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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36回会合 

議事次第 

 

 

日時：平成29年９月29日（金）10:00～12:00 

場所：中央合同庁舎４号館 共用第３特別会議室 

 

 

１．開会 

２．議題 

 議題１ 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に係る施 

策に関する事項について 

（１） 低年齢層の子供のインターネット利用環境実態調査結果（概要）について（内閣府） 

（２） 低年齢層の子供に係る教育・啓発関連データの分析結果について（内閣府） 

（３） 低年齢層の子供やその保護者に向けた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について（文部科学省） 

（４） 低年齢層の子供の保護者に対する周知・啓発について（厚生労働省） 

（５） 低年齢の子供を取り巻く子育て環境の変化と課題について（安心ネットづくり促進協議会） 

～安心協の未就学児向け取り組みを通して～ 

 議題２ 地方自治体の取組事例から見る継続的な官民連携について 

○ 岡山県の取組事例から見る継続的な官民連携について（内閣府） 

３．その他 

４．閉会 

【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、金井委員、 

清原委員、国分委員、小城委員、吉田委員、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課長補佐、

警察庁生活安全局少年課保護対策室長、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評価企画室上席補佐官、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課長 

【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、内閣府子ども・子育て本部参事官（認定こども園担当）  
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○藤原座長 おはようございます。 

 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。 

 それでは、定刻となりましたので、「青少年インターネット環境の整備等に関する検討

会」の第36回を始めさせていただきたいと思います。 

 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。 

 長尾委員の代理で、井部様に御出席いただいております。また、尾花委員、藤川代理に

つきましては、出席いただくということで連絡をいただいております。若干おくれるとい

う話でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 ７月の異動で、内閣府政策統括官（共生社会政策担当）として、小野田様が御着任され

ております。初顔合わせとなる委員の皆様も多いと存じますので御挨拶をお願いしたいと

思います。 

 小野田様、お願いいたします。 

○小野田内閣府政策統括官 ただいま御紹介いただきました内閣府政策統括官を拝命しま

した小野田と申します。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。 

 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、議事次第の一番下に資料一覧を記載してお

ります。 

 資料１～資料６に加えまして、机上配付資料を総務省さんからいただいておりますが、

総務省の「インターネットトラブル事例集（平成29年度版）」を机上に配付しております。 

 不足などがございましたら、事務局までお申しつけいただければと思います。 

 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

御確認をいただいた後、座長にお諮りして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 それでは、議事に入らさせていただきます。 

 本日の議題は２つでございます。 

 議題１は、「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に

係る施策に関する事項について」でございます。本日は、主に低年齢層の子供に関する教

育啓発について御議論いただきたいと思っております。 

 議題２は、「地方自治体の取組事例から見る継続的な官民連携について」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。 

 なお、質疑にて御発言される際は、可能な限り最初に結論を述べていただいて、理由ま



4 

 

たは説明ということをお願いしたいと思います。これまで同様時間に限りがありますので、

円滑な議事進行に御協力をお願いしたいと思います。 

 それでは、まず議題１「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

動の推進に係る施策に関する事項について」は、内閣府から説明をお願いいたします。 

○堀参事官 それでは、まず資料１に基づきまして、「低年齢層の子供のインターネット

利用環境実態調査調査結果（概要）」を御説明いたします。 

 お配りしてある概要ですが、５月19日に公表済みでございます。内容につきましても、

委員の皆様方にその際に送らせていただきましたので御承知かと思いますが、本日の論点

にも関係いたしますので簡単に述べたいと思います。 

 本調査は、低年齢層の子供、０歳～９歳の子供の保護者を対象にインターネット利用状

況等について調査し、御承知かと思いますが、これまで毎年別途実施しております「青少

年のインターネット利用環境実態調査」は、現在10歳～17歳の対象年齢の変更の検討を行

うための基礎資料を得ることを目的として平成28年度に実施いたしました。調査期間は平

成29年１月12日～１月30日、調査対象は2,000人、うち回答者は1,550人、回収率は77.5％

でございます。 

 この詳細は、この資料の２ページに記載しておりますので御参照いただきたいと思いま

す。 

 それでは、調査結果の概要でございます。資料の３ページの概要１をごらんください。 

 低年齢の子供の39.2％がいずれかのネット接続機器でインターネットを利用しており、

２歳から利用率が増加しているということ、そして、年齢が上がるとともに利用率が大き

くなっていることを記載しております。また、利用している機器につきましては、スマー

トフォン、タブレット、携帯ゲーム機が上位となっております。 

 ４ページをごらんください。 

 このグラフは、ただいま申し上げた低年齢層の子供の調査結果と毎年やっております青

少年調査結果は平成28年度分ですが、この調査結果を横に並べてみたものであります。０

歳～17歳にかけての大ざっぱなトレンドをここから見ることができます。 

 ５ページ、概要２をごらんください。 

 43.8％の子供が子供専用の機器を使用しており、６歳からその使用割合は大きく伸びて

おります。また、どのようなものを使っているかという種別で見ますと、学習用タブレッ

ト、子供向け携帯電話が上位であります。また、スマートフォンにつきましては、親との

共用が多いというところが特徴として挙げられるかと思います。 

 １枚めくっていただきまして、概要３でございます。 

 77.5％の子供が単独操作をすることがあると。その対象となる機器は携帯ゲーム機、契

約が切れたスマートフォンが上位になっております。 

 概要４、７ページでございます。 

 その子供の利用している内容でございますが、動画視聴、ゲーム、知育、いわゆる言葉、
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数遊び等でありましょうが、これが上位であります。その中で動画の視聴は全年齢で多い

ということ、それからゲームは年齢とともに上昇しているということでございます。コミ

ュニケーションにつきましては、７歳から利用割合が大きく増加しておるという状況にあ

ります。 

 概要５をごらんください。利用時間でありますが、平日１日当たりの利用時間は60.9分

という結果が出ております。 

 概要６、９ページでございます。 

 「子供のインターネット上の経験」ということでありますが、ネットトラブル等の経験

でございます。保護者の回答によりますと「ない」と回答した保護者のほうが半数以上で

はありますが、「ある」と回答した保護者の内訳を見ますと、「注意してもインターネッ

トをやめない」あるいは「パスワードを解除した」というものが上位となっております。 

 概要７以降につきましては、保護者自身の経験等についての設問となっております。 

 「概要７ 子供のインターネット利用に関する保護者の取組（スマートフォン）」につい

て聞いております。保護者の99％が何らかの方法で子供のネット利用を管理していると回

答し、その内訳を見ますと「大人の目の届く範囲で使わせている」あるいは「利用する時

間や場所等のルールを決めている」が上位となっております。他方でフィルタリングを使

用していると回答したのは８％ということで、それほど多くなっておりません。概要２で

お話しいたしましたが、スマホは子供と保護者が共用で利用していることが多いというこ

とと関連する可能性もあるのではないかなというふうにも感じております。 

 「概要８ 保護者のインターネットに関する啓発や学習の経験」を表記しておりますが、

この後、資料２の説明で触れますので割愛させていただきます。 

 「概要９ 家庭のルール」ということであります。何らかのルールを決めているという回

答は88.8％。その内容としては、「利用する時間を決めている」「利用する場所を決めて

いる」が上位を占めております。 

 最後が「概要10 保護者のフィルタリングの認知」でございます 

 フィルタリングについて、「知っていた」「なんとなく知っていた」の両方をあわせま

すと89.2％であります。ちなみに10歳～17歳の青少年のインターネット利用環境実態調査

の結果での認知度につきましては、同じように「知っていた」「なんとなく知っていた」

の合計は91.2％でありました。 

 以上が低年齢に関します調査結果の概要でございます。 

 続きまして、資料２に移らせていただきまして、低年齢利用環境実態調査で得られた数

値につきまして、幾つかクロス分析をして論点を提示させていただきましたので、それに

ついての御説明に移らさせていただきます。 

 資料２をごらんいただきたいと思います。 

 資料を１枚めくっていただきます。資料の構成でございますが、大きく分けて２つの項

目それぞれについて表を２つずつつけております。項目は１つ目が（子供と保護者が教育
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や啓発を受けた機会）についてでございます。もう一つの大きな項目が（保護者がネット

の安全利用に関して必要だと考える取組）であります。なお、ここの調査対象である子供

と保護者については、それぞれ在宅児童、幼稚園児、保育園児、小学生、そして、それぞ

れの保護者という形で分類して、記載しております。なお、在宅児童が324名中314名は３

歳以下であります。また、小学生の中には、基本的には３年生以下なのですが、先ほど申

し上げましたように調査時点が年度内でも、年を越しているということでもありますので

９歳の小学４年生48名が含まれております。 

 それでは、説明に入ります。 

 資料の２ページの表１をごらんいただきたいと思います。ここでは、低年齢層の子供が

ネット安全利用に関して、教育や啓発を受けた機会がどのようなものかというものについ

てあらわしております。安全利用に関する教育や啓発を「受けた」とする子供の割合と「受

けていない」子供の割合は、未就学児は受けていないとする割合が大きいのですが、小学

生からは「受けた」とする割合が大きくなり、「受けていない」を逆転するという形にな

っております。これは表１の縦の欄、若干赤字で書いておりますが、一番左側をごらんい

ただければそこに書いています。 

 表２では、低年齢層の子供の保護者がネットの安全利用について、教育や啓発を受けた

機会がいかなるものかについてあらわしております。この中では縦軸で見ますと、左から

４つ目、５つ目、６つ目が赤字で書いておりますが、保護者としてもいろいろな位置づけ

があると思うのですが、子供の保護者としての位置づけに関連する３項目、すなわち「学

校等で配布された資料」「学校等の保護者会での説明」「保護者同士の会話」といったも

のが教育や啓発を受けた機会として挙げられておりますが、これについては子供が小学生

になると大きく増加しております。 

 この表１、表２で示したものから、特に小学校における保護者への教育啓発というもの

は、保護者のネットの安全利用に関する意識づけに寄与しているのではないかと推定でき

ます。低年齢層からの切れ目のない普及啓発には、小学校における保護者への教育啓発と

同様、未就学児の保護者へのアプローチ確保が重要ではないかとの推論に至り、論点の１

つ目として、「○ 低年齢層の子供たちにネットの安全利用に関する正しい知識を普及させ

るため、保護者啓発の機会をいかに増やしていくべきか」を挙げさせていただいておりま

す。 

 もう一つの論点でございます。もう一度２ページ目の表２をごらんいただきたいと思う

のですが、保護者が教育啓発を受けた機会につきまして、先ほど保護者としての位置づけ

に関する項目を述べました。それ以外の項目に着目いたしますと、テレビ・本、パンフレ

ット、インターネットで知ったとする項目は子供の年齢層いかんを問わず、比較的多数の

回答がなされております。また、表２の一番左側の列を見ていただきますと、子供の年齢

層いかんを問わず、約８割～９割の保護者が何らかの形で教育啓発を受けた経験があると

回答しております。つまり、低年齢層の子供の保護者の多くはネットの安全利用に関する
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何がしかの教育啓発を受けた経験があるということになります。 

