
番号 有識者
担当

( )は想定

1 竹内委員 文科

3 同上
総務
経産

「春のあんしんネット・新学
期一斉行動」（毎年２月～５
月）において容易化措置の周
知について取り上げる

第３の３
フィルタリング等の青
少年保護に係る取組の
普及促進のための啓発
等
(a)

（府）
(警察)
(総務)
(文科)
(経産)

第５次計画での対応

第３の２(1)
利用者にとって分かり
やすく、使いやすい
フィルタリング等の実
現に向けた取組
(a)(b)(c)

　専用端末を保持する可能性
の高い層については、フィル
タリングの利用促進に取り組
んでいる（カスタマイズ機能
が存在する）。
　また、未就学児等の低年齢
層については、ペアレンタル
コントロールによる対応が有
効。

　最も大きな変化は③低年齢化である。「青少年」なの
で、18歳未満が対象で、なんとなく中高生がターゲット
になってきたが、小学生や乳幼児にまで視野に入れてい
くことも検討が必要。特に保護者が乳幼児に使わせるた
めの配慮（ペアレンタルコントロール？）についても今
後必要性が高まってくると認識。（→新基本計画の今後
の方向性として取り上げ）乳幼児、小学生、中学生、高
校生、それぞれで状況も必要な対応も異なるため、枠組
等から再検討が必要な時期になりつつあるという印象。
フィルタリング等も小学生、乳幼児向けも検討していか
なければならないような事案が急増。

　文部科学省の有識者会議に
おいて出された結論に基づき
引き続き、文部科学省におい
て周知を図る。

　ここ10年の最も大きな変化は、①高性能化、②需要の
拡大、③低年齢化である。①高性能化したので、青少年
ができることが格段に増え、生活に密着したものになっ
ている。さらにコロナ禍で、リモートワーク、web授業
等が推進されているのに象徴されるように、②需要の拡
大も著しい。10年前は、「禁止」「制限」が青少年のイ
ンターネット問題への基本的スタンスの場合が多かった
が、今後は、「利活用」を前提としてものになってく
る。そういう社会全体のスタンスのため、これまではこ
の種の報告書は、「禁止」「制限」の状況を記載するこ
とに終始したが、今後は「利活用」との裏表の記載に
なっていかなければならない。(→5次計画策定の際、配
意していきたい）そういう意味では、文部科学省が検討
している「学校への携帯電話持ち込み問題」等への目配
りも重要。(→対応）（③の低年齢化は項目３で取り上
げ）

第３の１⑵
保護者等への青少年確
認義務、説明義務等の
実施徹底
（a）

第４次基本計画の
反映状況

　既に、大手の携帯事業者に
ついては、「あんしんフィル
ター」との呼称を統一してい
る。ただし、その他の携帯事
業者が提供しているフィルタ
リングについては、性質が異
なることを踏まえ、同一視す
ることは適切ではないことか
ら、呼称を統一することは困
難。

意見概要

　　　第５次基本計画策定に関する委員の意見

第２の１⑵
学校等を通じたイン
ターネット利用者の低
年齢化にも配慮した啓
発活動の推進
（ｇ）

「春のあんしんネット・新学
期一斉行動」（毎年２月～５
月）において消費者問題を取
り上げる。

　教育の今後の在り方について、高校生ICTカンファレ
ンス等の青少年が自発的に情報活用能力を向上できるよ
うな取組を、文部科学省あるいは総務省で支援すること
についても盛り込むべき。

総務
経産

4 同上

同上5

府
警察
消費
総務
文科
経産

府
警察
消費
総務
文科
経産

2 同上

　以前はフィルタリングで用語統一されていたのが、最
近「安心フィルタ」「ウェブ安心」等、多様な言葉が混
在していて、かえってわかりにくくなっていると保護者
に指摘されたことがある。せめて、業界用語だけでも統
一すべきではないか。

第３の３
フィルタリング等の青
少年保護に係る取組の
普及促進のための啓発
等
(a)

　青少年の課題は刻々変化。ここには警察関係のトラブ
ルが記載されているが、消費者問題（高額課金、詐欺
等）の問題も多く、そういう意味の「有害情報」も看過
できない状況。

第２の２⑴
地域・民間団体・事業
者等による継続的な教
育・啓発活動への支援
(e)

　「利用容易化措置の履行状況を講じている」との記載
があるが、社会全体としてまだ「難しそう」「よくわか
らない」との声が多い。「容易化措置を十分に周知する
必要」がある。（→新基本計画の今後の方向性として取
り上げ）

6 牧田委員
高校生ICTカンファレンス以
外の適切な取組があれば、後
援名義の付与を検討。

資料４



番号 有識者
担当

( )は想定
第５次計画での対応

第４次基本計画の
反映状況

意見概要

　　　第５次基本計画策定に関する委員の意見
資料４

9 上沼委員

（府）
(警察)
(総務)
(文科)
(経産)
(厚労)

