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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48回会合 

議事次第 

 

 

日時：令和２年１２月１０日（木）14:00～15:21 

場所：Web会議による開催 

 

 

１ 高校生ICTカンファレンス 2020 最終報告会 

 （１）生徒発表 

 （２）委員質問 

 （３）高校生ICTカンファレンス 2021のテーマについて 

    実行委員長説明 意見交換 

２ 検討会報告書骨子案について 

 （１）説明 

 （２）審議 

３ 改正法附則第４条に基づく提言報告書案について 
 
 
 
 
 
【委員】藤原座長、上沼委員、尾上委員、木村委員、小城委員、佐川委員、執行委員、 

曽我部委員、牧田委員、山本委員 

【参考人】米田謙三(高校生 ICT Conference2020 実行委員会委員長)、大森美咲(帝塚山高等学

校)、櫻井つぐみ(福岡県立門司学園高等学校) 

【内閣府・事務局】三上政策統括官、難波審議官、小山参事官 

【オブザーバー】内閣官房情報通信技術(ＩＴ）総合戦略室内閣参事官、警察庁生活安全局情

報技術犯罪対策課課長補佐、警察庁生活安全局少年課課長補佐、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・情報管理室室長補佐(補佐官)、

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課安全教育推進室青少年有害環境

対策専門官、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デジ

タル取引環境整備室長 
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○藤原座長 本日は、お忙しい中、お集まりいただき、誠にありがとうございます。 

 今回もWeb会議での開催となります。 

 また、本日の議事では、高校生ICT Conferenceの代表校の生徒さんに発表をお願いして

おります。円滑な議事の進行に、御協力のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、Web会議の開催にあたりまして、事務局のほうから注意事項と会議に使用する

資料を説明してもらいます。よろしくお願いいたします。 

○事務局 事務局でございます。 

 Web会議の開催にあたり、注意事項を申し上げます。 

 万が一、通信が途切れてしまった場合は、一旦議事の進行を事務局に委ねていただき、

通信回線が復帰するまで事務局のほうで進行するという形を取らせていただきます。 

 また、本日御発言を希望される方につきましては、挙手機能を活用して手を挙げていた

だき、事務局で整理して、順番に座長から指名させていただきます。 

 御発言の際には画面上に表示されているミュートボタンをOFFにしていただき、最初にお

名前を述べていただいた後に御発言をお願いいたします。御発言が終了しましたら必ずミ

ュートボタンをONにして、周囲の音声が入らないように御配慮をお願いいたします。 

 なお、今回の会議は、事前に御案内しているとおり、YouTubeで音声だけをライブ配信さ

せていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

 配付資料につきましては、資料１－１、１－２、２－１、２－２、３－１、３－２、以

上、６種類でございます。お手元に準備をお願いいたします。 

 以上でございます。 

○藤原座長 それでは、委員の出欠状況などについて、事務局から報告をお願いいたしま

す。 

○事務局 御報告いたします。 

 本日、委員は、五十嵐委員、竹内委員、中川委員が御欠席となります。 

 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、早速、議事に入らせていただきます。 

 まず、「高校生ICT Conference 2020 最終報告会」ということで、最初に高校生ICTカン

ファレンス実行委員会の米田委員長から、御挨拶を兼ねて、今年度の高校生ICT Conference 

2020について御紹介をお願いしたいと思います。 

 米田委員長、よろしくお願いいたします。 

○米田委員長 よろしくお願いいたします。画面を共有させていただきます。 

 早速、私のほうからは最初に高校生ICT Conferenceの全体の部分を御説明させていただ

いて、続いて高校生のほうから発表という形で進めさせていただきたいと思います。 
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 では、始めさせていただきます。 

 まず初めに、本当にいつもですが、今回も貴重なお時間をいただきまして、ありがとう

ございます。 

 本当に前振りということで申し訳ないですけれども、実は本日、高校生の発表者と私も

リアルで会うということが初めてでして、今年の高校生ICT Conferenceは、ここまで全て

オンラインで実施してまいりました。これこそまさに本当に新しい取組であったかなと今

さら思っております。ただ、大事なことは、本日会って、さっき３人でお茶を飲みながら、

改めてリアルがいいねというふうな話もしていたのですけれども、その辺りも含めて、本

日はぜひ皆さんと意見交換ができればと思っております。 

 早速ですが、この辺りはいつもお話しさせてもらっているのですけれども、この高校生

ICT Conferenceの一つの大きな目標は、インターネット、スマホをよりよくスマートに活

用していこうということを考えております。実際に高校生が主体的、対話的に深い学びと

いう形で、まさに主体的に学んでいく、それを広めていくという形を取っているカンファ

レンスです。 

 これまでの経緯です。2014年からこんなテーマでやってきたのですけれども、今年のテ

ーマは「新しい生活様式とICT活用法」ということで行わせていただきました。 

 流れ的には、各地域開催は先ほどお伝えしたように、今回、本当はオンラインではない

リアル会場も用意しようということで動いていたのですが、結果的に全てオンライン開催、

昨年が19か所中の15か所ですることができました。サミットも11月15日にオンラインで開

催しました。本日の最終報告会のみリアルでという形で実施させていただいております。 

 今年のテーマは、昨年の段階で内閣府、文科省、総務省、経産省、消費者庁の皆さんと

相談をしまして、ちょうど昨年の夏、台風や水害がありましたので、そういった自然災害

というところから、どのようにICTが活用できるかなというテーマをいただいたのですけれ

ども、御存知のようにコロナということで、ほとんどの学校が１学期、止まってしまいま

した。止まったというのも変な言い方でして、いわゆるオンラインでやったりとか、外出

自粛とかいうことで、いろいろなやり方で対応せざるを得なくなったということもありま

したので、その辺りのところを中心に、２学期の中で地域開催とさせていただいたという

ことです。 

 そういうことで、実際、昨年よりも４か所ほど少ないので、参加人数はこれまで右肩上

がりでしたが、少し下がっているのはそういう理由だと思っていただいたらと思います。 

 ただ、特徴的なことは、これはぜひ来年も続けたいと考えているのですが、全国オンラ

インということを初めて開催することができました。もともとは地域に事務局があって、

地域で実際に運営するということで開催していたのですが、今年に限っては、その事務局

的なものがない箇所からも募って、こちらのほうに自由に参加をして開催するという、全
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国オンラインということを実現することができました。この全国オンラインは山口県や九

