稿に反応してきた被害者

らに対し、Twitterのダイレクトメッセージ機能を利用するなどして、ほかの誰にも見られ

ることなくメッセージのやりとりを行い、言葉巧みに自宅へ誘い込んで、凶行に及んでい

たものと見られます。 

 被害者の方全員が本当に自殺願望を有していたかは現在捜査中ですが、一部の方は「死
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にたい」などの投稿をするなどしていました。悩みを抱え、ネットに助けを求めた被害者

らの心の叫びにつけ込んでいたと思われます。 

 捜査は長期化することが予想されますが、警察としては、この件に限らずSNSを利用した

凶悪事件等を検挙した際には、関係省庁の政策立案に資するものがあれば、適宜、情報の

共有を図ってまいります。 

 また、警察庁では、これまで人命保護の観点から、緊急性の高いインターネット上の自

殺予告事案を認知した場合には、プロバイダー等へ協力依頼を行い、発信者の人命救助等

の措置を講じて、昨年中は48名の方の命を救っております。SNSを含むインターネット上の

自殺に関する書き込みのうち、自殺を勧誘、誘引するような不適切な書込みへの対策など

については、社会全体で検討していく必要があると認識しており、有害情報の削除が十分

ではないという実態を踏まえ、SNS事業者等との連携を推進するほか、サイト管理者等への

削除依頼の取り組みの強化とサイバー防犯ボランティアの活用を促進する対策を進めてま

いります。 

 今後とも、関係機関、団体等と緊密に連携し、対策に取り組んでまいります。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、次に警察庁少年課から御説明をお願いいたします。 

○滝澤少年課長 警察庁少年課から御説明をいたします。 

 座間市における事件でございますが、今ほど情報技術犯罪対策課長から説明があったと

おり捜査の途上ではございますが、９人の被害者の方のうち３人の女子高校生が含まれて

おり、児童がインターネットの利用を通じてこのような凶悪事件の被害に遭ったと見られ

ております。 

 平成28年の児童ポルノ事件の被害児童1,313人のうち、自画撮り送信の被害に遭った児童

は480人で、約４割を占めておりまして、このうちの大部分がインターネット関連事犯とな

っております。 

 コミュニティサイトに起因する犯罪被害につきましては、平成28年は1,736人、平成29

年の上半期は919人の児童が被害に遭っておりまして、年々増加傾向にあるところでござい

ます。 

 こうしたコミュニティサイトに起因する児童の犯罪被害につきましては、青少年保護育

成条例違反が最も多くなっておりますけれども、それ以外に略取・誘拐、強制性交、強制

わいせつ等の重要犯罪の被害に遭う児童も含まれておりまして、極めて深刻な状況にある

と考えております。 

 警察では、これまでも青少年のインターネット利用について、少年や保護者等のインタ

ーネットリテラシー向上に向けて、児童がこうした犯罪被害に遭わないように、各種機会

を利用して広報・啓発を推進しているところであります。 

 引き続き、座間市における事件も念頭に、SNS利用等に起因する犯罪やトラブル等に係る

最新の情報を踏まえた広報・啓発、フィルタリングの普及促進等に努めてまいります。 
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 また、少年や保護者等からの少年問題に関するあらゆる相談を受け付ける窓口について

の周知活動にも努めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 次に、総務省から御説明をお願いいたします。 

○大村消費者行政第二課長 総務省でございます。 

 総務省における今回の事件の再発防止に向けた対策について御説明させていただきます。 

 資料４の１ページをごらんください。 

 総務省におきましては、従来より自殺関係の対策として事業者団体によるガイドラインE

策定への協力を行ってきております。 

 １番目は、警察庁の資料にもございましたが、インターネット上での自殺予告事案への

対応について、警察から発信者情報の開示を求められた場合に、迅速に適正な開示がされ

るようにするためのガイドラインを、平成17年10月、事業者団体が策定しております。こ

れについて、警察庁と総務省で協力してその支援を行ったものでございます。 

 ２番目は、契約約款モデル条項でございます。これは、インターネット上の違法有害情

報について、迅速かつ適切に削除がされるように、契約約款に基づいて対応が促進される

よう、事業者団体が策定しているものでして、この策定の支援を行っております。自殺の

関係でいいますと、自殺誘引行為あるいは自殺の手段を紹介する行為は禁止事項になって

おりまして、これに反するような書き込みについては削除が可能になるものでございます。 

 ２ページをごらんください。 

 総務省では、インターネット上の違法・有害情報についての相談を受け付ける違法・有

害情報相談センターというものを、委託により設置しております。このセンターでは、イ

ンターネットの利用者からの相談も受け付けていますが、それとあわせて、削除していい

のかなど迷う事業者があったときに、その事業者からの相談にも応じているということで、

事業者の支援を行っているところでございます。 

 ３ページをごらんください。 

 今回の事件を受けた具体的な取り組みの主なものの概要でございます。これは11月17日

段階でのものでございますけれども、事業者団体を通じまして、関係事業者に対して今回

のような自殺に関する不適切なサイトや書き込みへの対応状況の実態を把握し、関係事業

者において、契約約款等に基づいて適切な対応を徹底すること。また、迷うような事業者

があったときには、先ほどの違法・有害情報相談センターでも相談を受け付けているとい

うことを改めて周知していただくことを、事業者団体を経由して要請しております。 

 また、青少年や保護者等に向けた啓発の強化として「ｅ－ネットキャラバン」の講座に

今回の事案を例として盛り込むことなどによって、教育啓発活動を強化しております。 

 そのほか、関係省庁と連携しつつ検討を行って、以上の取り組みのほか、さまざまな取

り組みを速やかに実施していくことを考えております。 
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 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、次に法務省から説明をお願いいたします。 

○小池調査救済課補佐官 法務省でございます。資料５になります。 

 法務省の人権擁護機関では、自殺願望を発信する若者の心のケア対策として、全国の法

務局等において、法務局職員と人権擁護委員があらゆる人権問題の相談を実施しておりま

す。特に子供に対する取組といたしましては、通話料無料の専用電話「子どもの人権110

番」を設置しております。また、全国の小中学校の児童・生徒全員に「子どもの人権SOS

ミニレター」を配布して、送られてきたミニレターについては一通一通返事を書いて、悩

みを抱える子供たちの早期発見に取り組んでいるところでございます。 

 一方、今回の事件を踏まえた課題といたしましては、事件の被害者層である15～26歳の

若者に対して、直接的に働きかける施策を充実させていく必要があるという点が挙げられ

ると考えております。 

 そこで、今後の施策の強化と拡充策といたしましては、若年層に焦点化したメッセージ

とともに、相談窓口の周知を図るべく、インターネットの活用や若年層の集まる場所、機

会における人権啓発活動や人権相談の周知を図り、人権相談を担当する者に対する対応方

法及び情報の周知等を徹底するなど、自殺願望を発信する若者の心のケア対策について、

引き続き検討してまいりたいと考えております。 

 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、次に文部科学省から説明をお願いいたします。 

○土肥青少年教育課長 文部科学省でございます。資料６をごらんください。 

 １ページ目は、児童生徒の自殺予防の取り組みでございます。 

 ２ページにございますけれども、文部科学省では、いじめ問題等に悩む児童生徒等が、

全国どこからでも夜間・休日を含めいつでも無料で相談できるよう、24時間子供SOSダイヤ

ルを設置しております。 

 28年４月から通話料が無料化されまして、３ページに件数が出ておるのですけれども、

28年度実績で年間大体４万件の相談を受けているという形になっております。 

 一方、近年、若者の多くはSNSをコミュニケーションの手段として用いておりまして、電

話のみならずSNS等の多様な手段により迅速、適切に対応することが必要であると考えてお

ります。 

 ４ページ、５ページは、それについてのワーキンググループを設けまして、それの中間

報告でございます。 

 ６ページにありますけれども、来年度概算要求において、SNSを活用した相談体制の構築

に向けた調査研究に係る経費を今、計上しているということでございます。 

 ７ページが、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーについてでございま
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す。今、スクールカウンセラー等につきましては、１学校当たり週１回程度の配置状況で

ございまして、十分な対応に課題があると認識しております。今後、平成31年度までに全

校配置を行うことと、配置頻度の拡充について検討してまいりたいと思っております。 

 ８ページからは、ネットトラブルや犯罪の関係でございます。 

 ９ページ、10ページでございますけれども、一つには文部科学省でございますので、学

校教育の中で情報モラル教育をやってございます。喫緊の対応といたしまして、先ほど内

閣府からもお話がありましたけれども、「あんしんネット 冬休み・新学期一斉緊急行動」

の一環といたしまして、教育委員会等に、学校や地域において子供たちがSNS等を利用した

事件に巻き込まれないよう依頼したということでございます。 

 また、今後、有識者の御意見を得ながらでございますけれども、本事件を踏まえた教師

用の指導手引書、児童生徒向けの啓発資料といったものの改定についても検討していきた

いと考えております。 

 文部科学省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。 

 次に、厚生労働省から説明をお願いいたします。 

○宮原自殺対策推進室長 厚生労働省でございます。資料７でございます。 

 自殺対策につきましては、政府が推進すべき対策の指針ということで、ことしの夏に新

たな「自殺総合対策大綱」が閣議決定されているところでございます。この中でも、「子

ども・若者の自殺対策の更なる推進」や「ICTを活用した自殺対策の強化」といったことが

盛り込まれておりまして、今回の事件も踏まえまして、しっかりと取り組んでいかなけれ

ばならないと考えているところでございます。 

 １枚おめくりいただきまして、今回、対策として検討しております事項でございますが、

大まかに分けまして、ごらんのページに書いてございます「自殺リスクを抱えた若者への

相談支援」と、次のページにございます「若者が自殺リスクを抱える前段階における予防

策」の２つで今、考えているところでございます。 

 １つ目につきましては、自殺のサインを発している若者に対して、相談窓口に関する情

報を提供して、支援につなぐための取り組みを強化しようというものでございます。取り

組み例にもございますように、検索エンジン関連事業者に対して相談窓口に関する情報を

優先的に表示していただくよう要請をさせていただいたり、あるいはSNSの書き込みから相

談機関への誘導の実施の働きかけといったことを考えているところでございます。 

 それから、②の「ICTを活用した相談支援機会の確保」でございますが、若者のコミュニ

ケーション手段は、SNSがかなり重きを占めるようになってきておりますので、SNSを活用

した形での相談ができるようにしていかなければならないと考えております。 

 現在、SNSを活用した相談機会は余り実例がなく、試行段階になっているものが多いとい

うことかと思っておりますけれども、そうした相談機会を確保する。また、相談ノウハウ

や相談に当たる方々の人材育成についても、まだまだこれからかと思いますので、そうい
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ったことも含めまして検討してまいりたいと思っておるところでございます。 

