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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50回会合 

議事次第 

 

 

日時：令和３年４月28日（水）14:00～ 

場所：Web会議による開催 

 

 

１ 令和２年度 青少年のインターネット利用環境実態調査結果（概要）につ

いて 

 （１）説明 

 （２）質疑応答 

 

２ 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（案）について 

 （１）説明 

 （２）質疑応答 

 

３ その他 
 
 
 
 
 
【委員】木村座長、上沼委員、尾上委員、佐川委員、執行委員、曽我部委員、竹内委員、中川
委員、牧田委員、山本委員 

【内閣府・事務局】三上政策統括官、難波審議官、小山参事官、柏木専門職 

【オブザーバー】内閣府子ども・子育て本部（認定こども園担当）補佐、警察庁生活安全局情

報技術犯罪対策課課長補佐、警察庁生活安全局少年課係長、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情報経済課デジタル取

引環境整備室長 



3 

 

○木村座長 それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。 

 本日はお忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

 本日から司会進行を務めさせていただきます、木村でございます。よろしくお願いいた

します。 

 では、最初に事務局から注意事項と会議に使用する資料の説明をお願いいたします。 

○事務局 御説明いたします。 

 ウェブ会議の開催に当たり、注意事項を申し上げます。万が一、通信が途切れてしまっ

た場合には、一旦議事の進行を事務局に委ねていただき、通信回線が回復するまで事務局

のほうで進行するような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は、挙手機能を御活用いただき、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。 

 御発言の際は、画面上に表示されているミュートボタンをオフにしていただき、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。 

 御発言が終了したら、必ずミュートボタンをオンにし、周囲の音声が入らないよう、御

配慮をお願いいたします。 

 今回の会議は、事前にもお話ししたとおり、YouTubeで音声だけをライブ配信させていた

だいております。 

 配付資料につきましては、資料１、資料２、資料３の３種類がございます。お手元に御

準備をお願いいたします。 

 本日の議題で御説明するのは資料１及び資料２となりますが、資料３の第４次基本計画

のフォローアップにつきましては、御質問がございましたら、本検討会中に御質問くださ

い。 

 以上でございます。 

○木村座長 ありがとうございます。 

 それでは、委員の出欠状況などについて、事務局からお願いいたします。 

○事務局 御報告いたします。 

 執行委員が間もなくログインされると思いますけれども、本日は委員全員が出席されて

おります。 

 以上です。 

○木村座長 ありがとうございます。 

 次に、委員の交代について、同じく報告をお願いいたします。 

○事務局 座長を務められていた藤原委員、五十嵐委員、小城委員が退任されまして、木

村委員が座長に、中川委員が座長代理に就任されました。 

 木村座長、中川座長代理から御挨拶をいただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○木村座長 ありがとうございます。 
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 座ったままで失礼いたします。改めまして、日本大学の法科大学院で刑事法を担当して

おります木村でございます。これまで、刑法関係で、性犯罪の刑法改正であるとか、東京

都の青少年健全育成条例の改正などについて、少しお手伝いさせていただいた経験がござ

います。 

 大変僭越ではございますが、座長として務めさせていただきますので、どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

 中川先生、お願いしてよろしいでしょうか。 

○中川委員 放送大学の中川一史です。このたび、座長代理を拝命いたしました。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 今後、より教育・啓発の重要性が増す中で、自分の役割を果たしていきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○木村座長 どうもありがとうございます。 

 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１は「令和２年度 青少年のインターネット利用

環境実態調査結果（概要）」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の整備等に関する検討会報告書（案）」について

