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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40回会合 

議事次第 

 

 

日時：平成30年12月14日（金）14:00～16:00 

場所：中央合同庁舎 第4号館11階 共用第1特別会議室 

 

 

１．開会 

 

２．内閣府政策統括官挨拶 

 

３．新委員等紹介 

 

４．議事 

 議題１ 第４次青少年インターネット環境整備基本計画の決定を受けた取組等について 

 

 議題２ 関係機関・団体の取組について 

 

５．自由討議 

 

６．事務報告 

 

７．高校生ICT Conference2018 最終報告会 

 

８．事務連絡 

 

９．閉会 

 

【委員】藤原座長、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、牧田委員、吉田委員、井部委員代理 

【参考人】水谷哲也（（一社）電気通信事業者協会）、米田謙三（高校生 ICT Conference2018 実行委員会

委員長）、花岡吟音（長野県松本深志高等学校）、東陽晃龍（東九州龍谷高等学校） 

【内閣府・事務局】小野田統括官、福田審議官、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、内閣府子ども・子育て本部参事官

（認定こども園担当）、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長補佐、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立案・情報管理室長、

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長、厚生労働省子ども家庭局総務課児童福

祉調査官、経済産業省商務情報政策局情報経済課長 
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○藤原座長 こんにちは。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。 

 まず、本日の議事の開始に先立ちまして、内閣府の小野田政策統括官から御挨拶をいただきたいと

存じます。 

○小野田政策統括官 内閣府政策統括官の小野田でございます。議事の開始に先立ちまして、一言御

挨拶させていただきます。 

 本日の検討会は、平成20年10月20日の第１回検討会から10年を経過した第40回目の開催となります。

委員の皆様方、特に第１回検討会から御参加賜っております藤原座長、尾花委員、清原委員、国分委

員におかれましては、長きにわたり青少年のインターネット利用環境の整備のため御尽力をいただい

ておりますことにつきまして、厚く御礼申し上げます。 

 さて、青少年を取り巻くインターネットの利用環境は、検討会発足以降、常に変化を続けており、

委員の皆様におかれましては、これまでさまざまな御議論を賜り、政府への御提言を頂戴してきたと

ころでございます。 

 後ほど担当から御説明いたしますけれども、委員の皆様から本年４月にいただきました御提言を踏

まえまして、７月に第４次青少年インターネット環境整備基本計画が決定されたところでございます。

この新たな基本計画に基づきまして、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、政

府を挙げて施策を着実に推進してまいります。 

 委員の皆様におかれましては、引き続き御指導、御鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

○藤原座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、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、藤川座長代理が都合により御欠席されているほ

か、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、清原委員は、若干おくれて御出席と承っております。 

 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、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か

ら資料12でございます。加えまして、メーンテーブルのみ配付させていただいておりますが、参考資

料が１点ございます。 

 不足等ございましたら、事務局までお申しつけください。 

 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 次に、委員等の交代について。これも事務局から報告をお願いいたします。 

○堀参事官 それでは、資料１をご覧ください。「青少年インターネット環境の整備等に関する検討

会の開催について」の一部改正について御説明いたします。今回の改正では、金井委員の退任に伴う

牧田新委員の御就任。また、尾上委員の御役職の変更がございました。加えまして、組織改編等によ

る省庁オブザーバーの変更を反映し、本年11月27日付で一部改正をいたしました。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございます。 

 それでは、新たに委員となられました牧田委員から御挨拶を一言いただきたいと思います。牧田委

員、お願いいたします。 
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○牧田委員 皆さん、こんにちは。全国高等学校PTA連合会の牧田でございます。このたび、金井にか

わりまして新たに委員に就任をさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。もとより、

ネット環境についてはど素人でございますが、ある面素人っぽさを生かして保護者目線、一般人目線

で、何か皆さんのお役に立てればいいかなと思っております。どうかよろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 次に、省庁のオブザーバーにも初めてお目にかかる方がおられますので、一言ずつ御挨拶をお願い

したいと思います。 

 まず最初に、警察庁少年課長、お願いいたします。 

○村上少年課長 警察庁生活安全局少年課長の村上でございます。７月末の人事異動で新たに着任い

たしました。よろしくお願いいたします。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 続きまして、総務省消費者行政第一課長、お願いいたします。 

○梅村消費者行政第一課長 初めまして。総務省電気通信事業部消費者行政第一課長の梅村でござい

ます。８月に着任いたしました。前職は文部科学省に出向させていただいておりまして、情報教育課

長を担当しておりました。ぜひよろしくお願いいたします。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 続きまして、文部科学省男女共同参画共生社会学習・安全課長、お願いいたします。 

○三好男女共同参画共生社会学習・安全課長 御紹介いただきました文部科学省の三好と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。私どもの文部科学省でも組織再編が10月にございまして、総合教

育政策局というのができております。そのとき以来担当させていただいております。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○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２つの議題がございます。議題の１つ目は「第４次青少年インターネット環境整備基本計画

の決定を受けた取組等について」でございます。もう一つの議題は「関係機関・団体の取組について」

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、議論を進めてまいりたいと

思っております。 

 それから、15時30分ごろから、例年のことでございますけれども、高校生ICTカンファレンス2018

最終報告会を予定してございます。毎年同じことを申し上げて申しわけないのですが、これは早く始

まる分には構わないのですけれども、高校生の方々の晴れの機会ですので、時間をとってさしあげる

ため、御発言等時間厳守で速やかな議事進行に御協力をお願いいたします。どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

 それでは、議題１「第４次青少年インターネット環境整備基本計画の決定を受けた取組等について」、

各府省庁から御意見をいただきたいと思います。 

 まず、内閣府から御説明をお願いいたします。 

○堀参事官 内閣府でございます。まず初めに第４次青少年インターネット環境整備基本計画の決定

について、御報告を申し上げたいと思います。去る７月27日、内閣総理大臣を本部長といたします子

ども・若者育成支援推進本部におきまして当該計画を決定いたしました。この基本計画の見直しにあ

たり、座長をはじめ、委員の皆様には長期間にわたる御議論をいただき、また貴重な御提言を賜りま

したこと、改めて感謝を申し上げる次第でございます。 
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 それでは、お手元の資料２に基づきまして基本計画の概要について簡単に御説明いたします。新た

な基本計画は、４月にいただいた御提言に基づき、資料上段に記載しておりますが、インターネット

利用環境の現状３点を踏まえた上で、資料下段の３項目を柱にしております。１つ目が「法改正を踏

まえたフィルタリングの更なる利用促進」、２つ目が「子供の低年齢期からの保護者・家庭への支援」、

３つ目が「SNS等に起因するトラブル・いじめや被害の抑止対策の推進」、この施策を三本柱としてお

ります。 

 加えまして、御提言をおまとめいただいた際にも申し上げましたが、昨年12月に決定されました座

間市における事件の再発防止策もこの基本計画に反映させております。 

 この基本計画に基づきまして、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、関係機

関・団体と緊密に連携しながら、政府を挙げて施策を着実に推進してまいることとしております。 

 以上、第４次基本計画に関しまして簡単に申し上げました。 

 続きまして、この基本計画に基づく内閣府の取り組みについて、２点御説明を申し上げます。資料

３をご覧ください。これが１つ目でございます。去る11月10日にキッザニア東京におきまして、試行

的な取り組みとして低年齢層の子供の保護者向け啓発イベントを実施いたしました。日時場所、実施

目的、対象は、１ページ目に記載のとおりでございます。 

 実施内容は資料1ぺージの４に記載のとおりであります。１つ目が保護者向け啓発リーフレットの掲

示・配布。２つ目が保護者へのアンケート調査。３つ目が子供さん向けのシミュレーション教材を活

用した体験学習・公演でございます。 

 １つ目の啓発リーフレットは、昨年内閣府において作成したもので、こちらの検討会でも御報告さ

せていただきましたが、これを配布するとともに、資料の１枚目左下「特設ブース」と書いてある写

真にパネルがございます。このような形でリーフレットを拡大し、パネル掲示いたしました。このリ

ーフレットは、必ずしも低年齢層の子供の保護者向けに作成したものではございませんけれども、数

年後には来場した子供さんや保護者の方に役に立つものであると考え、掲示や配布を行った次第であ

ります。 

 ２点目の保護者へのアンケート調査につきましては、安心ネットづくり促進協議会様の御協力を得

まして、2017年度版安心協ILASを活用させていただきました。内容については後ほど説明いたします。 

 ３番目のシミュレーション教材を活用した体験学習・公演は、１つ目、２つ目とは異なり、子供さ

ん本人に対するものでございます。携帯ゲーム機等のインターネット接続機器を利用する上でのトラ

ブルの防止を題材とした、インターネットコンテンツ審査監視機構(I-ROI)様のネットリテラシー教材

を活用させていただき、パソコンによるシミュレーションや紙芝居を実施いたしました。この場をお

借りしまして御協力いただきました皆様に改めて御礼を申し上げます。 

 なお、来場された保護者の方の感想としては、「子供のインターネットの使い方は、保護者自身が

教えなければならないと感じた」でありますとか、「子供にインターネットの使い方を教えるための

手助けとなるリーフレットや教材があることを初めて知った」などの感想が寄せられたところであり

ます。 

 次に、このイベントの中で実施しましたアンケート調査につきまして、簡単に御説明したいと思い

ます。資料２ページ「アンケート調査結果」と書いてある横長の１枚物でございます。2017年度版の

安心協ILASから抜粋した問いをもとに、来場した子供の保護者の方を対象としまして、インターネッ

トリテラシーを試行的に調べてみたものであります。調査内容、どのような質問をしたのかというこ

とについては、４ページ目に調査票のコピーをつけております。保護者の性別、年齢、お子様の年齢

を聞いた上で、裏面で７問ほど簡単なアンケートをとったというものでございます。 
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 ２ページにお戻りいただきまして、回答者数は258人。うち９歳より低い子供の保護者さん226人か