 次のページが「若者が自殺リスクを抱える前段階における予防策」でございます。こち

らは、自殺リスクを抱える前から、悩みを気軽に相談できる居場所の確保を図っていくと

いうことでございます。その際、今回の自殺総合対策大綱のほうにも書いてございます学

校でのSOSの出し方に関する教育がございますけれども、そういった教育のノウハウ等も参

考にさせていただいて、自分が命や暮らしの危機に陥ったとき、知人が危機に陥ったとき

の適切な対処方法を、そうした居場所において習得できるといった形での居場所づくりを

進めてまいりたいということでございます。 

 そうしたことを柱と考えまして、現在、取りまとめに向けて、施策の検討をしていると

ころでございます。 

 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、次に経済産業省から御説明をお願いいたします。 

○松田情報経済課長 経済産業省でございます。資料８でございます。 

 取り組みは大きく４つございます。 

 まず、１ページ目、「（１）SNS事業者の自主的取組の促進」でございます。これは11

月17日時点の資料になってございますけれども、現状の取り組みの課題で、Twitter社につ

いては11月３日に自殺誘引の投稿を禁止することを利用規約で明確化した。加えて、14日

にTwitter社のCEOが米国から訪日をして「Twitterをより安全にし、改善する」と発言をし

て、追加的な対策を今、検討しているということで承知をしてございます。こういったSNS

事業者の取り組みについて、警察庁、総務省等々と連携しながら、必要なフォローをして

いくということだと思ってございまして、今回もTwitterの取り組みをしっかりやっていく

ということだと思いますし、加えて、他のSNS事業者のほうにまた問題が流れていくことが

ないように、そちらに対しても広くフォローをしていくということだと思ってございます。 

 「（２）インターネットサービス事業者に対する協力の要請」としては、先ほど厚労省

からもお話がございましたけれども、自殺のおそれがある方に向けた自殺予防のバナー表

示や、政府が提供する自殺予防に関するサイトへのリンクなどについて、多数の人がアク

セスする検索サイト、ポータルサイト、SNSサービス提供事業者などに対して要請していく

ということで、働きかけを行っているところでございます。 

 次のページは、内閣府からもお話がありました「（３）改正青少年インターネット環境

整備法の早期施行」ということで、当省の関係、主にスマートフォンの製造メーカーにつ

いては、２月の施行に向けて準備を確認して、これは大丈夫だということで、業界も了解

をしているところでございます。 

 「（４）改正青少年インターネット環境整備法やフィルタリングのPR強化」でございま

す。内閣府からお話がありましたけれども、一斉行動についても協力をして取り組んでい

くことと加えて、経済産業省はこれまで「インターネット安全教室」を尾花委員等々にも
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アドバイスいただきながら進めてございますけれども、これについて文科省のやられてい

る施策ともより緊密に連携をしていくということで、今、具体的なお話をさせていただい

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 以上が、議題１に関する各府省庁の施策等の御発表です。 

 それでは、これらに関する質疑へ移りたいと思います。質疑のある方はお願いいたしま

す。 

 まず、藤川代理お願いします。 

○藤川座長代理 御説明ありがとうございます。大変重要な課題だと思います。 

 従来の青少年のインターネット利用については、ネット側の環境を変えるということと、

教育啓発を進めていくということの両面から進めているわけですけれども、それぞれにつ

いて１点ずつ伺いたいと思います。 

 １点目、ネット環境のことですが、皆さんおっしゃっているように、ネットにおいて自

殺募集のような投稿があって、そこで自殺願望のある人同士がつながってしまうなどとい

うところにリスクがあるわけです。経済産業省の御説明にあったように、Twitter社は対応

すると言っているのですけれども、今どうなっているか。つまりCEOの発言は３～４週間ぐ

らい前ですね。今、見ると、ハッシュタグ「#自殺募集」という投稿がたくさん見つかって、

具体的にいつ、どこで死にたいというようなことがたくさん書かれているのが現状です。 

 一体、Twitter社は何を改善したのかがわからないのですけれども、Twitter社の改善に

ついて、これは警察庁もかかわるのかもしれないのですが、児童買春等の事件も誘引され

ている状況が続いています。このTwitter社の改善について、関係の方々はどのようにごら

んになっているのか。ぜひ、今でも「#自殺募集」とついた投稿が多い、しかも具体的な内

容が多いということを踏まえてお答えいただきたいと思います。 

 もう一点、文部科学省にですが、平成26年に自殺対策についての有識者会議か何かの報

告書がございまして、自殺予防教育と自殺が起きた後の対応について書かれているのです

が、自殺予防教育については、学習指導要領にも特に盛り込まれていないというのが私の

認識です。一体、自殺予防教育というものについて、文部科学省としてどのようなスタン

スをお持ちなのか。先ほど厚生労働省の御発表の中には、SOSの出し方に関する教育との関

連が述べられていましたけれども、そのような教育を言われてはいますけれども、学習指

導要領上、位置づいていないのではないか。つまり、自殺予防あるいはSOSの出し方に関す

る教育について、文部科学省としてどのように推進をしよう、あるいはしないとお考えな

のかについて、お考えをいただきたいと思います。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 最初はTwitter社に対することですけれども、経産省、警察庁の順でお願いできますか。 

○松田情報経済課長 経済産業省でございます。 
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 本取り組みについて、総務省と連携しながら、また警察庁とも連携しながらやってござ

いますけれども、我々が今、Twitter社から聞いている状況ということで御説明を申し上げ

ると、まず11月３日に利用規約を明確化した。ただ、おっしゃるとおり、どう実効性を確

保していくのかがポイントだと思っていまして、今のままだと利用規約を明確化しても、

それが対応する措置として、アカウントの凍結とか削除とかいろいろな段階があるのです

けれども、どのレベルにどう判断していくのかが必ずしも明確でないというのが現状だと

彼らは認識していて、それについては、これを明確化していくということを今、検討して

いると聞いてございます。 

 加えて、実効性の確保が当然大事だと思っていまして、外部のNPOなりいろいろな外の機

関から指摘をしてもらうという仕組みが構築できないかということで検討していると聞い

てございまして、日本にもいろいろな団体がそういう活動を始めているということも、彼

らもちゃんと理解しているところもありまして、そういうものをTwitter社としてちゃんと

コミットしてやるべきだというお話をさせていただいているところでございます。14日に

訪日したTwitter社のCEOも、そういう意味では、本社も含めてちゃんと日本のマーケット

に対応しなければいけないということで動いていると聞いてございます。 

 ただ、１点だけ、今までTwitter社を含めて、サービスの提供なり規約のつくり方は、基

本的にはグローバルで一律でやってきたものですから、その調整は、システム改修も含め

て一定の時間はかかるということはあるかもしれませんけれども、できるだけ早くやって

いくべきだと思ってございます。 

○藤川座長代理 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。 

 警察庁から何かございましたらお願いします。 

○大濱情報技術犯罪対策課長 警察庁は、本年７月にSNS事業者による児童被害防止のため

の協議会設立支援をしました。当初、Twitter社は、米国本社の確認がとれないという理由

で参加しておりませんでしたが、座間市における事件を受けてTwitter社も参画し、先般、

同協議会の緊急提言に名を連ねて、有害情報の削除に取り組んでいく旨をと表明しており

ます。 

 警察庁においても、Twitter社をフォローアップし、必要に応じた働きかけを続けてまい

ります。 

○藤川座長代理 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、自殺予防教育につきまして、文部科学省からお願いいたします。 

○土肥青少年教育課長 自殺予防に関しましては、児童生徒が命の大切さを理解するとか、

ストレスをどうやって対処するかといったことが重要だと考えておりまして、教育課程上

では道徳とか保健体育といったところで、各教科の特性に応じてやっているということで

あります。 
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 あと、SOSの出し方に関する教育については、今回の資料では入れてはいないのですけれ

ども、今の段階で断定的には全部言えないのですが、前向きに考えたいと思っております。 

○藤原座長 藤川座長代理、どうぞ。 

○藤川座長代理 ３年前の自殺予防の会議の議論で、自殺予防教育をこのように進めてい

きましょうというのがあったにもかかわらず、学習指導要領に盛り込まれていないことに

ついても伺いたかったのですけれども、今、もし御準備がなければ結構でございます。 

○藤原座長 もし後日、何か資料あるいは御意見等がございましたらということで、よろ

しくお願いいたします。 

 あとお一方ぐらいは大丈夫です。 

 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。三鷹市長の清原です。 

 座間市における大変残酷な事件につきまして、早速に各府省で御検討いただきまして、

ありがとうございます。まず、被害者の皆様の御冥福をお祈りし、御遺族様がこれ以上、

傷つかないことを願ってやみません。 

 さて、本日はまず大きくインターネットの取り組みの中でできることを各府省が迅速に

動かれ、特に内閣府では既にキャンペーンを春休みを待たずに前倒しで冬休みからという

形で取り組まれていること、それから、まず保護者の皆様に働きかけをされていることは、

この間の検討会での検討の成果も踏まえて大変重要だと思っていますし、先取りして恐縮

ですが、本日の次の議論になっております検討会報告書の骨子案の中で、第２の２の項目

で「学校における情報モラル教育の充実及び子供の低年齢期からの切れ目のない保護者、

家庭への支援」というところに結びつく、まさに青少年になる前の、本当に赤ちゃんのと

きから、あるいは妊娠されているお父さん、お母さんへの働きかけを含めての取り組みが、

この事件は本当に悲しい事件ですが、とにかく第一歩が進められたことは心強いと思いま

す。 

 ２点目に、改めてインターネットを手段として使われたということでございますが、先

ほど、Twitter 社のお話を聞いていてもちょっと確認したいなと思いましたのは、このよ

うな事例は日本が初めて遭遇している事例なのでしょうか。このような事件が諸外国でも

起こって、何らかの対応が図られたのでしょうか。あるいは、残念ながらこのような残酷

な事件は日本での発生が端緒で、日本から適切な対応をしていく必要性があるとお感じな

のか。それは質問の１点目です。 

 次に、大きな２点目の対応で、きょう大事なことが御報告されました。法務省、文部科

学省そして厚生労働省の皆様を中心に、いかに自殺を予防していくかということで、これ

まで取り組んでこられたことと、それをいかに PR していくか、周知していくかということ

でございます。 

 三鷹市を初め各自治体でも平成 18 年、議員立法で「自殺対策基本法」が制定されたこと

を重く受けとめております。全ての自治体が条例はつくっておりませんが、主体的に、例
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えば三鷹市ですと、市長を初め副市長、教育長はもちろんのこと、職員には自殺予防対策