でございます。 

 議事次第に沿って、説明・報告をいただいた上で議論を進めていきたいと存じます。 

 まず、議題１の「令和２年度 青少年のインターネット利用環境実態調査結果（概要）」

について、事務局から御説明をお願いいたします。 

○事務局 事務局より、資料１を用いまして御説明申し上げます。 

 画像も共有させていただいております。 

 まず、資料１の２ページ、調査概要でございます。 

 右上に四角で囲ってあるのがページ番号でございます。 

 調査目的は、平成21年度から今日に至るまで、毎年ずっと青少年のインターネット利用

状況について調査を続けております。 

 調査のつくりとしましては、おおむね二つございまして、２の（１）、①②で書かれて

おりますように、満10歳～17歳の青少年本人5,000人、それと保護者5，000人ということで、

これは対でございます。対の組合せに対して、基本的に個別面接聴取法で基本的に訪問調

査をやっているものでございます。 

 それに加えて、０歳～満９歳の3,000人、こちらは保護者を対象に子供のネット利用の実

態や保護者の取組について調査しています。 

 以上が調査結果についての御説明でございます。 

 ４ページをお開きください。 

 青少年の95.8％がインターネットを利用しているということで、もはやほとんどの青少

年は使っているということでございます。 
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 実際に利用している機器ということになりますと、黄色で塗ってございます、スマート

フォン、タブレット、携帯ゲーム機の３種類がインターネット利用の上位３機種というこ

とで、利用率が高くなっております。 

 ５ページの「青少年の機器ごとのインターネット利用状況」ですが、令和２年度の傾向

といたしまして、「ノートパソコン」や「デスクトップパソコン」等の「パソコン（計）」

と、「タブレット」「学習用タブレット」「子供向け娯楽用タブレット」等の「タブレッ

ト（計）」の利用率が上昇しております。 

 ６ページでございます。 

 例年、年齢別で見ていた低年齢層の子供のインターネット利用率ですが、年齢別の結果

は各カテゴリーに掲載がございますので、本年度より、通園・在学別の切り口でアプロー

チいたしました。 

 ４ページにおいて、満10歳以上の小学生のインターネット利用率が90.5％とございます

が、満６歳～満９歳の小学生においても82.4％となっておりまして、小学生の利用率が高

くなっているということが見てとれるかと思います。 

 続きまして、７ページでございます。 

 青のグラフが保護者による回答、赤のグラフが本人による回答となっておりまして、保

護者回答と本人回答が必ずしも完全に一致するということではないのですが、おおむねの

傾向としてほぼ一致しているということで、恐らく実態を反映したものになっていると言

えるのではないかと思います。 

 続きまして、８ページに行きます。 

 「青少年のインターネットの利用状況－２」でございます。 

 スマートフォンの専用率は、青少年は小学生の段階で既に41.0％でございます。中学生

で84.3％、高校生だとほぼ100％に近いということでございまして、専用率の調査は平成30

年度調査より導入しておりますが、平成30年度、令和元年度、令和２年度と調査を重ねる

たびに専用率が高まってきてございます。 

 ９ページでございます。 

 ここからは低年齢ということで、０歳～満９歳が対象になりますが、スマートフォンで

はほとんどが親と共用になっております。 

 10ページでございます。 

 先ほどより説明しております機器の専用・共用の状況でございますが、並べて見てみま

すと、一つ言えるだろうというのが、満10歳～満12歳の間に専用率が高まっていくという

ことで、そこを一つの着眼点にして啓発などを重点的に行っていく必要があるということ

が、この中から見てとれるわけでございます。 

 令和元年度の結果も同じ傾向がありまして、その結果を基に、令和３年１月発行の啓発

リーフレットは児童・生徒編を編集いたしました。 

 11ページの「青少年のインターネットの利用状況－３」でございます。 



6 

 