 これを前提として、１枚めくっていただきまして、３ページの表３、表４の説明に行き

たいと思います。 

 表３では、「低年齢層の子供の『保護者』が、ネットの安全利用に関して必要だと考え

る取組」についてあらわしております。取り組みは複数挙がっておるのですが、この中で

いわゆる教育啓発ということに関する項目に着目いたしますと、60％以上の保護者が「ネ

ット利用のルール作りなど、家庭における取組を支援する」が必要だと。これは一番左側

でございますが赤字で書いております。 

 50％以上の保護者が「情報モラル教育の充実」が必要だと回答しています。これは左か

ら４つ目の枠でございます。ここは子供の年齢層いかんを問わず、比較的多数の回答がな

されております。 

 表４をごらんください。表３では、縦のラインは保護者を子供の年齢層別にあらわして

いましたが、表４では教育啓発を受けた経験の有無、表２の横軸をまとめたものを持って

きておりますが、それで分類しております。ここで安全利用に関して必要と考える取り組

みのうち教育啓発に関する項目について着目いたしますと、「ネット利用のルール作りな

ど、家庭における取組を支援する」「情報モラル教育の充実」「保護者会等における啓発

充実」は、表４の一番左、左から４番目、左から８番目の赤字で書いているところであり

ますが、ここの段を見ますと、教育啓発を「受けた経験のある保護者」とそうでない保護

者との間で、必要性を認める割合の差が他の項目と比べると大きいと。教育啓発を「受け

た経験のある保護者」のほうが必要性を認める割合が高くなっているということが明らか

になりました。 

 以上から、保護者の多くの方は、テレビ、インターネットあるいは小学校における啓発

等によりネットの安全利用に関する情報というものを得てはいる。しかし、それだけにと

どまらず、さらなる教育啓発の必要性を感じているという状況が認められます。そこで、

【論点２】でありますが、「○ 教育啓発を受けた経験を持つ保護者が必要性を感じる、『更

なる教育啓発』の在り方とはどのようなものか」を挙げさせていただいております。 

 資料４ページが、挙げた論点を２点記載しております。 

 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後にまとめて行いたいと思っておりま

す。 

 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 文部科学省の青少年教育課長の土肥でございます。 

 私からは、低年齢層の子供や保護者に向けた文部科学省の取り組みについて簡単に御説

明したいと思います。 

 まず、めくっていただいて１ページでございますが、「小学校における情報モラル教育
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の推進」ということで、現行の小学校の学習指導要領におきまして、各教科等の指導に当

たっては、児童が情報モラルを身につけることができるようにするための学習活動を充実

するということとしております。 

 御存じの方も多いかと思いますけれども、新しい学習指導要領が本年３月に改訂し、公

示がされているところでございます。これについては平成32年度から実施ということにな

っておりまして、情報モラルの部分について記載が少々変わりました。新学習指導要領に

おいても、引き続き情報モラルの育成を重視しておるのですけれども、「学習の基盤とな

る資質・能力」である「情報活用能力」に情報モラルが含まれるということを明記した上

で、「児童の発達の段階を考慮」して、「教科等横断的」に育成するという形にしてござ

います。 

 ２ページでございますけれども、「小学校における情報モラル教育の推進」ということ

で、小学生のスマートフォンの保有率が３年前の中学生と同じ水準と。そこに表がござい

ますけれども、平成25年の中学生が25.7％、平成28年の小学生が27％ということでほぼ同

じ水準になっているということで、学校教育におきましても、このことを踏まえた対応が

必要と考えております。 

 文部科学省の委託事業において、子供の発達段階に応じて３年生から、あるいは１年生

から情報モラルを体系的に育成するというカリキュラムを編成し、実践している事例があ

りまして、そこに「Ａ小学校」「Ｂ小学校」という形で載せております。文部科学省とい

たしましては、こうしたすぐれた事例の収集、普及などを通じまして、小学校の低・中学

年からの情報モラル教育についても、取り組みの自立を促してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上、小学校の部分でございます。 

 ３ページから家庭教育支援のお話になります。 

 「地域における家庭教育支援総合推進事業」という補助事業を文部科学省ではやってお

りまして、地方公共団体が行う家庭教育支援の取り組みについて補助をしていくという事

業でございます。この事業において、生活習慣とか食育といったほかのものがメーンなの

ですけれども、各自治体さんでもインターネットに対する関心が高いというか、保護者に

伝えるべきものだという意識はかなり高くございまして、下のほうにグラフがありますけ

れども、この事業を実施した団体が383団体あるのですが、うち189団体、比率にいたしま

すと、ほぼ半分のところがインターネットに関しても保護者の方に伝えているということ

でございます。 

 具体的な例ということで、４ページでございますけれども、山口県長門市の家庭教育支

援チームの取り組みをお示ししております。この学習会なのですけれども、小学校の就学

時の健康診断の機会を活用して、そういった子供を持つ保護者の方を対象に市内の全小学

校において実施されているというものでありまして、この学習会においては啓発資料を使

いまして、生活習慣づくり、睡眠といった観点からインターネットや携帯電話等の利用に
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ついて考えていただく機会になっていると聞いているところでございます。 

 ５ページでございますけれども、「地域における低年齢層向けの啓発の推進」というこ

とで、これも以前からやっておるのですけれども、「ネットモラルキャラバン隊」「ネッ

ト対策地域支援」という事業をやっておりまして、「ネットモラルキャラバン隊」につい

ては、各地でPTAさんなどと連携しまして、普及啓発をしている事業なのですけれども、平

成29年度からは幼稚園、PTAと連携した、幼稚園の保護者を対象としたシンポジウムを開催

予定ということで、今の予定では11月に岡山県のほうで幼稚園、こども園、PTA連絡協議会

と連携して実施するということとしております。 

 その下の「ネット対策地域支援」というのは、地域における先進的な取り組みを支援す

る事業なのですけれども、平成29年度から実施メニューにつきまして、乳幼児、小学生低

学年の保護者に対する普及啓発活動についてメニュー追加をいたしまして、大阪府で小学

校低学年を対象としたネット・SNS安全教室というものを実施する予定になっております。 

 文部科学省の取り組みについては以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 続きまして、厚生労働省から説明をお願いいたします。 

○鈴木児童福祉調査官 厚生労働省子ども家庭局総務課児童福祉調査官の鈴木です。よろ

しくお願いします。 

 厚生労働省の取り組みということで、特に母子保健分野と平成27年度からの子ども・子

育て新制度の資料を提示しております。 

 事業としては、市町村が主体となって事業を展開しているところでございますけれども、

表紙を１枚めくっていただきまして、まず母子保健分野につきましては、保護者と接する

機会というのが母子健康手帳の交付の場面、または妊娠の届け出、妊娠の届け出をして母

子健康手帳交付ということになりますけれども、あとはいわゆる新制度の中では、地方交

付税で措置していますが14回の「妊婦健診」、または「母親学級・両親学級」のような場

面で保護者と接する機会がございます。出産後におきましては新生児の訪問指導、または

「こんにちは赤ちゃん事業」という「乳児家庭全戸訪問」ということで、全家庭にアウト

リーチ型で訪問するということ。生後４カ月程度のお子さんのところに訪問するような事

業を行っております。 

 下のほうで「地域子育て支援拠点」とございますけれども、０歳～２歳までのいわゆる

専業主婦家庭を対象にしました「つどいの広場」と言われていますけれども、そのような

中で保護者と接する場面がございます。 

 都道府県の事業としましては一番下に書いてありますが、保健所を中心とした事業、ま

たは福祉事務所、児童相談所、いわゆる要保護児童に対する支援ということでそのような

ことをやっております。 

 １枚めくっていただきまして、「子ども・子育て支援新制度の概要」の資料をつけさせ

ていただきました。これにつきましても、実施主体は市町村が中心となって行っておりま
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すけれども、いわゆる認定こども園、幼稚園、保育所等々への財政支援の中で保護者とい

ろいろ周知の場面などもございます。または「地域の実情に応じた子育て支援」としまし

て、我々は13事業と言っていますけれども、利用者支援または先ほど言いました地域子育

て支援拠点のいわゆる「つどいの広場」、または全戸訪問等々を行いつつ、そのような保

護者への周知の場面等々を活用した取り組みということになるかと思います。 

 資料の説明は以上ですが、放課後児童クラブということも所管しておりますけれども、

平成29年３月の平成29年「春のあんしんネット・新学期一斉行動」におきまして、これは

市町村を通じまして放課後児童クラブ、または児童委員、主任児童委員さんにネット環境

の整備につきまして、平成29年「春のあんしんネット・新学期一斉行動」の官民協働で実

施する旨、パンフレット等々の発出をして、情報提供をしているところでございます。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、最後に論点２に関連しまして、「低年齢の子供を取り巻く子育て環境の変化