ら御回答を得ました。正答率は記載の４のとおりです。問５の「18歳未満の書き込み禁止行為につい

て」のみ若干正答率は低かったものの、それ以外の設問は全て90％を超えているという状況でござい

ます。 

 より年齢の高いお子さんの保護者を対象として実施されました2017年度安心協ILASの結果を参考比

較ということで、この表の下の右側に記載しておりますが、これとあわせてみますと、子供の年齢の

高い低いに起因した保護者のリテラシーの差異は、少なくともこの比較では見受けられなかったとい

うところであります。子供の年齢層の違いによって親の意識に差が出るのかなと思って調査してみた

のですが、ここは若干期待外れだったということでございます。 

 この内容から見ますと、問５の18歳未満の書き込み禁止行為を除けば、インターネット利用上のリ

スクに関する知識というのは、どの問も９割を超えておりますので、これも当初予想していたよりも

比較的浸透しているのかなという感想を持ったところであります。もとより、この調査は試行的に実

施したものであり、また、母数もそれほど多くありませんので、統計的な信頼性は担保されておりま

せんが、今、申し上げたような結果、あるいは安心協ILASで2017年に行われた調査結果との比較とい

う点では、以上申し上げたような結果が出ております。 

 御承知のとおり、今年度から内閣府で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

は、今年度から低年齢層の子供の保護者の方、すなわち９歳より年齢が低いお子さんの保護者の方を

調査対象として新たに加えて実施しております。したがいまして、この第４次基本計画でも掲げられ

ております低年齢層の子供の保護者への啓発手法・内容の検討を行うために必要な調査、及び調査結

果の分析を今後も行ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、基本計画に基づく内閣府の取り組みの２つ目としまして、現在尾花委員を初め、有識

者や関係省庁の御意見を伺いつつ、低年齢層の子供の保護者向けの啓発リーフレットを作成しており

ますので、これについて御説明を申し上げます。 

 卓上配付資料で未定稿ということで配付させていただいております。「スマホ時代の子育て 悩め

る保護者のためのQ&A」という形でつくらせていただいております。これが現在作成中のリーフレット

でございます。本リーフレットの対象は、低年齢層の子供の保護者の方、特に１人でスマートフォン

を操作することが可能である２歳から６歳の子供の保護者の方への働きかけというものを主に想定し

てつくっております。 

 内容につきましては、尾花委員を初め、有識者の先生からの御意見として２点御指摘がございまし

た。１つ目は、低年齢層の子供へは保護者の端末を保護者が貸し与えて使わせているという現状があ

る一方で、保護者が利用する端末の契約というのは、店舗におけるフィルタリングの説明や義務の対

象外である。よって、改めてフィルタリングの必要性についての周知が不可欠なのではなかろうかと

いう御意見。それから低年齢期からのインターネットやメディア利用を含めて生活習慣の確立が重要

であり、そのための手段としてのルールづくりを促すことが大切であるという御意見をいただいてお

ります。 

 それを踏まえまして、このリーフレットの内容としては３つの項目を伝える構成としております。

１つ目がフィルタリングの必要性。２つ目が家庭でのルールづくりの必要性。３つ目がさまざまな相

談窓口を紹介する。このような構成としております。 

 また、このリーフレットの表現や構成につきましても御意見を賜りました。すなわち、子育てに忙

しい低年齢層の子供の保護者に対して、あまり子供のネット利用に関して否定的な表現、禁止事項を

直接的に伝える内容ではなかなか受け入れてもらえないのではないか。これは私ども官庁のほうでは
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なかなか気づかない論点を御指摘いただいたというところでございます。したがいまして、低年齢層

の子供の保護者さんが子供のネット利用について抱える悩みなど共感を得られるようなエピソードを

盛り込み、その悩みに対する解決手法やヒントを伝えるといった表現ぶり、内容にしてはどうかとい

う御指摘がございましたので、そのような形にさせていただいたというところでございます。 

 このリーフレットは年内には完成予定でございます。１月以降ホームページで公開を予定しており

ます。また、関係省庁と連携いたしまして、幼稚園、保育園、認定こども園や関係する諸団体へこの

リーフレットの案内を予定しており、また、都道府県の青少年部局宛てには紙媒体でもリーフレット

の発送を行う予定にしております。 

 内閣府からの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。 

 質疑につきましては、関係省庁の御説明後、一括して行いたいと思っております。 

 続きまして、警察庁少年課から御説明をお願いいたします。 

○村上少年課長 警察庁少年課でございます。 

 お手元の資料４をご覧いただければと存じます。私ども警察庁におきましては、半期ごとにSNS等に

起因する被害児童の現状等に関する調査結果を取りまとめまして公表しております。お手元に準備さ

せていただきましたのは、本年の上半期の状況について公表した資料でございます。 

 １ページ目は、SNS等に起因する被害児童数の推移でございます。オレンジ色の折れ線がいわゆるス

マートフォン等を中心としたSNSを通じて被害に遭ってしまった児童数の推移、青の折れ線がいわゆる

出会い系サイトにより被害に遭った児童数の推移でございます。右側に昨年の上半期と本年の上半期

の推移について取り出して数字を出させていただいております。ご覧のとおり、SNSに起因する被害児

童数は近年一貫して増加傾向にありますが、上半期を見ますと、昨年の被害児童数が919人だったもの

が、本年は856人ということで、やや減少したということでございます。 

 次のページは、被害児童の学職別の状況でございます。これにつきましても、全体とともに当然右

肩上がりであったわけでございますが、昨年上半期と本年上半期のグラフをご覧いただければと思い

ますが、赤の折れ線で示している中学生の部分が、上半期ベースで見ますと、昨年から今年にかけて

ある程度減少したということでございます。 

 次のページは、各都道府県警察で取り扱った際にいろいろな状況について聞き取りを行っており、

その状況をまとめたものでございます。１番目は、SNSを通じて被疑者と加害者が会った理由は何です

かということを尋ねております。四角の１にございますように、金品目的、性的関係目的、交遊目的、

このような順番となっております。 

 ２番目は、実際に被害児童のうち高校以下の学校に在籍している生徒・児童について、これまで学

校でSNS等に関するどのような指導を受けていますかということを尋ねております。オレンジの「時々、

指導を受けている」が49.2％あるわけでございますが、片方で、右側の破線で囲んでおりますように、

「指導を受けたことはない」または「わからない、覚えていない」という回答が、残念ながら４割弱

あるというわけでございます。 

 ３番目は、特に重要と考えますフィルタリングの利用状況についてでありますが、これはあくまで

も被害を受けてしまった児童についてということでございます。破線で囲んでおりますように、「契

約当時から利用していない」という回答が85.5％、約９割ということでございます。 

 これらの状況を踏まえまして、まず１番目の被疑者と会った理由のところでございますが、実際に

被疑者と会ってしまうことによっていろんな被害に遭ってしまうということがあるわけでございます

ので、各都道府県警察におきましては、サイバー補導ということで、SNS上の子供からのいろんな書き



- 8 - 

 

込みを少年事件あるいは少年補導担当の警察官なり少年補導職員が見つけまして、例えば「どこで何

時に会いませんか」等と書き込みをして、そこの待ち合わせ場所に現われた子供と接触をして補導を

する。このような取組を行っているところでございます。 

 ２番目の学校における指導は、学校現場でもいわゆる情報リテラシー等という形で、いろんな指導

が行われていると承知しておりますが、私ども警察といたしましては、特にどのような被害が生じて

いるのかということをきちんと具体的にお伝えすることが必要であろうということでございまして、

特に各都道府県警察において、具体的な被害状況を紹介するようなDVDあるいはリーフレットのような

ものを作成し、これを防犯指導教室等で活用していただくような取組も進めているところでございま

す。 

 ３番目のフィルタリングの利用状況につきましては、法改正に伴うフィルタリング有効化措置義務

等が課せられる前の状況も一部含まれておりますので、今後有効化措置義務等が履行されることに伴

って、この部分については改善がなされることを期待しているところでございます。 

 最後のページをご覧いただければと存じます。SNSに起因する被害児童数の多いサイトでございます。

結論から申し上げますと、Twitterの被害が非常に多いということでございます。私どもは、SNS事業

者による青少年ネット利用環境整備協議会に、例えば犯罪被害に関する情報を提供するとともに、利

用規約の変更や自殺、性被害につながるような書き込みについての投稿の削除等についてお願いをし

ております。 

 その結果、一部のSNSにつきましては、従前より被害がかなり減っている状況も見られますが、残念

ながらTwitterは、匿名性が他のSNSに比べると非常に高く、フリーメールアドレスで複数のアカウン

トを簡単につくることができます。これがいわゆる「裏アカウント」につながっているということで

す。このようなTwitterの特性から、なかなか被害状況が改善しないという状況があると認識しており、

先ほど御紹介いたしました協議会を通じて引き続き改善をお願い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。 

 次に、警察庁情報技術犯罪対策課から説明をお願いいたします。 

○岸田情報技術犯罪対策課長補佐 警察庁情報技術犯罪対策課からですが、今回資料の用意はござい

ませんけれども、座間市における事件の再発防止に向けたSNS等における自殺に関する不適切な書き込

みへの対策の強化について、御報告をいたします。警察庁では、本年１月から民間委託により、他人

を自殺に巻き込むなど自殺の誘引等をする書き込みのモニタリングの強化を行っております。また、

発見した書き込みについては、これも警察庁の委託事業でありますが、インターネット・ホットライ

ンセンターへの通報を行い、同センターからサイト管理者等に削除の依頼を行うという取り組みを進

めております。この民間委託によるモニタリングでは、本年上半期、児童に特化した数というわけで

はありませんけれども、1,200件弱の自殺誘引等情報の通報をインターネット・ホットラインセンター

へ行っております。同センターにおいてサイト管理者等への削除の依頼を行った結果、約７割が削除

されておるという状況でございます。警察では今後も引き続きこれらの取り組みを進めてまいりたい

と考えております。 

 以上です。 

○藤原座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、次に総務省から御説明をお願いいたします。 

○梅村消費者行政第一課長 総務省です。 

 資料５に基づいて説明させていただきます。１ページ目、インターネットの安全・安心な利用に係
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る普及・啓発の推進を行っています。１つ目がe-ネットキャラバンの実施でございます。こちらは、

