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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39回会合 

議事次第 

 

 

日時：平成30年４月24日（火）10:00～12：00 

場所：中央合同庁舎第４号館２階共用第３特別会議室 

 

 

１．開会 

２．議事 

 「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 

 議題１ 「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にするための施策に関す

る基本的な計画（第３次）」の進捗状況（平成29年度）について 

 議題２ 平成29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 

 議題３ 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について 

３．内閣府特命担当大臣挨拶等 

４．その他 

５．事務連絡 

６．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、

国分委員、吉田委員、井部委員代理 

【内閣府・事務局】松山特命担当大臣、小野田統括官、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、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課長補佐、警察庁生活安全局少年課少年

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、総務省総合通信基盤局電気

通信事業部消費者行政第二課課長補佐、法務省大臣官房秘書課政策立案・情報管理室長、文部科学省生

涯学習政策局青少年教育課長、文部科学省生涯学習政策局情報教育課情報教育振興室長、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 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、まず最初に、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、清原委員と小城委員が御欠席でございます。また、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、尾花委員は若干遅れられるということで御連絡いただいております。 

 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、これも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。議事次第に資料一覧がございます。 

 資料は、記載のとおり、１から12まででございます。 

 資料１ 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 

新旧対照表 

 資料２  

「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にするための施策に関する基

本的な計画（第３次）」の進捗状況（平成29年度）について（概要） 

 資料３  

「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にするための施策に関する基

本的な計画（第３次）」フォローアップ結果（平成29年度） 

 資料４ 内閣府資料 

 資料５ 警察庁資料 

 資料６ 総務省資料 

 資料７－１～７－４ 法務省資料 

 資料８ 文部科学省資料 

 資料９ 経済産業省資料 

 資料10 平成29年度 青少年のインターネット利用環境実態調査 調査結果（概要） 

 資料11 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）に対する意

見募集結果について 

 資料12 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） 

 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、各委員の皆様方

の御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

ございますか。 

 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、議事に入りたいと思います。 
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 本日は、３つの議題がございます。 

 議題の最初は、「『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にするた

めの施策に関する基本的な計画（第３次）』の進捗状況について」でございます。いわゆ

るフォローアップと言われているものでございます。 

 議題の第２は、「平成29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。 

 議題の第３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」、この会

議の報告書でございます。 

 本日は、この議題に沿って報告・発表いただいた上で、議論を進めていきたいと思って

おります。 

 それから、本日でございますけれども、午前11時半を目途に松山内閣府特命担当大臣が

御出席されますので、11時25分ぐらいまでには議事を一通り終えたいと考えております。 

 質疑にて御発言される際は、いつも申し上げておりますけれども、可能な限り最初に結

論をお述べいただき、その後、御説明いただければ大変助かります。これまで同様、円滑

な議事進行に御協力をお願いしたいと存じます。 

 それから、当検討会では、原則として傍聴者による撮影は禁止しておるわけでございま

すけれども、本日、大臣の御出席の場面に限り、報道関係者による撮影を許可したいと思

いますが、これはよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、撮影は許可することといたします。 

 まず最初に、議題に入る前ですけれども、事務局から報告案件があるとのことでござい

ますので、これをお願いいたします。 

○堀参事官 それでは、資料１に基づきまして、「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、前回、昨年３月27日付でございますが、それ以後の委員の皆様の御役

職等の変更、あるいはオブザーバーであります各省庁におきまして、組織改編、法務省お

きまして、担当室長の変更がございました。 

 それに加えまして、今後の基本計画の見直し、特に低年齢層の子供や、その保護者に向

けた対策を推進していくということを見据え、厚生労働省、内閣府子ども・子育て本部の

認定こども園の御担当の方を検討会のオブザーバーとして加える必要があることから、本

年４月20日付で改正いたしました。 

 なお、この改正につきましては、一番最後の資料12の検討会報告書の最終ページ、81ペ

ージにも委員の皆様の御名前と御役職を掲載しておりますが、既に今回の改正を反映した

ものとしております。 

 事務局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。 

 それでは、議題の１「『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にす
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るための施策に関する基本的な計画（第３次）』の進捗状況について」ですが、まず、内