州辺りから、まさに全国各地から参加いただいて、地域を超えたオンラインという形の地

域サミットができたと思っています。 

 その中からも１人代表に出ていただいて、結果的に全国で15の代表が11月15日にサミッ

トを実施しました。今年は３つのグループに分かれてもらいまして、本当はそれぞれ３つ

のグループの代表に出てもらえばよかったのですが、この状況ですので、本日もできるだ

けお邪魔する人数を絞ってということで、２名の代表です。ただし、その２名の代表プラ

ス先ほどの３つのグループの代表とは、このサミットの後から、これもうまくできたと思

うのですけれども、全て一緒にクラウド上でスライド作り、コメントのやり取り等をして

きました。先ほどお伝えしたように、彼女たち２人も本日初めてここで出会っている、リ

アルで会うのは初めてということですので、実際に本日見ていただくスライドも、そんな

形で進んだと思っていただければと思っております。 

 これが様子です。こんな感じでやりました。 

 もちろんメリットばかりではなくて、デメリットは、どのタイミングでしゃべり出せば

いいかなとか、特にサミットではいっぱいしゃべるので、他のメンバーはどのように見え

るのかなという辺りはもちろん課題として出てきてはいます。そういった辺りも次の実行

委員会等で振り返りながら進めてまいりたいとは思っておりますが、今年、何とか無事に

このような形でサミットのほうも終えることができ、本日の発表という機会までいただけ

たことを、改めまして感謝申し上げます。 

 今から先に高校生たちの発表を聞いていただきまして、後ほど、本日参加いただいてい

る委員の方はじめ関係者の皆様から、できれば来年のテーマへの御助言などをいただけれ

ば幸いだと思っております。 

 それでは、早速ですけれども、高校生のほうの発表に入らせていただきたいと思います。 

 高校生の２人は本日の朝参りまして、日帰りという決め事で来ていまして、起きたのは

何時ですか。 

○櫻井さん ４時半です。 

○大森さん ４時です。 

○米田委員長 ということですが、ぜひ皆さん、楽しみにしていただければと思います。

よろしくお願いします。 

 用意ができたので、２人に代わりたいと思います。では、よろしくお願いします。 

○櫻井さん こんにちは。 

 本日は、このような貴重な機会をいただき、ありがとうございます。 

 有意義な時間となるよう、精いっぱい努めてまいります。よろしくお願いいたします。 

○大森さん まずは、私たちの紹介と、地域大会の報告をします。 
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○櫻井さん 福岡県代表、門司学園高等学校２年、櫻井つぐみです。 

 私の通う高校は、県下初の公立の中高一貫校です。 

 私は生徒会長を務めさせていただいており、９月には、オンラインでの新しい様式の学

園祭を経験させていただきました。 

 大切にしていることは、様々な活動を通して、新たな出会いや経験、気付きをし、自分

自身を高めていくことです。 

 本日は、よろしくお願いいたします。 

 まずは、福岡県の県大会での提言を報告させていただきます。 

 福岡県からの提言は、知る機会、慣れる機会、使う機会を作ることです。 

 私たちは今回、ICTに関する熟議を重ねてきました。その中で、ICTの普及環境や新たな

活用法を知ることができました。このような知る機会を更に社会に増やしていくべきだと

考えます。 

 また、教育現場や個人に目を向けると、ICTの知識や活用経験が少なく、不慣れであると

いう現状があります。そのため、ICTに慣れる機会が必要だと感じます。 

 そして、機器の普及・環境の設備を徹底し、ICTを使う機会を広げていく必要があると考

えます。 

 また、知ることは、ICTとの出会いであり、慣れる機会は、使うための第一歩です。つま

り、３つの機会はつながり合っていると考えます。 

 そこで、政府の方々に、３つの機会を作ることと、広報活動に御協力いただきたいです。

また、私たちには、機会を積極的に活用し、新しい社会の在り方に主体的に向き合う責任

があると考えます。ICT社会の基盤を作るためにも、３つの機会を作ることを福岡県からは

提言させていただきます。 

○大森さん 奈良県代表、帝塚山高校２年の大森美咲です。 

 帝塚山学園は、幼稚園から大学までが１か所に集まる大きな学園で、最寄り駅から徒歩

１分で到着できます。 

 学校では数学研究部に所属していて、部長を務めさせていただいています。 

 数学研究部では、パソコンで絵を描くCG班や情報オリンピックへの出場を目標にするプ

ログラミング班などの活動以外にも、小学生向けのオープンスクールで部員が授業を行う

こともあります。 

 本日は、よろしくお願いします。 

 さて、奈良県大会では、学校でICTを導入することのメリットとデメリットについて考え

ました。 

 まずはメリットです。ICTには様々な使い道があるので、勉強法の幅が広がります。また、

成績や体調などのデータも楽に管理できるので、教師の負担も減らすことができます。 
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 次にデメリットです。使い方が分からない、機種ごとに差があるなどの欠点は、どうす

れば克服できるでしょうか。 

 私たちは、ICTについて質問できる仕組みを提供したり、全員に平等なICT環境を整備す

ることで、ICT活用の輪がもっと広まると考えました。つまり、ICTをもっと取り入れるこ

とでデメリットが減り、私たちの生活がもっと便利になると考えました。 

 この議論を踏まえて、奈良県からは、ICTをもっと取り入れたいという提言をさせていた

だきました。 

○櫻井さん それでは、本題に移ります。 

 私たちの発表のテーマは、「踏み込め！ドラえもん時代」です。近い未来である22世紀、

ICTがもっと広がる世界に踏み込むために必要なこととは、どのようなことなのでしょうか。 

○大森さん 私たちからは、ICT活用を明確に、丁寧に、平等にという提言をさせていただ

きます。 

 まずは、ICTと出会う機会を明確にするためにできることを考えました。 

○櫻井さん 休校期間中、多くの学校でオンライン授業が導入されました。それに伴い、

地域や学校、個人によって、ICTの意識・知識・環境に差があるということが明らかになり

ました。 

 私たちは、その差が生まれた原因は、ICT活用のスタートラインに差があることだと考え

ました。 

 そこで提案するのが、「私のICTレベル見える化システム」です。個人や組織、機関に対

してICTに関する調査を行い、レベル分けすることで明確にし、各レベルに合った対策を行

うというシステムです。 

○大森さん このシステムでは、意識・知識・環境の３つの分野でレベル分けを行います。

調査では、例に挙げているような分野ごとのアンケートを行います。 

 意識分野では、ICTへの関心・意欲・態度を見える化します。 

 知識分野では、自身のICTに関する知識を見える化します。 

 そして、環境分野では、各地域や家庭のICT普及環境を見える化します。 

 次に、実施の流れを説明します。 

 まず、年度初めに政府がアンケートを配付し、企業や学生が回答します。その後、見え

る化データを返却し、各レベルに合った対策の実施を進めて、積極的な導入を可能にしま

す。 

○櫻井さん 見える化データの具体例がこちらです。 

 個人のレベルが明確になり、社会全体の結果も一目で把握することができます。 

 レベルが明確になった後は、各レベルに合わせた対策・支援・企画を実施します。今、

表示しているのは、環境分野での具体例です。例えば、既に積極的に導入しているレベル
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５の対策には、有料コンテンツの無料化や専門性を高めるための支援などが挙げられます。 