 どういった用途に使っているのかということで参りますと、満10歳～満17歳の青少年の

調査結果では、音楽視聴、動画、ゲームの三つについて非常に高い率で推移しております。

令和２年度の調査で目立ちましたのが、勉強、学習、知育アプリやサービスは、昨年比１

割弱増加いたしまして、小学生で40.3％、中学生で49.3％、高校生で65.3％と学校種が上

がるほど多くなる結果となりました。 

 12ページでございます。 

 低年齢層の子供が何に用いているのかということでございます。先ほどとは少し違いま

して、コミュニケーションはまだ伸びておらず、音楽視聴や動画視聴、ゲームはやや伸び

ていっているという状況かと思います。ここが違いでございます。 

 続きまして、14ページは利用時間の状況でございます。 

 利用時間は年々長くなってきておりまして、過去５年分を並べておりますが、今回の令

和２年度の調査結果では、小学生がおよそ２時間半、中学生がおよそ３時間20分、高校生

がおよそ４時間半でした。 

 続けて、15ページの令和２年度の低年齢層の子供の平均利用時間ですが、102.9分という

ことで、低年齢層の子供の利用時間もじわじわと増えてきております。昨年と比べても約

18分伸びておりまして、満９歳においても121分となっており、延びてくる傾向にあると思

います。 

 16ページに参ります。 

 年齢別に平均の利用時間を並べております。２歳からデータがございますが、満10歳か

ら満17歳まで、利用時間が延びております。満17歳は少しへこむのですが、これは受験勉

強などの影響も考えられると思います。 

 続きまして、17ページの「インターネット利用に関する家庭のルールの有無」でござい

ます。 

 ここで着眼しておりますのは、保護者と青少年本人との意識のギャップでございます。 

 例えば、小学生で見てまいりますと、本人は80％、保護者は88％がルールを決めたとい

う認識があるわけで、その差が８％ぐらいあります。 

 ところが、中学生になりますと71％と82％ということで、11％ぐらいです。高校生にな

りますと、今度は43％と65％ということで、20％ぐらい。数％ずつ伸びていくということ

で、子供が成長するにつれて、ルールを決めましたねというところについてお互いにギャ

ップが生じることが顕著になっているのが分かります。 

 続きまして、18ページでございます。 

 これは、保護者が青少年の利用に関してどういった管理をしているのかということにつ

いて聞いております。 

 この中では「大人の目の届く範囲で使わせている」や「利用する際に時間や場所を指定

している」などといったものが高くなっております。「フィルタリングを使っている」と

いうのが、少し見づらいのですが、37.4％から40.6％ということで、３％強増加しており
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ます。 