閣府から御説明をお願いいたします。 

○堀参事官 それでは、第３次基本計画の進捗状況（平成29年度）について御説明いたし

ます。 

 まず、資料２と３でございます。資料２は、第３次基本計画の項目に従いまして、関係

府省庁の取組のうち、主なものについて記載した概要版でございます。また、資料３は、

各府省庁における施策と実施状況を取りまとめた詳細版でございます。それぞれの取組に

つきましては、この後、各省庁から順次御説明いたしますので、その際に、これらの資料

につきましてもあわせてご覧いただければと考えております。 

 引き続きまして、内閣府の取組状況につきまして資料４に基づいて御説明いたします。

内閣府では、取組を大きく４つに整理しております。 

 １つ目は、本検討会の開催でございます。昨年度、平成29年度は計５回開催していただ

き、委員の皆様方に第３次基本計画の見直しに向けた御検討をしていただいたところでご

ざいます。 

 ２つ目は、広報・啓発活動の実施でございます。例年２月から５月に実施してまいりま

した「春のあんしんネット・新学期一斉行動」につきまして、この検討会でも御報告させ

ていただいているところでございますが、いわゆる座間事件を受けまして、29年から30年

にかけましては開始時期を12月に前倒しし、「あんしんネット冬休み・新学期一斉緊急行

動」と、名称も変更いたしまして、フィルタリングの利用促進やインターネットリテラシ

ーの向上に重点を置いた啓発活動を推進しております。 

 今回の一斉行動におきましては、インターネットやラジオ等を活用したこれまでの政府

広報に加えまして、BSテレビあるいは首相官邸LINEなど、新たなメディアを活用した広報

を実施してきたところでございます。 

 内閣府の取組の３点目は、実態調査等の実施であります。平成29年度は、「青少年のイ

ンターネット利用環境実態調査」のほか、諸外国調査といたしまして、「アメリカ・韓国

における青少年のインターネット環境整備状況等調査」を実施したところであります。既

に御報告しておりますが、この「青少年インターネット利用環境実態調査」につきまして

は、本検討会において御議論いただきましたインターネット利用者の低年齢化というもの

を踏まえ、平成30年度、今年度からは対象となる年齢層を拡大し、ゼロ歳から17歳を対象

とすることとしております。 

 最後、４つ目でございますが、地方連携フォーラムの開催でございます。昨年度は、鹿

児島、福井、青森の３カ所において「青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム」

を開催し、地方において関係機関・団体が連携して、各種取組を実施できるプラットフォ

ームの構築を推進してまいりました。 

 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。 
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 質疑につきましては、関係省庁の御説明が一通り終わった後に行いたいと思います。 

 続きまして、警察庁から御説明をお願いいたします。 

○松木少年保護対策室長 警察庁でございます。資料５に基づきまして、警察の取組を説

明したいと思います。 

 警察の取組といたしまして、３点記載しております。 

 まず、１点目は、インターネットの適切な利用に関する教育・啓発等の推進でございま

す。 

 資料の右上に出ておりますけれども、啓発用リーフレットと書いてある、こういう資料

を作成いたしまして、この中で実際に発生した具体的な犯罪被害事例などを載せ、毎年、

各都道府県警察において普及・啓発に努めているところでございます。 

 そのほかに、携帯電話販売店に対する要請の実施、サイバー防犯ボランティア育成・支

援の推進についても努めているところでございます。 

 ２点目は、犯罪被害の抑止対策の推進でございます。 

 インターネットを利用した犯罪被害に関する取締りでございますが、平成29年は、児童

ポルノ事犯1,432件、児童買春793件を検挙しておりまして、これらの数値はいずれも過去

最多となります。 

 こういった状況を踏まえまして、警察庁では昨年、文部科学省と連携いたしまして、こ

ちらについては資料の右下に出ておりますけれども、こういったリーフレットを共同名義

で作成いたしまして、こちらにも実際に発生した犯罪被害事例を載せるとともに、国家公

安委員会委員長と文部科学大臣による共同メッセージを発出いたしまして、犯罪被害に遭

わないよう子どもたちに注意を呼びかけたところでございます。 

 また、昨年７月には、SNSに起因する児童の犯罪被害防止や、児童が安心・安全にインタ

ーネットを利用できる環境の向上を目指した事業者の自主的な取組といたしまして、青少

年ネット利用環境整備協議会が設立されたところでございますが、警察としても必要な情

報提供を行うなどの支援を行っているところであります。 

 また、サイバーパトロールにつきましても、自殺誘引の書き込みへの対応なども含めて、

取り組んでいるところでございます。 

 ３点目は、違法・有害情報排除対策の推進でございます。 

インターネット・ホットラインセンターにおきまして、インターネット上の違法・有害

情報に係る警察への通報やサイト管理者への削除依頼等を行っております。また、昨年発

生した座間事件を受けまして、自殺誘引等情報にも対応しているところでございます。 

 警察庁からの説明は以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、次に総務省から御説明をお願いいたします。 

○徳光消費者行政第一課長 総務省でございます。資料６に基づきまして説明させていた

だきます。 
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 １ページ目をごらんください。 

 １点目、改正インターネット環境整備法の関係で申し上げますと、政省令を整備すると

ともに、私どものほうから携帯電話事業者等に対して、義務履行の徹底ということを改め

て本年１月に要請しております。 

 さらに、条文解説や事業者向けのQ&A集を作成・公表して、事業者の円滑な実施というも

のを支援しているところです。 

 また、店頭での周知ということを想定しまして、40万部のリーフレットを配布している

ところでございます。 

 それから、啓発活動の関係ですが、１つ目は、一斉緊急行動ということで、先ほど内閣

府さんからも説明がありましたけれども、例年２月から実施しているものを12月に前倒し

して、関係省庁・関係事業者等と連携して啓発活動を集中的に実施したというものでござ

いまして、写真にありますように、スタジアムの電光掲示板なども活用して実施している

ところでございます。 

 次のページ、お願いいたします。 

 e-ネットキャラバンの関係、これは御案内のとおり、「出前講座」でございます。29年

度実績は、2,309件ということで、前年度実績1,755件に比べて相当増加しているというこ

とでございます。これは我々の地方組織と関係事業者、関係団体の皆様に御尽力いただい

て積極的に周知・広報して、数をふやしていったというものでございます。 

 トピック的なことを申し上げますと、座間事件を受けまして、スクールカウンセラーを

含む教育関係者等にe-ネットキャラバンへの参加を促すための取組を実施しておりまして、

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等に派遣するということで、

現在、有識者の先生にも入っていただいて、教材のリニューアル版を開発中でございます。 

また、e-ネットキャラバンでは、ことしから法務省と連携して、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ころでございます。 