○大森さん 実際に実施する際には、認識の差を生まないためにも、質問や対策の内容を

学生や企業、政府の方々などで熟議し、決定するべきだと考えます。このシステムの導入

において政府の方々に御協力いただきたいことは、システムや対策の実施、国民への広報

です。このシステムの導入により、ICTと出会う明確な機会を一人一人が得ることができま

す。 

 次に、ICTに慣れる機会を丁寧にするためにできることを考えました。 

○櫻井さん ここで、ICT活用を考える視点を学校生活へ移します。教師や政府の方々は、

どのように見える化データを活用していけばよいでしょうか。 

 そこで提案するのが「丁寧なガイドライン」です。教育現場におけるICT活用のガイドラ

インを政府の方々に作成していただき、それを基に授業へのICT導入を進めます。 

○大森さん 政府の方々がガイドラインを設けることは、学習面での地域格差の減少や、

他校との学習進捗の共有の促進につながります。 

 これが、私たちが提案するガイドライン案です。解説動画のアップロードや課題の配付

など、丁寧なガイドラインを設けます。 

 見える化システムでの出会う機会、丁寧なガイドラインでの慣れる機会によって、ドラ

えもん時代への基盤が完成します。 

○櫻井さん 次に、ICTを使う機会を平等にするためにできることを考えました。 

 現代の日本の教育は、「みんなと合わせる教育」が主流です。しかし、その教育は専門

性に欠けるという課題があります。 

 そこで提案するのが「セルフカスタム時間割」です。これは、生徒が自ら時間割を組む

システムです。 

○大森さん このシステムでは、必修授業と選択授業という２種類の授業があります。ま

た、難易度の高い授業、フルと、短期習得型の授業、ハーフに分かれます。 

 ここで、具体例を挙げて説明します。まずは理系選択者です。 

 次に、文系選択者です。 

○櫻井さん それぞれの時間割を比較すると、色の比率に表れているように、理系生徒と

文系生徒で学びに大きな違いがあることが分かります。セルフカスタムの時間割は、自分

の専門分野を追求することをアシストします。また、所属している学校外の授業の選択を

可能にするなど、オンラインならではの工夫をすることで、よりそれぞれの学びを追求す

ることをバックアップできると思います。 

 「私のICTレベル見える化システム」が、意識・知識・環境の向上を促進し、「丁寧なガ

イドライン」が、学習形態の変化を可能にします。 

 ２つの取組の実施により、従来の「みんなと合わせる教育」から「自分に合わせた教育」
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という22世紀型の授業形態へ、社会全体で移行することが可能になります。 

○大森さん 明確で、丁寧で、平等なICT活用により、ドラえもん時代へ踏み込みましょう。 

 よりよい社会への発展を目指し、私たち高校生からは、ICT活用を明確に、丁寧に、平等

にという提言をさせていただきます。 

 最後に、２人から感想を述べさせていただきます。 

○櫻井さん 今回の経験を通して、１つの出来事を多角的な視点で見つめ、様々な方と意

見を共有することの必要性を実感させていただきました。 

 ICTを生活に取り入れ、そして自分の価値観、考え方を大切にし、よりよい人生を作り出

していきたいです。 

 このたびの経験を糧に、これからの日々に邁進してまいります。 

○大森さん 今回のICT Conferenceを通して、ICTに関する知識だけでなく、グループワー

クの難しさや、それを乗り越えて１つの課題を解決する楽しさも学ぶことができました。

この貴重な経験を通して得られたことを、これからの学業にも生かしていきたいです。 

○櫻井さん 以上で発表を終わります。 

 御清聴ありがとうございました。（拍手） 

○藤原座長 大森さん、櫻井さん、どうもありがとうございました。 

 Webのよさもありますけれども、今のお二人のお話を聞いて、やはりリアルのよさもある

なと感じました。 

 それでは、ここで発表していただいた高校生との意見交換の時間を取りたいと思います。

委員の方で御意見、御質問などがございましたら、どうぞお願いいたします。いかがでし

ょうか。 

○事務局 佐川委員が手を挙げられております。 

○藤原座長 佐川委員、お願いいたします。 

○佐川委員 (一社)セーファーインターネット協会(SIA)の佐川でございます。 

 すばらしい発表をありがとうございました。 

 発表の最後にも、グループワークの難しさを学んだというようなコメントいただいてお

りますけれども、ICTの活用をまさに実践しながらICTをどう生かしていくかということを

議論されたと思うのですが、今回オンラインで議論していく中で、技術や機材で解決でき

ない部分、離れた人とのコミュニケーション等の部分で、皆さん方が苦労された部分と、

もしそれを乗り越えた工夫があるのであれば、お聞かせいただけますでしょうか。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 お二人、いかがでしょうか。御苦労のところと乗り越えられたかどうかという話です。 

○櫻井さん 御質問ありがとうございます。 

 私から、オンラインで作成を行ったときに感じたことを述べさせていただきます。 
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 私たちは３名の代表生徒で、オンラインで最終提言を作成したのですが、その際は、１