子供たちのインターネットの安全な利用に係る普及啓発を目的に、児童・生徒、保護者・教職員等に

対する、学校等の現場での「出前講座」を、情報通信分野の企業・団体と総務省・文部科学省が協力

して全国で開催しているものでございます。2018年度は保護者・教職員等向けの講座につきまして、

若者が使う主要なSNSの解説等を加えたリニューアルを実施したところでございます。実績としまして

は、2017年度が2,309件、約39万人への出前講座を行っておりますが、2018年度は10月までで1,810件、

約37万人を対象とした講座を実施済みでございます。 

 さらにというところでございますが、2018年より①②の取り組みも実施しております。１つは、座

間市における事件の対策の一環としまして、スクールカウンセラーを含む教育関係者などに若者のSNS

の利用実態を伝えるために、e-ネットキャラバンの講師を教育委員会が開催する研修会などに派遣し

てございます。また、少年院や少年鑑別所に収容された青少年に対しての講座も実施を始めたという

ところでございます。 

 資料の下半分に参りまして、インターネットトラブル事例集の作成と公表でございます。こちらは、

子育てや教育の現場での保護者や教職員の活用に資するために、インターネットに係るトラブル事例

の予防、対処法をまとめました事例集でございまして、2009年度より毎年更新して作成・公表してご

ざいます。本年度は尾花先生の協力もいただきながら、自画撮り写真の交換に端を発した脅迫被害、

あるいはSNS上の知人による誘い出しといった事例の追加なども行いまして、18年度版を12月中には恐

らく公表できると思いますので、できましたらまた共有をさせていただきたいと思います。 

 ２ページ目は、２つ目、青少年のフィルタリング利用の推進ということでございます。こちらは、

先ほど内閣府さんからも紹介がありましたように、改正インターネット環境整備法の施行を踏まえま

して、フィルタリング利用の推進を図ってございます。１つ目にありますように、この法律に基づき

まして、携帯電話事業者、代理店などに対しまして、利用者が18歳未満かどうかの確認、フィルタリ

ングの必要性の説明、ソフトの設定の実施を義務づけておりますけれども、総務省からは携帯電話事

業者に義務履行の徹底を要請するとともに、フィルタリングに係る店側の義務、保護者の役割を説明

するリーフレットの配布を行ったところでございます。 

 （２）にございますように、保護者・教職員に対するフィルタリングの必要性の周知も必要だとい

うことで、こちらは先ほど申しましたe-ネットキャラバン、フィルタリングに特化した出前講座も始

めているところでございます。また、トラブル事例集にもフィルタリングの必要性を説明する特集ペ

ージを設けて、今年度までは解説をしているところでございます。 

 下半分は「利用者に分かりやすく、使いやすいフィルタリングの実現推進」ということで、携帯３

キャリアの協力もいただきながら、フィルタリングサービスの名称、またアプリアイコンの統一化を

図るといったこととか、小学生・中学生・高校生モードに加えまして、リテラシーの高い層向けに「高

校生プラスモード」を導入しているところでございます。 

 簡単ですが、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、法務省から御説明をお願いいたします。 

○遊佐政策立案・情報管理室長 法務省からは資料６に基づきまして説明いたします。全国の法務局

等では職員と人権擁護委員があらゆる人権問題に関する相談を受け付けています。特に子供に関する

取り組みとしましては、通話料無料の専用相談電話「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、送られてきた子供た

ちの悩みに一通一通返事を書きまして、子供たちが抱える悩みの早期発見、解決に取り組んでいると
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ころです。さらに、インターネット上の相談窓口としましては、「子どもの人権SOS-eメール」を開設

しまして、子供が相談しやすい体制をとっております。 

 インターネット上で名誉毀損、プライバシー侵害等の被害を受けたという相談があった場合には、

相談者に対し、プロパイダ等に対する発信者情報の開示請求とか、あと、当該情報の削除依頼の具体

的な方法については助言しております。そして、相談者自身で削除依頼をすることが困難である場合

や、削除依頼を行ったものの、それができない、応じてもらえなかった場合には、法務局等において

当該情報の違法性を判断した上で、プロバイダ等に対して当該情報の削除を要請する取り組みを実施

しております。 

 また、インターネット上で人権問題に関する相談先を案内することを目的として、例えば自殺やい

じめにつながる用語の検索を行った場合に、テキスト広告やバナー広告を表示して、リンク先として

インターネット人権相談受付窓口に誘導する取り組みや、あと、啓発ビデオをYouTube法務省chで配信

するなど、ICTを活用した広報等の強化を推進しているところです。 

 加えて、本年度は、啓発冊子である「あなたは大丈夫？ 考えよう！インターネットと人権」を全

国の中学３年生に配布するなど、インターネット上における人権尊重や、安全な利用に関する理解や

関心を深めるための各種啓発活動を実施しているところです。 

 以上で終わります。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 次に、文部科学省から御説明をお願いいたします。 

○三好男女共同参画共生社会学習・安全課長 文部科学省です。 

 資料７をご覧ください。１枚目にありますのが文部科学省の主な取り組みということで、一覧にし

ております。具体的には２枚目から説明させていただきます。１つは保護者向けのシンポジウムとい

うことをやっておりまして、幼稚園、PTAと連携した形で、今年度については９月に、尾花先生に講師

をやっていただきまして、大分県で開催をさせていただきました。また、保護者向け対策につきまし

ては、先ほど内閣府さんから御説明がありましたが、低年齢層の子供の保護者向け啓発資料を作成し、

幼稚園、家庭教育支援チーム、そういったところに周知して活用を促していきたいと考えてございま

す。 

 １枚めくっていただきまして、別添２をご覧いただきたいのですけれども、こちらは児童・生徒向

け、あるいは教師向けの情報モラル教育の推進ということでございます。真ん中の下のところに絵が

載っておりますが、児童・生徒向けの啓発資料を作成しておりまして、これを全国の全ての小学校６

年生に配布するということで、普及啓発というものを図ってございます。 

 また、上のほうに「情報モラル教育の推進に係る指導資料の改善」と書いてございます。先ほどの

警察庁さんの統計によると、学校でSNSにおける指導というのは必ずしも十分受けられていないのでは

ないかというデータも出ておりますが、こちらは先生向けの指導資料でございまして、既存のものが

存在しておりますが、学習指導要領が今般改定になったということ、それから座間市の事件などもご

ざいましたし、その他、さまざまインターネットをめぐる環境が変わっておりますので、そうしたも

のに即応したような形でこの指導資料を改善して、また使っていきたいと考えているところでござい

ます。 

 もう一枚めくっていただきまして、こちらは子供向けのSNS等を活用した相談体制構築の推進という

ことで、今、SNSを通じていろんな事件が起こっているということもございますし、電話よりもSNSの

ほうが相談しやすいといったこともございますので、これは29年度以降SNSを活用した相談体制の構築

ということで、各都道府県の取り組みを支援するということをやっておりまして、現在は全国30カ所
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の自治体で実施しております。引き続きこういった取り組みを通じまして推進を図っていきたいと考

えております。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、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に沿って御説明したいと思います。２ページ目を開いていただきまして、まず普及等々でご

ざいます。インターネット安全教室の実施ということで、フィルタリングの重要性等を含めて、全国

各地のNPOの方と連携しながら、保護者や学生の方を対象にして開催してございます。既に56回終わっ

ておりまして、年度末までに68回の実施の予定ということでございます。 

 加えて、教材のリバイスということで、特にSNSがどういうふうに使われているのかといったことに

ついて、教職員の方に対してわかりやすい資料をつくるということで、先生方にも御協力いただきま

して教材のリバイスをしたというところでございます。 

 ３つ目は教育委員会の要請に応じた連携の取組ということで、文科省さん、総務省さんとも連携を

しながら、派遣の要請があれば講師の派遣をするということで、取り組みを開始してございます。ま

だ派遣の要請が少ないところでございますけれども、要請増加のための検討も始めているところでご

ざいます。 

 最後、高校生ICT Conference in サミットへの協力といったことも進めてございます。 

 次のページを見ていただきまして、事業者による取組状況のフォローアップということでございま

す。違法・有害情報の削除等の強化、相談窓口への誘導の強化、普及啓発といったことが取組項目と

して挙がっていたかと思います。先ほどお話もありましたツイッター社について我々が承知をしてい

る内容でございます。右側を見ていただきまして、昨年度の事件以降、２月上旬、下旬、１月を含め

て自殺を扇動・幇助したりするような内容について、一般ユーザーが迅速に報告できるシステムをつ

くったとか、アカウントの一時的なロックや凍結にいての基準をつくったといったこと。さらには、

自殺関係の語句を検索したユーザーに対して、NPO法人の連絡先等を表示する機能を追加したというと

ころまでが前回までの報告も含めたところだと思います。 

 ６月以降でございますが、特にNPO団体とツイッター社で提携する形で自殺予防キャンペーン等を実

施しているということでありますとか、ツイッター社として厚労省さんの自殺予防週間のツイートを

広く拡散するといったことはしていると聞いてございます。 

 ただ、先ほど警察庁からのデータもありましたけれども、必ずしも減っているわけではないという

ことが厳然とした事実であると思いますので、当省としても総務省さん、警察庁さんと連携しながら

事業者の取り組みをさらにフォローアップしていくということが重要かなと思ってございますし、先

ほど警察庁から御報告があった上半期のデータについては、ツイッター社に既に伝えておりまして、

さらなる対応が何か考えられないかという投げかけも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、余り時間がないのですけれども、質疑へ移りたいと思います。質疑のある方は、どうぞ

お願い申し上げます。御意見、御質問等ございましたら、お願いいたします。清原委員、どうぞ。 

○清原委員 詳しい御説明、ありがとうございます。 

 第４次青少年インターネット環境整備基本計画に基づきまして、各府省が取り組んでいただいてい

ることの御説明をいただきまして、再確認させていただいたことをちょっとだけお話しして、その後
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で２つ質問をさせていただきます。 