 それから、「インターネットトラブル事例集」も毎年度作成しておりますが、今年度は

特に座間事件を受けて、SNSを利用する際の注意点をまとめたトラブル事例集の追補版を作

成しております。 

 次のページ、お願いします。 

 ILAS、青少年のインターネットリテラシーを可視化するテストということで、高Ｐ連さ

んの協力も得ながら実施しているものでございます。29年度は95校、１万7,223名というこ

とで、前年度に比べて参加人数を拡大して実施しているところでございまして、４月20日

にその結果を公表しているところでございます。 

 最後に、違法・有害情報相談センターの関係でございます。これは、総務省が委託して

設置しているものでございますけれども、既存のスキームでは、相談があって、アドバイ

スする。そうすると、相談者のほうから具体的な対応ということで、必要に応じてみずか

ら削除要請を行うということでございましたけれども、相談案件のうち、一定のものにつ
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いては、あらかじめ協力を取りつけた事業者に対して直接事案を提供する。そして、提供

を受けた事業者は自主的な判断により対応を検討するということで、試行的に取組を開始

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 法務省です。資料７に基づきまして、法務省の人権擁護

機関による取組について紹介させていただきます。 

 まず、人権相談について説明いたします。資料７－１をごらんください。 

 法務省の人権擁護機関では、人権問題に係る主な人権相談体制としまして、全国の法務

局、地方法務局及びその支局等において面談や電話等で人権相談に応じているほか、子ど

もに関する人権問題専用の相談電話「子どもの人権110番」をフリーダイヤルで設置してお

ります。 

 このほか、全国の小中学校の全児童・生徒に対しまして、人権相談用の便箋と封筒が一

体となった「子どもの人権SOSミニレター」を配布しますとともに、パソコンや携帯電話か

ら相談できるインターネット人権相談受付窓口を開設しております。 

 続きまして、資料７－２をごらんください。人権侵犯事件に係る調査並びに被害の救済

及び予防について説明いたします。 

 先ほど説明しました人権相談などを端緒としまして、人権侵害の疑いがあると認められ

るような事案があった場合には、人権侵犯事件として調査を開始し、被害の救済のための

措置を講ずるなどしております。インターネット上における名誉毀損、プライバシー侵害

等の人権侵害情報に関しましては、プロバイダ等に対する発信者情報の開示請求と、当該

情報の削除依頼の方法について相談者に助言しているほか、事案に応じて、プロバイダ等

に対して当該情報の削除を要請する取組を行っております。 

 次に、インターネットをテーマにした人権啓発活動について説明いたします。資料７－

３及び７－４をごらんください。 

 法務省の人権擁護機関では、「インターネットを悪用した人権侵害をなくそう」を啓発

活動の強調事項の一つとして掲げまして、各種啓発活動を実施しております。その一環と

しまして、人権啓発冊子「あなたは大丈夫？ 考えよう！インターネットと人権」を配布

しております。資料７－３の冊子は、特にインターネット利用率が９割を超える高校生を

対象として作成しており、インターネットを悪用した人権問題への対応とともに、インタ

ーネットリテラシーの向上を図ることを目的として、無料通信アプリ等を使用した、いじ

め、リベンジポルノの問題などを盛り込んでおります。 

 また、資料７－４につきましては、インターネット上における人権尊重やその安全な利

用に関する理解や関心を深めることを目的とした啓発ビデオ「インターネットと人権 加

害者にも被害者にもならないために」でして、法務局、地方法務局での貸し出しのほか、



- 9 - 

 