つのパワーポイントを使い、共同で作業をしていきました。意見を交流させながら、そし

て原稿、スライドを作成していくという中で、お互いの意見を言い合ったり、自分の意見

を主張するときに、誰から話していくのか、そして自分の話が最後まで終わらないと人の

意見が聞けないというのが難しかったところです。 

 対面では、話している途中に分からないところがあったら、そこはどういうことかなど

と声をかけ合い、細かく話せると思うのですが、やはりオンライン上では、自分がどこで

入っていいのか分からないという点がありました。 

 また、その中で乗り越えた工夫としましては、一人一人が心遣いを意識して、ここで自

分が話し過ぎるのではなく、一回みんなの意見を聞いてみよう、自分が話すときに、どこ

まで周りの人は理解できるのか確認してみようと、対面のコミュニケーションと似ていま

すが、一つ一つ丁寧にしっかりコミュニケーションを取った上で作業を進めていくという

のが、乗り越えた工夫です。 

 オンラインで行ったことで難しい部分もありましたが、自分たちの時間に合わせて、作

業がしやすい時間を自分たちで設定して取り組んだり、一つ一つの作業を丁寧にするとい

う意味では、内容の深いスライドや原稿の作成をすることができたなと感じています。 

 以上です。 

○大森さん 私のほうからも、オンラインで困ったことであったりとか、乗り越えた工夫

を話させていただきます。 

 櫻井さんも、先ほど米田委員長もおっしゃったように、対面とオンラインでは空気感が

全然違いますので、話し出していいのかなとか、意見を言っていいのかなとか、タイミン

グがすごく難しいなと感じました。 

 あとは、先ほど櫻井さんもおっしゃったと思うのですけれども、対面であればすぐに、

それはどういうことかなと聞けるのですが、オンラインであると、対面のときにはないよ

うな距離感があったりするので、時間差もあるではないですか。そういうときに、話し出

すタイミングであったりとか、自分は意見を言っていいのかなとか、そういうことで困り

ました。 

 乗り越えた工夫としては、先ほど櫻井さんもおっしゃったように、私もすごく心遣いが

大事だなと思っていて、いかにみんなが話しやすいような空気感を作るのか。ただ話合い

を進めて、スライドを進めるだけではなくて、みんなが話しやすいような空間にするには

どうしたらいいのかなとか、自分が今、どういう意見を言ったら、みんなが話しやすい空

間になるのだろうかということを考えて、私は全国大会をやっていました。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 
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 ただいまの質問はひとまずよろしいですか。 

 それでは、他にいかがでしょうか。どなたからでもどうぞ。 

○事務局 牧田委員が手を挙げております。 

○藤原座長 牧田委員、どうぞ。 

○牧田委員 牧田です。 

 米田委員長にもお伺いをしたいと思うのですけれども、私が認識している範囲では、こ

の高校生ICT Conferenceというのは、ある意味、高校生の皆さん方が、いわゆるネットリ

テラシーを高めるというか、セルフガードするための取組としてスタートしたような意識

を持っていまして、今回のテーマは、ICTを学校教育にどう導入したらいいのかみたいなテ

ーマに移ってきていると思うのです。それも現代の課題としては大事なのだろうと思うの

ですが、当然それに付随してというか、これも確かにリテラシーの一つではあるのでしょ

うけれども、そもそもICTを使うことによる危険性といったことについての議論は、今回皆

さんの中でなかったのかということをお伺いしたいです。 

 それから、今回のテーマ設定に至るプロセスといいますか、動機はどういった背景があ

ったのかということを、もしよろしければお伺いしたいと思います。 

○藤原座長 これはまず米田委員長からお答えいただいたほうがよろしいですね。その後、

お二人にお願いいたします。 

○米田委員長 ありがとうございます。 

御質問をありがとうございます。 

 今回のテーマなのですが、もともと、先ほど一番最初にお伝えしたように、昨年度、台

風、水害という自然災害がありまして、そのときに、いろいろな形でICTとかが効果的に使

われる一方で、変な使い方といいますか、危険な使い方や間違った使い方もありました。

その辺りのところも含めてこのテーマの中には入っていまして、私も全国全てを見たわけ

ではないのですけれども、一応、ほぼある程度の全国の今年のオンラインのカンファレン

スを見ていたのですが、もちろん先ほど言っていただきましたように、モラルの面とかリ

テラシーの面もあったのですけれども、最終的に、本日の発表に限っていきますと、その

部分を踏まえて、どちらかというと効果的な活用方法といいますか、それをどのように活

用していくかというところが実際に出ているというふうになっていると思っています。 

 高校生の皆さん、リテラシー、危険性といった部分は、各地域のところで何か議論があ

りましたらお願いします。ネットのリテラシー、さっきのSNSとか、そのようなところかも

しれません。 

○大森さん 奈良県大会、そして全国大会は３班だったのですけれども、私が関わった班

の中では、ネットリテラシーとかネットの正しい使い方に関しては、一応、全員が正しい

使い方をできるという前提で、今回は効果や政策、施策を考えたのですが、ICT Conference



12 

 

であったりとか、本日もいろいろな省庁とかで発表させていただいて、ネットリテラシー

についての意見もたくさんいただいたのですけれども、そういう意見を聞くと、ネットリ

テラシーについての議論はまだまだ深めなければいけないなとすごく思っていて、私自身

もスマホをよく使うので当事者だなと思っているのですけれども、例えばSNSの使い過ぎで

あったり、オンラインを導入することで逆にスマホ依存が進んでしまうのではないかとい

う議論は、今回私が関わった班では議論がなかったのですけれども、もっと議論の余地が

あるなということを私は感じました。 

 もしかしたらICT Conferenceとしてでは議論ができないかもしれないのですけれども、

私個人でもたくさん考えたいなと感じました。 

○櫻井さん 私の班も、大森さんと同じように、これからICTのオンラインが広がっていく

中で、どのようなことをしたらいいか、どのような対策が必要かということに重きを置い

て熟議をしたので、リテラシーという部分に深く触れるタイミングはあまりありませんで

した。 

 しかし、県大会のとき、コロナの影響による休校期間中のオンライン授業を振り返った

ときに、少しリテラシーの部分に触れたことがあります。 

 例えば、オンライン授業が導入されて、学校の先生から授業を受け、各家庭で他の人が

学んでいる様子も見られるという状況でありました。そのときに、そのスクリーンに映っ

た違う学生を写真に撮ったり、それが許可をされていなくても、一人一人の意識によって

は、そのように悪いほうに活用することもできるのではないかという問題点も挙げられて

いました。だからこそ、オンラインが広がっていく上で、更によい面も増えますが、危険

性、課題もたくさん増えると思います。だからこそ、まずは自分にとってICTを活用すると

きに必要なことは何なのか、どのようなモラルがあればICTがこれからよりよく活用されて

いくのか、一人一人が意識をしっかり持って行動していくべきだなと感じます。 

 また、実際に問題になるという面とは少し違いますが、オンラインでの話合いやオンラ

インでの活動が増えていく社会においては、先ほど言ったような心がけ、気遣いなどのよ

りよくするための意識を一人一人が持ち、関わっていく必要があるなと感じています。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 牧田委員、よろしいですか。 