と課題」と題しまして、本検討会の委員でもあられます安心ネットづくり促進協議会普及

啓発広報委員会の尾花副委員長から御発表をお願いいたします。 

○尾花委員 本日は、お時間を頂戴してありがとうございます。 

 安心協の取り組みということで、本日は長年地道にやってきた低年齢に関する取り組み

が、昨年、ことしといろいろな動きが出ていますので、本日はそれを御紹介したいと思い

ます。お手元の資料は、全国の自治体や必要とされる省庁の御担当者などにこれを説明し

て、アドバイスをさせていただくような活動ができたら理想的だという話を安心協の中で

は時折しているところでございますが、全部説明するお時間は残念ながらございませんの

で、細かい点につきましては後ほどゆっくりごらんください。 

 お時間もないことですので、早速お話に入らせていただきたいと思います。 

 まず、安心協の取り組みとして「実態調査と啓発資料の提供」を行いました。概要は３

ページ目にございますが、サブワーキングとして2015年の春ぐらいから動き始め、丸々２

年ほどかけて活動してきたものでございます。この活動の中で制作した啓発資料は前回の

この会議で配付させていただきました。 

 ４ページ目にあります調査結果に関しましては、内閣府さんの先ほど御発表いただいた

アンケートとほぼ同様な傾向が出ております。それがこのグラフで、左側が幼稚園、右側

が小学校低学年になっています。委員の皆さまにはPDFファイルが渡っていると思いますの

で、ご興味のある方は拡大してごらんください。 

 ５ページ目の上部と下部に関して、不安に思っていることの幼稚園・小学校、それに対

し安全対策をどうしているかという左下のグラフに関しては、次ページで詳しくお話しし

ますので、その前に５ページの右下のグラフです。 

 「『お子様がインターネットを使う上での不安事項』と『相談したい・教わりたい人』

との関係」ということで、相関関係を分析したものがこちらでございます。全ての項目に
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対して専門家から教わりたいという声が圧倒的に多いという傾向がございますが、いずれ

の項目も、次点は「学校教員や幼稚園・保育園の先生」となっていること注目していただ

きたいと思います。１位になった黄緑色の部分「外部講師（専門家）」と比較しても、大

体その半数ぐらいの方が選択しています。ということは、外部の専門家で全てをカバーし

なくても、低年齢の子供の保護者の場合、教員や先生も許容範囲と考えている方が少なく

ないことがわかります。 

 ６ページ目はとても重要な部分で、保護者は、子供にインターネットを利用することに

関してさまざまな不安を感じているようです。複数選択可能としていますが、「①ネット

依存」「②ネットいじめ被害/加害」「③誘い出しなど性的被害」「④情緒発達（対面コミ

ュニケーション不足）」「⑤学習・成績への影響」「⑥課金」「⑦不適切な情報に触れる

こと、またその影響」「⑧個人情報の漏えい」「⑨不適切な情報発信」「⑩身体（目、姿

勢等含む）・運動機能の発達」といったことに対して、満遍なく不安を抱えている人がい

るということです。ところが、対策を調査した右のグラフでは、多くの不安があるのに「⑤

時間制限」がやっと５割、それ以外を行っている保護者が少ない現状が見えてきます。 

 時間については、内閣府の調査にもあったように「やめなさいと言ってもやめない」と

いう悩みが多いようですが、利用時間の約束を「お母さんが“やっていい”と言ったとき

から“やめなさい”と言うまで」というご家庭も少なくなく、親の都合で時間が変わると

いう状況であれば、時間制限という約束はあってなきがごとし。でも、乳幼児の場合は、

「○時間よ」「○分ね」という言い方では子供には正しく伝わりません。時間制限のやり

方にしても、アナログ時計を指さしながら「長い針が３のところに来たらやめようね」と

いうような伝え方が望ましいはず。こういったやり方は、言われれば気づくのですが、普

段は思いつかない人も多く、子供がルールを守って使うための具体的な対策をとれていな

いという現状があるのではないでしょうか。 

 ただ、そういったことよりももっと問題なのは、フィルタリングをかけずに使わせてい

ることです。特に乳幼児の場合、保護者のスマホや携帯電話、あるいはタブレットを使っ

ているためか、フィルタリングの利用率はたったの２割。左側のグラフの③、⑥、⑦、⑨

の不安に関しては、フィルタリングである程度カバーができるのに！です。ウイルス対策

（セキュリティ）ソフトを入れれば、⑥、⑧の不安を軽減できます。そして、ペアレンタ

ルコントロール＝保護者による機能制限を行えば、⑥、⑦、⑨の不安軽減も可能です。も

ちろん、不安の全てを解消できるわけではありませんが、設定で軽減できる不安は機器に

やってもらい、保護者は黄色で囲んだ“身近な大人が気をつけなければならない”ところ

に注力すればいいのです。これを可能にする方法があるにもかかわらず、保護者は何もし

ていない。なぜならば、その方法を誰も教えてくれないからなのです。 

携帯電話の店頭でフィルタリングや保護者の機能制限について説明してもらえるのは、

１８歳未満の子供自身が利用する機器を購入する場合だけ。保護者が小さい子供を連れて

いても、「そのお子さんに使わせることはありますか。貸すならフィルタリングをかけた
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ほうがいいですよ」という声かけが行われることはほとんどなく、大人用のスマホでフィ

ルタリングが利用することのメリットを知る術がないのです。 

 ９月に公開された総務省さんの「インターネットトラブル事例集（平成29年度版）」も

携わらせていただきましたが、巻頭特集は『乳幼児とデジタル機器について』になってい

ます。「保護者がフィルタリングを導入しても大丈夫、フィルタリングのON・OFFは簡単に

できます。だからONにして子供に貸し、OFFにして自分が使えば何も困りません」というメ

ッセージを記載したところ、小さなお子さんをお持ちの総務省の女性が「これを見てやっ

てみたら、あまりに簡単でびっくりした」とおっしゃっていました。「こんなことは誰も

教えてくれない。教えてくれたらすぐやったのに」と。保護者の認識不足は周知不足に起

因するということを、反省点として再認識しました。 

 周知活動のために、啓発資料を２種類つくりました。７ページにあるのは低学年用の４

ページもので、裏表に２ページずつ印刷すればA4一枚で収まる形になっています。ネット

モラルキャラバン隊を初めとして、数多くのセミナー会場で配らせていただいています。 

 ８ページにあるのは乳幼児の保護者向けの詳しいもので、８ページの観音開き（A5サイ

ズ）の形で提供しています。こちらは大変好評なのですが、観音開き印刷にはコストがか

かるため、安心協が関係するセミナーやイベントのみで配布させていただいております。

PDFファイルに関しては両方とも安心協サイトからダウンロード可能です。４ページものに

関しては、主催団体の名前を追加できるダブルネーム印刷用のPDFも御用意しております。 

 この２種類の資料は、頻繁に更新をしています。あまり大量に印刷できないというデメ

リットもありますが、省庁さんのリーフレットは１年に一度しか更新されないため、最新

情報を提供できるというメリットのほうが大きいと考えます。企業や団体、あるいは自治

体等で独自のリーフレットをつくろうとすると、必ずどこかの同種の資料を参考にします。

こういった会議に出席している担当者がいるわけではありませんから、新しい情報や状況

の変化を知る手段は、既に公開されているリーフレット等しかありません。年に一度の更

新では遅く、実際、昨年度の情報でつくっているところをいくつも見かけました。つい先

日も、「あんしんフィルター」の存在を知らない業者がフィルタリングは３種類かけなけ

ればいけないという原稿を送ってきたので、大慌てで全面修正をしました。全てのリーフ

レットを私がチェックすることもできませんから、せめて、安心協のリーフレットぐらい

は頻繁に更新しておこうということになりました。設定画面、アイコン、ほか、ちょっと

した違いに不安を感じて設定を止めてしまう保護者もいますので、変更に気づくたびに内

容を更新して公開するようにしております。 

 今年２月、８ページものの資料を使って、幼稚園・こども園の理事会でミニセミナーを

させていただきました。20分ほどの短時間でしたが、９ページにあるようにアンケート結

果はとてもよく、不安が軽減された、それほど難しくないと思ったという方が６割を超え

ました。同時に、フィルタリングを「３．すぐに対策・設定したい」「４．家族と相談し

て対策・設定したい」という声が大変多く寄せられています。 
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 次ページに、受講された幼稚園・こども園の理事たちのリアルな声（自由記述欄より）

を抜粋してあります。この中で多く目に留まるのは、「研修会を園単位でやってほしい」

「自園で話をしてほしい」「自分たちの地域にいる講師を紹介してほしい」というご要望

ですが、一般的なインターネット安全教室とは違い、未就学児の保護者向けの話ができる

講師はほとんどいません。こういった声に応える形で、熊本市立幼稚園PTA連絡協議会の行

事として研修会を６月に試みました。１１ページは、そのときにアンケートで寄せられた

保護者の声です。いいものばかり選んだとのではなくて、多いものを抜粋したのですが、

「気づきを与えてもらえたのがうれしかった」という声が一番多かったようです。ですか

ら、「フィルタリングとは何ぞや」という講義ではなく、「こんな工夫をしてみたら？」

という声かけ、例えば先ほど言った「針が３のところまでね」というようなアイデアをい

ろいろ提供することが重要です。「そんなことでいいのか、だったら私にもできる」とい

う気づきが保護者を動かすということが、このアンケートからも読み取れると思います。 

 さて、お時間がほとんどなくなってしまいましたので、ポイントを絞ってお話しします。 

 大きな課題は講師不足、予算不足、リーチ不足の３つです。講師に関しては、数年前、

岩崎学園の保育専門学校で保育園の先生を目指す学生さんたちに講義をしたことがありま

す。子供と電話ごっこをする等、園でできることをいろいろ話したところ、「そういうこ

とだったら、自分たちでもできる」とおっしゃっていました。また、全国携帯電話販売代

理店協会と「育休明けの店員さんにやってもらうというアイデアもいいね」という話もし

ております。専門家でなくても、先生でもいいということですから、講師不足は人材を育

てる体制と環境が整えば何とかなるのではないかと考えます。 

 ところが、予算不足に関してはかなり厳しい状況のようです。地元で対応できる先生が

いなくても、往復の交通費（実費）に満たない講師料しか用意できない自治体、団体、学

校、園も少なくなく、スケジュール的に可能であってもお断りせざるをえない現状となっ

ています。必要性を感じても遠方からは招聘できず、地元に講師がいないと学ぶ機会も得

られません。講師不足を補うための情報もリーチ不足が否めず、先ほどお話ししたように、

フィルタリングが変わったことを知らない人たちがいっぱいいるのです。 

 安心協ではリーチ不足解消の手段を模索しており、現在主婦連合会さんと協力して「イ

ンターネットの安心安全利用～お子様のためにできること～」という展示イベントを11月

半ばまで主婦会館ロビーで行っています。関係省庁のみなさんにも御協力いただき、省庁

制作リーフレットを一堂に集め、こんなによいものが提供されているということの周知も

しています。 

 このために用意した展示パネルの内容が15ページ、16ページになります。従来の「小学

生・中学生の保護者のみなさまへ」だけでなく、今回新たに「フィルタリングの設定方法

について」「乳幼児の保護者のみなさまへ」を追加しました（「高校生の保護者のみなさ

まへ」も作成予定）。原稿はそれぞれA3でつくり、公共施設や店頭などに掲示してもらう

などという使い方もできるように工夫しました。これをPDFにして安心協サイトで提供し、
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自由に使っていただけるようにしていこうと考えています。 