YouTube法務省チャンネルで配信しております。 

 法務省の人権擁護機関では、引き続きインターネットと人権の問題について積極的な啓

発活動を行ってまいります。 

 以上です。 

○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。 

○土肥青少年教育課長 文部科学省青少年教育課長の土肥でございます。 

 資料８に基づきまして、文部科学省の取組について御説明いたします。資料８の赤字の

部分が主たる新しいものでございますので、それについて御説明いたします。 

 １．情報モラル教育の推進ということで、赤字の部分、学習指導要領等の実施というこ

とでございます。一昨年度、昨年度末に公示いたしました小中高等学校の新学習指導要領

においては、新たに情報モラルを含む「情報活用能力」を「学習の基盤となる資質・能力」

と位置づけ、教科等横断的に育成することを明記しておりまして、引き続き情報モラルの

育成を重視して行ってまいりたいと考えております。 

 その下の情報モラル教育に関する指導の充実ということで、総務省さんからも先ほど少

し御説明がございましたけれども、座間市における事件を踏まえて、昨年12月28日、教育

委員会に対して、インターネット安全教室やe-ネットキャラバンを活用した、関係教職員

に対する研修の充実を図るための取組の実施を依頼する事務連絡を発出いたしました。 

 さらに、昨日付けで、インターネット安全教室等の講師を、教育委員会が開催する研修

等へ派遣する仕組みについて経済産業省、総務省と調整いたしまして、各教育委員会に講

師派遣の依頼方法を記載した事務連絡を発出したところでございます。 

 その下のスマートフォン対策を含む啓発資料の作成・配布でございますけれども、文部

科学省におきましては、「ちょっと待って！スマホ時代のキミたちへ」という啓発資料を

つくりまして、全ての中学１年生に配布しているのですけれども、座間市の事件を踏まえ

まして、その改訂を行いました。具体的な改訂部分については、資料８の２ページ目にあ

りますので、御参照いただければと思います。 

 次に、２．ネット上のいじめへの対応でございますけれども、一番下のSNSを活用した相

談体制の構築ということで、いじめを含むさまざまな悩みに関する児童生徒の相談に対応

するため、新たにSNS等を活用した相談体制の構築に関する都道府県の取組を支援する予算

を措置いたしました。現在、順次手続を行っておりまして、一部の自治体については４月

から既に相談を開始しているという状況でございます。 

 続きまして、３．子供や保護者への啓発でございますけれども、春のあんしんネット・

新学期一斉行動につきましては、先ほど内閣府さん、総務省さんからも御説明ありました

ので、説明は割愛したいと思います。 

 その２つ下の警察庁との連携による啓発の推進につきましても、先ほど警察庁から御説

明がありましたけれども、国家公安委員長と共同で文部科学大臣メッセージを発出すると
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ともに、啓発リーフレットを作成し、教育委員会を通じて児童生徒や保護者への周知を行

っているところでございます。 

 以上、簡単でございますけれども、文部科学省における取組の説明とさせていただきま

す。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 最後に、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 資料９に沿って経済産業省の取組を御説明したいと思います。 

 まず、改正青少年インターネット環境整備法、これは２月１日施行でございます。経産

省は、製造事業者と大手家電流通協会、要するにEC事業者等々が関係しますけれども、こ

うした関係事業者に必要な協力を要請し、彼らも消費者に対する必要な情報提供、相談体

制等を整えているところでございます。 

 ２つ目、インターネット安全教室の実施でございます。これは、警察庁及び都道府県警

察の御協力をいただいて、全国各地のNPOと連携して「インターネット安全教室」を開催し

てございます。具体的には、平成29年度の実施回数は91回、受講人数は7,100人ということ

になってございます。 

 これにつきまして、教育委員会等との連携ということを書いてございますけれども、座

間事件を踏まえた形で、文部科学省、総務省さんと連携して、教育委員会の関係者・教育

関係者の方にインターネット安全教室等への参加を促すことに加えまして、現在の新しい

SNSの利用実態、新しいサービス等を踏まえた形で、研修の教材についても見直しをしよう

ということで、教育委員会等に対して、文科省、総務省さんと連携でアンケートを実施し

て、当該アンケートを踏まえて資料をリバイスしているところでございます。講師の派遣

については、６月から順次実施するということで動いてございます。 

 ２ページ目に行っていただきまして、春のあんしんネット・新学期一斉行動ということ

で、関係省庁・関係事業者・関係団体と連携したフィルタリングの利用促進及びインター

ネットリテラシーの向上に重点を置いた啓発活動について取組をしてございます。これら

についても、各省庁連携のもとで、例年の取組を前倒しして、５月まで実施するというこ

とで動いてございます。 

 下の※書きでございますけれども、座間市における事件の再発防止策について。これは、

累次、いろいろなところで情報提供されていると思いますけれども、違法有害情報につい

て、利用規約等による対応の徹底をするということで、SNS事業者・検索事業者等に自主的

な取組の強化を要請していくということで、政府としての取組が入ってございます。これ

については、昨年12月６日にSNS事業者等が参画する青少年ネット利用環境整備協議会を公

表した提言といった動きもございます。 

 この後、どうなったかということでございますけれども、年明け、１月17日に、これは

Twitter社の取組ということでございますけれども、自殺関係の語句を検索したユーザーに

対してNPO法人の連絡先を表示する機能を追加したということと。 
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 ２月に、自殺を扇動・幇助したり、示唆したりするプロフィール、投稿、DMについて、