 今回改めまして子供の低年齢期からの保護者・家庭への支援を基本計画の中核として掲げたことの

意義を再確認しています。現状を見ますと、例えばスマートフォンやタブレット型端末の普及率が上

昇していて、一方では、利便性の視点から、特に子育て中の皆さんはネット通販を利用したり、キャ

ッシュレス決済をしたり、子育ての支援をそうしたツールの利用によって得ています。また、三鷹市

の場合も、登録してくださった保護者には、お子さんの生年月日に応じて予防接種の時期や健診時期、

あるいは子育て支援の情報などをお知らせするサービスをしていますが、０、１、２歳のお子さんを

お持ちの保護者の方が積極的に登録し、活用されています。ですから、一方で、そうした活用があり、

子供と向き合う時間の確保をしつつも、実は子供と向き合いながらスマートフォンを使っているとか、

そうした弊害が出ていますので、皆様のような取り組みが有意義だなと改めて再確認しました。 

 メディア史を振り返りますと、漫画、テレビ、ダイヤルQ2、パソコン通信、携帯、ゲーム機といっ

たものがそれぞれ青少年の健全育成に課題となりましたが、今、スマホやタブレット型端末は、まさ

に総合的なメディアとなっていますので、今回のSNS等に注目した取り組みというのは非常に現実的な

対応だと改めて皆様の御報告から確認しました。 

 ２点の質問の１点目は総務省さんにお願いします。e-ネットキャラバンの取り組みの中で、このた

び少年院や鑑別所で過ごしている青少年も対象にされたということで、そうした施設を退所した後は、

再犯防止とともに主体的にネット利用を活用していく上で極めて有用な取り組みではないかと拝察し

ました。実際に取り組まれた上での感想とか、指導されている方からの声とか、そういうのを聞かれ

ているかどうか、取り組みの効果についての一定の知見があれば教えていただければと思います。 

 ２点目に文科省の皆様の御紹介の中で、SNSを活用した相談体制の構築について、既に30の自治体で

実践が始まっていますというお話がありました。SNSを正しく使う意味でも、相談体制もSNSを使うと

いうことは相当意味があるなと思うのですが、30自治体の取り組みの中で、あえてSNSを活用した相談

体制をつくることで、電話やそのほかの個別相談以上の何らかの可能性や意義について、実践されて

いる自治体からお声が届いていれば、御紹介していただければと思います。 

 以上です。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。 

 それでは、総務省、文科省の順でお願いいたします。 

○梅村消費者行政第一課長 総務省でございます。御質問ありがとうございます。 

 少年院や少年鑑別所に収容された青少年に対しての講座は、今年から実施しておりまして、上半期

で大体20件程度実施したところでございます。そこで実施した内容が全般的にどうだったかというと

ころ、成果の取りまとめまではまだ行えていませんので、そちらをしっかり取りまとめて次の場で御

報告させていただければと思います。 

○清原委員 よろしくお願いします。 

○三好男女共同参画共生社会学習・安全課長 文部科学省でございます。 

 私どもも29年度補正からと申し上げたのですけれども、実際にそれを使って体制を構築してやり始

めたのが今年度からでございまして、そういった意味では、正式な形で実施状況がどうだったかとい

う報告が上がってきているわけではないのですが、今や高校生、中学生などもスマートフォンを使う

というのは非常に一般的になっておりまして、そういう意味で電話よりもやりやすいということもあ

りますし、あとは、電話ですと相談するときに相談内容が周りの人に聞こえてしまうという問題があ

りますので、そういった意味でSNSを活用するということも意義がある。こういったやりとりをしてい

るところでございます。 
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 以上です。 

○清原委員 座長、一言だけよろしいですか。 

○藤原座長 どうぞ。 

○清原委員 ありがとうございました。 

 もちろん、それが今年度始まったばかりで、この計画に基づいての実践のプロセスであると思うの

ですけれども、狙いとしては有効であるなと思っていることなので、それを丁寧に検証していただい

て、継続すべきものは継続し、拡充すべきものは拡充し、自治体の取り組みなどは、さらに自治体相

互間で共有させていただくと有意義かなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 今、清原委員から御意見がございましたように、両省、大変意欲的な取り組みをなされているので、

次回、情報提供をお願い申し上げます。 

 それでは、ほかに何か。小城委員、どうぞ。 

○小城委員 小城です。よろしくお願いいたします。 

 資料４について１点、情報をお持ちであれば教えていただきたいということですが、SNSの被害児童

の状況という棒グラフで、ここでは被害に遭った児童たちが、学校でこうしたことの指導を受けてい

ないとする回答が30％以上あったということですが、こうした被害児童のもともとの家庭環境とか学

校での生活ということまで情報をお持ちであれば、教えていただければと思います。もしお持ちでな

ければ、今後こうしたときにはあわせてそこも調査をしていただくとその実態が見えてくるのではな

いかと思います。 

 というのは、今の時代だからSNSでこうした被害があるわけですけれども、時代をさかのぼれば、イ

ンターフェースが変わってもこうした被害に遭う児童はいつの時代もいたわけで、恐らくは家庭環境

で家庭に居場所がないとか、学校で浮きがちであるとか、出席が余り多くないということだとすれば、

学校でフィルタリングの指導からこぼれ落ちている子供たちがこちらへ流れているのだとすれば、そ

れはフィルタリングを幾ら強化してもなかなか行き届かないということだと思うのです。 

 ですので、これは今までの犯罪のデータからの推測ですけれども、こうした児童たちは家庭や学校、

どちらにも居場所がなくて、居心地のよいところを求めてこうしたところへ流れていったということ

が考えられますので、今後もしこういうことが可能であれば、あわせてそういったことも調査をして

いただければと思います。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 少年課、何かございますか。では、手短にお願い申し上げます。 

○村上少年課長 御質問ありがとうございます。 

 被害状況につきましては、具体的にそれぞれ機械的な統計といいますよりも、実際に事案を扱った

警察署で聞き取りをしたものを起こしているような状況でございます。御理解いただければと思うの

ですけれども、犯罪被害に遭った児童の境遇等、個々の事案に関しまして、私どもがどこまで対外的

にお伝えできるかということについては、当然いろんな制約があるわけでございます。したがいまし

て、今、委員からの御指摘につきましては、なかなかお答えしづらい部分でございますが、一般的な

傾向としまして、例えば非行歴や補導歴がないお子さんが被害に遭われているケースも必ずしも珍し

くはないと認識しております。 

○藤原座長 ありがとうございました。 
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 それでは、先ほど挙手されましたので、尾花委員から手短に質問していただいて、次の議題に移り

たいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

○尾花委員 ありがとうございます。尾花でございます。 

 まず、１つは全省庁さんにお願いなのですが、今年の漢字が「災」という字であったように、災害

が多くて、避難所でのインターネットの利用が物すごいものになっている。それしか楽しみがない場

合という状況も可能性としてはあり得るので、避難所に避難している子供たちへの教育とか、避難所

に避難している状態のときのサポートという体制を何らかの形で今年度考えていただいて、次の年に

向けて何かできればいいなと思っておりますので、これはぜひよろしくお願いしたいと思います。こ

れはお願いです。 

 最後に１つだけ。内閣府さんが今つくりかけの低年齢向けのリーフレットですけれども、これは４

分の１の大きさに印刷して、母子手帳に挟んでも見えるように最低限の文字の大きさは確保しような

どという話をしながらつくっていたのです。なので、保育園への配布もありますし、母子手帳となる

と、どうしても厚生労働省さんの御協力がなくては何もできないと思いますので、ぜひ多方面で厚生

労働省さんには御協力いただければなと思うのですが、無理のない範囲でいろいろ御助言いただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 新しい論点の提示と、あとはお願いということで、御礼を申し上げます。 

 それでは、まことに申しわけないのですけれども、冒頭に申し上げましたような事情で次の論点に

移りたいと思います。議題の２「関係機関・団体の取組について」でございます。まず、安心ネット

づくり促進協議会から御発表をお願い申し上げます。これは上沼委員のほうから発表していただきま

す。 

○上沼委員 資料９に基づいて御説明申し上げます。今こちらに安心ネットづくり促進協議会の副会

長が２人もいらっしゃるのに、私から説明申し上げるのも少々変だなとは思うのですけれども、お二

人は今日違う立場で出ているので、私のほうから御説明差し上げます。 

 １ページ目をご覧ください。安心ネットづくり促進協議会では現在青少年インターネット環境整備

に係る検討会を発足させております。これは２ページ目以下、総務省の「青少年タスクフォース議論

の取りまとめ」を受けて行っているという位置づけになっています。青少年タスクフォース議論は大

分前のもので、一度こちらでも御報告があったものですので、ここでは改めてご説明はいたしません

が、内容はご覧いただければと思います。具体的には、体制の構築や事務の効率化、フィルタリング

の使い勝手をよくするということを目的に検討を行っているというものです。 

 検討会の体制がどんなものかというのが３ページ目であります。組織内の位置づけとしては諮問機

関という位置づけになっておりまして、基本的には安心ネットづくり促進協議会から若干離れた立場

で検討するということになっています。メンバーは４ページ目に記載のとおりで、東京大学の宍戸先

生を座長として、有識者、PTAの方々などに御参画をいただいています。 

 ５ページ目、実際の具体的な検討内容ですが、コンテンツ及びフィルタリングサービスについて、

保護者や青少年の利用視点から以下の目的のために分析し評価を行うというものです。フィルタリン

グについて新モードが導入されていますので、そのモニタリング、情報提供を利用者に行う。改善に

資する情報を提供するというものになっています。 

 こちらの検討会で実際に調査を行っておりまして、その調査の概要が６ページ目にございます。ウ

エブアンケートで調査を行って実際の青少年や大学生の考えを聞いており、また実際のフィルタリン

グサービスの機能等についても調査を行っているというところです。 
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 現状ですけれども、７ページ記載のとおり、取りまとめができており、今月安心協の幹事会が行わ

れる予定なので、そこで報告を受けて、その結果を安心協として検討するということになろうかと思

います。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 質疑につきましては、関係団体の御発表が全て終わった後に行いたいと思います。 