 続きまして、19ページは過去のデータを７年分並べてみてございます。 

 次に、20ページでございます。 

 これは、低年齢層の場合にどのようなことになっているかということでございますが、

低年齢層の場合は「フィルタリングを使っている」の率が余り高く出ないということもご

ざいます。 

 他方で「大人の目の届く範囲で使わせている」や「利用する際に時間や場所を指定して

いる」などの率が高くなってまいります。 

 続きまして、21ページはインターネットに関する青少年本人に対する啓発の機会であり

ますが、右側の数値を見ていただきますと「学校・幼稚園・保育園等」という教育機関の

ほうは総数が95.2％ということで、青少年のインターネット啓発や教育は学校教育が中心

となってやっていただいているということだと思います。 

 22ページですが、低年齢層の部分について見ております。 

 こちらのほうは、どちらかというと幼稚園や保育園ですが、親が担う部分が満10歳以上

に比べて相当大きいことが分かります。 

 続きまして、23ページです。 

 保護者がどこから情報を仕入れていたのかということですが、この中からはやはり教育

機関から聞いているケースが多いことのほか、PTAの役割が非常に大きいことが分かります。

親同士のつながりなどがかなり重要な役割を果たしていると思います。 

 続きまして、24ページでございます。 

 先ほど御説明しましたように、フィルタリングの利用率が３％強増加しておりますが、

その理由の一つとして、青少年の保護者のフィルタリングの認知率があると思われます。 

 23年から30年にかけて低落傾向で、フィルタリングの認知率が少なくなっておりました。 

 ところが、平成30年度と令和元年度を比較していただきますと、56.2％から60.2％、令

和２年度は62.3％ということで、認知率が徐々に増えてきたところでございます。こうい

ったところは特に事業者の努力が大きいと思いますが、それが結果になって出てきている

と思っております。 

 令和３年度の「青少年のインターネット利用環境実態調査」ですが、調査票を数点見直

す予定がございます。 

 一つは、利用機器の種類について。スマートフォンはいわゆる格安スマートフォンなど

と機器を分けておりましたが、キャリアやサブブランドも増えてきたことから、調査対象

者の負担軽減も考慮いたしまして、利用機器を整理する予定でおります。 

 このほか、利用目的や、フィルタリングやペアレンタルコントロール機能などの保護者

の取組についても整理しようと考えております。 

 こちらにつきましては、５月10日に「青少年のインターネット利用環境実態調査」の企

画分析会議が開催される予定となっております。この企画分析会議は、検討会委員の竹内
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委員にも御参画いただいておりまして、竹内委員をはじめ、企画分析会議の委員の先生方

の御指導を仰ぎながら進めてまいります。 

 簡単ではございますが、説明は以上でございます。 

○木村座長 どうもありがとうございました。 

 では、続いて質疑応答に移りたいと存じます。ただいまの御説明について、御質問、御

意見等のある方はお願いいたします。 

 上沼委員、お願いいたします。 

○上沼委員 上沼です。 

 詳しい調査の結果をありがとうございます。 

 去年も似たようなことを言った覚えがあるのですけれども、インターネットの利用時間

が増えているのは顕著な傾向として確認できるのですが、できればそれと併せて、テレビ

の視聴時間とか、ゲーム機でのゲーム時間という他のメディアの利用時間を一緒に調べる

といいのではないかと思っております。 

 というのは、例えば動画視聴が多いということは、今までテレビに使っていた時間をイ

ンターネットに使っているのではないかという予測がされるなど、ほかの活動についての

時間の使い方と併せないと、真の使い方の現状は把握できないのではないかと思われると

ころがあります。質問というか意見になってしまっているかもしれませんけれども、もし

そういうデータがあるようであれば、その辺のところを一緒に分析いただけたりするとあ

りがたいと思って発言させてもらいました。 

○木村座長 どうもありがとうございます。 

 ただいまの件、事務局から何かございますでしょうか。 

○事務局 ありがとうございます。 

 ほかの娯楽とのバランスということで、いただいた意見を踏まえて企画分析会議のほう

で諮ってまいりたいと思っております。 

○木村座長 ありがとうございます。 

 では、可能な範囲でよろしくお願いいたします。 

 ほかに御意見、御質問等はございますでしょうか。 

 尾上委員、お願いいたします。 

○尾上委員 尾上です。 

 先ほど啓発の部分でお話が出ておりましたが、このコロナ禍でPTA活動自体が行われてい

ない単位PTAが結構あって、連合体もほとんど研修活動が行われていない状態ですので、次

の調査をするときに、問いに関しては少し配慮が要るかなと。過年度において聞いたとい

う人がいるかもしれないのですが、今年度とか前年度に関しての情報、いわば最新情報の

取得の仕方がどうであるかというのは、しっかりヒアリングしていただけたらと思います。 

 以上です。 

○木村座長 ありがとうございます。 
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 今の点はいかがでしょうか。何か御検討されていることがあれば、お願いします。 