迅速に報告できるようにシステムの改修をした。それまでは、ユーザーが通報しようとし

ても、何回かTwitter上のシステムをクリックしないといけなかったわけですけれども、こ

れを自殺関係の文言についてもすぐに通報できるようにした。 

 加えて、２月21日に、利用規約において、自傷行為・自殺の助長について報告を受けた

際の措置について警告を発し、一時凍結し、聞かなかったら、最終的には完全に凍結する

ということを規約上、明確化して運用を開始してございます。足もと、２月のシステム改

修後、通報は一時的にはかなりふえた。ただ、その後、ふえてはいるものの、少し安定化

していると聞いてございます。 

 加えて、３月、自殺対策強化月間におきましては、NPO法人６社に広告枠を無償提供する。

「自殺」等の検索をした人に広告を提示するといった動きが進んでいると聞いてございま

す。まだまだ不足している。さらに、NPOの提携先を広げるとか、いろいろな対応がまだ必

要だと思ってございますけれども、まずはこういう進捗があったということで、あわせて

御報告したいと思います。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 先ほど、冒頭に組織の説明がございましたけれども、厚生労働省と認定こども園は第３

次基本計画のときには入っておりませんでしたので、きょうのところの報告はまだないと

いうことでございます。 

 それでは、これまでの御説明について質疑がある方は、どなたからでもお願いいたしま

す。 

 では、藤川代理からお願いします。 

○藤川座長代理 御説明ありがとうございました。 

 無理に回答を求めないつもりですが、各府省庁でPDCAサイクルと申しましょうか、評価

をどういうふうになされているのかが、お話を伺って余りわかりませんでした。例えば、

全体としてフィルタリングの普及率が伸びていないわけですね。これは１年前にかなり議

論して、事業者の皆様がわかりやすいフィルタリングを提供するということをやっていた

だいたわけですが、恐らくデータ上は微減でありまして、効果があったのかどうか、よく

わからないところがございます。 

 また、幾つか例を挙げると、内閣府におかれましては地域プラットフォームを毎年、御

報告いただいているのですが、毎年、幾つかシンポジウムをなされているということはわ

かるのですけれども、全国でどういう地域にプラットフォームがあって、一体どのくらい

拡充されたのかというお話が全然伺えずに、毎回やってはいるけれども、進んでいるのか

どうかが全く読めないというところがございます。 

 また、文部科学省におかれましては、これも前から言っているのですけれども、情報モ

ラル教育が適切な内容で行われているのかということについての検討がなされているよう



- 12 - 

 

には私は見えない。やっていますということでありましょうし、例えば道徳の教科書に載

っているものが十分かという検証が議論されているのかということが全然わかりません。

進めていらっしゃるのはわかります。さらに、以前もお話ししましたが、きょうは資料に

ありませんでしたけれども、SOSを発する教育を厚生労働省と文部科学省で進めていこうと

いうお話があったのですが、これが全く進んでいるようには見えないということがござい

ます。 

 経済産業省におかれましては、Twitterの自殺については、確かにかなり改善が見られて

いるというのを私も確認しておりますが、例えば「＃援助」みたいなもので、いわゆる援

助交際を求めるような投稿については、ほぼ改善が見られていないということがありまし

て、これは警察庁にもかかわることだと思いますが、Twitterが犯罪を助長している状況と

いうのは改善が全然見られないのではないかということがうかがわれます。 

 というように、さまざまな取組をなさっていただいているのはよくわかるのですけれど

も、適切な評価・改善がなされているのかというと、私はかなり疑問に思っております。

これまでもこの会議で議論していた点が多々ございまして、ぜひ抜本的に評価をきちんと

して、対策について見直しをしていく、有効な対策をとっていただくという方向にかじを

切っていただきたいとお願いしたいと思います。 

 もし何か私の誤解等があれば伺いますが、とりあえず意見でも構いません。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 最初にフィルタリングの普及率のことを言及していただいて、その後、各府省庁の施策

のPDCAサイクル、評価の部分を検証されているのか、効果はいかがなものかということで、

内閣府、文科省、経産省、警察庁と具体的に御質問等出ましたが、いかがでしょうか。 

 それでは、内閣府からお願いいたします。 

○堀参事官 それでは、地方連携フォーラムの話ですけれども、まず効果があったかどう

かという話ですが、これは９月の検討会でも御報告申し上げましたとおり、例えば岡山県

は御発表申し上げたとおりでございまして、他県にはない例。すなわち、県と通信事業者

との連携というものが県内全域に広がっている。地方自治体と事業者との連携によります、

草の根的にリテラシーを向上するという取組が行われている。これは、フォーラムをきっ

かけに行われたということでございます。 

 それから、29年度に実施した鹿児島、福井、青森につきましては、福井、青森は11月で

したので、新たな成果というのはまだ出ておりませんが、鹿児島につきましては、昨年７

月でございましたので、今年度から新たな事業を立ち上げまして、「あんしんネットサポ

ーター養成講座」。これは、例えば和歌山とか、地域におけるサポーターの養成に取り組

まれて、幾つかの県でもう既に事業化されている例があるのですけれども、そういうもの

がフォーラムを契機に行われたという状況でございます。 

 したがいまして、やって、やりっ放しということではなくて、もともと地方における自

主的な取組をスタートさせるセットアップの機会と位置づけて、予算もつけてやっている
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ということでございますので、こちらとしては、フォーラムの後にその地域で継続的な取