府

総務

　従来の議論は、インターネットの利用に関するマイナ
ス面の議論に終始し、フィルタリング一辺倒の議論に
なっていたが、これからは、学校で子供１人１台のパソ
コン、タブレットが与えられ、学校のみならず家庭でも
端末を使用する場面が出てくることから、子供たちの自
立的、自発的な情報活用といったプラス面での検討が必
要なのではないか。(→先の提言報告書で今後の課題課
題として記載。新基本計画の今後の方向性の一つとし
て、情報教育の推進を取り上げ）

7

8 —

　現在、青少年とネットに関して問題になっているネッ
ト上の炎上や自画撮り被害などは、個人情報を積極的に
発信してしまう発信者側の問題であるが、受信者側を守
るフィルタリングだけではない、別の対策も考えなくて
はならないのではないか。(→先の提言報告書で今後の
課題としてペアレンタルコントロール機能の活用を記
載。新基本計画の今後の方向性では、機能に限らず広い
意味でのペアレンタルコントロールによる対応として取
り上げ）

清原委員

　生徒１人１台の端末が与えられ、家に持ち帰って使用
するといった時代が来ており、情報モラルを越えた新し
い時代にふさわしい、「デジタル・シティズンシップ」
の構築に触れることが必要。（→項目７同様、情報教育
の推進として、今後の方向性として取り上げ）

五十嵐委員

　第５次基本計画
より採用

　「デジタル・シティズン
シップ」の定義が必ずしも明
らかでないこともあり、情報
教育の推進を基本計画の柱と
し、情報モラルの再認識を図
る。

　第５次基本計画
より採用

(文科)

　本意見により、情報教育の
推進を基本計画の柱とし、世
の中の様々な事象を情報とそ
の結び付きとして捉え、情報
及び情報技術を適切かつ効果
的に活用して，問題を発見・
解決したり自分の考えを形成
したりしていくために必要な
資質・能力である情報活用能
力の向上を図る。

(文科)

 本意見により、ペアレンタ
ルコントロールによる対応を
基本計画の柱とし、コンテン
ツの利用に関する親子のルー
ル作りや長時間利用管理、自
撮り画像や誹謗中傷の発信の
予防等の啓発に取組む。

11 清原委員

第２の５⑵
インターネット利用
者・事業者等の主体的
な活動への支援
(a)

総務
経産
府

　第４次基本計画の第２の５
⑵の取組により、関係者間の
連携を引き続き行う。

　青少年の生活時間内の時間管理におけるインターネッ
トとの付き合い方、活用の仕方を考える必要があるので
はないか。(→先の提言報告書で今後の課題としてペア
レンタルコントロール機能の活用を記載。新基本計画の
今後の方向性では、機能に限らず広い意味でのペアレン
タルコントロールによる対応として取り上げ）

　今後の課題への対策を進めていくうえで、家庭、学
校、地域、企業、具体的にはICT事業者との連携が不可
欠なのではないか。

 本意見により、ペアレンタ
ルコントロールによる対応を
基本計画の柱とし、コンテン
ツの利用に関する親子のルー
ル作りや長時間利用管理、自
撮り画像や誹謗中傷の発信の
予防等の啓発に取り組む。

　第５次基本計画
より採用

（府）
(警察)
(総務)
(文科)
(経産)
(厚労)

10 清原委員

第２の４⑵
インターネット利用環
境の変化やニーズの多
様性を踏まえた保護者
等に対する効果的な啓
発等の在り方の検討・
推進

　低年齢層も含めた年齢に合わないアプリやコンテンツ
の使用による事故やトラブルが頻繁に起きていることか
ら、レーティングに合ったものを使わせるための事業者
側の工夫が必要なのではないか。

12 牧田委員 －

（府）
(警察)
(総務)
(文科)
(経産)
(厚労)

　今後行う啓発活動の中で保
護者の意識向上に触れる。
(また、新基本計画の今後の
方向性としてペアレンタルコ
ントロールによる対応を取り
上げていきたい）

　インターネット環境を始めとした社会の環境が大きく
変わったので、大人も一緒に変わらなければならないと
いった趣旨を盛り込まなければならないのではないか。

13 尾花委員

第２の３⑵
「親子のルールづく
り」など適切な生活習
慣の定着化に向けた家
庭における取組への支
援

　政府として作成したリーフ
レット「スマホ時代の子育て
～悩める保護者のためのQ＆
A」や総務省の「インター
ネットトラブル事例集」など
を活用し、レーティングに応
じたアプリやコンテンツの使
用について引き続き普及啓発
を図る。(また、新基本計画
の今後の方向性としてペアレ
ンタルコントロールによる対
応を取り上げていきたい）
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