○事務局 ありがとうございます。 

 いただいた意見を踏まえて、企画分析会議で諮ってまいります。 

 よろしくお願いいたします。 

○木村座長 ありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。 

 曽我部委員、手を挙げられていますでしょうか。お願いいたします。 

○曽我部委員 曽我部です。よろしくお願いします。 

 最後のほうで、格安スマートフォン等々の分類について整理をされる予定というお話が

あったと思うのですけれども、これに関して確認させていただきたいのは、青少年のフィ

ルタリングとの関係では、いわゆる大手キャリアのものとMVNOによるスマートフォンでは

いろいろな意味でかなり違いがあったというところで、ただ、現状のMVNOのスマートフォ

ンというのは青少年の利用が必ずしも多くないというところで、余り問題が顕在化してこ

なかったような側面もあるかと思います。 

 他方で、先ほどおっしゃったように、大手キャリアのサブブランド等を含めてだんだん

と多様化が進んできて、伝統的な大手キャリアのメインブランドではないものを青少年が

使っていくことが増えていく中で、今までの大手キャリアのメインブランドにおいてはか

なり力を入れてフィルタリングの促進をやっていただいている中で、状況が変わってくる

ことも考えられるかと思いますので、見直し自体には異論はないのですけれども、単純に

整理するという形になってくると、問題状況が見にくくなってくる可能性があるような気

もいたしますので、その辺についても御留意いただければと思っております。 

 以上です。 

○木村座長 ありがとうございました。 

 先ほどの分類を整理しますというのは、今の御意見も踏まえてということなのでしょう

か。もし何かあれば、お願いいたします。 

○事務局 曽我部委員がおっしゃっていたように、そういったものも含めてきちんと整理

して、分かりやすいような形で調査ができるように進めてまいりたいと思っております。 

○木村座長 ありがとうございます。 

 竹内委員、お願いいたします。 

○竹内委員 竹内です。 

 今の件ですけれども、これからまた更に低年齢に進んでいくので、フィルタリングは再

度一つの大きな鍵になっていくと思うのですね。 

 先ほどの調査結果の中でも、幼児が使っているのにフィルタリングをされていないのは、

母親のものを使っているからなのですね。私は母親フィルタリング問題と名づけているの

ですけれども、その辺も踏まえて、調査の仕方を再検討する必要があると思います。 

 だから、今後その母親の機材にもフィルタリングをつけようみたいな啓発をしていくの
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が、子供が使うときに切り替えられるとかも含めて、何か啓発のためにも必要だなと私も

問題意識を持っておりますし、調査の変更にも関わることになっておりますので、今の曽

我部委員のことなども踏まえてやりたいと思っております。 

 以上です。 

○木村座長 貴重な御指摘をどうもありがとうございます。 

 ほかにありますでしょうか。 

 上沼委員、お願いいたします。 

○上沼委員 先ほど一緒に発言しておけばよかったのですけれども、失礼いたしました。 

 もう一点発言しておきたいことがありまして、18ページの「子供のインターネット利用

に関する保護者の取組－１」で「フィルタリングを使っている」という用語についてです。

この前、たしか、このフィルタリングにはスクリーンタイム等のいわゆるペアレンタルコ

ントロールの技術的手段も入っているという概念で整理されていたと思うのですが、今回

も同じかという点はどこかに明記されておいたほうがいいのかなと思うので、お願いしま

す。 

 この前お子さんと直接話したときに、フィルタリングと時間制限の技術的機能を若干ご

っちゃにされていたということがございました。とすると、「フィルタリングを使ってい

る」といっても、どのような機能の趣旨で使われているのかが現在分かりにくくなってい

ると思われます。ですので、用語を整理して、その辺を分かるようにしていただけるとい

いかなと思います。 

○木村座長 ありがとうございます。 

 今の御指摘についてはいかがでしょうか。 

○事務局 フィルタリングの説明が調査票についているのですが、そちらも新しくしまし

て、今の表記よりも分かりやすいようにというところで検討していくところでございます

ので、こちらも企画分析会議でこういった御意見を頂戴したことを持ち帰らせていただき

ます。 

 ありがとうございます。 

○木村座長 ありがとうございました。 

 竹内委員、お願いいたします。 

○竹内委員 何度もすみません。 

 確かに、今のところが子供たちや母親に啓発をする者にとっての非常に大きなポイント

になっています。大手のキャリアであれば、フィルタリングの中で時間制限ができるとこ

ろもあるし、iPhoneのスクリーンタイムであるとか、Androidのデジタルウェルビーイング

など、いろいろなものがあって、それがぐちゃぐちゃになって、あるところではこういう

ものができる、あるところではできないとか、やり方が難しい、難しくないとか、その辺

が非常に混在している状況で、今は特に時間についての問題意識が強いので、その辺りに

ついても何か反映できるようなものを御提案できるかなと思っておりますけれども、整理
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ができつつあるという状況なので、その辺についての御意見等があれば、ぜひお聞かせい