 もう一つの新たな取り組みとして、I-ROIさんの「子どもゆめ基金」事業である低年齢向

け啓発教材制作に協力させていただいております。低年齢向けの教材にはさまざまな工夫

が必要で、例えば「おたんじょうびおしえて♪」と言われたときの選択肢は「おしえてあ

げる」「おしえてあげない」であって、「教える」「教えない」ではダメなのです。こう

いった表現の工夫などのノウハウをご提供しながら現在進行中ですので、でき上がるのを

お楽しみにお待ちください。 

 ここからは総論です。「現状から感じられる課題」は19ページにまとめてみましたが、

お読みいただければわかる部分も多いと思います。現在、乳幼児の保護者は、メールやSNS

で届く子供関連の連絡がとても多く、気づくとスマホをチェックしていて子供に向き合え

ないという心労も抱えているようです。これに対しては、「チェックする時間を決めまし

ょう」と一言言ってあげるだけでストレスが緩和されます。届いた瞬間に確認しないと連

絡が抜け落ちてしまうような不安にかられて見てしまう、そんな習慣を変えましょうと働

きかけをするだけでも違うと思いますし、自宅で仕事をするような場合には、子供にどん

なことをさせたり、どんな声かけをしたりすればいいかという具体的な提案が不可欠です。

そうしないと、在宅ワーク・テレワークの推進が、低年齢の長時間利用にますます拍車を

かけてしまうことになると懸念されます。 

 最後に「望まれること、期待したいこと」ですが、キーワードは「ニーズの多様性への

対応」ということ。幼い子供ほど家庭にいる時間が長いのですが、家庭の事情がばらばら

なだけに、個別の対応やアドバイスが必要なのかもしれません。ただし、京都市の幼稚園

PTAでワークショップ形式の研修会を行ったときに、じっくり保護者同士で会話をしていた

だいたところ、発散できたのかスッキリした様子だったのを記憶しています。仲良しで集

まって話をする茶話会みたいな場に、みんなより少しだけ詳しい人が行ってあげて、話を

リードしたりサポートしてあげたりするだけでも、かなり負担が減ると実感いたしました。 

 地域からは、民生委員・児童委員向けの講習会をやってほしいというご要望も最近ふえ

ております。おじいちゃん・おばあちゃん世代のシニア層とか、民生委員・児童委員の方

たちも巻き込んで、子育てのストレスを抱えているご家族の第３の居場所づくりをするこ

とも、低年齢利用に関しても保護者や子供のストレスに対しても変化が生じるはずです。 

 企業に取り組みをお願いしたいところです。働いている保護者の子供たちが健全にトラ

ブルなく育てば、悩みも減って仕事の生産性も上がり、最終的には企業にとっても大きな

メリットになるでしょう。福利厚生の一環で、社内セミナーのような形で勉強会をすると

いうのはリーチ不足解消にとても有効で、保護者が知っておきたいことを訴求するには一

番早い方法ではないかと思っています。 

 最終的には、地域でちょこっと教えられる人たちがいっぱい育つような工夫ができれば

最高です。参考までに、乳幼児向けの私の連載記事を最後につけましたので、お時間があ

るときでもお読みいただければ思います。 
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 以上でございます。長くなりました。ありがとうございました。 

○藤原座長 尾花委員、ありがとうございました。 

 以上が議題１に関する報告、発表でございます。 

 それでは、これらに関する質疑、討論へ移りたいと思います。 

 御意見などがある方は、どうぞ、どなたからでも御自由にお願いいたします。 

 国分委員、どうぞ。 

○国分委員 尾花委員のただいまの御説明、非常に中身があって、非常にいいと思います。

一つ質問したいところがあるのですが、６ページのあたりでネット依存について非常にパ

ーセントが高いけれども、フィルタリングでカバーされるわけではないと。実際に乳幼児

については、16ページの右下のほうの「子供のデジタル機器利用に伴う不安は、そのまま

にしないで！」でも記述されているように、スマホのブルーライトの影響の話もそうなの

ですが、ネット依存にならないようにしましょうねと。子供に注意してもなかなか利用を

やめないというのではなくて、ちゃんとやめさせればいいということなのですけれども、

結果的にネット依存になってしまった場合の対策といいますか、そういうことについては

余り今まで検討がされていないような気がします。そのあたりについて尾花委員はどうい

うふうにお考えでしょうか。 

○尾花委員 ありがとうございます。 

 これは、安心協の見解というよりは私の経験上からの部分が多いのですが、全国を回っ

ていますと、「既にもう依存傾向がある、どうしたらいいでしょう」という声が多々あり

ます。小さなお子さんにスマホをやめるように言ってもやめないと。でも、これはお母さ

んが遠くから「もうやめさない」と声をかけているケースが多いのです。もしも、そばに

行って「これをやめてお母さんと遊ぼう」と言ったとしても、スマホをやめないお子さん

はどれだけいるでしょう。きっと、年齢的にはほとんどいないと思うのです。 

 小中学生のように、何かしながら「いいかげんやめなさい」と叱るだけではダメ。保護

者が「スマホをやめて、いっしょにあっち向いてホイをしよう！」と言ったら、あっち向

いてホイを１時間も２時間もやっている子供がいるという実話を幼稚園の保護者に話した

とき、「そんな手軽な遊びで、子供はスマホをやめてくれるのでしょうか」と言われたの

で「試しにやってみてください」とお伝えしました。子供は、大好きなパパやママに遊ん

でもらえるのが何よりも好きなはずですから。 

熊本市幼稚園PTAの講演会でわかったことは３世代同居、あるいは家に常に大人の手や

目があるご家族からは、スマホに関する質問はほとんどないのです。「おじいちゃん、お

ばあちゃんがテレビを見ながら食事をしているのでどうしたらいいでしょう」といった内

容がデジタル機器への質問になるのです。大人の手が足りないとスマホの質問が多くなり、

大人の手が足りているところはスマホではない機器に関する質問が多いということがわか

りました。具体的な質問内容に御興味のある方は、安心協にお越しいただければアンケー

トをご覧いただけますが、そういった傾向が顕著に出ていますので、大人が構ってあげる
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ということで、まだまだ依存傾向から戻せる年齢だということを伝えていきたいですね。

保育園に通わせているお母さん方から「そんなに長い時間子供とかかわれない」という声

もよく聞きますが、時間よりもかかわり方の濃さだと思います。私も仕事と介護と育児と

トリプル生活だったので状況はよくわかるのですが、時間ではなく、お父さんやお母さん

と遊んでもらったという実感が子供に大変いい影響を与えるはずです。 

 動画閲覧で依存になりかけているお子さんたちの場合は、YouTube Kidsを導入して、ち

ゃんと管理しながら見せるようにすることを徹していただきたいところですが、それ以外

の部分では、お父さんやお母さんの子供への声かけ、歩み寄りという日ごろの行動で、依

存に至る前、学校に入る前に、もとに戻してあげることができるような気がいたします。

実際に広く声をかけて試していただき、どうなったかというデータはこれから集めてみた

いと思っています。よろしいでしょうか。 

○藤原座長 どうもありがとうございました。 

 清原委員、お願いします。 

○清原委員 ありがとうございます。 

 三鷹市長の清原です。本日の資料１の４ページに０歳～17 歳までの青少年のインターネ

ット利用率の傾向で、２つの調査を踏まえて整理をしていただきまして、改めて現在はも

う生まれて間もなくからインターネット環境の中に子供たちが置かれているということが

実証されたと思います。 

 そこで、資料２の４ページに論点の２つを提起していただきましたので、これについて

ちょっと発言をさせていただきます。 

 まず、論点１の「保護者の啓発の機会をいかにふやしていくか」。同じように論点２とし

ても、「これまで教育啓発の経験を受けた保護者についても、さらなる教育啓発をどのよう

にしていくか」と関連することなのですが、実は三鷹市でもいろいろな取り組みをさせて

いただいていますが、今回報告されました、ゼロ歳からの低年齢のお子さんを持つ保護者

調査に基づきまして、さらなる教育啓発の開始時期の早期化をしなければいけないという

ことを確認しました。 

 本日は、厚生労働省の子ども家庭局から資料４が出されて、その１ページ目に「妊娠・

出産等に係る支援体制の概要」が示されています。これが大いに参考になると思うのです

が、例えば三鷹市では、昨年４月から妊娠届を出された全ての妊婦さんに三鷹市の保健師、

助産師が全員面接（ゆりかご面接）を始めています。すなわち妊娠されたら面接を始めて

いるのです。今度は、そうした際に把握した皆様のニーズから、実は個別の情報も届けて

ほしいということで、今年の７月からはスマートフォンを使った「ゆりかごスマイル」と

いうプッシュ型のサービスを始めました。すなわちお子さんの出産の年月日に合わせて、

必要な予防接種ですとか健診の時期をプッシュ型でお知らせするというサービスです。こ

れもかなり反響があってどんどん登録者がふえているのですが、そこで、課題があるので

す。 
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 一方で、０歳児から既にインターネット環境にある中、保護者の皆さんにはできる限り