○牧田委員 ありがとうございました。 

 やはりカンファレンスというのは、多くの方々が参加するということが前提ですので、

そのカンファレンスの中でセルフチェックが行われていくということが、リテラシーを身

に付けるための非常に有効な手段だと思っていますので、これからもぜひテーマとして取

り上げていただければと思います。 
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 以上です。ありがとうございました。 

○藤原座長 他にはいかがでしょうか。 

○事務局 小城委員が手を挙げております。 

○藤原座長 小城委員、どうぞ。 

○小城委員 聖心女子大学の小城です。ありがとうございました。 

 大変貴重な御発表だったと思うのですが、今のリテラシーの問題と、それから授業で活

用するということには恐らく共通性があるだろうと思います。というのは、本日御提案い

ただいた内容というのは、高校生の皆さんに自己管理能力が相当求められるようなプログ

ラムだと思うのです。こういうICTを活用した教育というのは、これから推奨されていくで

しょうし、アフターコロナにも生かしていきたい機能はたくさんあるのですけれども、同

時に、生徒自身が自主的に自分で取り組むというところが相当求められることになります

ので、恐らくそれができる人というのは、いろいろな問題に対しても自己管理できるリテ

ラシーを持っているということだろうと思います。 

 本日のテーマは、どちらかというと教育の内容に主眼が置かれていましたけれども、こ

こからこぼれ落ちてしまう生徒さん、教室の中の授業でなければついサボってしまう、や

らなくてもばれないという環境だとサボってしまうような高校生への対応は、同時にリテ

ラシーの教育で、それがなかなか身につきにくい高校生への教育と共通性があるのかなと

思いました。 

 以上、感想です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 他にはよろしいでしょうか。 

 それでは、ひとまずここで質疑応答は終えたいと思います。大森さん、櫻井さん、本当

にありがとうございました。いろいろな御意見、御質問をいただきましたけれども、高校

生なのですから、どうぞ伸び伸びと自由にやっていただいたらいいと思います。ありがと

うございました。 

 続いて、高校生ICT Conference 2021のテーマについて、実行委員会と委員の皆様の意見

交換を行いたいと思います。 

 米田委員長から御説明がありますので、それを踏まえて、委員の皆様からの御意見をい

ただきたいと思います。 

 それでは、米田委員長、よろしくお願いいたします。 

○米田委員長 ありがとうございます。 

 先ほど本当にちょうど牧田委員から御意見をいただきましたとおり、実行委員の中でも

今の辺りのところが話に出ておりまして、できましたら来年、例えばですがこのような案

が出ております。この４つぐらいということで、今回アフターコロナで、先ほど小城委員
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からも御指摘がありましたが、割と自制ができるという前提のような形で進んだ部分はあ

るのですけれども、今回オンラインで３人で話している内容等を聞きながら、私のほうも

質問を入れたりしていたのです。高校生目線でどうかという話などもしていたら、先ほど

お二人の発表からもあったのですが、それは大事だし、それも考えていかなければいけな

いですねという案もありましたので、そういったところを１番のところに入れさせてもら

いました。 

 それから、昨年度もこの検討会でいただきましたが、海外の生徒たちと何かうまくつな

げられないかということもありましたので、今回オンラインというきっかけで動き出せそ

うな感じもあるので、２番目にその辺りも入れさせていただいたというところです。 

 先ほどの特にマイナス的なところ、反社会的というキーワードを入れたりというのが３

番、４番なのですけれども、できましたら委員の方から、ぜひ忌憚のない、こんなテーマ

だとか、こういうところがいいのではないかということがありましたら、限られた時間で

すけれども、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。 

 今、米田委員長のほうから、2021年度のテーマ案について御説明いただきましたが、委

員の皆様方から御意見等はございますでしょうか。来年につながる話ですので、どうぞ積

極的に御発言ください。 

 尾上委員、どうぞ。 

○尾上委員 いろいろと御発表をありがとうございました。 

 次年度のことに関してですが、先ほど平等という言葉がたくさん出ておりましたけれど

も、まずはハード面のICT環境の話が出ておりました。高校生の皆さん全てが平等な形でリ

テラシーも身に付け、またそれを使いこなすように持っていくためにはどうしたらいいの

かなということが問われると思います。これからこういったものを積極的に活用するとい

うのが常になってくると思いますので、そういったところをもう一つ中に突っ込んだ形で

提言していただくとか、議論していただくということが大事かなと感じました。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、他にいかがでしょうか。 

 上沼委員、御指名しようかと思っていました。 

○上沼委員 今、来年のテーマを見ていて、最後に「ICT活用でわかった反社会的行為等の

危険性と対策」というのがあって、具体的にどんなことを考えていらっしゃるかというこ

とを教えていただければなと思って、質問したいと思いました。 

○藤原座長 これは米田委員長からでよろしいですか。 
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○米田委員長 これは私のほうで。 

 いただいた意見を本日ここに隠さずに全部挙げたという状況でして、細かいところまで

は聞けていないということで御了承いただきたいと思うのですけれども、どちらかという

と先ほどのマイナス的なデメリットのほうで、あまりよくない使われ方がされているとい

うことも含めてというキーワードで、１つは、法的に違反になる可能性があったりという

ことも含んだり、あるいはいわゆるモラルなどの部分であったり、モラルとマナーとまさ

に法的な部分も今のところ何か一緒にというイメージのキーワードです。対策的なところ

という、これまでも何度かこれに特化した形で潜む危険性とかを熟議したことはあるので

すけれども、もう一度、まさにこういう形で、少しオンラインが授業とかでも活用され始

めてきて、特にその辺りで今の高校生たちが更にどう考えているのかという感じです。 

 なので、上沼委員とかから御意見をいただきたいところではあります。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 上沼委員、どうぞ。 