の一環として「ゲートキーパー養成講座」を受講してもらい、まず職員から自殺予防の最

前線を担うということで努めておりますし、関係事業者等にも働きかけております。 

 地域で、家庭で、いかに予防できるかということも重要でございまして、その意味でも、

法務省あるいは文部科学省の取り組みの中で、相談の電話番号をどのぐらい周知できるか

ということで、学校等の例えば保健室はもちろんのこと、トイレとかそういうところに自

殺の相談ができる電話番号、あるいは今後 SNS も御検討いただいているようですから、そ

うしたアドレスあるいは相談のところは、いろいろなところで気軽に目にできたほうがい

いです。人前でパンフレットをとるには勇気が要ります。いろいろなところで見える化を

していただくことが極めて重要ではないかと考えています。 

 そこで２点目の御質問です。厚生労働省に伺います。平成 16 年に法律が改正されて、所

管が内閣府から厚生労働省に移ったと承知しておりまして、厚生労働大臣を代表として「自

殺総合対策会議」が開かれており、ことし『自殺総合対策大綱』もつくられたということ

です。重要な、ICT を活用した自殺対策の強化が入っているということですが、今回の事

件を踏まえて、この総合会議が開かれたか、あるいは何らかのアクションがこの事件を踏

まえて始められているのか、その点について教えていただければと思います。 

 いずれにしましても、今回、大変強力に各府省が連携しなければ防げない再発防止の取

り組みが一歩を踏み出されたことは、大変心強いと思いますので、ぜひ自治体も巻き込ん

で、こうした取り組みが、本当に各家庭に予防として届くように、働きかけをよろしくお

願いいたします。 

 以上、２点質問させていただきました。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。 

 まず、まことに申しわけないのですが、御質問は今の清原委員をもって閉めさせていた

だきます。 

 最初の質問ですけれども、諸外国との比較について、警察庁等で情報をお持ちでしたら

お教えいただきたいと思います。 

○大濱情報技術犯罪対策課長 諸外国において、この種の凶悪事件があるかについては、

把握しておりません。 

○藤原座長 また情報があればということで、清原委員、ひとまずよろしいでしょうか。 

○清原委員 結構です。 

○藤原座長 ２つ目は厚労省に対する御質問でして、総合対策会議が何らかのアクション

をとられたのかどうか伺いたいということでございますが、いかがでしょうか。 

○宮原自殺対策推進室長 今回の事案につきましては、自殺総合対策会議ではなくて、座

間における事件を踏まえた別の閣僚会議が立っておりまして、そこを中心に検討が進めら

れているところでございます。 

 以上です。 
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○清原委員 ありがとうございます。 

○藤原座長 それでは、急いで申しわけないのですが、次の議題２「青少年インターネッ

ト環境整備法施行令の一部改正（案）について」に移りたいと思います。 

 まず、内閣府から御説明をお願いいたします。 

○堀参事官 それでは、資料９をごらんいただきたいと思います。これが、この改正案に

関するパブリックコメントの資料でございます。 

 御承知のとおり、本年６月23日に公布されました改正青少年インターネット環境整備法

は、フィルタリングの利用促進を図るための所要の措置を講ずるものでございます。同法

の施行に向けまして、法２条７項に定める携帯電話インターネット接続役務の具体的内容、

そして法18条に定めるフィルタリング容易化措置義務が除外される青少年有害情報の閲覧

に及ぼす影響が軽微な場合を政令で規定することとしております。 

 初めの論点につきましては政令１条でございます。これについては総務省のほうからお

願いいたします。 

 また、２つ目の論点は政令３条でございます。これにつきましては経済産業省のほうか

ら御説明をお願いいたします。 

○藤原座長 それでは、総務省、経済産業省の順でお願いいたします。 

○徳光消費者行政第一課長 その次のページの別紙１をごらんいただきたいと思います。 

 総務省のほうからは、１の（１）の関係を簡単に御説明させていただきます。 

 １の（１）の第１条であります。携帯電話インターネット接続役務は、提供する事業者

に対してフィルタリングサービス提供義務等々の義務がかかってくるものでありますが、

その役務の範囲、具体的な定義を定めるものであります。 

 ここに添付していませんが、改正法の２条７項でどのような書き方になっているかを申

し上げますと、専ら携帯電話端末等のインターネットへの接続を可能とする電気通信役務

であって、青少年がこれを利用して青少年有害情報の閲覧をする可能性が高いものとして

政令で定めるものとなっております。 

 そこで、最終的に具体的に政令で定めるということでありますが、結論は、ここに書い

ていますように、法人・団体等向けのもの以外は全て対象になると定めているものでござ

います。 

 なお、これは実は現行政令でも法人・団体等向け以外のものとなっておりますので、政

令改正という意味では、テクニカルな意味では規定の整理ということになっております。 

 留意点としては、現行法上は携帯電話端末またはPHS端末として、音声通話機能つきの端

末に対する役務ということが外延として確定されていますけれども、改正法では、これを

携帯電話端末等として、タブレット等のデータ通信専用端末みたいなものにも広がりまし

た。したがって、携帯電話インターネット接続役務ということも外延が広がっているとい

うものでございます。 

 以上でございます。 
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○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、経済産業省お願いします。 

○松田情報経済課長 経済産業省は、別紙１の（２）の政令第３条の部分でございます。 

 これについては、インターネット接続機器の製造事業者がフィルタリングサービスの容

易化措置をやることになってございますけれども、一部、青少年が普通使わないような、

一般に市場に流れていないようなある種、趣味で使うようなものについては裾切りをして

いるということで規定がございます。これについては、これまで一律で販売数量が１万台

を超えない場合と規定してございました。具体的には携帯電話、ビデオカメラ、家庭用テ

レビゲーム等々、機器ごとにあるわけですけれども、これを一律で１万台としてございま

したが、台数の変化も激しいものですから、むしろしっかりとした調査、足元の出荷台数

等を調べた上でしっかりしたカバーをしていこうということで、それを告示で定めること

になってございます。 

 例えば、もともと１万台ということで、家庭用テレビゲームについては、今までもいわ

ゆる大手ブランドのものは全部入っていたわけですけれども、一部の機種については１万

台を超えなくなっていて、7,000台とか8,000台となってきているものもあるわけでして、

そうなるとここが規制の対象外になってしまうものですから、これについてはこういった

実態をよく踏まえて、ちゃんと捉えられるようにということでございます。 

 結論として、我々が今、思っていますのは、最終的な規制のカバー率では99.8％前後で

おさまるのではないかと思ってございますので、普通に青少年が手にとるものは全部規制

の対象になると考えてございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、今の御説明に対して、質問等がございましたらお願いいたします。 

 尾花委員、お願いします。 

○尾花委員 尾花でございます。 

 １つだけ、実はこれは前々からずっと、ぜひ御検討くださいとお願いをしているのです

が、青少年向けのフィルタリングの定義を、青少年有害情報閲覧制限と言うのをもうそろ

そろやめていただけませんか。有害情報を閲覧することをコントロールするという意味で

はなくて、危険なサイトとか子供たちに害を及ぼすようなサイトへのアクセス予防とかア

クセス防止としていただかないと、フィルタリングへの敷居が低くならないのです。その

せいで、こういった座間のような事件も含めて、さまざまな事件やトラブルが起きるにも

かかわらず、フィルタリングに加入しないということが一向に変わらないと私は考えてお

りまして、全国どこに行っても、閲覧制限ではなくて、危ないところにアクセスを予防し

てくれるのだよという話をすると、それならば使うという方が多く聞こえてくるのです。 

 ただ、今回も法案の中身について御意見を差し上げたときに、やはり法律上、青少年有

害情報閲覧制限となっているので、そこの部分は変えられませんというお話が来て、それ

はごもっともだなと思ったので、そもそもの用語の定義を、そもそもフィルタリングとい
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うのは青少年向けではなくて、例えば企業が、企業と関係のないものをアクセスできない

ようにするとか、さまざまな意味があるので、この法律に関してのフィルタリングの定義

を日本語に訳した場合こう使うのだというのを、スマホの時代になって、もうしばらく年

数がたっているので、ケータイ時代のものをそのまま引きずるのではなくて、新しい考え

方にしていただけないかというのはお願いでもあります。 

 今すぐにということではなくて、ぜひ御検討いただければと思います。 

○藤原座長 ありがとうございます。 

 時代に即してハードルが低くなるようにという貴重な御意見をいただきました。また、

事務局とも検討したいと思っております。ありがとうございました。 

 それでは、次に議題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（骨

子案）について」、議論をしたいと思います。 

 まず、内閣府から御説明をお願いいたします。 

○堀参事官 それでは、資料10と資料11に基づきまして、御説明を申し上げます。 

 まず、資料10をごらんください。事務局のほうでは、骨子案の作成に際しまして、これ

までの検討会におきます委員の皆様の御発言あるいは関係団体からのヒアリング、また当

府で実施いたしました青少年のインターネット利用環境実態調査の結果などを踏まえて、

基本計画の見直しの提言の柱となる基本計画の見直しポイントを作成いたしました。 

 今、お示ししているものは、事前に関係省庁との調整、また委員の皆様の御意見を頂戴

いたしまして、それを反映させたものでございます。 

 まず、資料の左側の上半分には「青少年インターネット利用環境の現状」につきまして、

法改正、ネット利用の低年齢化、コミュニティサイトに起因する青少年の犯罪被害等の増

加など、６項目にまとめております。 

 その下でございますが、それらを踏まえた「今後の取組の方向性に関する基本的な考え

方」として、記載の５項目を挙げてございます。 

 さらに、今度は資料の右半分でございます。利用環境の現状、そして基本的な考え方を

受けた具体的な取り組みにつきまして、現行の基本計画の構成に沿って、資料の右側に記

載しております。 

 １つ目の「青少年のインターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進」は、

現行計画の第２章に相当する部分でございます。これに該当するものといたしましては「学

校等における教育啓発の推進」。具体的には、インターネット利用者の低年齢化等を踏ま

えた学校教育における情報モラル教育の充実及び幼稚園、保育園、認定こども園や子育て

支援事業、企業の取り組みなどを通じた低年齢層の子供の保護者に対するインターネット

の安全利用に関する啓発の推進。 

 ほか２項目を、第２章に相当する部分として記載してございます。 

 その次の「青少年有害情報フィルタリングの性能の向上及び利用の普及等」は、第３章

に相当するものですが、これに該当するものといたしましては、事業者によるフィルタリ



18 

 