ただきたいなとも思っております。 

○木村座長 ありがとうございました。 

 これは来月の会議の中で議論になるのでしょうか。 

 事務局、いかがでしょうか。 

○事務局 ５月10日の企画分析会議で諮ってまいろうと思います。 

○木村座長 ありがとうございます。 

 では、竹内委員も御参加ということですので、よろしくお願いいたします。 

 ほかにはございますでしょうか。 

 では、議題１については以上でよろしいでしょうか。 

 この概要については確認させていただいたということにさせていただきます。ありがと

うございます。 

 引き続いて、議題２の「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（案）」

についてでございます。こちらについてもまず、事務局から御説明をお願いいたします。 

○事務局 「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（案）」について、

御説明いたします。 

 検討会報告書案につきましては、先の検討会におきまして委員の皆様の御了解をいただ

きまして、所要の修正を行った上で４月１日～４月14日の14日間の期間を設けてパブリッ

クコメントを実施いたしました。 

 既に皆様にお知らせしたとおりでございますが、その後も技術的な修正を行っておりま

す。その後の修正について、改めて申し上げたいと思います。 

 全部で５点申し上げますが、一つ目が５～６ページの「（３）フィルタリング加入申出

率及びフィルタリング有効化措置率」について、最新の数値を反映するため本文を修正し、

図表２を差し替えております。 

 ２点目でありますけれども、20ページの「（４）青少年の情報「発信」を契機とするト

ラブルに対する取組等の推進」等々の、上から５行目でございますが、「周知広報を行う

など、関係府省庁、関係団体・事業者が連携し」というところの「関係府省庁」という部

分は、元は「関係省庁」でございましたが、そこに内閣府の「府」を加えております。 

 ３点目は、23ページの「（２）インターネット利用環境の変化やコロナ禍による社会変

化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」の下から３行目の

「また」を「さらに」に修正しております。 

 ４点目は、36ページにパブリックコメントの結果を追記してございます。 

 最後に５点目は、37～38ページの委員名簿を本日時点のものに改めさせていただいてお

ります。 

 以上の修正を経たものが、資料２の「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（案）」でございます。 
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 事務局からは以上でございます。 

○木村座長 どうもありがとうございます。 

 では、ただいま案について御説明がありましたけれども、御質問、御意見、コメント等

があればお願いいたします。 

 これまで大分丁寧に御意見を出していただいて、修正等をしていただいていますけれど

も、更に御意見でも結構ですし、何かあればお願いいたします。 

 先生方、もう言い尽くした感じでしょうか。よろしいでしょうか。 

 もし特になければ、事務局からも特に補足的なことはございませんか。 

 では、よろしいでしょうか。 

 それでは、この報告書を当検討会としての政府への提言として決定したいと存じますが、

御異議はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、御異議なしと認めさせていただきます。どうもありがとうございました。 