○上沼委員 ありがとうございます。 

 「ICT活用で分かった」ということだったので、すごいなと思って、ちょっと聞いてみた

いなと思った次第なのです。ありがとうございます。 

○米田委員長 ありがとうございます。 

○藤原座長 他にはよろしいですか。 

 小城委員、曽我部委員の順で発言いただけますか。 

○小城委員 いえ、私は事務局への確認でした。 

○藤原座長 こちら、チャットが手元で操作できないので、失礼しました。 

 曽我部委員、お願いいたします。 

○曽我部委員 なぜか先ほどから回線が不安定なので、発言がうまくできるか分からずチ

ャットでお送りしたのですけれども、それを読み上げますと、特定のサービス名は言って

はいけないということですので、なかなか意味が伝わるか分かりませんけれども、短いも

のでも長いものでも、ネット上の動画を見ることが多くなっている。それだけではなくて、

自分たちで作って発信するという機会も特に若い人たちは増えていると思うので、そうい

う中で動画とのうまい付き合い方みたいなものも考えてみたらいいのかなと思ったという

ことです。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 この点は、米田委員長、何かコメントはございますか。よろしいですか。 

○米田委員長 ありがとうございます。 

 これも午前中に少し話していて、文科省にお伺いしたときに、YouTubeなどへの発信とい

うようなところも出て、高校生たちの中からも出ていますので、曽我部委員の御意見も 



16 

 

ぜひ実行委員会のほうに反映させていただきたいと思います。 

 ありがとうございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、全体を通じて、オブザーバーの方々からでも結構ですので、何かございます

でしょうか。よろしいですか。 

 ありがとうございました。それでは、高校生のお二人、カンファレンス事務局の皆さん

はここで御退席を願います。 

 本日は本当にありがとうございました。 

○米田委員長 どうもありがとうございました。 

（発表者退室） 

○藤原座長 それでは、通常の議事に戻りたいと思います。 

 本日御議論いただくものは２点ございます。まず、検討会報告書骨子案について御審議

いただき、その後、骨子案にも関連しますが、ペアレンタルコントロールの定義について

御議論いただきたいと思います。 

 それでは、検討会報告書骨子案に関し、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 資料２－１を御覧いただきたいと思います。 

 前回の検討会におきまして、第５次基本計画に関する検討会報告書における今後の取組

の方向性について御議論いただきました。その際いただきました御意見、コメントをでき

るだけ反映したものとして検討会報告書骨子案を作成し、先日、意見照会させていただき

ました。 

 その結果、委員４名の方から御意見やコメントをいただきまして、骨子案の１か所につ

いて修文を行ってございます。 

 具体的には、２枚目の真ん中辺りになりますけれども、第２の１．の（４）でございま

す。元の案は、「ネット上の誹謗中傷に対する取組等の推進」としてございましたけれど

も、御意見を踏まえまして、「情報『発信』を契機とするトラブルに対する取組等の推進

（自画撮り、誹謗中傷等への対応）」に修文してございます。誹謗中傷については昨今の

重要課題であるということを踏まえまして、項目として追加いたしましたけれども、それ

に限らず情報発信を契機とするトラブルへの取組を取り上げるべきでありまして、そのよ

うに修正したものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございます。 

 それでは、審議に戻りたいと思います。まず、本日御欠席されている中川委員より書面

で御意見をいただいておりますので、事務局から紹介をお願いいたします。 

○事務局 御紹介させていただきます。 
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 中川委員からの御意見です。まず読ませていただきます。 

 前回の委員会において、私から、「情報教育」の重要性を強調させていただきました。

そして、それを受け、報告書骨子中「第２ ２ 青少年のインターネットを適切に活用す

る能力の向上促進」について、情報教育の重要性について記述いただく方針であることは

ありがたくと思っています。青少年のインターネットの関わりにおいては、抑制の面だけ

でなく、青少年が自らの「情報教育」に関する資質能力を付けていくことは、今後、情報

社会に生きていく一人一人には重要であると考えるからです。 

 一方、この「情報教育」に関する資質能力は、学校教育のみで付けられるものではない

と考えます。第４次計画での記述同様、学校教育の側面のみが「基本的な考え方」として

強調されるのではなく、地域社会、家庭などを含む社会教育や他の啓発との総合的な取組

の中で培うものと考えます。 

次期計画を作成する際にも、同様に上記のことを勘案いただき、表現ぶりを考慮いただ

くようお願いします。 

 以上が御意見でございまして、この御意見に対しまして、中川委員には次のような回答

をさせていただいております。読み上げさせていただきます。 

 第４次基本計画における第１の「２．基本的な方針」の（１）において、学校において、

中略しますが、情報モラル教育を実施するとともに、適切な生活習慣の定着化に向けた家

庭における取組を支援するなど、地域社会、家庭等における青少年に対する啓発活動を実

施・支援するとありますが、この地域社会、家庭等における青少年に対する啓発活動を実

施・支援するという考え方については、第５次計画においても踏襲してまいりたいと思い

ますと御回答差し上げております。 

 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、出席されておられる委員から、その他、御意見等がございましたら、お願い

いたします。いかがでしょうか。 

 骨子案については、特に御意見がなければ、このような形で進めるということでよろし

いでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、先ほど申し上げたペアレンタルコントロールの定義に関しまし

て議論をしたいと思います。 

 まず、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 資料２－２を御覧いただきたいと思います。 

 ペアレンタルコントロールの定義につきましては、その意味するところが混在する状況

にございました。第５次基本計画におきましては、ペアレンタルコントロールによる対応
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が大きな柱となりまして、その普及促進を図る観点から、今後はペアレンタルコントロー