ングサービス提供義務、有効化措置義務、青少年確認義務等の実施徹底など、記載の３項

目を挙げております。 

 続きまして、その下の「青少年のインターネットの適切な利用に関する活動を行う民間

団体等の支援」が第４章に相当するものでございます。これに該当するものとしては、地

方自治体による継続的な官民連携対策への支援を挙げてございます。 

 一番下の「その他の施策・推進体制等」は、第５章に相当します。これに該当するもの

といたしましては「児童買春や児童ポルノ等のコミュニティサイトに起因する事犯の取締

りと青少年の被害防止に向けた事業者による主体的な取組の支援」。 

 こういったものを、それぞれ挙げております。 

 なお、この見直しポイント（案）の基本的な考え方、具体的な項目の中で、１つ目の議

題でも座長のほうからございましたが、座間事件を受けた取り組みとも言い得ると現時点

で考えられる項目は、いわゆる低年齢化に関連するもの以外、すなわち資料左側の基本的

な考え方ですと○の２つ目以外、資料右側ですと一番上の教育・啓発活動の推進の１つ目、

２つ目以外ですので、ほぼ全体にわたる部分ですが、これらは現時点でも座間事件を受け

た取り組みとも言い得ると考えられるかと考えております。 

 続きまして、資料11について説明いたします。こちらは、検討会報告書骨子案でござい

ます。 

 報告書の骨子案の構成について御説明申し上げます。 

 まず「はじめに」といたしまして、青少年インターネット利用環境整備に係るこれまで

の取り組み、そして基本計画見直しに向けた検討会における検討状況について概説したい

と考えております。 

 次に、報告書の第１章「青少年を取り巻くインターネット利用環境の現状及び今後の取

組の方向性に関する基本的な考え方」でございます。ここでは、この後の第２章に記載さ

れる基本計画の見直しに係る提言を見据え、青少年のインターネット利用環境の整備のた

めに求められる今後の取り組みの方向性について、基本的な考え方を提示することを想定

しております。 

 具体的には、先ほど説明いたしました資料10でございます。先ほど申し上げましたよう

に、これがこれまでの御議論等を踏まえて作成した基本計画の見直しポイントでございま

すが、ここの内容から、第１章のうち第１として現状を、第２として基本的考え方及びそ

の具体的項目という形で、資料10の内容を記載していきたい。すなわち資料10の内容につ

いては、資料11で今、御説明しております報告書の骨子の前半部分に反映させていくこと

を考えております。 

 次に、報告書骨子案の第２章でございますが、資料11の２ページの真ん中から下以降で

ございます。第２章「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見直しに係る提言」でございます。ここの提言としては、

事実上、第４次基本計画の素案となる施策等の内容を提示するということを想定してござ
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います。 

 この第２章でございますが、第１から第６まで区分けしております。これは、現在の第

３次基本計画の柱立てをもとにして区分けしております。 

 第１から第６まで区分けした各項目を、先ほど骨子案の第１章第２において示しました

今後の取り組みの方向性に関する基本的な考え方及び具体的項目を反映させる形で修正し

ております。 

 骨子案につきましては、本日の御議論を踏まえ、委員の皆様の御了承をいただけました

ら、関係省庁と協力いたしまして、それぞれの記述を文章化し、各委員の御意見を伺いな

がら、報告書作成作業を進めてまいりたいと考えております。 

 事務局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、続いて質疑に移りたいと思います。 

 今、御説明いただいた検討会報告書の骨子案につきましてでございます。これは各委員

の皆様方の御意見も踏まえて整理したものでございますけれども、質問あるいは御意見の

ある方は、どなたからでも御自由にお願いいたします。 

 尾花委員、お願いします。 

○尾花委員 続けて失礼いたします。尾花でございます。 

 座間の事件を受けまして、実は資料10のポイントの「企業取組等」というところが「低

年齢層の子供の保護者に対する」ということで今回、限定されていて、これは私が申し上

げた意見をうまく反映していただいて大変うれしいなと思ったのですが、座間の事件を受

けまして、先ほど厚労省の方がおっしゃったように、もし居場所が家庭の中にあったとし

たら、こういった事件も減ってくる可能性があるということを鑑みますと、低年齢層では

ない保護者の皆さんへの教育ももっと強化しなければいけない。 

 ところが、学校と地域はもう限界に来ていると私は考えています。幾らきちんとしたセ

ミナーをやる、教育の現場を与える、機会を与えても、来ない保護者は来ないというのが、

全国全てのPTAの皆さんの悩みどころとなっておりまして、そう考えますと、家庭の中で働

いている保護者のいない家庭はほとんどない。そうなれば、社員、契約社員に対して、企

業が、子供を持つ社会人としての必須の教育として、もし教育を与えていただければ、学

校と地域がこれ以上必死になって頑張るよりも、より早く、より効果的に家庭に教育が行

き届くのではないかと思います。 

 これは企業さんにやってという話をしますと、大きな教育体制のある企業しか難しいと

思いますので、企業で行う、あるいはｅラーニングとして、子供を持つ社会人としての義

務として必須で、１年に一遍ぐらいちゃんとアップデート講座を受けてくださいというよ

うなことを検討するなり、ここが低年齢層の子供以外にも、企業を通じた取り組み、今回、

高校生も家庭、地域、学校という発表をこの後してもらいますが、やはりそこに抜け落ち

ているのは企業なのです。ですから、企業の方にも御協力いただいて、子供の不安や心配
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が軽減されれば、仕事にもプラスに働くということで、働き方改革ということで、これか

ら先、いろいろな働き方を模索していく中で、社会に出てくる保護者の方たちへの必須教

育という形で見直すことは、可能であればこの中に、幼児以外の感覚でも入れていただけ

ると、ちょっと前向きな、座間事件への対策という形にもなるかなと思いますので、追加

で意見を言わせていただきました。 

 長くなりました。失礼いたしました。 

○藤原座長 ありがとうございます。 

 義務と言うかどうかはともかく、CSR的なものとしてのソーシャル・レスポンシビリティ

ー的なものとしてお願いするということはあるかもしれませんね。貴重な御指摘をありが

とうございました。 

 ほかには、いかがでしょうか。 

 上沼委員、どうぞ。 

○上沼委員 既に御意見を申し上げているところで、今ごろになって細かい質問で恐縮で

す。資料11の３ページの３番、家庭における教育・啓発の推進のところに、青少年の発達

段階に応じた保護者の管理の中が、括弧して（機能制限）となっています。これは、もと

がペアレンタルコントロールとなっていたことから、このように変えているというのはわ

かるのですが、先ほど尾花委員からもフィルタリングという言葉がよくないのではないか

というような話があり、フィルタリングというのが言葉も含めてよく理解されていないと

ころ、ここでは機能制限という言葉を使い、第３はフィルタリングという言葉を使うとな

ると、ますます理解が進まないのではないかという点が気になります。この機能制限とい

うのは、青少年の発達段階に応じて、保護者がお子様に使わせるインターネットの範囲を

管理しましょうという発想ではフィルタリングと同じはずなので、同じ趣旨の機能をいろ

いろな言葉で表さない方がいいのではないかと思われます。 

以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 趣旨の明確化ということで検討させていただきます。 

 ほかには、いかがでしょうか。 

 事前に御意見はお寄せいただいているわけですけれども、まだ時間は少しございますの

で、もしございましたら、いかがでしょうか。 

 それでは上沼委員、お願いいたします。 

○上沼委員 私が不勉強なので質問したいのですけれども、たしかOECDのオンライン上の

子供の保護に関する提言が2012年に出ていて、５年以内に見直しをするというようなこと

が、その提言中にあり、そろそろ見直しが来るのではないかと思っています。恐らくこれ

が出るころに、そのような話が来るのではないかと思われるため、その辺がどうなってい

るか教えていただければと思います。 

○徳光消費者行政第一課長 御指摘のとおり、OECDの勧告が出ておりまして、５年ぐらい
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で見直しということで、今、議論を始めてはいて、OECDの事務局から各国に対してアンケ

ートをとったり、変える必要はありますかという質問をするなどして、その作業部会で定

期的に議論は開始されていますけれども、本当に変わるかどうか、あるいは、いつごろか

というのは、現時点ではまだ見えていないような状況であります。 

○上沼委員 もしもそれが見えているのだったら、その辺も反映したほうがいいかなと思

っただけでした。ありがとうございます。 

○藤原座長 御指摘、ありがとうございました。 

 ほかにはよろしいですか。 

 清原委員、どうぞ。 

○清原委員 これまでの検討経過を反映して骨子をまとめていただきまして、大変充実し

た内容になっていると思います。 

 ただ、私は市長として、たまたま今、来年度予算をいろいろ検討している立場なので、

こういう骨子案をまとめたときに、具体的な政策やそれに係る財源はどうなのかなと、余

計な心配をしておりまして、具体的なイメージを例えば一つだけ教えていただければと思

うことがあります。資料 11 の４ページ目に、第５として、「その他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重要事項」ということで列