子供たちに害が及ばないようにという啓発をさせていただく上では、尾花さんに紹介して

いただいてつくられている乳幼児の場合の一枚紙のパンフレットは、妊娠されたらすぐお

配りしたほうがいいのかなと思ったりもしましたが、反面、尾花さんの問題提起をいただ

いた現状から感じられる課題をふやしているのかなと思ったのは 19 ページです。「大量な

SNS メッセージやメールの影響で保護者は常にスマートフォンを確認している状況」を、

私も７月から始めた「ゆりかごスマイル」でふやしてしまったわけです。ただ、三鷹市が

しなくても多くの保護者の皆様は、実は子供に授乳した時間、子供がおしっこや便をした

時間、睡眠時間などはスマートフォンで今管理しています。これは市販のアプリなどがあ

って、私たち行政が取り組まなくても、スマートフォンで育児のタイムマネジメントをさ

れている保護者の方が圧倒的に多いのです。ですから、働く保護者にとどまらず、在宅で

子育てに専念されている保護者もスマートフォンを手放せないような状況があり、今、２

歳児でも「YouTube を見たよ」と私に報告してくれるような、そういう環境です。 

 先ほどから、尾花委員がおっしゃっていた、いかに保護者も、そして、子供たちも時間

管理をうまくする手法を共有していくかということが極めて大事だなと思いました。した

がって、保護者啓発につきましては妊娠されたときから始めていきたいし、折々の健診時

期でありますとか、相談の際にさりげないパンフレットでも、あるいは話す中でも啓発さ

せていただくのは、母子保健の立場からも市長部局が対応できることかなと思います。す

なわち、教育委員会だけではなくて、市長部局の保健の部署、福祉の部署が対応できるか

なと思いました。 

 そこで、尾花委員にさらに一点だけ質問なのですけれども、先ほど子供たちにも、時間

管理をするときに「時計の文字が３のところに行ったらね」というヒントを差し上げるだ

けで変わったとか、お母さんたちもスマホで情報を確認する際に、メッセージが届いたら

すぐ見るのではなくて、見る時間を決めておいて少しでも子供との接触時間をふやすよう

に、ということがありました。その接触時間に関する管理を促すようなほかのアイデアも

含めて、そういう接触時間について管理したいと思っていらっしゃる保護者の方が多いの

で、それを取っかかりにしながら全体的な子供への影響がマイナスにならないような、そ

こだけ特化したようなわかりやすいヒント集というのがつくられる可能性があるかどうか。 

 さらに、今回すごく幸いだったのは、総務省さんがつくられたパンフレットに、「フィル

タリングは簡単に ON、OFF できますよ」と書いていただくなど、とにかく気軽に、手軽に

子供たちに災いをもたらさないような取り組みができるというエッセンスがもっと集約さ

れてまとまるとありがたいなと思っていたので、観音開きのパンフレットの評判がいいと

おっしゃったのですけれども、あれを読むにはなかなか負担感もあるので、何か一枚紙ぐ

らいで簡潔なものがあったら幸せかなと思い、スマートフォンの一枚のページに入るよう

なヒント集みたいなものがつくられないかなという期待を持って質問させていただきます。

よろしくお願いします。 
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○藤原座長 ありがとうございました。 

 私も時間の管理をしなければいけないので手短にお願いします。 

○尾花委員 今回の啓発パネルは、今、清原委員がおっしゃってくださったようなまとめ

方とはちょっと違う内容ですあるだけでなく、文字が小さくてスマホで読むには大変だと

思います。見開きで母子手帳に挟めるくらいの大きさを目安にすれば、多分スマホでも見

やすいと思いますので、そういったものをつくりたいねという話は以前から出ているので、

もしもそういうニーズがあるようでしたら、安心協でも前向きに検討したいと思います。

できれば、厚生労働省さんとか関係部署のみなさんと一緒に検討し、広く使っていただけ

るようなものにしたいですね。 

 と言うのは、８枚ものの観音開きの資料をネットで見つけた一宮市の助産師さんから、

若いお母さんたちの勉強会をやりたいので部数をいただけないかと問い合わせがあったの

です。助産師さんたちも、乳幼児の保護者教育のニーズに気づき始めているようですので、

厚労省さんとか文科省さんとか関係の分野の方たちがご協力いただければ、明日からでも

取りかかれるかなと思います。三鷹市の状況も参考にさせていただきたいので、お教えい

ただければと思います。 

○藤原座長 ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。 

 尾上委員、お願いします。 

○尾上委員 論点１、２についてのお話をさせていただきたいと思います。 

 まず、小学校、中学校のPTAを取りまとめているという言い方は変ですが、公益社団法人

日本PTA全国協議会ですけれども、就学前の教育に関しては本当にそうかなと思っていまし

て、小学校に入ってきた段階で、どの機会にどういうことをやるかということを考えてあ

ったとしても全員にはやはり伝わらないと。就学前の説明会はもうボリュームが多過ぎて、

そこに詰め込むわけにはいかないということで機会がまずないと。そういう面からします

と、これは社会教育の浸透が第一かなと思いますので、幼稚園、保育園へ行く前というと

ころは当然ながらその地域が把握しているわけで、そうなると公民館を中心とした教養活

動ではないですが、何かプログラムをつくってできないかと。 

 少し難しく考えると、専門家という配置が必要だとすぐ言われるのですが、これを簡単

に考えると、例えばDVDとパンフレットとQ&Aがあれば誰かが教えることはできると。そこ

から深いところはもう一つ上がったステップの方が対応するという形だとか、論点２にも

関係するのですが、初級、中級、上級というランクレベルを設けてそこからスタートして

受けていってレベルを上げていくということと、そうやって簡単なツールがあると資格制

度ではないですが、専門家を呼ばなくしてもある程度こういう経験をされた上級の方が初

級の方を教えるという循環ができるのではないかなと思いますので、この先生とか専門家

という配置ではなく、保護者同士でそれができる。また、企業の方も含めて地域の方を活

用して対応できる仕組みを考えるには、今、社会教育法の中で地域課題解決活動というと

ころも展開されているわけですので、社会教育主事は全国には2,000人ほどしかいらっしゃ
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らないので、そういった地域人材を活用して発展、展開していくのが第一かなと感じまし

た。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。 

 尾上委員、お願いします。 

○尾上委員 論点１、２についてのお話をさせていただきたいと思います。 

 まず、小学校、中学校のPTAに関係する公益社団法人日本PTA全国協議会です、就学前の

教育に関しては本当にそうであると思っていまして、小学校に入ってきた段階では、どの

機会にどういうことをやるかということを考えてあったとしても全員には伝わらない。就

学前の説明会はボリュームが多過ぎて、そこに詰め込むわけにはいかないということで機

会がまずない。そういう面からしますと、これは社会教育の浸透が第一と思いますので、

幼稚園、保育園へ行く前というところは当然ながらその地域が把握しているわけで、そう

なると公民館等を中心とした教養活動ではないですが、何かプログラムをつくってできな

いか。 

 少し難しく考えると、専門家という配置が必要だとすぐ言われるのですが、これを簡単

に考えると、例えばDVDとパンフレットとQ&Aがあれば誰かが教えることはできる。そこか

ら深いところはもう一段階上の方が対応するという形だとか、論点２にも関係するのです

が、初級、中級、上級というランクレベルを設けてそこからスタートして受けていってレ

ベルを上げていくということと、そうやって簡単なツールがあると資格制度ではないです

が、専門家でなくてもある程度こういう経験をされた上級の方が初級の方を教えるという

循環ができるのではないかと思いますので、先生とか専門家という配置ではなく、保護者

同士でそれができる。また、企業の方も含めて地域の方を活用して対応できる仕組みを考

えるには、今、社会教育法の中で地域課題解決活動というのが展開されており、また社会

教育主事は全国には2,000人ほどしかいらっしゃらないので、そういった地域人材を活用し

て展開していくのが第一かと感じました。 

 以上です。 

○藤原座長 論点１について、これまで議論されているところをまとめていただいてあり

がとうございました。機会をいかにふやすかということと、ここで議論されてきましたの

は、参加率を高めるというか来ない人をどう扱うかという２つだったと思います。 

 論点２は、これまで余り議論されてこなかったのですけれども、「更なる教育啓発」に

も触れていただきました。 

 もうしばらく時間がございますので、どなたからでも御意見をお願いします。 

 上沼委員からお願いします。 

○上沼委員 今の尾上委員とも似ているのですけれども、２番の点について、普及啓発の

話をするのであればどうやるかということと同時に、何をするかということを一緒に考え

ないと無理なのではないかということを何回か申し上げさせていただいております。その
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一つの理由は先ほど尾上委員がおっしゃったとおり、尾花委員の資料にもありましたけれ

ども、自分のところに専門家に来てくれ、というニーズが多いのですが、各地域ごとに専

門家を送るということはどう考えても無理なわけです。つまり、個別地域になればなるほ

ど、数が沢山になりますので、そこに派遣するだけの専門家を確保することはできません。

寧ろ、基本に近い部分については、これを標準化することで対応可能な人材を確保するこ

とが可能であると考えます。そこで、更に高度な話が必要ならだんだん専門化させていく、

という構造にすればよいと思います。いずれにせよ、入門部分について対応出来る人が多

いようにしてなるべくハードルが低い形にしておかないと、実際の対応はなかなか難しい

のかなと思っています。そういう意味で教育の話をするときに機会の話と、何を教えるか

という中身の話をセットに論じないと効果的ではないと思われますので、なるべくセット

で御検討いただければありがたいかなと思っています。例えばフィルタリングはこうすれ

ば簡単だという話は、多分尾花さんではなくたってできるのですよね？ 

○尾花委員 そうです。乳幼児に関する保護者へのメッセージは、私ではなくてもできる

ことがいっぱいあります。 

○上沼委員 そういう話なのですね。 

○尾花委員 そう、ただ皆さんが気づいていないだけです。 

○上沼委員 そうなのです。だからそういうところをぜひとも進めていただきたいかなと

思います。 

○藤原座長 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

 藤川代理、お願いします。 

○藤川座長代理 お世話になります。 

 今までの話というのは、国で議論していることをどうやって市町村レベルで実現してい

くかということですね。３つぐらいポイントがあるかなと思いますので、それぞれ何かで

きることがあるのであれば教えていただきたいと思います。 

 １つ目は、幼稚園教育要領における対応です。これは文部科学省さんに御検討いただか

なければいけない点なのですが、小学校や中学校の学習指導要領では情報モラル教育は位

置づいているのですけれども、私の理解では、幼稚園教育要領には位置づいていないので

す。しかし、これほど電子機器が幼稚園児というか未就学児の環境に入ってきているとな

ると、やはり幼稚園段階での情報機器とのつき合い方というのは大事ではないかと。この

辺を今後改善ができないかというのは１つあります。 

 ２つ目に、幼稚園、保育園、認定こども園の保育者の研修体制の問題があろうと思いま

す。これは市町村レベルではさまざまな取り組みが今あると思いますけれども、保育施設

が非常に多様になっていて、小規模の保育施設なども多くて、研修の機会すら保障されて

いない保育者が非常に多いです。保護者に説明する一番の適任者は保育者だと思いますの

で、保育者が適切に研修の機会を持って保護者に伝えられればかなり改善ができると思い

ますが、保育者の研修の機会が保障されていないのではないかということが、これは別に
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この問題に限らずですが、あらゆる保育所の問題に関して研修の機会が必要ではないかと