ルの意味するところとしては、「保護者が青少年のライフサイクルを見通して、その発達

段階に応じてインターネット利用を適切に管理」することとしてはどうかということで、

意見照会をさせていただきました。 

 それを受けまして、上沼委員から、ペアレンタルコントロールに非技術的手段を含める

ことには賛成できないとの御意見をいただきました。その理由の概略を申し上げます。 

 まず１点目、これは法の６条でございますが、非技術的手段は、従来からの青少年のネ

ット利用の監督責任は保護者にあるということとほぼ同義と考えられ、新しい単語を定義

してその重要性を強調すべき理由が見いだせない。 

 ２点目、もともとペアレンタルコントロールはいわゆるフィルタリングに包含されない

スクリーンタイム、ファミリーリンク等の技術的手段があるという点から、フィルタリン

グの上位概念として意識されるようになったものと認識している。このタイミングで非技

術的手段を包含させてしまうと、従来と同様、対象が曖昧なまま普及啓発の重要性のみが

強調されることになりかねない。 

 ３点目、非技術的手段に対する認識は主観になるため、その実施・非実施の統計の信用

性が損なわれる。 

 ４点目、３点目とも関連するが、主観によって決定されるため、具体的にどのようなこ

とを想定しているかも不明であり、効果検証がしづらい。 

 以上のような御意見をいただいたところでございます。 

 この上沼委員の御意見に対する関係府省庁の意見でございますけれども、１点目、ペア

レンタルコントロールという用語は、必ずしも技術的手段のみを意味するものではなく、

非技術的手段を含むものとして使用するケースも散見される。 

 ２点目、第５次計画において、フィルタリングの利用に限らない保護者による対応の推

進を図る観点から、非技術的手段を含む形でのペアレンタルコントロールという用語を普

及させることが政策的にも効果的だと考える。 

 ３点目、統計における御懸念については、何がペアレンタルコントロールにあたるかを

例示するなどして、今後、対応してまいりたい。 

 以上、上沼委員の御意見を受けた関係府省庁からのコメントでございます。 

 御説明は以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、御意見のある方はお願いいたします。 

 まず、上沼委員から発言されますか。 

○上沼委員 補足いたしますと、ペアレンタルコントロールという言葉を意識したきっか

けが、安心協の調査についてでして、この調査ではペアレンタルコントロールを非技術的
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手段に含めるという前提で調査を行っており、かかる手段その内容が、たとえば、親子間

でルールを策定しているというものでした。これに関しては、過去の内閣府の統計で、親

はそう言っているけれども子供は認識していないというずれが非常に大きいという結果が

出ております。このようなものも含めてペアレンタルコントロールと言ってしまうと、親

はルールを作ったと思っている場合、「それでいいのだ」と思われることが少し心配なと

ころです。それもあって、この機会にペアレンタルコントロールは何を指しているのかと

いう認識を共有した方がいいということで、お願いしました。 

 関係者対応の話で、フィルタリングの利用に限らない保護者による対応の推進という部

分がありますが、保護者による監督自体はもともと青少年環境整備法の中にビルトインさ

れていたものです。今の問題は、技術的対応としてフィルタリングでは十分ではないので

はないかという話から、スクリーンタイムやファミリーリンク等の技術的手段をも用いる

という話が出てきたのではないかと認識しており、従来から存在する「保護者による監督」

が不十分だったから、現状の問題となっているのではないか、つまり、保護者による対応

が不十分でなかなか進まないから何とかしなくてはいけないのではないかというのが、も

ともとの問題意識だったと思います。とすると、ある意味「保護者による監督」と同旨と

もいえる非技術的対応を入れてしまうのは、今後の重点施策として焦点がぼやけてしまい、

どうなんだろうと個人的には思っているところです。 

 以上です。 

○藤原座長 補足説明をありがとうございました。 

 それでは、牧田委員からお願いいたします。 

○牧田委員 大筋は上沼委員の御意見を支持します。 

 いずれペアレンタルコントロールという言葉が世間に広く出ていくと、今言っている非

技術的な部分、つまり親子関係まで踏み込んでいくことになるので、うまく言えないので

すけれども、どこまで親が子供に対して強制力を働かせるかみたいなところの議論は必ず

起きてくると思うのです。それを、それこそ関係省庁含めて、この計画を作ったところが

責任をちゃんと持てるのかなというのが正直懸念するところでありますし、もともと人間

社会というか生活から考えれば、親の子供に対する養育義務は既にあるわけでありまして、

そこの部分はそこの部分で守られていけばいいのであって、我々が今、定義をしようとす

るペアレンタルコントロールという言葉は、あくまで技術的なことに限定したほうがよい

のではと思っています。 

 以上、意見です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 曽我部委員からも意見を提出していただいているようなのですが、いかがでしょうか。 

○曽我部委員 曽我部です。 
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 上沼委員の問題意識は完全に共有するものなのですけれども、ただ単に概念論として、

ペアレンタルコントロールそのものは広く保護者による監督を指すのかなと思います。 

 フィルタリングとかファミリーリンクとかその他は技術的手段でありまして、概念整理

としては政府の整理で私は同意するのですけれども、ただ、問題意識としては上沼委員の

おっしゃるとおりで、政策の打ち出し方においては、ペアレンタルコントロールというも

のを前に打ち出していくと非常に拡散してしまって、本題がぼやけてしまう。そこはしっ

かり使い分けていくということが求められるのかなと思いましたので、特に新しいことを

申し上げているわけではないということで、概念整理としては政府に同意しますが、問題

意識としては上沼委員に同意したいということでございます。 

○藤原座長 どうもありがとうございました。 

 他の委員の皆様方、いかがでしょうか。 

 尾上委員、どうぞ。 

○尾上委員 私も先ほどの意見と同調するところはあるのですが、例えば車であったり公

式に免許が出るものに関しては当然その縛りがあって、しっかりした法律を守っていくと

いう流れですが、子供に関して言うと、例えば自転車を乗り始めます。それにあたっては

道路交通法を誰が教えるのかというと、学校ではなく使わせる保護者が教えていくという

のは当然のことであって、それに似たものになるのではないかと思います。使わせるにあ

たっては、保護者からのしっかりした教育が必要である。そこの範囲がどの範囲かという

と、全て含まれるのではないかなということで、使い方に関しては、先ほど出ていた意見

と同じような意識を持っておるのですが、広義で使うにあたって、例えばPTA団体が使うに

あたっては、ある程度こういったものも包括しておかないと片手落ちになるかなという感

じもしておりますので、政府案に関しては、私自身はある程度同調するところでもありま

す。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございます。 

 他の委員の皆様方で、いかがでしょうか。何か御意見はございますでしょうか。 

 上沼委員の御意見、御指摘をいただいて、その後、委員に意見の募集をしたわけですけ

れども、曽我部委員からいただき、私も一言は申し上げてあるのです。IT関係の用語集等

を見ると、確かに技術的なことばかり書いてあって、上沼委員のおっしゃることはごもっ

ともかなと思ったのですけれども、ペアレンタルコントロールについて青少年インターネ

ット環境整備法関係のパンフ等を見ると、前にここにおられた尾花委員とか、お茶の水大

学の坂元教授とか、そういう方々が書いたものを見ると、非技術的な手段を含むような定

義として使われているということがあり、それを前提として議論しているということもあ

り、今後の政策を考えるときには今の定義でいいかなという意見を申し上げたのです。 



21 

 