 続きまして、電気通信事業者協会から御発表をお願いいたします。 

○水谷委員 TCAでございます。 

 それでは、資料10に基づきまして説明のほうを進めていきます。おめくりいただきまして、ページ

１でAgendaでございます。３点説明を進めていきたいと思います。１が青少年インターネット環境整

備法の改正について。２項としまして改正法施行後の取り組みの状況。３点目としましてリテラシー

向上に向けた取り組み等ということでございます。 

 ページをめくりまして、ページ番号２は、1-1、改正法及び地方自治体条例改正における対応という

ことで、本年２月１日に青少年インターネット環境整備法が施行されまして、主に県になりますが、

地方自治体さんにおいても青少年の条例の改正を実施しております。左右に対照して書いてございま

すが、法令においては13条、新設で使用者の確認義務というものが入りました。14条で、新設で説明

義務というものが入っております。16条で、新設で設定義務というものがありまして、地方自治体の

条例においても、特に法令の16条に照らしたような形になりますけれども、右下の赤囲みになってい

ます「設定不要申出の書面提出必須」といった条例が入る県が多うございます。これは設定不要な場

合には保護者の方に提出を義務づけるような内容で、事業者においてはその内容を電磁的に保管する

ようにという条例内容になってございます。 

 ３ページ目、2-1で改正法施行後の店頭の対応ということで、主に事業者の店頭対応の内容、店頭フ

ローのほうを説明してまいります。上から下へ入店から退店という時系列で記載がございます。左側

の列は法令の義務の内容になっておりまして、真ん中が実際のアクション、右側にそれを細かくした

ツール等を書いてございます。まず、使用者確認義務ということで、契約者、使用者の方が青少年か

どうかの確認をお店で行っております。具体的には、右側の破線にあるように、顧客管理システムの

ほうに利用者の情報、生年月日等を登録するような形でございます。 

 続いて、説明の部分ですけれども、こちらはインターネットを利用する際の危険性であるとか、フ

ィルタリングの必要性等を説明しておりまして、これらのツールとしまして、後ほど紹介しますが、

各社パンフレット等を用いた説明及びそういったものを交付しております。 

 その下に行きまして、保護者様の意思の確認、利用手続という形で、こちらでフィルタリングの利

用ですとか、もしくはフィルタリングは利用しないと申し出をされる場合には、不要申し出のほうを

保護者の方から行っていただきます。 

 その下に行きまして、フィルタリングの有効化ということで、基本的には店頭スタッフの方がフィ

ルタリングの機能をオンにするという設定を行っておりまして、こちらは保護者の方が設定不要で、

御自身で別途行いますという場合には、設定不要の申し出というものをお出しいただくような形にな

ってございます。 

 ４ページ目に説明のツールのほうを書いてございます。今回の法令の改正に基づいて説明内容を若

干見直しておりまして、説明事項を携帯３社で共通化しております。下の赤囲みの中に４点書いてご

ざいます。保護者の方に対する説明ということで、インターネット有害情報全般。２番目にフィルタ

リングサービスの必要性・内容。３番目に家庭内でのルールの必要性。４番目に、法令に基づきまし
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て有効化措置の必要性の説明を追加するような形でございます。 

 ５ページ目、保護者の方への意思確認の取り組みということで、現状、契約時、全てのお客様に御

説明、書面交付しておりますが、ツールとして重要事項説明書を使ってございまして、その中でもフ

ィルタリングについての説明、理解の確認を行っております。下段にあるのはKDDIの事例になります

が、フィルタリングサービスの説明を行うとともに、吹き出しで書いてございますが、重要事項説明

の最後に説明・確認ということで、フィルタリングサービスの内容、説明、理解ができましたかとい

う確認を改めて行っているような形でございます。 

 ６ページ目でございます。保護者の方への意思確認の取り組みとしまして、フィルタリングを利用

したい、またはフィルタリングは利用しない、不要申し出、またはフィルタリングは使うのですけれ

ども、有効化は不要ですといった場合の申し出のほうを取得しておりまして、有効化を希望しない方

に対しては、保護者の方が確実に有効化していただくための意識づけを行っておりまして、下段の吹

き出しのところに確認事項があるのですが、特に④としまして、有効化を不要とした方に対しては、

保護者の方の責任において迅速に有効化をすることを理由としまして、有効化の不要申し出をいたし

ますということで、こういった申し出を行っていただいております。 

 ７ページ目のスライドは、フィルタリング不要と申し出いただいた方への理解促進の取り組みとい

うことで、仮に保護者の方がフィルタリングを要りませんと不要の申し出をされた場合においても、

再度リスクを説明するといった運用を徹底しております。吹き出しの中に２つポチで書いてございま

すが、インターネットを利用することで有害情報に接する機会が生じますよということですとか、フ

ィルタリングサービスを利用しないことによってトラブルに巻き込まれる可能性がありますというこ

とを念押しで再度説明をするような取り組みを行ってございます。 

 ８ページ目、不要申し出の方の理解促進の取り組みということで、フィルタリングは必要だけれど

も、有効化は不要ですと。店頭ではしなくて、御自宅で保護者の方が御自身でなさいますといった場

合に、フィルタリングの有効化の不要というのをとっておりますが、その際にも保護者の方の責任に

おいてしっかり有効化いただくように、設定ガイドであるとか、お子様向けのガイド本といったもの

を準備して対応を行ってございます。 

 ９ページ目は、フィルタリングサービスへの加入促進の取り組みということで、フィルタリングサ

ービスの加入だけではなくて、普及啓発を促進するために保護者の方むけのガイドブックを作成して

おりまして、下段にあるのはソフトバンクの事例になります。スマホの利用状況を確認しましょうと

か、安心設定ガイド、スマホのルールみたいなガイドブックも活用してございます。 

 10ページ目は、加入促進の取り組み②ということで、ガイドブック以外にも、学校、自治体等で我々

携帯事業者のほうがケータイ安全教室をやっておりまして、それのカリキュラムの見直し等も行って

ございます。その他、ホームページ上に青少年保護ですとかフィルタリングの訴求ページというもの

も開設してございまして、リテラシーの向上を図っております。下段はNTTドコモの事例を記載してお

ります。 

 11ページは、3-1、各社の啓発活動の取り組みということで、安心ネットづくり促進協議会さんとか、

e-ネットキャラバンさん、自治体の各種活動に参加しておりまして、昨年度の実績としましては、開

催回数が１万2,000回で、受講者としては210万人という形で対応しております。 

 12ページは、3-2、「春のあんしんネット・新学期一斉行動」の取り組みということで、これは毎年

行っている対応になりますけれども、フィルタリングの推進とか、青少年・保護者等のリテラシーの

向上に向けた各種取り組みということで、継続して行っている内容としましては、店頭ポップによる

フィルタリングの促進とか、ショップ等で啓発の動画を配信していくようなことを検討しておりまし
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て、今後も春の進学・新入学の時期に集中的な取り組みを実施するということを考えております。具

体的な内容につきましては現在検討中でございます。 

 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、続いて質疑へ移りたいと思いますが、質疑に先立ちまして、上沼委員からEMAの解散に関

して御説明いただけるとのことでございますので、お願いいたします。 

○上沼委員 いろんな立場で物を言う形になっておりまして、申し訳ありません。先ほど安心協の立

場で御報告いたしましたが、今回は、EMAの立場として、資料11に基づき、EMAに関して御報告を差し

上げたいと思います。前回のこちらの会議で、藤川先生のご発言がありましたように、一般社団法人

モバイルコンテンツ審査・運用監視機構、通称EMAでは、青少年が利用するのにふさわしい運用管理体

制を行っているサイトの認定をしている団体でしたが、この５月31日をもって解散になっています。

環境整備法ができた当時から活動してきたのですけれども、10年をもって解散となりました。 

 解散後の状況については３ページ目をご覧ください。解散時点で認定中の事業者は希望に基づき１

年間認定を更新するという手続をとっており、解散後も認定の仕組み自体は生きておりまして、認定

を受けている事業者は、フィルタリングの対象から除外される体制になっています。 

 それらの認定サイトについては、EMAにおける運用・監視業務を継続しています。EMA自体は解散し

ていますが、清算業務として、運用・監視委員会の先生方には引き続き任務を継続していただいてお

りまして、もし認定サイトで問題が生じた場合には認定の取り消し等も検討できるという状況を継続

している形です。 

 ただし、一部４月30日までの認定継続を希望されていない事業者もありまして、その場合には４月

30日より前に認定が終了するということになります。 

 今までも認定が終了した事業者があるのですけれども、若干の混乱が生じています。というのは、

もう認定更新ができないので、問題が起きてから新たに認定を受けるということができないため、引

き続き利用を継続するためには、保護者によるカスタマイズで対応していただくしかないのですが、

カスタマイズの際に、アプリとかウエブとかがいろいろ混ざっている関係で若干カスタマイズによっ

ても接続がうまくいっていないような報告を受けています。 

 今後気になるのは、３月末にLINEの認定が終わることです。今の仕組みであれば、４月30日に先立

ってLINEの認定が終わるということは、利用者の多いLINEに対する対処が必要ということで、今後そ

こがどうなるのかというところが気になるところです。 

 以上、御報告でした。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、議題２及びただいまの上沼委員の御説明について、御意見、御質問のある方はお願いい

たします。 

 では、補足があれば、上沼委員からどうぞ。 

○上沼委員 TCA様から御紹介があった件で、可能であればお願いしたい、というものです。６ページ、

有効化措置の不要申出欄を追加されたということになっていますが、実際に法改正後にどのぐらいの

方が有効化措置を不要とされているのかというのを、どこかのタイミングで統計等をとって発表され

るご予定があるのか、聞きたいと思います。 

○藤原座長 いかがでしょうか。 

○水谷委員 TCAでございます。 

 店頭の有効化不要の数という内容でありますと、現状、各社によって抽出するような条件が異なっ
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ておりまして、基本的には開示することは考えてございません。 

○藤原座長 どうぞ。 

○上沼委員 開示が難しいというのはわかるのですが、せっかく法改正があっても、不要申出が余り

多いということだと、改正は事実上意味がないということになってしまいます。改正の効果を見るた

めにも何らかの形で御検討いただけるとありがたいかなという希望を申し上げておきます。 

○藤原座長 TCAのほうから何かございますか。大変ごもっともな御質問だと私も思いますが。 

○水谷委員 引き続き検討してまいりたいと存じます。 

○藤原座長 では、よろしくお願いいたします。 

 ほかにはいかがでしょうか。尾花委員、お願いいたします。 

○尾花委員 ありがとうございます。 

 同じくTCAさんの資料の中でちょっと気になったのが、７ページのドコモさんの事例、（２）のとこ

ろが「プロフ」から始まっているのですね。各社さんは、中身、文言とか法律改正とかに合わせて細

かくチェックをされているのだと思うのですけれども、多分プロフはほとんど使っていないと。です

から、コンテンツの名称に関しても調整をしていただきながら、中身の改正をしていただけると大変

うれしいなと思います。これもお願いになります。よろしくお願いいたします。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 ほかにはいかがですか。 