いうことがございます。 

 ３つ目に親の孤立の問題で、これは尾花さんのお話で非常に興味深いところでございま

すが、孤立して子育てしているところでスマホの問題が深刻だということで、これもスマ

ホに限らずほかの問題についても、親が孤立しているところで課題は大きいわけでして、

核家族などにおける地域でのつながりをどうやってつくるかといったものについて、何か

支援体制みたいなものがあるのかどうか。例えば子育てサークルを支援するとか、あるい

は児童館等での集まりをやっていくのか。こういうものは市町村レベルでは多様な工夫が

あると思うのですけれども、余り国として底上げしていくということができているのかど

うか。私は知識がないものですから、もし何かあれば教えていただきたいのですが、以上

３つ、幼稚園教育要領の問題と、幼稚園、保育園、認定こども園の保育者の研修の問題、

３つ目に親の孤立の地域での対策の問題といったことについて、基盤が整わないとなかな

か大変かなと思いますので、私が知らない部分もあると思いますから何かあれば教えてい

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。 

 文科省、厚労省から何かございますでしょうか。 

○土肥青少年教育課長 私も幼稚園の担当ではないので、実はよくわかっていないのです

けれども、要するに、恐らくは年齢が低過ぎて、子供たちに教えるのは若干難しいという

観点から今は入っていないのかなというふうには思います。そこはまた確認したいと思い

ます。 

○鈴木児童福祉調査官 厚生労働省です。 

 私も保育所を直接担当はしていないのですけれども、今確かに研修の機会を使ってやっ

ていけばということなのですけれども、喫緊の課題の待機児童等々がありまして、平成27

年度以降に配置基準を引き上げてかなり質の向上等々も図っていますけれども、なかなか

研修まで行き着いているのかというのはあると思います。 

 あと、子育てサークルというのは、例えば子育て支援拠点とか児童館での情報提供とい

うのはあると思うのですけれども、当面は簡単に見てわかるようなチラシというかリーフ

レット等々を配布する場面というのはいろいろあります。先ほど清原委員も言いましたよ

うに、母子健康手帳交付時にそのようなものを交付するとか保育園等もあると思いますし、

０歳～２歳というのは７割方ぐらいがもう専業主婦家庭ということなので、子育て支援拠

点などでそのようなものを配っていくのも効果があるのかなとは思います。 

○藤川座長代理 ありがとうございました。 

○藤原座長 貴重な論点を御指摘いただいたということでひとまずよろしいですか。 

 ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。 

 五十嵐委員。 

○五十嵐委員 ありがとうございます。 
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 今までネットのトラブルについては、学校外で起こったことについても直接学校に相談

が持ち込まれていました。どう対応したらいいのだろうと教員が悩み、具体的な対処方法

を専門家に委ねたいと思っていました。きょう初めてたくさんの充実した資料を見せてい

ただいて、学校の管轄ではない厚生労働省子ども家庭局からも資料をいただけたのはすご

く大きなことだと思っています。 

 ネットトラブルについては、トラブルが実際に起こって悩んでいる保護者か、意識が高

くて心配している保護者が真剣に考えていたと思うのですけれども、これからの予防のた

めには全ての保護者の方が意識を高く持つ必要があります。今まで、どういう保護者の啓

発の機会が必要なのかという議論を続けてきましたが、全て学校に委ねるのではなく、先

ほどお話があったように、親となって母子健康手帳をいただくとき、保育園や幼稚園に入

園するとき、学校に入学するときが、全ての保護者の方が通る道だと思いますので、その

際に、簡単なポイントを掲載した啓発資料を配布すると確実に全員の手に渡るかなと思い

ます。 

 今まで学校が担っていた部分が多かったので、資料探しや専門家探しに悩んでいたので

すが、安心協から出された観音開きのリーフレットのような資料が助かりました。本校で

も１学期に取り寄せて、それを教員が熟読しました。字が小さくてベテランの教員は苦し

んだのですけれども、具体的にこうやったらこうなるのだという例が小さい字でいっぱい

書いてあるのです。なるほどとここで初めて知ったこともありました。それを理解した上

で、保護者に簡単にポイントを押さえて伝えることができました。このように、いい資料、

具体的な資料があれば、教員もそれを読み込んで、保護者に伝えることができ、保護者も

真剣になって聞いてくれます。他にも、専門家のいろいろな意見を紹介できればいいのか

なと思います。保護者の意識を高めるきっかけづくりとして、入園や入学などそれぞれの

節目にわかりやすく伝えられるような資料を説明しながら配布するというのが大事だと思

います。 

 先ほど、尾花委員がおっしゃられたように、入学説明会にネットトラブルについて学ぶ

機会をつくりました。この時期の説明会は、他にも必要な説明が山のようにありますので、

15分ワンポイントレッスンみたいなスタイルになりました。それでも保護者の方は真剣に

聞いて危機感を持ってくださったようです。忙しいのですけれども、配布するプリントを

見れば分かることの説明はやめて、むしろ本質的な、本当に必要なことを伝えたほうがい

いのかな、と入学説明会のあり方をも考え直す機会になりました。このように、全ての保

護者が啓発を受けるような機会を真剣に考えていく必要があると思いました。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。 

 そろそろ次の議題に移らなければいけないのですけれども、小城委員をもって。 

○小城委員 聖心女子大学の小城です。 

 ちょっと論点が違うところからなのですが、資料１の７ページ目の「概要４ 子供のイン
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ターネット利用状況－４（利用内容）」のところで、動画の利用が今大変多いという点に

ついて、データのとり方とこの結果の解釈の仕方についてコメントをさせていただきたい

と思います。今はなくて結構ですが、今後調査をされるときに可能であれば動画視聴のジ

ャンルまであるとよいかなと思っています。恐らくこれは今までテレビが担っていた部分

がスマホに変わっただけなのだろうと思います。テレビと乳幼児との関係については随分

と研究の蓄積もたくさんあるのですけれども、その中で共通して言われていることは必ず

しもテレビの視聴時間の長さがイコール悪ではないという点です。どのようなジャンルの

番組を視聴しているかによって子供に与える影響が大きく異なっていて、学習系のような

番組であればむしろ認知能力を発達させるという知見も出ています。一方でアニメのよう

なものだと想像力が損なわれるとか、バラエティー、お笑い番組というのは認知能力の発

達を抑制するという知見は出ていますので、データとして難しいかもしれないのですけれ

ども、今はもう動画は多岐にわたっているのでジャンルを設定すること自体が困難ではあ

りますけれども、単純に動画視聴と一くくりにしてしまうよりも何を見ているかという点

が１点情報としてあるとよいかなと思っています。 

 それから２点目ですが、尾花委員のプレゼンの中にもありましたけれども、必ずしもテ

レビとか動画を見ていることイコール悪ではない。テレビの視聴時間が長い子供がそのま

まコミュニケーション能力が悪いというわけではどうやらないようです。直接的な関係で

はなくて、いろいろな変数の影響を取り除くと因果関係は消えてしまうという知見があり

ます。それを媒介している変数としては、一つは今申し上げたジャンルの問題、もう一つ

はどうやら臨界の視聴時間があるようです。１週間に何時間までの視聴であれば、子供は

情報をたくさん得てむしろ刺激されるけれども、それを超えると能力が退化していくとい

う曲線的な関係であるらしいことも指摘されていますので、直線的に長ければ長いほど悪

いというものではないようです。 

 ３点目が、まさに尾花委員がおっしゃっていたテレビの視聴時間が長い子供というのは、

テレビが長いのが悪いのではなくて、イコール親とのコミュニケーションの時間が不足し

ているということのほうが直接的な原因のようです。そういうことを総合的に考えると、

動画を見ていても何を見ているかということとか、親御さんにスマホを使っていることが

悪い親なのだという罪悪感ばかりを持たなくてもいいという一つのメッセージでもありま

すけれども、例えば動画を親と一緒に見ながら感想を言い合ったり、疑問を呈したり、そ

れを題材に問題意識を共有するという使い方であれば何ら問題はないと思うのです。 

 こうしたデータを見るときに視聴時間、動画の利用時間だけで見てしまいがちですけれ

ども、これ自体が悪いのではなくて、意見にある変数としては、親子のコミュニケーショ

ンが直接的な原因であるというところは絶対的な前提として考えておきたいと思います。

これはコメントですのでお返事は結構です。 

○藤原座長 貴重な御指摘、ありがとうございました。 

 論点１について多くの意見をいただきましたし、論点２につきましても尾花委員の御発
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表の中でも示唆されておりましたように、時間がたてば状況も技術も変わってくるという