 それでは、この報告書を当検討会としての政府への提言とさせていただきます。 

 議題は以上となりますけれども、先ほど御指摘のありました資料３の第４次基本計画の

フォローアップを含めまして、本検討会全体を通して何か御質問、コメント等があれば、

ぜひお願いいたします。 

 竹内委員、お願いいたします。 

○竹内委員 何度も申し訳ないですが、一言だけお願いします。 

 私は他府県や府省庁など、いろいろなところで啓発とかに関わっているのですけれども、

今どこもコロナの緊急対応で非常に予算が苦しい状況なのですね。一方、ネットの依存が

増えたり、コロナで子供たちがネットを利用したりする状況があるので、子供たちにとっ

て緊急の要素を踏まえている部分が多いです。 

 それを踏まえていろいろなところが対策しようにも、先ほど尾上委員がおっしゃったよ

うに、PTAが活動できないとか、学校も余裕がないので、非常に大変な状況になっています。 

 だから、意見というよりも前提的な発言なのですけれども、今後国としてより予算、時

間をかけて丁寧にやっていく必要が出てくるのではないかなと意見表明だけしておきたい

と思っています。 

 今出された議案について一つ一つがどうということではないですし、丁寧にやっていた

だいているとは思うのですけれども、その辺りの表明をしたいと思って御発言させていた

だきました。 

 以上です。 

○木村座長 どうもありがとうございます。 

 非常に現実的な問題だと思いますので、ぜひ今後事務局のほうでも御検討いただければ

と思います。 

 ほかにありますでしょうか。 

 上沼委員、お願いいたします。 



13 

 

○上沼委員 今までこんなふうに、予算も入れていただいていたでしょうか。今回、予算

と昨年度の対応とか今後の拡充とかが入っていて、非常に一覧性が高くなって見やすいな

と思っております。 

 ですので今回すごくありがたいなと思っています。それと同時に、これを見ると普及・

啓発分野における活動の重複がよく見えてくるところもあります。重点分野などを書いて

くださっているのは分かるのですけれども、もう少し中身に一覧性があると、普及啓発の

対象がどのように広がっているのとかが分かりやすくていいのかなと思いました。いただ

いた表について一覧性がよくなったが上に、もうちょっとわがままなことを言ってみたく

なったという感じのところがあるものですから、意見として申し上げさせていただきまし

た。 

 お願いします。 

○木村座長 どうもありがとうございました。 

 資料３のことですね。もし何かあればお願いいたします。 

○事務局 この辺りに関しましては、予算額に関しましては昨年も入れていたということ

でございます。一覧性の観点、御指摘を踏まえて、今後も改善できるところがあれば改善

していきたいと思います。 

○木村座長 ありがとうございます。 

 確かに非常に分かりやすい表だと思いますので、今後も活用できればと思います。あり

がとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。 

○山本委員 電気通信事業者協会の山本ですけれども、よろしいでしょうか。 

○木村座長 お願いいたします。 

○山本委員 今、予算の御紹介があり、周知・啓発のお話もありましたので、私ども電気

通信事業者協会が総務省の予算の下で取り組んだことについて、手前みそですけれども、

簡単に御紹介させていただきたいと思います。 

 先ほどの報告書にもございましたように、フィルタリングの利用徹底については、日頃

から各事業者も努力を重ねてきているところでございますけれども、その一環としまして、

総務省のほうでフィルタリングなどの取組に関する周知・啓発の一つとして動画の作成と

いうものがございまして、私どもの協会もその作成に当たって協力をしました。 

 これは政府全体としての春の一斉行動の取組の一環でもあるのですけれども、そういう

形で作成したフィルタリング利用の周知・啓発動画は、人気漫画の『僕のヒーローアカデ

ミア』とタイアップという形で、いわば児童・生徒の方にも見やすく、分かりやすく御覧

いただけるようなものになっているのですが、そういうものを私どもの協会のホームペー

ジ、又は各携帯電話事業者のホームページ等で公開させていただいておりますので、もし

機会がありましたら御覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 
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○木村座長 貴重な情報を提供いただいて、どうもありがとうございます。 

 ほかにございますでしょうか。 

 もしよろしければ、以上とさせていただきます。 

 それでは、最後に事務局から事務連絡をお願いできますでしょうか。 

○事務局 本日御決定いただきました御提言を受けまして、政府として基本計画の見直し

作業に取りかかりたいと思います。今後、第５次基本計画の案を作成し、パブリックコメ

ントなどの所要の手続を行った後、５月下旬から６月上旬を目途に、子ども・若者育成支

援推進本部において第５次基本計画を決定していただくことを考えております。 

 また、次回検討会につきましては、現時点では未定でございます。開催のおおむねの予

定が決まった段階で調整してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○木村座長 ありがとうございました。 

 以上で本日の予定議題は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、第50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

了させていただきます。御審議いただきまして、誠にありがとうございました。 