 もしなければ、引き続いて自由討議ということで、時間の許す範囲、あと10分程度しかないのです

が、先ほど質問を控えていただいた委員の皆様方等、何かございましたら、どうぞ。 

○上沼委員 先ほどSNSを通じた相談ということで御報告いただきました。確かにSNSを通じた相談が

有効であるというのは、そのとおりだと思います。私ども第二東京弁護士会では子供に関する電話相

談を受けているのですが、電話相談の数がすごく減ってしまっている一方、大分弁護士会がLINEを通

じた相談を受けたところ、相談件数がすごく増えているというところから、電話よりSNSという傾向が

あるのはよく存じています。 

 これに関し、この前も別件で議論になったのですが、例えば資料４「SNS等に起因する被害児童の現

状と対策」で、被害に遭った児童が例えば「優しかった、相談にのってくれた」という形で、相談に

乗るということについて非常に希望している現状があります。とすると、子供に対しネットで被害に

遭わないような対策を教えるときに、SNSでの相談をうかつに勧めるわけにはいかないことになります。 

その一方で、SNSでのカウンセリングが効果的という話ですと、子供に対し相談していい場合とダメな

場合がある、ということを自身で判断することを求めることになります。この判断はそう簡単ではな

いので、ここだったら相談してもいいです、それ以外はやめましょう、という少しわかりやすいマー

ク、認定などの方法を検討いただけると相談者のニーズに応えられるのではないかと思います。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 今のは少年課に対する御質問ですか。 

○上沼委員 というより、希望なので、ぜひ。 

○藤原座長 わかりました。今後事務局とあわせて御検討いただくということで進めたいと思います。

どうもありがとうございました。 

 ほかには。国分委員、お願いいたします。 

○国分委員 インターネット協会の国分でございます。 

 インターネット協会では毎年こういう子供のインターネット利用、こういう場で被害に遭わないよ

うにという悪いほうの話に焦点が当たるのですけれども、いい使い方も山のようにあるのではないか
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ということで、いい使い方の掘り起こしのために、毎年インターネットの利用の使いこなしとか、親

子、青少年の利用とか、ルールづくりとか、そういう個々の部門をつくって、手記を募集しています。

もう締め切りましたけれども、今、ちょうど審査中です。 

 このところ小学生の投稿を200件近く読んでいたら、頭の中が小学生のようになっているのですが、

そのときに痛感したのは、子供というのは母親との関係。母親は、ネットで遊んでばかりいなくて、

勉強してくださいというのに対して、子供はどうしてもYouTubeを見過ぎとか、ゲームをやり過ぎとい

うことで、そこのせめぎ合いになるのですが、子供自身も使い過ぎとかのめり込みということをすご

く気にしていまして、ネット中毒みたいなことにならないようにということがどうも意識の中にちら

ちら出てくるという手記が結構あるのです。 

 そういうことを考えると、スマホとかタブレットとかゲーム機を使っていると目が悪くなるとよく

言いますけれども、そのほかにある種のネット中毒という視点も必要なのではないか。そういうこと

で考えますと、先ほど尾花委員も言われましたけれども、厚労省さんがこういう場にもそういうこと

を担当する役所として参画して、いろいろ検討していただけるとありがたいなと思います。これはお

願いです。どうか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。 

 お願いが２件続きましたけれども、厚労省のほうから特段あれば。 

○里平児童福祉調査官 今、どこの部門のことを言われているのかはっきりわからなかったのですけ

れども。 

○国分委員 依存症とかへの対策でいいのですけれども。 

○里平児童福祉調査官 依存症。よく相談してみます。どういうことなのか。 

○藤原座長 よろしいですか。では、尾花委員、どうぞ。 

○尾花委員 ありがとうございます。たびたび恐れ入ります。尾花でございます。 

 まず１つは、ここまで続けていらしたことに対して検討をお願いするのはちょっとつらいのですが、

e-ネットキャラバン、全国ですごく使ってくださっていて、eキャラの指導で学んだという子供たちも

大変多いのですが、授業自体は大変いい授業なのですけれども、キャラバンをやっているわけではな

いのです。今、「e-ネットセミナー」と言ったほうがいいのではないかな。 

 なぜかというと、実は文科省のネットモラルキャラバン隊をやりに行くときに、いや、もうやりま

したとおっしゃる地域があるのですよ。よくよく聞いてみると、e-ネットキャラバンなのです。eキャ

ラは、当初「キャラバン」という名前をつけたときの目的と、講師が増えてきたので、今は体制が変

わっていて、地元の講師が地元に行ってくださるという体制で運営していらっしゃるのだと思うので

すが、キャラバンとネットという形で既に全部イコールになってしまっている、そういった事態が生

じてきているのを痛感しております。キャラバンを組んで回るのでなければ、逆に「e-ネットセミナ

ー」と言ったほうが内容もわかりやすいですし、その名称が妥当かどうかの御検討は皆さんにお任せ

しますが、そのあたり、受講するほうが区別できるような何らかの名称変更とか工夫ができないかな

というのが１つのお願いです。 

 もう一つは、皆さん御承知かと思いますが、YouTubeのアプリというのは、13＋という形で表示され

ているのです。ということは、まず小学生がYouTubeの動画にはまるということは、レーティングを無

視して使っているということになるわけです。なので、フィルタリングだけでなくて、レーティング

の大切さを伝えていく必要が今後生じてくるのではないか。 

 ちなみに、大分の幼稚園の保護者の方にお話をさせていただいたときに、レーティングというのを

御存じですか、ここにある数字ですよと言ったら、初めて知りましたと言う保護者が結構いらしたの
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です。レーティングに関しては周知不足で、例えば２歳、３歳の子も通常のYouTubeアプリでYouTube

を見ているので、不適切な動画であるとか残虐なムービーを見てしまう可能性が生じてくる。だから、

今、フィルタリングとレーティングというのはセットで伝えていかなければいけないことになってき

ているかなと思いますので、御協力させていただく部分があると思いますけれども、そのあたりも一

緒に御検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 では、尾上委員をもって終わりとしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

○尾上委員 尾上です。 

 「春のあんしんネット・新学期一斉行動」が始まって以来、力を入れて私どもも取り組んでおるこ

とがありまして、ぜひともこれを定着させていきたいという部分と、発信の仕方とか時期をしっかり

お伝えいただければ、タイミングよく伝わっていくのではないかと思っております。それ以外にもい

ろんなセミナーとかを行っておりますが、このきっかけというのはすごく大事だと思いますので、皆

さん、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。 

 もしどうしてもという方がいらっしゃれば。済みません、こういう聞き方で。よろしいでしょうか。

申しわけありません。 

 それでは、ここまでで自由討議を一応終了したということで、ここで事務局より事務報告があると

のことですので、お願いいたします。 

○堀参事官 それでは、次年度以降の検討会の議事に関する事項について申し上げたいと思います。

ちょっと気が早い話ですが、３年後、2021年夏を目途として第５次基本計画策定ということになると

思うのですが、それに向けた御議論をいただくというのは従前の流れと相違ございません。 

 ただ、これに加え、別の要素といたしまして、今年２月１日に施行されました改正青少年インター

ネット環境整備法の附則に３年見直し条項が設けられており、新たに設けられましたフィルタリング

に関する義務等について検討するものとされております。従いまして、これに関する事項につきまし

ても今後検討会で御議論いただくことを想定しております。具体的な方向性などにつきましては、座

長と御相談の上、検討会にてお諮りし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、冒頭で申し上げましたように、高校生ICTカンファレンス2018最終報告会に移りたいと思

います。なお、当検討会では原則として傍聴者による撮影、録画は禁止しておりますが、例年活動の

記録を残す意味でこの会については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

ますが、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 Conference実行委員会の関係者と報道関係者に限り写真撮影を許可すること

といたします。撮影に際しては、進行の妨げにならないよう、慎重な対応をお願いしたいと存じます。 

 それでは、最初に高校生ICT Conference実行委員会の米田委員長から御挨拶を兼ねて、本年度の高

校生ICT Conferenceについて御紹介をお願いしたいと思います。 

 米田委員長、お願いいたします。 
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○米田先生 皆さん、こんにちは。初めまして。よろしくお願いいたします。座らせていただきます。 

 今日、私の分は資料を用意させてもらっておりませんので、概要だけ５分程度でお話しさせていた

だきまして、メーンの高校生、２人参加させていただいておりますので、そちらのほうから実際に発

表という形でいかせていただきたいと思います。 

（PP） 

 高校生ICT Conferenceの主催は、高校生ICT Conference実行委員会。共催が内閣府、総務省、文科

省、経産省、消費者庁という体制でやらせてもらっておりまして、基本的には事業者団体さん、企業

さん、有識者さん、関係府省庁さんとの連携のもと、2011年度から継続して行ってきています。 

（PP） 

 基本的には、次世代の社会を支える高校生がみずから考えて、他者の意見を聞いて議論し、意見を

まとめ発表するということと、プラス将来のインターネット社会に臨んでいく環境整備の一助になる

ということを目指しております。 

 今年度は「社会で活躍するためのICT活用法 ～18才成人化を控えて～」というテーマでさせていた

だいたのですが、概要的には８月から10月ぐらいまで、18の地域、各地でワークショップをさせてい

ただいて、その中で代表１名が11月３日に東京でサミットという形で、プラス福井と沖縄は冠が違う

のですが、同じような取り組みをしているということで、20カ所、20人の参加。その中で今回は３つ

のグループに分けまして、３つの中でもう一度テーマについて深めるということをしました。その中

から最終報告会ということで本日を迎えているというのが開催の流れになります。 

（PP） 

 これが参加者の推移ですけれども、2011年度は大阪で１カ所から始まったのですが、今年度は18カ

所という形で、参加校、参加者数もこういうふうに年々増えているという現状でございます。 

（PP） 

 11年度からテーマのほうも、安心協さんのホームページから用意させてもらっておりますので、ど

んなテーマに関して毎年やっているということもご覧いただけるかと思います。 

（PP） 

 昨年度は「ICT×（家族・学校・地域）」ということでした。 

 