組がなされて根づかせていただく。 

○藤川座長代理 何地域あるのかということです。47都道府県でやっているわけですか。

済みません、私が申し上げたかったのは、毎年、幾つかの県でフォーラムが行われ、成果

が上がっているということはわかるのです。ただ、中長期的に見て、どれぐらいの地域で

適切に組織ができて取組が進んでいるのか、それがまた持続しているのかということにつ

いては全く御報告がなされていないと思います。かなり長くやっていることですから、ぜ

ひ全国の中で各地域の取組がどうなっているのか、どういう地域に課題があるのかといっ

た全体像をぜひ見せていただきたい。 

 これは今じゃなくてもいいのですけれども、個々の好事例じゃなくて、全国の状況につ

いて網羅的に見せていただきたいなということをお願いしたいと思います。 

○堀参事官 わかりました。今のようなやり方で始めたのは、昨年度までで大体３年でご

ざいますので、３掛ける３で９地域です。 

○藤川座長代理 もっと前もやっていた。 

○堀参事官 それまでもフォーラムはやっていたのですけれども、それはありていに申し

上げますと、イベントをやって終わりということでありましたので、コンセプトが全然違

います。 

○藤川座長代理 違うのですか。 

○堀参事官 はい。３年間で９県で、９県のうち、県自体も意識を持って取り組んで、実

際の具体的な事業化に移った例というのが２つであったということです。これは、今年度

も３県お願いしているわけですけれども、ここは口を酸っぱくして、やってやりっ放しで

終わりではなくて、その後も継続という形になったということをお願いしているところで

ありまして、今後、まだ増えていくのではないかと期待しております。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 文科省、いかがでしょうか。 

○安彦情報教育振興室長 まず、情報モラル教育がしっかりとできているのかというのを

検証すべきじゃないかということですが、こちらの情報モラル教育、情報活用能力という

全体の中に含まれるような形で、新しい指導要領で引き続き位置づけられて、小中高と情

報活用能力が身についたのかどうかという調査を一度やってみたのですが、今後、新しい

教育振興基本計画の中の次の期間の間に、その情報活用能力調査をしっかりと把握できる

ような形での調査につくり上げようということを目標に掲げております。 

 その中で、しっかりと情報モラル教育が身についているかどうかという視点も含めて、

PDCAサイクルが回るように調査の検討も既にし始めておりますので、次の教育振興基本計

画の中で確立していきたいと思っております。 

○藤原座長 ありがとうございました。 
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○藤川座長代理 あと、SOS教育。 

○藤原座長 どうぞ。 

○土肥青少年教育課長 担当じゃないので、余り詳しくないのですが、SOSの出し方教育に

つきましては、座間の事件を受けまして、１月23日に学校におけるSOSの出し方に関する教

育の推進を求める通知を文部科学省と厚生労働省の連名で発出したということがありまし

て、今後、学校の教職員が活用できる教材等を示すため、委託調査をやると聞いておりま

す。 

 現時点での状況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、経済産業省、いかがでしょうか。 

○松田情報経済課長 ありがとうございます。 

 Twitterの対応についての御指摘だと思います。 

 ２つあって、１つは、座間の事件のときもしっかりフォローアップしろということにな

っていると理解してございまして、まず自殺がスタートしたところですけれども、御指摘

の問題についても、例えばシステム改修自体、自殺に特化したシステム改修ではなくて、

ほかの事例も含めたシステム改修を彼らはしているわけですけれども、問題がそこから起

こったものですから、そこにかなりフォーカスしたことになっている点がどうしてもあろ

うかと思います。 

 これについては、経産省、総務省が事業者との間にありますけれども、例えば警察庁さ

んがやられているインターネット・ホットラインセンターの運用とかで、どれぐらいの違

法な問題がどういうサイトで出てきているのか。我々も事業者からの情報だけだと、KPI

というか、なかなかフォローのしようがないところもありますので、そういうところに御

協力をお願いしながら、警察庁さんと総務省さんと協力しながら、どういうふうに定期的

に事業者に対してチェックしていくのかということは考えたいと思います。 

 加えて、Twitter社自体は、先生、御指摘の問題意識を社としては一応持っていて、今、

Twitter上の健全性に対するKPIというものをどう設定するかというのをグローバルで議論

していると聞いてございます。その中には、自殺問題以外の問題も含めて、まさに健全性

というのはどういうふうに評価するのかということで考えていると報告を受けてございま

すので、これも関係省庁で随時共有しながら、必要なフォローアップを、事業者側で何を

してもらうのか、官側で何をチェックしていくのかということを考えたいと思います。 

○藤原座長 何かあれば警察庁、いかがでしょうか。 

○松木少年保護対策室長 警察におきましては、大きく分けると、取り締まりをしっかり

やりながら、普及・啓発にも力を入れていくということをやっているのですけれども、数

字だけ見ますと、児童ポルノとかSNSに起因する犯罪被害に遭う子供の数というのは年々増

えてしまっているというのが現状でございます。 

 だからといって、PDCAサイクルと言ったときに、それでは我々の取り締まりとか普及・
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啓発が余り効果を上げていないのか。あるいは、ある程度効果を上げているけれども、ス