挙されております。補強がされている、例えば（２）。今回の座間の事件などへの対応を

反映しての記述変更だと思うのですが、「コミュニティサイトに起因する事犯の取締りと

青少年の被害防止に向けた事業者による主体的な取組を支援」とあります。これは極めて

重要な指摘だと思っていて、やはり私たちは、さまざまな法令の中、表現の自由も尊重し

たいし、できる限り事業者が意欲を持って主体的な取り組みをしていただくということが

極めて重要だと思っています。そうなのですが、主体的な取り組みを支援するという支援

の仕方について、何かイメージを持ってここが記述されていれば心強いなと思いました。 

 私は、この取り組みは一貫して国の各府省が連携するだけではなくて、やはり民間の通

信事業者や通信サービス事業者が主体的にかかわっていただかない限り、残念な事件が起

こり続けると思っています。ここにおいて「主体的な取り組み」というものが極めて重要

なので、何かイメージされているものがあって応援されたいなと思っているものがあって、

応援の仕方として何かイメージをお持ちなのか。何も補助金を出すだけが応援ではないと

思っていまして、仕組みの強化に対する国の対応等で何か具体的なイメージがあっての補

強であればありがたいなと思って、ここのところを伺います。よろしくお願いします。 

○藤原座長 この文章は「取締りと」と書いてありますので、最初に警察庁からお願いい

たします。 

○大濱情報技術犯罪対策課長 SNS事業者による協議会については、設立当初から警察庁が

全面的に支援をしておりますが、インターネットを利用して、どのような状況で児童が被

害に遭っているか等の詳細な情報を提供しており、今回の座間市における事件では、どの

ような状況で被疑者と被害者が出会い、自宅に誘引されている等の情報を提供しておりま
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す。当然、個人のプライバシーに関する情報や、犯罪捜査に支障がある情報については提

供できませんが、何も情報を提供しないということでは事業者が対策をとれないので、個

人のプライバシーや捜査上の支障のない範囲で、情報提供を行い、事業者側において分析

等々、対策を考えていただいております。これはまさに事業者による主体的な取り組みで

あります。 

 また、今回の座間市における事件を受けまして、事業者側において、実効性のある対策

は何か真剣に考えていただき、先般の緊急提言が発表されております。 

○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 はい。大変心強く思います。主体的なというところが極めて重要なポイント

でございますので、本当に、再発防止が国民の願いだと思いますので、ぜひ、そのような

取り組みの推進をよろしくお願いします。ありがとうございました。 

○藤原座長 貴重な御意見、御発言をありがとうございました。 

○国分委員 よろしいでしょうか。 

○藤原座長 どうぞ。 

○国分委員 まだ時間があるようですから、一つ質問させていただきます。 

○藤原座長 では、最後ということでお願いします。 

○国分委員 はい。ただいまの清原委員の主体的なという観点は私も非常に大切だと思っ

ておりまして、これに関して少し、私も記憶が余りはっきりしないのですが、内閣府が国

民世論調査で座間事件を受けての調査をされたように記憶しています。それで規制強化が

かなりの割合を占めているというのを新聞で読んで、記憶がはっきりしないものですから、

それが正しいかどうか、ちょっと確認したいと思ったのですけれども、いかがでしょうか。 

○藤原座長 もしも情報があればお願いいたします。 

○堀参事官 済みません。私どものほうでは持ち合わせておりません。 

○藤川座長代理 報道機関でしょう。 

○藤原座長 報道だということですので、またお調べいただくということでよろしいです

か。 

○藤川座長代理 NHKではないでしょうか。多分、国の調査ではないと思います。 

○藤原座長 では、今の点も含めて確認をさせていただくということでお願いしたいと思

います。 

○国分委員 今回の青少年インターネット環境を整備するために、フィルタリングを導入

するということについては、もともと国民世論調査でインターネット上の違法有害情報に

対する国民の認識が、規制強化が80％ぐらいということで、それに対して何とか対策をと

らなければいけないということで、議員の先生方のお話によると、永田町でいろいろ議論

しているときと違って、週末、地元に帰ると、地元の人たちが、やはりネットの、そうい

うもろもろのことについて何か対策をとっていただきたいという要望を受けてということ
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を言われまして、そういうものがだんだん積み重なって、議員立法ということで法律がつ

くられたのだと思うのですが、今回の座間事件についても、ネットに関して、自殺の案件

というのは今回が初めてではなくて、過去にも２～３回は起こったりしていまして、今回、

非常にショッキングな事件だったものですから、余計話題になったと思うのです。各省庁

が物すごく頑張っておられるということは事実なのですが、広く国民の世論とのギャップ

といいますか、そういうことがあるような感じがします。 

 Twitter社はTwitter社で、それなりのサポート体制をとっていますが、一つは、いろい

ろやると人海戦術ということでマンパワーの強化ということもあるのと、あとは米国のシ

リコンバレーのいろいろな企業は技術開発によって問題を解決しようとするということも

考えられますので、日本でも将来に向けて、企業がSNSを運営する際、特に国内の企業が主

体的にということで頑張っていただくのは非常に大切なのですけれども、もうちょっと国

が技術開発なりサポート体制に対する支援等についても、いろいろ検討する余地があるの

ではないかという感じがしたものですから、ちょっと意見を申し上げました。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 貴重な御意見や御発言をいただき、まことにありがとうございます。 

 本骨子案につきましては、今回の協議結果やその後の報告書素案の作成過程において、

必要に応じて項目の整理や修正を余儀なくされることも想定されます。そこで、今回の御

意見等につきましては、座長と座長代理で引き取らせていただき、事務局と検討した上で

調整を図りたいと思います。 

 ひとまず、骨子案につきましては、その後の整理・修正があることも含め、若干の修正

等は預からせていただくということで、よろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○藤原座長 ありがとうございます。 

 それでは、高校生ICTカンファレンス2017最終報告会に移りたいと思います。御協力あり

がとうございました。 

 なお、当検討会では原則として傍聴者による撮影及び録画は禁止しておりますが、例年、

活動の記録を残すという意味で許可をしておりますので、本年もそのように取り扱いたい

と思います。よろしいでしょうか。 

（「はい」と声あり） 

○藤原座長 ありがとうございます。 

 それでは、写真撮影を許可することといたします。撮影に際しては進行の邪魔にならな

いよう、慎重な対応をお願いしたいと存じます。今から準備を行いますので、しばらくお

待ちいただきたいと思います。 

（藤原座長、清原委員、大村消費者行政第二課長 退室） 

○藤川座長代理 御所用により座長が退室されますので、この後は座長代理の私が進行を
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させていただきます。 

 米田実行委員長、よろしくお願いいたします。高校生の皆様、よろしくお願いいたしま

す。 

 御準備は大丈夫ですか。 

 高校生の皆さんの御紹介等は米田先生にお願いしてよろしいですか。 

○米田先生 結構です。 

○藤川座長代理 では、米田先生にお預けしますので、よろしくお願いいたします。 

○米田先生 皆さん、改めまして、こんにちは。きょうは貴重なお時間をいただきまして、

まず、それに関してお礼を申し上げます。 

 早速ですけれども、お手元の資料12をごらんいただきたいと思います。「高校生ICT カ

ンファレンス2017について」ということで、まず、めくっていただきまして、３ページ目

です。ICT カンファレンスが目指すものということで、2011年度から始めておりまして、

実は目的としてはそこに書いてございますとおり、一番上のところの、高校生たちがまさ

に将来のインターネット社会に臨む環境整備の一助になっていく世代ということで、下に

あります高校生を中心に、大人へ、それから小・中学生へのキーポイント、キーパーソン

になるというようなところを考えて、このカンファレンスを実施させていただいておりま

す。 

 次の４ページ目は飛ばしていただきまして、５枚目になります。11年度から実施してお

りまして、これまでの歩みということで、きょうも話題になっているフィルタリングのこ

とですとか、それからスマホが出てきたときからずっとこんな形のテーマでやってきてお

りまして、昨年度はネットトラブル、予防と対策というようなことでやらせていただきま

した。 

 ここでいただいた御意見などももとに、今年度に関しては次の６ページで、ことしに関

してはちょっと趣向が違っておりまして、今までと違って「高校生が考える心豊かな生活」

というということで、赤字になってございますが、私たちの生活をさらによりよくしてい

くために、高校生の目線でどのようにICTを利活用すればいいかというようなテーマで、全

国でいろいろとやらせてもらっています。いろいろな意味で高校生たちも最初は戸惑った

りしたのですが、ここの「心豊かな」というところに一旦入ると、いろいろな意見が出て

きまして、きょうはその報告をさせていただこうと思います。 

 次の、７ページをごらんください。ことしに関しましては全国17カ所で実施させていた

だきました。新しい地域としては赤字の三重県、山口県、鹿児島県が初開催で、全国128

校、526名、そして参観が579名ということで、その17の地域の代表校を次のページからず

っと、８ページ、９ページ、10ページあたりに写真つきで載せさせていただいております。 

 そして、最終的にサミットという形で12ページになるのですが、先日、11月３日に全国

の代表が集まってもう一度話をしたということになってございます。その12ページにあり

ますように、見学者も最多の99名という形でやらせていただきまして、その中のメンバー
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の代表がきょう、３人来ております。テーマに合わせて家族、学校、地域ということで、