（PP） 

 今年度は、18歳成人化ということもありましたので、契約の問題であるとか、それから大人になる

ということなどもテーマ的にはちょっと難しい部分があったのですが、その中で高度にIT化されてい

く社会でどう活躍するかという話なども、高校生自身の中で考えていくということを主体でテーマを

設定させていただきました。 

（PP） 

 これは各地域での開催になります。 

（PP） 

 こういった形で報告。報告書をウェブとかにもアップさせていただきますが、こういう流れで実施

をした。 

（PP） 

 メディアに取り上げていただいたものなども載せさせていただいています。 

（PP） 

 実施の風景ですが、コンセプトは同じ学校同士が集まらない。まず、参加した生徒たちが全然違う、
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今まで会ったこともないような高校生同士が議論するという形。そこにファシリテーターで大学生や

OB、OGが入ったり、有識者の方に入っていただいたりということで議論を深めていくという流れをと

っています。 

（PP） 

 これは11月３日の東京サミットの様子です。参加者は20人、見学者も81人参加いただきまして、す

ごく盛り上がった部分になってございます。 

（PP） 

 これはそのときの様子になります。高校生たちは、発表のときにもこのような形でいろんなツール

を使いながら、その場その場でまとめていく。発表に持っていく。短時間の中でする。今年も改めて

そういった部分のリテラシーとかスキルが向上されている部分もあるのだなということを認識してい

ます。 

（PP） 

 昨年度の最終報告会の様子の部分のまとめを今日は紹介させていただいています。 

（PP） 

 今後、当事者である高校生自身が気づきながら、実際に次世代の保護者になるということを目的と

して、日本中でこのような形の高校生、ICT、そして議論を深めるカンファレンス、この３つのポイン

トを踏まえた上で、できれば47都道府県からの参加を2021年度以降に向けて動いているというのが実

行委員会のほうの取り組みになります。皆さんの御協力、御指導のもとで成り立っておりますので、

次年度以降も引き続きよろしくお願いしたいと思います。 

 ここからは資料を用意させていただいておりますので、お手元の「高校生ICT Conference 2018最終

報告会」という資料をご覧いただければと思います。 

 高校生ICT Conferenceは、高校生たちがみずから考えて行動するということですので、今日の２人

も基本は高校生たちがグループの中で自分たちが選んだ形になっています。ただ、選んだということ

も、議論がこうだったからとか、どこかの大会、コンテスト形式ではなくて、このメンバーに任せよ

うということを主体でやっているカンファレンスですので、その中で今回この２人に来ていただきま

した。全国のものをうまくまとめてということも、ネットでいろいろやりとりしながら、今日の発表

に向けて資料を作ってくれたということもお知りおきいただければと思います。 

 では、２人のほうにマイクを渡したいと思いますので、よろしくお願いします。 

○花岡さん お時間をとっていただき、ありがとうございます。 

 長野県代表の長野県松本深志高等学校２年の花岡吟音です。よろしくお願いします。 

○東陽さん 大分県から来ました東九州龍谷高校２年、東陽晃龍と申します。よろしくお願いします。 

（PP） 

 では、早速高校生ICT Conference 2018の最終報告会を始めたいと思います。 

（PP） 

 今回の最終報告会で話すことを３つに分け、目次としました。 

 １つ目は「高校生ICT Conference 2018サミットでの提言のまとめ」、２つ目は「各開催地での熟議

の提言のまとめ」、３つ目は「終わりに」です。 

（PP） 

 １つ目のICT Conference 2018の提言のまとめを話していきたいと思います。全国サミットで僕たち

はＡ、Ｂ、Ｃの３つのグループに分かれて話し合いました。これから提言のまとめを話していこうと

思うのですが、最初にＡ、Ｃグループのまとめを話した後、Ｂグループのまとめを話していきたいと
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思います。 

 今回のテーマは「社会で活躍するためのICT活用法 ～18才成人化を控えて～」というものでしたが、

ぱっと見た感じは簡単そうなテーマに見えるのですが、これが意外と難しくて、とても苦戦しました。 

 そこで、Ａ、Ｂ、Ｃ全てのグループでテーマをわかりやすくしようとしました。 

（PP） 

 まずは、そもそも成人と未成年の違いとはということです。さまざまな意見が挙がったのですが、

簡単にまとめると、経済的自立、自由に決められることがふえる、社会的責任を果たす必要性がある

というものが挙げられました。挙げられたものを見てみると、「自由」や「責任」といった言葉が多

く使われていたので、こういった言葉が成人化と結びつくのは間違いないと思います。 

（PP） 

 次に、社会で活躍することとはということについて、わかりやすく説明していきます。主に「自己

完結せずに働くこと」「人に影響を与える」「社会に貢献する」というものが挙げられました。貢献

するというのは、もちろん相手の立場を想像し、社会をよりよくするために尽力するということです。

この３つの意見を簡単にまとめると、人のために行動を起こすということになります。人のためとい

うのは、よく言われるのですが、簡単に見えて、とても難しいことです。しかし、そうだとしても行

動を起こさなければ変化は起きません。そこで、どういった行動を起こせばいいのかという具体的な

活用法を考えてみました。 

（PP） 

 ここでＡ、Ｃグループの活用法を話していきたいと思います。１つ目は災害時・緊急時に欲しい情

報がすぐに手に入るシステム、２つ目は拡散力のあるSNSの力を公共でももっと活用すべき、３つはア

プリによって便利な生活を提供するというものです。これらの活用法を実現するに当たって気をつけ

なければならないことがあります。それは目的意識の確立していない受動的なICTの使用は絶対にしな

いということです。インターネットは危険が潜んでいます。ただ受動的に使用していてもその危険に

襲われてしまうだけなので、しっかりと目的意識を持って使うことが大切だと思います。受動的な使

用から能動的な使用へと変えていき、ICTはあくまでも脇役で、主役は自分たちだという意識を持つこ

とが大切だと思います。つまり、ICTを使用するときは自立精神が必要だと考えました。 

○花岡さん 続いて、代表に選考された私たちＢグループの提言を発表します。 

（PP） 

 Ｂグループの提言は、大人と高校生が共同で新しいICT教育をつくり上げるというものです。そこに

は知識、技能、モラル、３つの要素を組み合わせたいと思っています。 

（PP） 

 今年のICT Conferenceのテーマは、「社会で活躍するためのICT活用法」とはです。多様な分野でICT

活用が進んでいる今日、深い専門知識を持つわけではない私たち高校生が、１つの活用法に絞って提

言するということはとても難しいことでした。グループ内で話し合う中で、そもそもICTについて正し

く理解し、活用できている人はどのくらいいるのだろうかという疑問が出されました。それが各開催

地より寄せられた教育に関する意見と結びつき、ICTに責任感を持って社会のために正しく活用できる

人材が必要という考えに達しました。 

（PP） 

 私たちは、多少なりとも今までのICT教育を大人からの一方通行のように感じていました。先ほども

議題に挙げられていたと思うのですけれども、ネットモラルに関する講演会等が開かれる学校が多い

のですが、何度も聞いたことだから、もうわかっているからと言って真剣に聞かなかったり、何とな
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く出席していたりする人たちも一定数いるのは確かです。そこで、従来の教育に小さいころからネッ

ト環境に置かれている高校生の経験や視点を取り入れて、より身近に感じてもらえる意味のあるもの

にできないだろうかと考えました。 

（PP） 

 これからのICT教育の具体案としては、大人と高校生でテストの共同作成、小中学校への合同授業の

開催、高校生の希望に基づく技能教育を挙げさせていただきます。テストや授業についてですが、高

校生の実体験、トラブル事例をもとにして、どのような対応が本当は望ましかったのかを考えさせる

問題をつくることや、大人によるICTの基礎知識講習にプラスアルファして、言葉の不適切な使用によ

るネットトラブルを防ぐために、高校生による今、使われているネットスラングや新語の解説も現実

に即しているのではないかという意見が出ました。 

 このように高校生がICT教育にみずから参画することで、18歳成人化に伴い、大人に近づいていく高

校生自身だけでなく、さらに下の世代や、大人の知識、ICT活用能力の向上に貢献できるのではないか

と思います。それが私たち高校生が今、ICTに関連してできる社会での活躍につながるのではないでし

ょうか。また、行政や学校からの御支援でこのような活用が活発に行えるようになれば、正しくICT

を活用できる人が今まで以上にふえ、その人たちがそれぞれの場所で社会のためにICTを使う未来につ

ながればいいなと思っています。 

（PP） 

 続いて、各開催地での熟議での提言のまとめを発表します。さまざまな地域から出された意見全て

を取り上げることはできませんが、一部を取りまとめて御紹介します。 

 インターネットの不正利用や虚偽広告、誹謗中傷の厳罰化や、高齢者や要介護者のお宅にICT健康管

理システムを導入することを義務づけるなど、ICTに関する法整備。また、ネット、コンビニ投票など

の気軽に投票できる環境づくり。社会で必要な情報がまとまっていて、誰でも共有できるネットペー

ジの開設。先ほども提案したような情報教育の強化などです。 

 情報教育に関しては、行政と高校生が協力してICT活用推進のための広告を主体的に制作、公開した

り、高校生がネット広告として体験型の学習ページを開いたりすることや、SNSの免許化が挙げられま

した。SNSの免許に関しては、一定の年齢に達し、試験に合格した者に免許が交付され、その交付番号

を入力することでSNS等を利用できるようになるといった強制力のある自動車運転的なイメージとい

うものがある開催地から提案されました。しかし、ここまでネット利用が一般的になっている現代社

会において、今のところ実現可能性は低いのではないかと思われます。 

 そこで、一部の自治体で採用されている自転車免許証を参考にして、義務教育段階で授業の一環と

して講習やテストを行い、その後、法的拘束力のない免許証を児童に配布して、意識向上を狙うとい

う案も出されたので、あわせて御紹介させていただきます。 

（PP） 

○東陽さん 終わりに、今回のICT Conferenceを通して、大人になることへの自覚、社会のあり方を

人ごとではなく、自分のこととして捉えられました。さらに、さまざまな地域の高校生と話し合うこ

とで新しい価値観や考えを知ることができました。そして、ICTへの興味、関心、知識が増えました。

僕は、このような活動をもっとしていき、全国で認知度を上げ、規模をさらに大きくしていくべきだ

と感じました。 

○花岡さん それでは、今回高校生ICT Conferenceに参加して、個人としての感想を述べさせたいと

思います。私は自分ではネットを結構使えるほうだと思っていて、家族に使い方を教えてあげたり、

祖母がスマホを持ち始めたのですけれども、設定を全てやってあげたりしていたのですが、社会全体
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としてのICTの活用について考えるという機会は、今回参加するまではありませんでした。参加してみ