マホの普及率がそもそも上がっているという背景がある中で、結局被害児童数も上昇して

しまっているのかといったところについては、正直申し上げて、どちらなのかというのは

なかなか判断がつかないところでございます。 

 他方で、SNSに起因する犯罪被害に遭った子供の４人に１人がTwitterに起因するという

こともありまして、Twitterへの対応はおっしゃるとおり、非常に重要な要素だと思ってお

ります。これにつきましては、昨年７月にSNS事業者が青少年ネット利用環境整備協議会を

立ち上げて自主的な取組の模索を始めているところでございます。当初、Twitter社は同協

議会のメンバーに入っておりませんでしたが、去年の11月にメンバーに加わりまして、自

主的な協議の場に加わっているということもございますので、そのTwitter社の取組につい

ては我々も引き続き注視していきたいと思っております。 

 併せまして、先ほど経済産業省からもありましたように、インターネット・ホットライ

ンセンターの取組などにつきましても、協力できる部分は協力を考えていきたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

○藤川座長代理 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す。 

 それでは、ほかに御質問等ございますでしょうか。 

 尾上委員、どうぞ。 

○尾上委員 私は意見ですが、省庁からこうやって発信されているものが、地方の教育委

員会、学校にどう伝わっているのかということで、つい先日、高校の入学説明会に行って

まいりました。３時間超の説明会の中で、最後にこのSNSに関する説明がなされていました。

やった回数からすると、当然、保護者、生徒に対して実施したということになるのですが、

効果を考えますと、やっていないよりはましというぐらいの状態でした。というのは、入

学説明会の最後という時間帯は、保護者も子供もほとんど疲れ果てて、目を輝かせて見て

いるかというと、どちらかというとうつむいていたというのが実態でありますので、やり

方というのは本当に大事かなと思います。 

 もしやるのであれば、冒頭にしっかりそういうことを伝えてから説明に入るとか、単独

でやるという開催の仕方がすごく必要ではないかなと思いますので、そういったところま

でしっかり見ていく必要があると思いますし、地域・地方の部分に関しましては、私たち

保護者もそういった目線で学校にしっかり伝えられるような形でやっていかなければいけ

ないなと思います。 

 意見です。 

○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。 

 上沼委員、お願いします。 
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○上沼委員 ちょっとお聞きおきいただければという形での意見です。普及・啓発の資料

を各省庁から出していただいていて、非常に充実している、といつも思うのですけれども、

その一方で、大変もったいないなとも思っております。各省庁さんで英知を凝らして普及・

啓発の資料をつくっていらっしゃるわけですが、どうしても内容に重複があったり、それ

ぞれがどこに向けて普及・啓発の対象にしているかという部分も曖昧であったり、など、

もうちょっと効率的になったらいいのではないかなと毎度、思います。統一的にはしづら

いという状況は承知しているのですけれども、承知しているからといって諦めちゃうと始

まらないなと思って、とりあえず言うだけ言ってみました。 

 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。 

 五十嵐委員、どうぞ。 

○五十嵐委員 ありがとうございます。 

 各省庁でさまざまな取組をされていて、貴重な資料がたくさんあるのだということを、

この会に来て改めて思います。これが実際にそれぞれの学校において、こんなにたくさん

の資料があるということを、どこで、どうやって知ることができるのかなというのは、学

校としてもアンテナを高くしなければいけない一方で、今、お話があったように、ここを

見ればわかるというものを、それぞれがまとめたサイトがあると便利だなと思います。 

 例えば、先ほども話がありましたが、冬休み、春休みの一斉行動については、ようやく

学校におりてきています。素敵な通知がおりてきていますが、それを保護者に配るかどう

かは、学校におりてきた貴重な１枚を、カラープリンターのない中で白黒で家庭数、印刷

するかどうかにかかっています。そういう貴重な資料がそれぞれの保護者に渡っているか

どうかというところ。ここを見ればこんな資料があるから、家庭にも啓発できるというこ

とを、印刷しない手段としても考えてもいいのかなと思います。 

 また、学校では安全指導として、交通安全、生活安全、災害安全、情報安全とあります

けれども、情報安全については身近ではないのです。専門の人のお話を聞きたいというと

きに、一番身近である警察の関係のほうでは、身を守る交通安全ならいつも連携をとって

くださっているのですが、ネットに関してのお話はちょっと。スクールサポーターのOBの

方が、もしその指導ができたら、とても充実するだろうと思うところもあります。 

 また、人権についていろいろな資料をいただくときに、人権擁護の方が、ネット犯罪に

ついてはちょっと難しいという声も実際にありますので、せっかく省庁でつくられている

ものを、学校現場で普及される方が、御自身は詳しくなくても、こんな資料があるという

情報提供をしてくださったり、安全という一括りでいろいろなことがつながっていますの

で、文部科学省等の皆さんがまとめていただければ学校も見やすくなるのかなと思います

ので、この出回っている貴重な資料を学校がどう実際に活用できるかということをちょっ

と考える必要があるのかなということを今、考えました。 
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 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 現場目線でワンストップサービス化を図っていただけると大変助かるというお話だと思