ことで、フォローアップ的な啓発が必要なのだろうということだと思います。 

 今の小城委員の御指摘もそのとおりだと思います。親子で非常にいいビデオを長く教え

ながら見るというのだったら、幾ら長く見ていてもいいというお話ですね。どうもありが

とうございました。 

 それでは、次に議題２「地方自治体の取組事例から見る継続的な官民連携について」に

移りたいと思います。 

 まずは、内閣府から説明をお願いいたします。 

○堀参事官 それでは、資料６に基づいて御説明いたします。 

 これは、岡山県における取り組みというものをサンプルとして紹介したいと思います。 

 岡山県の取り組みについて、今回チョイスした背景でありますが、一昨年度、昨年度、

平成27年度、平成28年度において、青少年のインターネット環境づくりフォーラム、通称

「地方フォーラム」と呼んでおりますが、それを６県で開催してまいりました。これは各

地域におけるさまざまなステークホルダーにお集まりいただいて、その地域におけるリテ

ラシーあるいは普及啓発についての問題点を共有していただくとともに、その地域におけ

る取り組みのキックオフとなるような機会にしたいということで当府がやっているもので

ございます。 

 その６県についてやった後、どうなっているのかというフォローアップの調査をこの夏

にやってみました。その結果、岡山では携帯電話事業者と協定を結んで、現在に至るまで

継続的な官民連携対策を推進しておると。これはなかなか他県にない取り組みでありまし

たので、それをメーンにお話ししたいと思います。なお、携帯電話事業者との連携という

ことでいきますと、例えば文部科学省さんでやっていらっしゃいます青少年を取り巻く有

害環境対策の推進委託事業など、ほかにも例はあると承知しておりますが、今回の取り組

み事例はあくまで先ほど申し上げたフォーラム実施県の中から選定したものであることを

あらかじめ申し上げておきたいと思います。 

 それでは、この資料に基づいて説明いたします。 

 岡山県では、この資料の左上の青抜きのところにありますとおり、平成27年度から総合

対策というものを推進しております。この目的は、その下に書いてあるとおり生活習慣の

改善、学習時間の確保、犯罪被害などのトラブルから守るということであります。 

 これをつくるに至った背景でありますが、かねてからこの県では、教育委員会等主導で

生徒指導という観点からトラブル防止についていろいろ取り組みをやっていたところでは

あるのですが、この資料の左上にございますとおり当府の調査によって低年齢化の傾向が

示された。あるいはネットトラブルの危険がある。あるいはゲームをする中３の割合が全

国より高かったと。その他、情報リテラシーの向上、保護者に対する啓発の必要性といっ

たことで全県的に問題意識を持つようになったと。そういったことから「○ 児童生徒の

情報モラル・情報リテラシーの向上の必要性」「○ スマホを持たせる保護者に対する啓
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発の必要性」を認め、保護者、学校のみならず携帯電話事業者、行政による官民一体とな

った取り組みを行うことに決めたということであります。 

 具体的には、この資料の右上のほうでありますが、「取組の方向性」「具体的取組」と

いうことで３点決めています。これを定めて具体的な対策を打ってきたというものになり

ます。 

 その対策は何かというのがこの下、３分の２に書いてあるものでございます。 

 まず「保護者等への啓発」については、記載のとおりネットサポーター養成事業であり

ますとかアドバイザー派遣事業、リーフレットの作成など。 

 「学校での取組」としては、教職員の指導力向上、生徒に対する情報教育の充実、ネッ

ト上問題の早期発見・早期対応などの取り組みでございます。「保護者等への啓発」「学

校での取組」ということでありますと、本日の前半でもいろいろ議論がございましたし、

皆様御承知のとおりこの検討会でも、かつて秋田県の方が直接いらっしゃって御発表いた

だいた例など他県でも類似例は存在するわけでございます。今回特に御紹介したいのは３

つ目の「事業者と連携した取組」というものでございます。 

 それについて、若干詳し目に御説明いたします。 

 まず、さまざまな取り組みの方向性、具体的な取り組みの中の一つとして、携帯電話の

ショップの店頭で入手する際にフィルタリング設定や適切な使い方について周知すること

も重要な対策のうちの一つであると。不可欠であるという認識から事業者との連携が重要

と考えて、この対策をまとめるに先立って、県として携帯電話事業者と協議を重ねてきた

ということと伺っております。その結果、この対策をまとめる平成27年３月にNTTドコモさ

ん、KDDIさん、ソフトバンクモバイルさんの３社と「青少年の携帯電話やスマートフォン

等の適切な利用の促進に関する協定」というものを締結し、さらにその協定をつくっただ

けで終わりではなくて、実効性を高めて継続していくといった取り組みをやっていくため

に、各事業者さんとスマホ・ネット問題解決タスクフォースというものを設立したという

ことであります。 

 そのタスクフォースの目的、活動内容については、この資料の下半分の○の２つ目に記

載してあるとおりでありますが、継続的な検討の中から生まれてきたものが○の３つ目の

「フィルタリング推奨宣言店登録制度」というものでございます。これは一定の基準とい

ってもかちっとしたものではなくて、割と緩目といったら語弊があるかもしれませんが、

来店する青少年保護者にネットの不適正利用に伴う危険性、あるいはフィルタリングの必

要性などなどを説明するということを宣言、実践することで、宣明された店舗をフィルタ

リング推奨宣言店として登録すると。 

 資料の裏側にあるのですが、実際に登録された店舗には【宣言店ステッカー】というも

のがございます。これを店頭に張るということを始めております。これは平成27年７月か

ら始まったのですが、ことし、平成29年３月末現在、県内の204店舗が登録されていると。

おおむね県内の全店舗の約８割が推奨宣言店ということになっていると。来店した親子に
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対してフィルタリングの必要性、あるいはネット上の危険性、リテラシーについての説明

を徹底することをやっているということです。 

 さらに推奨店の登録された現場の方との意見交換というのも続けておりまして、それが

資料の取り組みの○の４つ目でありますが、「啓発リーフレットの作成・配布」というこ

とでことしの３月から開始しています。具体的にどういうものかというと、裏側に【啓発

リーフレット】の「挑戦！スマホクイズ！！」ということで見開きのものが載っておりま

すが、これは店舗での待ち時間、よくスマホなどの契約については店舗でいろいろ説明す

ると１時間もかかるという話もあると。１時間あってもきちんとしたことをやるとなると、

時間がかかるというのはいたし方ないということは御承知かと思いますが、そのあいた時

間に安全利用策についての理解を深める意図を持って、こういったものにも親子でやって

もらうということでことしの３月から活用されているということです。 

 それ以外に県内の学校から派遣要請を受けて、研修会に講師を派遣するといったことも

やってございます。 

 最後に「○ 効果検証」ということで岡山県から伺っておりますが、このフィルタリン

グの実施調査というのを事業者と共同で継続してやっているということだそうでございま

す。これはフィルタリング推奨宣言店において、ある一定の１週間の期間を定めまして、

その調査期間中に新規契約あるいは機種変更された方、これは18歳未満の青少年の保護者

のうちということでありますが、その方が機種変更あるいは新規契約をした際にフィルタ

リングを設定したかどうかということで集計しておるということであります。平成28年１

月は調査部数659人のうち55.1％と。ことし、平成29年１月は調査部数424人のうち59.9％。

大体５割５分か６割という方が１週間のサンプル期間においてフィルタリングを設定して

いるという状況でございます。 

 ちなみに、毎年やっております当府の青少年のインターネット利用環境実態調査の中で

の岡山県のフィルタリングの実施率は調査部数がかなり少なくて、平成27年度調査では32

人、平成28年度調査では30人が岡山県内の方であったわけなのですが、それぞれ実施率は

平成27年度は34.4％、平成28年度は40.0％。この県独自の検証、調査結果と当府の調査結

果は、当然やり方も時期もサンプルも違いますので一概に比較というのはなかなか難しい

かと思います。また、岡山県独自のやり方について他県との比較というのは、もちろん他

県にはございませんので、これをもって高いのか低いのかというのはなかなか数値的に比

較するのは難しいかと思いますが、一つ挙げられるのは協定を結んだだけでとどまらず、

その後、継続して創意工夫をそれぞれ官民一体となってつなげていって、その結果が自県

に限るとはいえ、どのような効果をもたらしているかというものをきちんと検証している

と。 

 それを今後どういうふうにつなげていきますかというところは、スマホを持つ世代にな

ってくる子供というのは年々ふえていくので、こういった取り組みは継続していくのです

という話を口頭ではいただいておりますが、少なくともそういった県における取り組みを
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継続していく上で、きちんとしたPDCAを回して、政策決定に役立てているといったことが

特徴ではないかと考えています。 

 以上で報告を終わります。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明に対する質疑、討論へ移りたいと思います。御意見などが

ある方はどなたからでもお願いいたします。 

 尾花委員、お願いします。 

○尾花委員 一つ質問させてください。 

 この啓発リーフレットのクイズなのですが、保護者に伝えたいこと、子供に伝えたいこ

とをひとまとめにしてクイズにしたという感じで、内容的には悪くないと思うのですけれ

ども、例えば青少年向けのクイズの１番で「スマホのフィルタリングは、携帯電話回線用、

Wi-Fi用、アプリ用の３種類があり」というのは、今となっては説明しなくていいこと。こ

れがいい悪いではなく、頻繁な状況の変化に対して変更とか更新をされているのかどうか

と聞かれたことはありますか。 

○藤原座長 事務局、いかがでしょうか。 

○堀参事官 このリーフレット自体がことしの３月なので、まだ半年ぐらいしかたってい

ない。 

○尾花委員 ことしの３月ですか。 

○堀参事官 はい。 

○尾花委員 ことしの３月から「あんしんフィルター」になっているので、最新情報をア

ドバイスできるような体制や、最新情報を取りに行ったり確認したりできるようなところ

が必要なのかなという気がします。安心協のリーフレットもそのために頻繁に更新してい

るのですが、なかなか難しいと思うので、キャリアさんにもっともっと「あんしんフィル

ター」を宣伝していただいて、地域にも伝えていただけたら‥‥といったことを感じまし

た。わかりました。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。 

 私もこの問題を見たときに先ほどの御講演をすぐに思い出して、あんしんフィルターは

どうしたのだろうと思ったのですけれども、今のような点を踏まえて、継続的にやってい

らっしゃるということでPDCAが回っている例として御紹介をいただいたわけです。 

 清原委員、お願いいたします。 

○清原委員 ただいま岡山県の取り組みを伺いまして、大変望ましい、県としての取り組

みをされているなと感じました。１点目に、「フィルタリング推奨宣言店登録制度」をつく

っていただけたということで、これはなかなか単独の市町村ではこうした取り組みは困難

かと思いまして、やはり広域自治体である県レベルで方針を持って、こうした事業者団体

と協定を交わした上で、必ずフィルタリングをしていただけるという店舗を８割確保され

たということは有意義だと思います。 
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 ２点目に教職員についてでございますが、これは各市が採用しているわけではなくて、

県単位で教育委員会が採用して、各市町村に配置しているということですから、教職員の

指導力の向上、また、専門的な人材の育成について市町村ではなくて、県が力を入れてい

ただいているということは県内の市町村の地域格差がなくなることであり、県内で標準的

にこうした取り組みが推進されるという意義があると思います。これからも継続していた

だければなと思います。 

 そこで一点だけ質問ですが、県の方がご出席ではないのでおわかりにならないかもしれ

ないのですけれども、こうした取り組みをする際に県内の市町村の教育委員会であるとか、

あるいは市長部局とどのような情報共有をされて、その推進体制の中に市町村及び教育委

員会がどのように位置づけられて連携をされているかということはとても重要だと思いま

すので、何か知見があれば教えていただきたいですし、今お持ちでなければ、きっと連携

はあるだろうとは思うのですけれども、その連携があって、これからも持続可能性がより

できていくのではないかなと感じました。 

 以上です。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。 

 今の二層構造のうちの県と域内の市町村との関係ですけれども、事務局から何か。 

○堀参事官 そこまで聞けておりませんでした。申しわけございません。 

○藤原座長 もし、機会があれば重要なことだと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 藤川代理、お願いします。 