これから発表をさせていただく予定になっております。 

 最終の15ページですが、今回もそうですけれども、このICTカンファレンスに関しまして

は、内閣府を初め各省庁、関係者の皆様に多大なる御尽力をいただいておりまして、でき

るだけ47都道府県ということを毎年言われておりますので、2021年度はいろいろな地域か

らの、たくさんの参加を目指し、また、これを現場の学校あるいは地域に、いかに還元し

ていくかということもポイントになっておりますので、そういったところも含めて引き続

き御支援いただきたいと思います。 

 では、早速ですけれども、きょうは高校生がメインですので、家族、学校、地域の順で

発表してもらいたいと思います。高校生の皆さん、よろしくお願いします。 

○黒宮さん 皆さん、こんにちは。三重県立桑名北高等学校から来た、黒宮歩夢です。 

 本日、皆様と過ごせるのはすごく短い時間ですが、ぜひ、よろしくお願いします。 

 私からは、11月３日に開催されました「高校生ICT カンファレンス：東京サミット」に

おいて、ICTと家族の上手なつき合い方をテーマとしてグループで協議した内容を報告しま

す。 

 私たちのグループでは、まず、話し合う前提として、共通に理解しておかなければなら

ないことを確認しました。１に、熟議の共通の理解について。２に、家族間で起きるICT

トラブルについて。３に、家族同士でのICTのよりよい活用。その上で、家族間で起きるICT

トラブル、家族同士でのICTのよりよい活用ということに議論を発展していきました。 

 具体的に説明すると、最初、心豊かな生活のためにICTを活用すると言うけれども、「心

豊かって、どういうこと？」とか、「どこまでが家族なの？」など、抽象的な言葉に対す

るイメージがさまざまで捉え方が違う。つまり、さまざまなライフスタイルや価値観があ

るということがわかりました。 

 そこで、メンバー間で共通して経験したこと、共感できることを話し合いました。そう

すると、「家族間で起きるICTトラブルあるある」的な意見が多く出されましたので、そこ

から議論を広げていきました。 

 まず、家族間で起こるSNSのトラブルとして、言葉を送るだけでは気持ちや思いが伝わら

ないということがあるというのが経験です。単なる言葉のやりとりではなく、気持ちや思

いを伝えることができなければ、豊かな生活にはならないということが出されました。 

 この図のように、こういった成り立ちがベストな形です。そして、お互いの意見が通じ

合うということが、豊かな生活に繋がっていくのではないかという考えがグループの話し

合いで出ました。 

 次に、家族間でもさまざまな欲求を満たすためにSNSを利用しているということです。そ

の欲求をお互いが理解し合えずにトラブルがあるということでした。１つは世代によるス

マホに対する認識の違いです。親世代からすると、スマホは遊びと思いがちですが、私た

ちからすると勉強に活用できる唯一の教材でもあります。テスト期間中にスマホをさわっ
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ていると必ずトラブルになります。また、スマホは手軽に連絡をとれる反面、聞く必要が

ないことまで聞いてしまうという面があるということです。「今、どこにいるの？」や、

「お昼、何食べた？」など、「マジうざい」という声が聞かれました。さらに面倒なこと

は、この家族での思いの違いは、「連絡をする→思いが伝わらない→いらいらする→そし

てまた連絡をする→また思いが伝わらない→もっといらいらする」という負のスパイラル

を生み出してしまうということがわかりました。 

 そして、私たちのグループの結論としては、家族間のコミュニケーションは、まず面と

向かって言葉や表情で伝えることが大切だということが出ました。そして、SNSは補助的な

道具として利活用することが、豊かな生活につながるのだということが出ました。もちろ

ん、SNSやスマホは便利ですので、危険なものなので排除するというわけではなく、道具と

して適切に利活用して、豊かな生活を目指そうということが私たちのグループの結論です。 

 以上です。御清聴ありがとうございました。（拍手） 

○足立さん 続きまして、21ページです。「ICT×学校」担当です。 

 国際色豊かな関西学院千里国際高等部に通っています、大阪人の足立晴香です。よろし

くお願いします。 

 SDGs、御存じのとおり国連が定めた人類社会が持続可能な開発をするために定めた大切

な目標です。「誰もが心身ともに健やかに暮らしていく権利がある。」これは３の目標に

含まれています。４、「質の高い教育をみんなに」これはICTの発達によって、世界中でハ

イレベルな教育が受けられるようになったと言われています。私はこれに賛成です。きょ

う、私が着目するのは、学校。それは人が人として生きていく上で必要な力を身につける

場所です。生き方にはさまざまな理想がありますが、共通していることは、心と体が健康

であるという基本がある点です。その役割の多い学校とICTをつなげることで、今回のテー

マである「心豊かな生活」が実現することを私たちは信じています。 

 まず、私たちは、ディスカッションの中で生まれた、私たち高校生が共通理解できたこ

とを説明します。私たちは、「心豊かな生活」について考えました。しかし、それは個人

個人によって違うという結論に至ったので、ここでは異なるということで定義したいと思

います。 

 また、学校について。SNSの普及によって、リアルコミュニケーションが少なくなってき

ているため、学校は生徒にとって、家族以外の人と直接つながることができる、ほぼ唯一

の存在となっています。 

 次に、生徒とICTについて。SNSは生徒とICTをつなげる一番の方法です。SNSアプリをど

う高校生が使い分けているか。29ページでごらんのとおり、やインスタグラムでは、個人

の趣味や興味をアップして「いいね！」しちゃうという、「軽いつながり」を持つことを

目的としています。ですから、私たち高校生にとっては、このようなアプリは一方的に認

め合い、一方的なコミュニケーションをする要素があるように感じるのです。 

 一方で、LINEなどは、趣味・嗜好のことだけではなく、実際のプライベートなコミュニ
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ケーションを行うものであって、などよりは一歩深いつながりができます。つまり、高校

生は、LINEを通じてお互いにつながり合い、お互いがより認め合い、より深いコミュニケ

ーションをとる傾向にあるのです。同じSNSでもランクが違います。 

 よって、SNSを用いることで、いつでも、さまざまな人とつながり合うことで、そこに人

の温もりを感じ、新たに「きずな」が生まれます。そして、他人から認められたいという

欲求が埋まることによって、実際の生活がより心豊かな生活へと変わっていくのです。 

 逆の視点から見ると、SNSを用いて人とのつながりを求めたくなる、その理由は、リアル

なコミュニケーションが少なくなっている現代だからこそです。実際に会う以外に人とつ

ながりを求めたくなるから他人に興味が持てて、かつ、自分の興味も認めてもらいたいと

なるのです。 

 ３つ目に、リアルとICT。このように、リアルなつながりが生まれる学校で、ICTをより

活用していくことによって、心豊かな生活が実現できると思います。 

 では、どのように活用するのか。それは、私たちができるのです。私たちは、２つの企

画を考えました。１つは、これです。35ページ。私たちは、ICTについてよく知っています。

デジタル・ネーティブとも呼ばれています。一方、お年寄りの方は、日本古来の文化、伝

統、経験、知恵についてよく知っています。しかし一方で、SNSが普及しているこの現代か

ら取り残されてしまう現状にあります。なので、私たちは、これらの不足を補うイベント

を考えました。お年寄りの方は経験などを、高校生はICTについて教え合う。このようなイ

ベントです。 

 もう一つは、36ページの「世界どこでも部屋」というものです。学校で、生徒中心で運

営するのですが、先ほどのイベントで学んだ、日本人特有の知恵、文化、経験などを、今

度はICTを使って、世界へ発信しようという考え方です。 

 具体的には37ページにあるように、学校の教室をプロジェクトマッピングして、お祭り、

スポーツ、日本料理、踊り、伝統的な遊びなどを教え合います。このような異文化交流を

通じて、生徒は世界中の文化にICTを用いて触れ合うことができ、活動を続けることで、国

同士の友好関係を築くこともできるのです。 

 SDGsに対して大きな責任を担っている学校で、ICTを使い、世界を学び、人とつながり、

心豊かな生活がより生まれるような構造を私たちはつくるべきだと考えています。これが

私たちの、このタイトルに対する答えです。 

 ありがとうございました。（拍手） 

○山口さん 福岡県立博多青松高等学校から来ました、山口紗和といいます。 

 今から、地域担当の発表をしていきたいと思います。改めて、よろしくお願いいたしま

す。 

 41ページをごらんください。最近、以前に比べて「IT」より「ICT」という言葉をよく耳

にするようになりました。今の社会において、コミュニケーションの部分がより重要にな

ってきているということだと思います。そして、ここで指すコミュニケーションとは、イ
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ンターネット上だけでなく、直接会うという「Face to Face」のコミュニケーションだと

私は考えます。 

 先月行われた東京サミットでは、災害時のICTの活用と、地域の「きずな」を深めるため

のICTの活用という、２つのことについて主に話し合いました。今回はその中の、災害時の

ICTの活用を中心に、先ほど言った「Face to Face」の重要性についてお伝えしようと思い

ます。 

 42ページをごらんください。これは、総務省で出されている、平成24年度情報通信白書

の一部分です。これを見てみると、技術面での対応や金銭面での援助などが多く記載され

ています。確かにそのような対応も、とても大切ですが、スマートフォン等の情報を得る

ための機器をそのとき持っていない方など、利用できない人も少なくないのです。 

 そこで、次のページをごらんください。私は、同じ白書の中にある、「きずな」という

部分が最も大切なのではないかと考えました。 

 次のページをごらんください。ICTを利用している人と、していない人がつながるため、

そして、ICTがない状況でも助け合うため、「きずな」を深めることに、「Face to Face」

のつながりをつくることに、もっと力を入れることが必要になると思います。 

 そして、そのために私たち高校生ができることを２つ考えました。 

 ２ページ飛ばしてください。１つ目が、災害時に備えて公民館や学校などで、災害時に

役立つ救命訓練などの講習会を行うというものです。これを行うことにより、災害対策に

なるのはもちろん、地域の中でFace to Faceのつながりをつくることができます。 

 さらに、プロジェクターを使ってハザードマップの確認を行ったり、被災地の方とビデ

オ通話をつなげて、経験談や被災地の現状を聞くなど、ICTを活用しながら行うと、よりわ

かりやすいものになると考えます。また、これを高校生が主体となって企画し実行するこ

とによって、地域に関心を持つきっかけになり、地域への関心が薄くなっている若者世代

の現状を変えていくことにもつながります。つまり、この機会は災害対策としてだけでな

く、最初にお話しした、地域のきずなを深めることにもつながっていくと考えます。 

 ２つ目は、災害が起こったときの活動です。以前、被災された方の話を聞いたときに、

災害時に一番力になるのは、顔を見て挨拶をする、話す、笑い合うことだと教えていただ

きました。その行動は、現実的に先を考えてしまう大人より、状況を理解するのが難しい

子供より、その間の世代である私たち高校生がまず行えるものだと思います。それは、自

分が被災した場合はもちろん、そうでない場合でも、被災地に駆けつけてできることだと

思います。ICTを活用して、このような考え方の輪を広げたり、同じ思いの人とのきずなを

深め、活動の幅を広げていきたいです。 

 次のページをごらんください。以上のことを踏まえ、私が考える、今の社会に一番必要

なことは、ICTが発展している今だからこそ気づける、ICTではできない、私たちにしかで

きないことを考え、行動することではないでしょうか。ICTの発展は、「豊かな生活」につ

ながります。でも、それは「豊かな生活」であって、「心豊かな生活」とは違います。 
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 次のページをごらんください。「心豊かな生活」というのは、人それぞれです。だから