て、同じ高校生でもさまざまな立場の人がいて、私が全く思いついたこともなかったような考え方と

か、ICTの便利な点、悪影響を与えてしまう可能性がある点等々、たくさんの意見が出されて、みんな

で話し合って自分たちなりの考えを導き出すということや、ICTについてみんなで意見を出し合って考

えるということの重要性を感じることができました。 

 先ほどの議題の中でもSNS等の危険な点などがたくさん挙げられていたと思うのですが、私自身が大

人になったとしてもICT機器とかネット機器を使わずに生活することはできないと思います。先ほど米

田先生もおっしゃっていたのですが、このプレゼンをつくるに当たっても、大分と長野では物すごく

距離が離れているので、LINEでやりとりをしながら分担をしてプレゼンをつくり上げました。なので、

悪い点といい点、どちらも考えていきながら、今回の経験を大事にして今後生活していけたらいいな

と思っています。 

 ありがとうございました。 

○東陽さん 僕は、ICT Conferenceを通して、こういった一つの物事に対してみんなで話し合うとい

うことは大切だなということを痛感しました。特に話すことは何も決まっていないので、先ほどのよ

うに長く話せないのですが、これからの社会、ディベートとかが大事ということを先生とかいろんな

大人の人たちから聞くようになってきて、高校生のうちにこういった経験をできたことが自分にとっ

ていい経験値になったかなと思っているので、いろんな高校生にもこういう活動を経験してほしいの

で、こういった活動は規模を大きくしていって、47都道府県全部が開催地になるようにするのが一つ

の目標かなと思います。 

 では、この感想をもちまして、今回の最終報告会を終わりたいと思います。今回は本当にありがと

うございました。（拍手） 

○米田先生 最後に１つだけ。去年も実はいただいたので、こういった形で今年度からまとめ的なこ

とを実行委員会のほうでも始めていて、高校生たちがまとめ切れなかった部分も皆様にこういった形

で資料として今後報告できるようにということを今、考えているということ。それから、今年もOB、

OGの参加がかなり増えてきまして、OB、OGとのつながり、ネットワークということも具体的に動き始

めて、大阪、奈良以外に、幾つかの地域で実際にファシリテーター役にOB、OGが入ってくれたという

動きがかなりありましたので、それもあわせて報告させていただきたいと思います。 

 では、引き続きよろしくお願いいたします。 

○藤原座長 米田先生、花岡さん、東陽さん、どうもありがとうございました。 

 それでは、発表していただいたお二人と意見交換の時間をとりたいと思います。委員の方で御意見

あるいは御質問のある方は、どなたからでも御自由にどうぞ。 

○牧田委員 高Ｐ連の牧田でございます。 

 お二人、本当にお疲れさまでした。今の発表の中で我々が真摯に受けとめるべき点が１点あったと

思うのです。それはパワポの資料の９ページ目「大人からの一方通行」というところでありまして、

済みません、私、この会議に初めて出て生意気なことを言うようですけれども、皆様方がお取り組み

になっていらっしゃることは、基本的には大人からの一方通行なのですね。私は高校のPTAをやってい

ますからあれですが、高校生の声をどこかで聞く機会があるとか、高校生と一緒に何かをやるという

ことが行われていないわけでありまして、まさに今日のお二人の発表はそのポイントを鋭くついたも

のだと思っております。口幅ったいですけれども、高校生たちはこういった視点も持っているという

ことを御理解いただきながら、今後の議論を進めていただければなと思っております。 

 以上です。 
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○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 ありがとうございました。 

 私は小学校に勤めています。高校生になったらこんな提言ができるのだなとすごくうれしく、頼も

しく見ていました。先ほど画面で幾つかの提言が出ていたのですけれども、多分当日それぞれの会場

で、熟議で物すごく意見が出て、先ほどお話があったのですが、全然違う高校の初めて出会う人たち

が、みんな考えは違うけれども、そこで新しい考えをつくっていくという物すごく貴重な体験をされ

たのだと思うのです。また、終わってからもネットでいろいろと意見を調整されたりした。これがま

さにこれから求められる新しい学びなのだなと思いました。 

 そこで、幾つか教えていただきたいのですが、小学校でやった自転車の免許、覚えていますか。大

体３年生ぐらいで免許、やりますね。そのイメージでSNSの免許という提案をされていたこと。それか

らその前の画面で小中学校へ合同授業を開催したいという提言があったのですけれども、今のイメー

ジでいいです。お二人がいろんなまとめをされるに当たって、自分の小学校の時代のことを思い出し

ながら、下の世代がネット社会に生きていくわけですから、自分たちが中心になってこういう授業を

繰り広げて、ネット社会に生きていく力をつける、こういう望ましい授業をしたらどうかという提言

を教えていただきたいなと思います。 

○花岡さん ありがとうございます。 

 先ほども少し紹介させていただいたのですが、個人の考え方になってしまうのですけれども、ムー

ビーとかでこのようなトラブル事例があったとか、そういうことはいろいろな講演会等でも伝えられ

ていくと思うのですが、生の声ではないですね。なので、高校生自身も講演会等に参加することで、

その人がトラブルに巻き込まれたこととか、ネットでちょっとひやっとしたことがあったとしたら、

自分の言葉でそれを下の世代に伝えていくことができたら、年齢も近いですし、より身近に感じても

らえるのではないかなということを思いました。 

 その授業に続いて、また高校生と大人で一緒につくり上げたテストのようなものを解いてもらって、

自転車免許を私もいただいたことがあるのですけれども、多分結果は見ていないと思うのですが、そ

ういうことを通して免許がもらえたということで、児童とか生徒の意識が高まることにつながればい

いなということを今回これをまとめて感じています。 

○東陽さん 免許化ということについては、すごい先の話になると思うけれども、こういった法で整

備するというのは大事かなと思っています。高校生とか小中学生というのは、どうしても危機感が感

じられていないというのがあって、身近でない、自分が見えないところで事件が起きているというこ

となので、そういったことは大事かなと思います。 

 小中学校の共同授業とか高校生が主体の授業であったら、高校生の場合は、先生が生徒になって、

生徒が先生になって情報の授業をすることは、すごくおもしろそうだなと思っています。確かに先生

たちのプライドもあると思うのですけれども、一旦そういった自尊心を捨ててもらって、高校生が先

生になって、新鮮な感じで授業を受けたら、先生たちも実際生徒たちはこんなことを思っているのか

ということを思えたりして、おもしろいと思います。 

 小中学校では、確かに家での遊びが今、とても多くなっています。外で遊ぶのが危険だと言われて

いるのだけれども、外でもおもしろい遊びはあるし、家でもほかに遊ぶことはたくさんあるし、そう

いった遊ぶということの大事さとか、ほかにもこんな遊びがあるのだよというのを伝えたいです。 

○五十嵐委員 ありがとうございました。ぜひ授業を受けたいです。よろしくお願いします。 

○藤原座長 どうもありがとうございました。 
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 よろしいでしょうか。では、手短に。国分委員、お願いいたします。 

○国分委員 米田先生に１つだけ質問ですけれども、今後の話の中でグローバル展開、海外の高校生

の参加ということなどは考えられるものでしょうか。具体的に話を詰めると費用もかかったりします

が、テレビ会議システムなどを提供している国際的な企業などもCSRの一環として協力はしてくれるの

ではないかなと。それから海外の高校生も抱えているネットいじめとか、有害情報への対応とか、も

ろもろのことはかなり共通的な部分があるので。もちろん、日本特有のLINEが物すごく普及している

とか、海外と状況が違うというのもあるかもしれませんけれども、そういう中で共通的な課題に対し

て、海外の方も日本の高校生もどういう問題意識を持って解決しようとしているかというのがわかっ

て、非常にいいことではないかなと思うわけですが、どんなものでしょうか。 

○米田先生 そのあたりはグローバルというキーワードもありますので、いろんな国、海外の皆さん

との意見交換ということも実は実行委員会の中でも出ておりまして、遠隔であるとかいろんな形でぜ

ひ実施していきたいと思いますので、実行委員会のほうでも検討させていただきたいと思います。貴

重な御意見、ありがとうございます。 

○藤原座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、議論が尽きないのですけれども、時間が参りましたので、もう一度お二人に拍手をお願

いしたいと思います。（拍手） 

 ありがとうございました。 

 それでは、最後に事務局から今後の予定について説明をお願いいたします。 

○堀参事官 次回の検討会は、現時点では新年度、４月ごろを目途に開催したいと考えております。

詳細な日程につきましては、委員の皆様とスケジュール調整を行い決定したいと考えております。 

 議題につきましては、これも未定でございますが、少なくとも例年の並びでいきますと、平成30年

度の取り組み推進状況のフォローアップと、それから30年度、現在やっておりますが、インターネッ

ト利用環境実態調査の結果を御報告するということは入ってくるのではないかと考えてございますが、

これにつきましても未定でございますので、きちっと考えていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 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。途中急がせるところがあったこと

は、座長としておわびを申し上げます。 

 なお、本会終了後、ICT Conferenceの発表者、関係者との記念写真を予定しております。委員の皆

様で御都合の許される方と、あらかじめお願いしております共催の府省庁の代表の方は、検討会終了

後、隣室へ移動をお願いいたします。 

 これをもちまして第40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。 

 