○藤川座長代理 大変興味深い御説明をありがとうございました。 

 先ほど、清原委員もおっしゃった点なのですが、フィルタリング推奨宣言店登録制度と

いうのは非常にすばらしいですし、これはもうぜひほかの地域でも参考にできるようにで

きたらと思うのですけれども、販売店の業界団体というのは大体各県にあるものなのかど

うかということであるとか、業界団体があるとして、例えば量販店みたいなものが入って

いないとか、ある種の販売店が加盟していないということがあるのかどうか。各地域でこ

ういった取り組みを仮に進めるとして、どういうところを相手に交渉していったらいいの

かに資するような情報を何かお持ちであれば、ぜひ御教示いただきたいのですがいかがで

しょうか。総務省さんなのか経産省さんなのか、総務省さんなのですか。 

○徳光消費者行政第一課長 まず、私が少し説明した上で、もし仮に何かあれば補足をし

ていただきたいと思います。 

 キャリアショップの業界団体としては全国携帯電話販売代理店協会があります。 

○藤川座長代理 それは全国組織ですか。 

○徳光消費者行政第一課長 そうです。 

 全国携帯電話販売代理店協会は、つくられた当時は加盟店も少なかったのですけれども

会員を伸ばしておりまして、今、全国のキャリアショップの八十数％が直接加盟している

あるいはその傘下に入っているという形だと思います。ただ、量販店さんは基本的には入
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っていなくて、キャリアの名前を冠したところが入っているというところです。 

 あと、全国携帯電話販売代理店協会の中の各地方の支部というものはないのですけれど

も、地方のまとまりのための体制的なものは去年ぐらいからどんどんつくっていっており、

各地でキックオフして、連携を深めているという段階だと思います。 

 何か補足はありますか。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 有木委員から何か補足はございますでしょうか。 

○有木委員 今、徳光課長がお話になった通りでございまして、全国携帯電話販売代理店

協会の活動の中にあんしんショップ認定制度という制度があり、それを実施する協議会を

つくっていらっしゃいまして、私どもTCAも参画しております。そこでは、全国のキャリア

ショップさんがフィルタリングだけではなく、消費者保護のための関係法令やガイドライ

ンに沿った対応について宣言をされるお店からの申請を受けて、審査をした上で、認定を

するという制度です。都内でも大分見かけ始めましたけれども、入口に「あんしんショッ

プ認定店」というシールを貼っております。協議会の審査委員会は新美先生に委員長をし

ていただいていますが、全国携帯電話販売代理店協会に加盟されている店舗の内、８割を

超えて９割ぐらいが認定を受けています。 

 認定を受けた各店舗さんでトラブルがありましたら、審査会に申告、もしくは報告があ

った段階で再度審査することになりまして、PDCAを回すという形で今進められております。 

○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。ほかにいかがでしょうか。 

 上沼委員。 

○上沼委員 この岡山県の取り組みはフォローアップもしているという意味で、非常に参

考になります。要するに、一度何かイベントをやって、そのための準備のところに結構時

間をかけるという行為自体にも意味があると思いますが、担当の方が変わったりすると継

続できないというのが一番の問題です。したがって、今までのイベントでも、その後のフ

ォローアップをどのぐらいしているのかなども、合わせて確認していただけるとありがた

いです。たしか、この前、秋田県さんも、フォローアップされているという話を御紹介い

ただいていたと思います。その上で、それができていないところがある場合、なぜできな

かったのか、というところまで踏み込んでいただけると、今後は、こういうところに注意

すると継続的なフォローアップも可能です、ということもお話ができるのではないかと思

いますので、ご検討いただけるとありがたいです 

 インターネットは、全国的な対応が必要なものではありますが、各地域で使い方が違う

というところもあります。特に人口が少ないところなどはお隣の友達が２キロ先なので遊

べず、結果として、家でゲームをする、スマートフォンを使うみたいな形での使い方が多

くなったりするなどという地域ごとの特色もありますので、大まかなところは全国でやる

にしても、最終的には各地域にそぐう教育活動というものをしていかなくてはいけないの
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かなと思いますので、継続的なフォローアップも視野に入れて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した。 

 尾上委員。 

○尾上委員 岡山県では、先進的に小中学生に限ってでしたが、夜９時以降の携帯電話の

使用制限ということに取り組まれており、それに関しては何もここに記述がないのですが、

関連することだと思うので、例えば保護者等への啓発とか学校での取り組みの効果検証は

どうだったのかとお聞きしたいと思いました。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 事務局、何かございますか。 

○堀参事官 今回のメーンの御報告といいますか、論点の提起として、事業者と連携とい

うことが中心にありましたので、それについては記載をしていなかったという状況でござ

います。 

○藤原座長 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、最後に「３．その他」ということで本日の議論全体を通しまして、御意見な

どがある方はどうぞお願いいたします。いかがでしょうか。 

 清原委員、お願いします。 

○清原委員 ありがとうございます。 

 本日は、私たちもかねがね問題意識を持っておりました低年齢層の子供たちに対して、

インターネットの利用環境を整備していく上で、重要な基礎的な資料と論点が提起されま

した。そして、厚生労働省さんで新たに子ども家庭局が生まれて、基礎自治体ともさらに

密接にいろいろな取り組みをしていただく関係者が出席していただいたことも大変心強く

思います。 

 三鷹市のような基礎自治体でも、この問題につきましては部局を超えて超部局的に、つ

まり、教育委員会と市長部局が連携するだけではなくて、市長部局においても健康福祉部

や子ども政策部、その他企画部等も横串で取り組んでいるというのが現状です。したがい

まして、今後ともとりわけ低年齢層の子供を中心として、保護者支援や保育園、幼稚園、

家庭支援などについては、引き続き各府省横串で取り組んでいただける姿がきょう見えた

ような気がして大変心強く思いました。今後ともよろしくお願いします。 

○藤原座長 貴重な御指摘ありがとうございました。 

 主務大臣制を超えた横串の活動が行われているということですね。地方公共団体におい

ても同じだということですね。 

 ほかにございますでしょうか。 

 尾花委員、お願いいたします。 

○尾花委員 意見というよりもこれはお礼なのですが、もう５年ぐらい前から本検討会の

席で「厚労省さん、来てください」「文科省さん、何とかしてください」と言い続けてい
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ました。でも、実現は難しいと思っていた部分もありまして、今回全員そろっていただい

たことと、各省庁さんの取り組みを資料と共に御発表いただきましたこと、感無量でござ

います。 

 せっかくなので、保育の現場あるいは妊産婦さん向け、民生委員の方たちの活用なども

含めて、そういったところは厚労省さん、幼稚園・学校に関しては文科省さん、ショップ

さんとか携帯電話事業者さんの取り組みに関しては総務省さんで、また先ほど発表の中で

お話ししたように、企業にも取り組みをお願いしたいということで経産省さん、それをま

とめていただける内閣府さん、もちろん、警察庁さんからも新しいトラブルの事例なども

お聞きしたいですし、権利に関する問題とか人権の問題というのはやはり絡んできますの

で法務省さんにも。小学校に入る前の段階でできることをやるような予算づけ、取り組み、

連携を、これを機会により一層深めていっていただけたら大変うれしく思います。今後と

もよろしくお願いします。きょうは本当に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。 

 そろそろ締めなければいけないのですけれども、私にかわって大体言っていただきまし

たので、各省庁の方々の御協力にも感謝いたしております。 

 それでは、事務局から今後の予定につきまして御説明をお願いいたします。それか、何

か補足があればどうぞ。 

○堀参事官 若干補足を。 

 まず、小城先生から低年齢層が動画でどのような種類を見ているかという御質問ですが、

これは現在の調査ではとっておりません。ただ、平成30年度、来年度から毎年の調査に加

えて低年齢層をふやせないかということで、これは予算も絡む話なので概算要求の中に入

れてお願いしているところであります。それと並行してどういう調査の形であるべきかと

いうことは、藤川代理をヘッドに御検討をお願いしているところでございますので、その

中で結論を出していきたいと考えています。 

 上沼先生からお話がございました地方の取り組みの話なのですけれども、平成27年度、

平成28年度は６県でフォローアップをやってみたのですが、確かに県によって、実際には

フォーラムをやっても後はそのままというところもないわけではないということでありま

して、これはこれからの話になってくるかと思うのですが、例えば今年度も３つの県でや

っているのですけれども、このフォーラムをやった後、あなたの県ではどういうことに取

り組んでいくのですかという話は計画の段階からそういう投げかけはして、ある程度のお

考えはいただき、もし他県の例なども紹介できるところがあれば、それはしていくという

形で今年度から始めているところでございます。 

 補足説明としては以上でございます。 

○藤原座長 それでは、今後の予定についてお願いいたします。 

○堀参事官 本日は、大変長時間ありがとうございました。 

 次回の検討会でございますが、年末、年が明ける前に11月ないし12月ごろの開催を考え
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ております。詳細な日程につきましては、また委員の皆様とスケジュール調整を行った上

で、決定してまいりたいと考えています。 

 次回の議題でございますが、個別のテーマにつきましては、今回、前回と御議論いただ

いたところでございますので、次回につきましては、いよいよ本検討会で第４次基本計画

策定に向けた報告書をおまとめいただこうと考えているのですが、それの骨子案の検討と

いうことをお願いしたいなと考えております。また、その検討の場におきまして必要に応

じ、委員の先生あるいは関係団体からの発表もいただきながら、提言に向けた討議をお願

いしたいということを考えておる次第でございます。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございます。 

 それでは以上で、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。 

 これをもちまして、第36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

了いたしたいと思います。 

 御多忙の折、長時間にわたり、充実した御審議、御発表をいただき、まことにありがと

うございました。これで終わらせていただきます。 