こそ、ICTで生活を豊かにしようとするのではなく、ICTを活用し、自分たちで考え、生活

を豊かにしていこうとする、それこそが「心豊かな生活」ではないかと私は考えます。こ

のような認識を、まずは私たち高校生が持ち、いずれは社会全体に「心豊かな生活」を、

「心豊かな生活のためのICT」を広めていこうと思います。 

 以上で、地域担当の発表を終わります。御清聴ありがとうございました。（拍手） 

○米田先生 ありがとうございました。 

 家族、学校、地域ということで、今回、３つのセッションでそれぞれ話し合った結果を

御報告させていただきました。 

 ここで一旦、マイクをお返しいたします。 

○藤川座長代理 御発表、ありがとうございました。 

 この後、高校生の皆さんとここのメンバーとで、質疑及び意見交換の時間をとることに

なっておりますが、よろしければ、その前に一つ。 

 聞いていて、それはそうだけれども、私たちは何を受けとめたらいいのだろうかと、ち

ょっとはっきりしないところがあります。特にここは国の会議で、いろいろな立場の人が

そろっている会議です。こういうメンバーに、３人の高校生の皆さんから、どんなことを

突きつけたいのかといいますか、どんな意見をもらいたいのか、どんな質問をしてほしい

のかということがあれば、もう一言いただけないでしょうか。それから議論をしたほうが

有意義になるかと思います。勝手な言い分かもしれませんが、もしもあればお願いします。 

○足立さん ありがとうございます。 

 議論してほしいこととしては、私たちは、高校生に何ができるかということについて中

心的に議論をしたので、高校生ができる範囲として、実現性とかそういったことについて、

アドバイスをいただけたらとてもうれしいです。 

○藤川座長代理 ありがとうございます。 

 論争的ではなくて、アドバイスということですね。 

 では、委員の皆様、ぜひ、御質問、御意見等をお出しいただけますでしょうか。 

 あと10分か15分ぐらいは大丈夫だと思いますので、ぜひ、積極的にお願いいたします。 

 尾花委員、お願いします。 

○尾花委員 ありがとうございます。 

 私はサミットも参加させていただいて、皆さんの議論を本当に楽しく、楽しくと言って

は失礼かもしれませんけれども、拝聴しました。 

 先ほど、私から保護者という話をさせていただいたので、逆に、皆さんに一つ質問です。

保護者の人に何をしてほしいですか。特に、ICTを使って心豊かにというと、保護者の人た

ちには苦手な世代の人たちもいて、ICTで豊かになるなら利用したいけれども、考えるとい

うことが、とても苦手な保護者が多いのですね。保護者の人たちに何をしてほしいかとか、

あるいは、自分たちが保護者の人に、こんなことだったらできるよという。 
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 実は、保護者の扱いというのは、私たちも一番難しくて、検討している中で、大人が一

番困っているところなのです。もちろん高校生の皆さんも、自分たちの親世代に対して、

先ほど、過干渉だといった御意見もありましたとおり、いろいろ困っているところがある

と思うのです。でも、高校生だからこそ何か気づくことや、私たちにいただけるヒントが

あったらとてもうれしいですし、うちの親はこうしたという経験でもいいので、何かこの、

せっかくのICTを心豊かな生活に結びつけるために、保護者に、高校生として何かこんなこ

とをしてほしいなとか、自分たちができることを教えていただけるとうれしいなと思いま

す。 

 もし、３人とも何か御意見があれば一言ずつください。 

○藤川座長代理 お願いできますか。 

○黒宮さん 僕的にはやっぱり、家族なので、感情とか思いがこもっていない、LINEとか

ではなくて、電話とか、面と向かって、感情を伝え合ってくれれば、相手はこう思ってく

れているんだなと気を使うことができるので、やっぱりメールとかLINEとかではなくて、

電話とか、面と向かって話をしてくれるというほうを、僕は保護者に求めたいです。 

○尾花委員 高校生って結構反抗的で、保護者からぐちゃぐちゃ言われるのが好きじゃな

いお子さんもいると思うのですが、個人的には、黒宮君はうれしいと思うのですか。 

○黒宮さん 自分はうれしいですね。家族仲よしなので大丈夫です。 

○尾花委員 ありがとうございます。 

○足立さん 保護者に対してですけれども、やっぱり、ばちばち言われたくないとか、テ

スト前に携帯没収とか、私の親は全然そんなことはないのですが、そういう家庭もたくさ

んあるから、そういった場合には、子供がちゃんと、自分が携帯とかを使って、ICTを使っ

てどういうことをしているのかということを、ちゃんと説明すべきだと思います。 

 私の家族の場合の話をちょっとさせてもらうと、私の親は全て認めてくれていて、私の

学校も結構フランクというか、校則も３つぐらいしかないぐらい何でもオーケーな学校な

のですけれども、そういうところだからこそICTをたくさん活用して、勉強がより促進され

ているということを親は全て知っているので、そういう理解があれば、全然何も、保護者

とのトラブルなどには発展しないと思いますし、逆に私たちが保護者に対して、親に対し

てできることのほうがたくさんあると思っています。 

 例えば昔だったら、パソコンのことはお父さんのほうがよく知っていたけれども、今で

は私のほうが修理とかも、めっちゃできるし、そういうこともあるので、子供のほうがICT

のことを知っているよということを前提に、子供が親に教えてあげるような形で、そうい

うふうに親孝行もしていけるのではないかなと思います。 

○山口さん 保護者に求めるものとしては、まずICTで保護者といったら、例えばスマート

フォンの利用を制限したり、そういう印象が強いのですけれども、確かにICTで心豊かな生

活を目指すためには、そういうトラブルは一番怖いものですし、気をつけないといけない

ものだと思うのですけれども、トラブルを防止するために、保護者の人は、例えばスマー
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トフォンの利用を制限したり、高校生になるまでは持たないでほしいとか、そういう意見

を言うという印象が私の中ではあるのですが、ただただ「使わないで」「使ったらだめだ

よ」「危ないよ」ということを伝えるだけだと、子供は納得できないと思います。 

 今言ったように、便利な面ももちろん、たくさんあるわけです。だから、やっぱり使い

たいと思うのです。周りの人だって使うし、たくさん魅力のあるものなので。でも、親と

してはやっぱり、トラブルが心配だったり、特に若い世代だと、出会い系のトラブルとか

もずっと言われていると思います。なので、保護者に求めるものとしては、そういうこと

を防止するために、子供も気をつけるためには、一緒にまず考えるというところが第一だ

と思います。 

 一緒に、しっかり考えて、今の自分の現実の部分からしっかり考えて、もし、今話して

いるこの相手がこういう人で、こういうトラブルにつながったらどうだろうと。ダイレク

トに自分が不安に思えるように、現実的に考えられるように。そのようにしっかり考えな

いと、多分、本当に気をつけようという気持ちに変わっていくことはないと思うので、ま

ずはそういうことに対して自分で考えるということ。その後に、危険性をちゃんと自分で

考えて、結論を出す。そうでないと変わっていかないかなと思います。 

 高校生の世代になれば、それを自分で考えるということでいいと思うのですが、小・中

学生とかは、今、スマートフォンなどの低年齢化ということがあると思います。そういう

小さい子は経験も知識も少ないので、一人で考えるのはなかなか難しい。ICTのことを保護

者の方に知ってもらうためにも、一緒に考えるということを、まずはしていただきたいと

思います。それが、少しずつですが確実に変わっていく方法かなと思います。 

○尾花委員 どうもありがとうございました。 

○藤川座長代理 ありがとうございます。 

 五十嵐委員、お願いします。 

○五十嵐委員 ありがとうございました。 

 これからの未来をつくっていく世代なので、本当に頼もしいなと思って聞いていました。 

 黒宮さんは、意外だったのですが、親とはコミュニケーションのほうが大事だ、面と向

かったほうがいいんだと聞いて、「あ、そうなんだな」と、改めて思いました。ただ、親

としては、「友達とはせっせとSNSでやりとりしているのに、何で親はだめなの？」みたい

なことも思うかな、なんて思ったりもしながら聞いていました。 

 足立さんのほうはSDGsという、持続可能な開発目標から問題を設定されて、しかもお年

寄りの知恵と若い人たちのすごく得意なところとでコラボをして、あとは世界的な面にも

目を向けてというのは、本当に可能性があるなと思いました。 

 それから山口さんのほうは、災害時にというのはやっぱり一番必要としているところな

ので、本当に未来を背負う、地域の人たちにとっては本当に大事なことだなと思いました。 

 ３人の方に質問したいのですけれども、私は小学校に勤めています。皆さんがスマホあ

るいは携帯を初めて手にしたのはいつですか。それから、今、すごく理解があったという
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共通のお話があったのですが、そのとき、おうちの人との最初の約束というのはあったの

でしょうか。あと、始めたときは、やっぱり興味があって、もう、依存的といいますか、

物すごく気になって、例えばLINEのやりとりなど、とめどなくそっちにはまったような経

験はなかったでしょうか。それから、今、学校における情報モラル教育等が大事だと言わ

れていますが、小・中と経験してきて、自分たちの経験から、やっぱりこうしたほうがい

いんじゃないかなと思うような提言があったら教えてください。 

○藤川座長代理 たくさんあるのですが、時間も限られているので、国分委員からもお話

を伺ってから、まとめて答えていただきたいと思います。 

 国分委員、お願いいたします。 

○国分委員 私もお三方に質問があります。こういうところに出てきてプレゼンをされる

ような方は、トラブルに遭遇してもきっとうまく対処されるのではないかと思って安心し

ているのですけれども、インターネット協会では、トラブルに遭遇して、どうやって解決

してきたかというような手記を毎年募集していまして、そういうものを読むと、やはり本

当に涙の物語のような事例もたくさんあります。 

 質問は、友達のサポートといいますか、いろいろ何か困った状況になっている友達がも

しも周りにいたら、友達同士でどのように助け合うのか。そのあたりについての現状と、

そういう事例がなくても仮にそういうことがあったらどうしたいということを教えていた

だければと思います。 

○藤川座長代理 御質問は、合計５点ですね。 

 １点目は、初めて携帯やスマホを持ったのはいつか。 

 ２点目は、そのとき保護者の方との約束はあったのかどうか。あったとしたら、どうい

うものか。 

 ３点目は、依存的に使ったようなことはなかったか。 

 ４点目は、学校の教育について言いたいことはないか。 

 以上４点は五十嵐委員からですね。 

 ５点目は国分委員からで、友達が困っていたりして、そういう人をサポートするといっ

たことについてどう思うか、どんな経験があるか。こういったことだと思います。 

 時間が限られていますが、皆さん、頑張って、１番はこれ、２番はこれとかと言ってい

ただいていいので、５点ずつ答えていただけるとありがたいです。 

○黒宮さん じゃあ、僕から行きます。 

 １の、いつ持ったかということについては、僕は中学１年生からスマホを持ち始めまし

た。 

 ２の、スマホの制限については、１日10分というルールがありました。うちのお母さん

は結構厳しかったので、10分でしたね。 

 ３、はまってしまったことは、中学３年生あたりから、オンラインゲームのログレスと

いうゲームがあって、わかりますか。そのゲームにはまってしまって、学校がある日の夜
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10時から朝の６時まで、合計８時間やっていたので、やっぱり危ないなと思いました。そ