 ただ、おっしゃることはごもっともで、ここの議論に生かすべきなのですけれども、恐

らく、保護者による管理を広く意味しているというのが英語の原義かなと。私は曽我部委

員と違ってOECDのものを調べたことはないのですけれども、英語が語源ですので、諸外国

とか関係機関はそれを前提にして議論しているのかなと思ったので、上沼委員の議論を前

提にして、慎重に使わなければいけないし、意識して使っていくようにしなければいけな

いのだけれども、定義としては政府のこの案でいいのかなと、個人的にはそういう意見を

書きました。 

 この法律は10年以上前の議員立法なのですけれども、上沼委員がおっしゃったように、

スタートはフィルタリング利用促進法に近いようなイメージで出て、フィルタリングのこ

とばかり議論されてきたということは事実です。新たな技術的手段が出てきたのですけれ

ども、なかなか難しいところで、新たな技術的手段が出てきたときに、親御さんがどの手

段を選ばせるか、どの手段を親が取るかというのは、ある意味では管理と言えるので、そ

れで恐らく曽我部委員が機能と定義を分離されたのだと思うのですけれども、そういう議

論の流れを見ても、一応は本日打ち出されている政府案の使い方でもいいのかなと思って

いる次第です。ただ、これはお二人から、今、少し考えたほうがいいという議論を最初に

いただきましたので、慎重にこの場でいろいろな意見を賜りたいと思っているところです。 

 いかがでしょうか。 

 専門の概念を使うという定義の専門的なお立場から、あるいは研究でいろいろそういう

概念を使われるというお立場から、木村委員や小城委員、いかがでしょうか。もし御意見

があればということで結構でございます。 

○事務局 木村委員が手を挙げております。 

○藤原座長 木村委員、よろしくお願いいたします。 

○木村委員 ありがとうございます。 

 私自身、この言葉をしょっちゅう使っているわけではなくて、改めてここでも勉強させ

ていただいているのですけれども、委員の方のお話を伺っている限りでは、定義を狭くし

てしまうと落ちこぼれるところがあるようなので、定義としては広くしておいて、ただし、

この提言として何を打ち出すかというのは明確にして、技術的な側面が重要なのだという

のはアピールする必要がある。抽象的な言い方になって申し訳ないのですけれども、その

ような扱いでいかがかと考えております。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございます。 

 他にはいかがでしょうか。 

○上沼委員 上沼です。 

 ついでに御確認いただきたいことがあるのですけれども、ペアレンタルコントロールに
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ついて、既にペアコンとかいう略語が使われてしまっていたりするのです。ペアコンとい

う言葉が何を指しているのかもまた分からなくなっており、今までは技術的手段っぽく使

っていたと思うのです。今回、概念を整理し、機能と分離していただくのであれば、別に

ペアレンタルコントロールという言葉の意義をどうするかにこだわるものではないのです

けれども、ただ、いろいろなところで使われる語の意味がまちまちなのが一番よくないと

思います。そういう意味で、ついでにペアコンが何を指しているのかも確認してもらった

ほうがいいのかなという気がします。 

○藤原座長 では、事務局から少し話していただきます。 

○事務局 混乱させてしまって、大変申し訳ございませんでした。 

 ペアコンというのは、あくまでも事務局内部で簡略化した表現ということで抽象的に使

っているものでございまして、もちろん対外的に使っているものでは一切ございません。

今後、定義が定まれば、それに統一的な対応はしていきたいと考えてございます。 

○上沼委員 ごめんなさい。事務局で使っているのではなくて、普及啓発の場面などでペ

アコンという言葉を聞くのです。なので、概念の整理をした方がいいのではないかという

問題意識です。 

○事務局 外で使われている点については、私は正直存じ上げておりませんでした。ただ、

先ほど申し上げたとおり、事務局内部では確かにそういう言い方をしてございましたけれ

ども、今後は統一してまいりたい。政府として出す場合の表現は気を付けて、統一的な対

応をしてまいりたいと思います。 

○藤原座長 上沼委員、よろしいですか。言葉が独り歩きするといけないという御注意だ

と思いますけれども、ありがとうございます。 

 それでは、ペアレンタルコントロールについてはいろいろ御指摘、御意見を賜りました

けれども、現在の説明を維持するということで、ただし、上沼委員が御指摘の点について

は注意するということでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、次の論点に移りたいと思います。改正法附則第４条に基づく提言報告書案に

ついて、事務局から報告があります。よろしくお願いいたします。 

○事務局 それでは、資料３－１を御覧いただきたいと思います。改正法附則第４条に係

る提言報告書につきまして、まずパブリックコメントの結果について御説明いたします。 

 報告書の最後のほうでありますが、55ページを御参照いただければと思います。パブリ

ックコメントは、10月23日から11月１日の10日間において意見募集が行われ、３名の方か

ら16件の御意見をいただきました。 

 御意見の概要を申し上げますと、子供が事件及び事故に巻き込まれた場合、保護者にも

監督責任を50％負わせるべき。社会側で全てを支える事には限界があるといった御意見。 
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 また、インターネット利用時間の長時間化による青少年への影響は、今後恐れが懸念さ

れるという程度ではなく、青少年の健全な成長に支障を及ぼしており、現状を踏まえた施

策が必要という御意見。 

 さらに、ゲーム依存については、取り巻く環境は変化を続けているというような間接的

な問題として言及するのではなく、直接的な問題として捉えるべきといった御意見を頂戴

いたしました。 

 これらの点につきましては、貴重な御意見として承り、今後の第５次基本計画策定の際

に参考とさせていただきたいと思います。 

 また、文言の整理に係るもの、13か所についても御意見をいただきまして、それらの点

については提言に反映をさせていただいてございます。 

 以上がパブリックコメントの関係でございます。 

 続きまして、資料の修正が１か所ございます。申し上げます。 

 34ページの下から６行目、真ん中ぐらいに「下表のとおり」という表現がございますけ

れども、そのページ内には表はございませんことから、次のページに表がございますので、

「下表のとおり」を「次表のとおり」と修正をお願いしたいと思います。 

 説明は以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 今の事務局からの説明につきまして、何か御質問等はございますでしょうか。よろしい

ですか。 

 それでは、改正法附則に関する検討会の提言報告書については、本日付をもちまして、

政府への提言とさせていただきます。 

 また、提言報告書は、今後、内閣府ホームページに掲載されるということですので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

 これで、本日予定しておりました一連の議事については終了いたします。 

 事務局から、何か事務連絡などがございましたらどうぞ。 

○事務局 次回の第49回検討会につきましては、令和３年２月を目途に開催させていただ

く予定でございます。詳細な日程や場所については、別途御連絡させていただきます。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、以上で本日の予定議題が全て終了しました。 

 長時間にわたり御審議いただき、誠にありがとうございました。お礼を申し上げます。 

 