れ以来、そういうことはなくなったので大丈夫です。 

 ４の、学校でこうしたほうがいいんじゃないかということについては、やっぱり講習で

すね。講習を何度かして、伝えるだけではどうしても伝わらないので、聞いた人が考えて

いくというスタンスを持たないと変わらないと思うのです。なので、考えて、私はこう思

うからと相手に伝えて、相手からもこう思うからというように伝えて、お互いにブラッシ

ュアップというと何かおかしいかもしれませんが、ブラッシュアップできるようなことを。 

○藤川座長代理 済みません。よかったら、学校教育については、そういうものを受けた

のかどうか。受けてよかったという話なのか、受けたものが違ったので、こういうふうに

してほしいということなのかがわかるように言っていただけるとありがたいです。まず、

そういう教育を受けたのかどうか。 

○黒宮さん 僕がですか。 

○藤川座長代理 希望だけを言っているから、どちらなのかわからないのです。注文が多

くて済みませんね。 

○黒宮さん いいえ。 

○藤川座長代理 いい教育を受けて、こういうものがよかったという話なのか、教育はあ

ったけれども、思い描くようなものではなかったので、こういうことをやってほしいとい

う希望なのか、どちらかわかるように言ってほしいのです。 

○黒宮さん こうやってほしいという。 

○藤川座長代理 今のは、受けていないけれども、こうしてほしいということですね。 

○黒宮さん はい。 

○藤川座長代理 ありがとうございます。 

 では、続きをどうぞ。友達。 

○黒宮さん ５ですか。 

○足立さん 友達のサポート。 

○黒宮さん サポート。 

○足立さん 特になし？ 

○黒宮さん 特にありません。 

○藤川座長代理 わかりました。 

○足立さん じゃあ、行きます。 

 いつから。中３の秋からです。私はドイツに住んでいたので、帰ってきてからもらって、

保護者とは全く何も約束はございませんでした。 

 依存は、今になって何か来てるなと思っていて、ICTのことをやり始めてから、いきなり

何か気にし過ぎて、依存しているのかなっていうふうに、今ごろ気づきました。 

 日本の学校においては、私の学校はディスカッションとかディベートとかが結構多目な

ので、それにおいて、よりやってほしいのが、やっぱりICTについてです。なかなか題材と
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しては貧困問題とか、そういうところへ行ってしまうから、ICTについての問題も取り上げ

てほしいということです。 

 あと、考えるだけではだめだと思っているので、やっぱり、ちゃんと行動できるように、

現実的なことを学校からこつこつやってほしいし、やろうと思います。 

 友達のサポートについては、実際に私のクラスにも、やっぱりちょっと、学校にはあん

まりという子がいて、でも、その子は、私のことをすごく頼ってくれています。でも、そ

れは全部、SNSのコミュニケーションしかないのです。でも、それがあるからこそ、彼女は

多分、学校に来られるんだなとか思ったりするので。ああ、何か、いきなり感きわまっち

ゃった。だから、SNSがあったことによって。何で泣いちゃうんだろう。SNSがあったから、

友達はちゃんと学校に来られるようになったから、だからこういうふうに友達として、ICT

を使ってサポートする重要性はあると思います。 

○藤川座長代理 山口さん、どうぞ。 

○山口さん ありがとうございます。 

 まず、初めて持ったのは小学校６年生の春休み、中学１年生にかけてです。引っ越すタ

イミングで、友達と連絡がとれなくなるのが寂しくて、親にお願いして、結構友達が持っ

ていたので、それで買ってもらいました。 

 そのときのルールというのは特別なかったです。使い過ぎたり、夜遅くまでしていたら、

「しすぎじゃない？ 早く寝り」って言われるぐらいでした。 

 依存したことは、私ごとなのですが、小・中と不登校でずっと、結構、学校に行かず、

家に引きこもっていることもすごく多かったのですけれども、そういうときに、やっぱり

スマートフォンを持っていたら、SNS上の関係だったりとか、直接会うということがないの

で、どうしてもそういう面で、スマートフォンに依存というよりは、SNS上の関係に依存し

ているみたいなときが、今振り返ればあったのかなと、そればかり気にしていた時期があ

ったなと思います。 

 情報モラルの授業とか学校の教育については、今まで受けたものとしては、やっぱりネ

ットトラブルはこういうものがあって、こういうところから始まる可能性があります、皆

さん、こういうのには気をつけましょうという、例を挙げて、ただただ「気をつけてね」

って言われることが多かったです。それで得た知識ももちろんたくさんありますが、ただ、

何となく「危ないんだな」と思うだけで、余り自分のこととは思えなくて。 

 それが今回、ICTカンファレンスに参加させていただいて、そこでネットトラブルとかに

ついても、自分の身に置きかえてちゃんと話し合うということを行って初めて危険性を本

当に感じたなと思うのです。だから、今までのやつは何だったんだって、正直、ちょっと

思う部分も少しだけありました。でも、そこで、危ないという、もともとの知識が、ずっ

と言われていたことがあったからこそ、スムーズに受け入れられたというのがあるので、

もちろんそれも、ありがとうございます。 

 今からしていただきたいこととしては、先ほど言ったように、考えるということがない
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とだめだと思うのです。ただただ、皆さんでこの問題について話し合いましょうと言った

ところで、実際に話し合いが活発に行われるかといったら、決してそうとは言えないと思

います。ICTカンファレンスでは毎回、必ずと言っていいほど活発に、白熱した議論が行わ

れます。というのは、その日のうちに、パワーポイント等を使って発表まで行ってくださ

いということがあるのです。だから、ただただ話し合いをさせるということだけではなく

て、話し合いの後に発表をするなど、何か実行することがあって、そういう目標に向かっ

てやるということだと、ただ考える、ただ話し合うということよりも、みんな、より熱意

を持って取り組むのではないかと、私の経験的に思います。 

 友達のサポートという部分では、私の友達にも学校へ余り来られない子がいて、そうい

う子とSNSでやりとりをするのですが、SNSの、要は文字だけのやりとりって、どうしても

誤解が生まれやすかったりすると思うのです。感情を補うスタンプとかがあったとしても、

やっぱり送る側と受け取る側が、必ず同じ思いでするということは、まずないと思ってい

ます。そういうことがあるからこそ、せめてSNSで、LINEなどでメッセージを送り合うより

は電話、電話よりは直接会おうというふうに、どうにかつなげるような使い方とサポート

をしています。 

 以上です。ありがとうございます。 

○藤川座長代理 ありがとうございました。 

 高校生がどんなふうにICTとつき合っているのかを、我々として知りたいということで、

かなり私的なことについて聞かせていただきましたけれども、大変参考になったというか、

リアルな声が聞けたと思います。 

 やはり単純にICTは危険だという話ではなくて、活用していく部分はある。しかし、ICT

だけではだめで、対面コミュニケーション、電話といったコミュニケーションも大事だと。

バランスをとってつき合っているということでしょうかね。 

 教育については、知識を得るという点では非常に有効だったけれども、もっと考えると

か行動するということにつなげる教育が必要ではないかということです。これは文部科学

省でも、今は「考え、議論する道徳」ということで、来年度から小学校、次から中学校で

道徳が変わっていきますし、教育課程全体が考えるというか議論するというか、「主体的・

対話的で深い学び」という方向に変わっていきますので、改善されるのではないかという

ことは期待していますが、私たちもそれぞれの立場で、皆さんのお話を踏まえて取り組み

を進めなければいけないだろうと思いました。 

 そろそろ時間ですが、委員の方、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 では、以上でICTカンファレンス2017最終報告会を終了いたしますが、米田先生から最後

に何か一言あれば。 

○米田先生 今回も各省庁を初め、全国17カ所のところにも行っていただき、また、PTA

の方々とも今回初めていろいろな連携ができました。いい意味で拡大してきていますので、
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今後とも引き続き御指導、御尽力、よろしくお願いしたいと思います。きょうは貴重な時

間をありがとうございました。 

○藤川座長代理 ありがとうございました。（拍手） 

 それでは、きょう用意された議題等は全て終了いたしましたので、最後に事務局から、

今後の予定について御説明をお願いいたします。 

○堀参事官 次回の検討会につきましては、２月を目途に開催を予定しております。詳細

な日程につきましては、また委員の皆様と調整を行い決定したいと考えております。また、

議題につきましては、次は第４次基本計画に向けた検討会報告書素案の検討を予定してお

ります。必要に応じまして、委員の先生や関係団体の発表もいただきながら、提言に向け

た討議をお願いしたいと考えております。 

以上でございます。 

○藤川座長代理 ありがとうございます。 

 以上で、本日予定されておりました案件は全て終了いたしました。 

 会議はこれで終わりですけれども、この後、ICTカンファレンスの、いらしてくださった

皆さんと関係者との記念写真の撮影がございます。ぜひ、皆さんの御協力をいただきたい

と思います。委員の皆様におかれましては、御都合がつけば、すぐ終わりますので、残っ

ていただきまして、一緒に写真に写っていただければありがたいですし、共催の府省庁の

皆様も、ぜひ、よろしければ残っていただきたいと思います。御協力をよろしくお願いい

たします。 

 これをもちまして、第37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。長時間、どうもありがとうございました。 