います。ぜひ御検討いただければと思います。 

 それでは、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。 

 第３次計画の実施が、こういった形で、さまざまな省庁の努力と関係企業や団体さんの

取組で、うまい形で回っているというのは、大変よくわかり、ありがたいなと思うと同時

に、質を上げていく必要がどうしても出てくると思います。今、五十嵐先生のお話にあっ

たように、省庁のリーフレットはとてもよくできています。なぜあれが活用されないか。 

 もちろん、カラーで生徒全員分、配られないからという部分もありますが、どちらかと

いうと、つくった人は専門的な知識があり、深いところ、細かいところまで御存じの方が

提供するのにいい形にまとめて御提供されているのですが、受け取るほうは専門的な知識

はないので、あれをどのように現場で活用するかという活用の方法を一緒につけて提示し

てあげないと、せっかくの資料を使うことができないのですね。 

 ですから、実際にはリーフレットが、例えばずらっと並んだページがワンストップとい

うお話もありましたが、あったところで、こういったときに、こういった授業をするなら、

こういったセミナーをするなら、保護者会でこういう説明をするなら、この資料がいいよ

という指示がないと、20とか並んでしまったときに、果たして学校や地域や現場の担当者

がその中から資料を選べるかというと、選べないのですね。 

 なので、ここは第４次計画に向けてのお願いになりますが、現場でどのように活用する

かというノウハウや知恵を、専門的な知識が希薄な人たちでも利用できるようなメッセー

ジやインフォメーションとともにワンストップ化して提供して広げていくということを、

ぜひとも４次計画を推進する中で御検討いただけたらなと思います。 

 それと同時に、講師の質の向上は本当に喫緊の課題で、例えばSNSの画面を見たことのな

い講師が、インストラクターの説明用の文言を、女優さんや俳優さんじゃないのですから、

せりふのようにそのとおりに読んでセミナーができますという講師が来たところで、現場

は全くうれしくないわけです。今までは、青少年インターネット環境整備法ができてから

というよりも、携帯電話がこの世の中に出てきて、青少年が活用するようになってから、

ほぼ10年たとうとしているのです。10年前と今とでは環境が全く違って、やったことのな

い人が提供された資料を読むだけのセミナーを喜ぶ団体や学校は全くないということを前

提に、講師をやられる方たちの質をもうちょっと向上していただく体制側の努力と。 

 あと、ある意味きちんとした謝礼をお支払いできる予算づけがないと、せっかく頑張っ

ても、もちろん意識が高くて、ボランティアで行って、質の高い内容を提供してくださっ

ている講師、日本中にいっぱいいらっしゃいます。でも、そればかりではなくて、もしも

きちんとした謝金が出るのであれば、頑張って勉強して、自分が講師になろうという人も
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これからどんどん出てくるはずです。 

 そういった意味で、現場では専門家がなかなか確保できないというお話であれば、そこ

の部分をフォローできるような、もちろん国もですけれども、自治体の予算づけとか体制

づくりといったものも、今回の３次計画の内容を踏まえた上で、もう一つステップアップ

するために、各省庁の皆さんで御検討いただけたらなと思います。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 まだ御意見あるかもしれないのですけれども、きょう、途中で大臣御出席ということで

すので、最後に御発言をなさりたいという方のために時間をとってございますので、ここ

で申しわけないのですけれども、議題２に移りたいと思います。 

 議題２は、「平成29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。 

 事務局から説明をお願いします。 

○堀参事官 それでは、御説明いたします。速報版につきましては、前回説明いたしてお

りますので、それに追加した分でございます。簡潔に申し上げたいと思います。 

 資料10をごらんいただきたいと思います。これが３月30日に公表した調査結果の全体の

概要をまとめたものでございます。 

 ２月に発表した、すなわち前回の検討会で御報告したものに追加した箇所を申し上げま

すと、概要８から10にかけて、ページ数でいきますと10ページから12ページまででござい

ます。あと、概要の15、ページ数でいきますと17ページでございます。これが追加になっ

た分でございます。 

 このうち、概要の８から10につきましては、さきに速報版にて公表済みの青少年と保護

者のネット利用状況調査結果につきまして、それを１つにまとめて年齢別に図示したもの

でございます。それぞれの項目における調査結果の概要につきましては、ページ上部の赤

枠内に記載してございます。 

 それから、概要の15、17ページについて申し上げます。これは、保護者のフィルタリン

グの認知割合、それから青少年インターネット環境整備法の認知割合を示しておりますが、

ともにほぼ横ばいという状況でございます。なお、この概要の15のデータにつきましては、

検討会報告書の16ページの図表９のほうに引用しております。 

 事務局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。 

 それでは、今の御説明について質問のある方はお願いいたします。いかがでしょうか。

特にはございませんか。 

 であれば、次に議題３「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につ

いて」に移りたいと思います。 

 これも事務局から説明をお願いいたします。 
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○堀参事官 それでは、「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）」

について御説明申し上げます。 

 この報告書（案）につきましては、２月、前回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、既にお知らせいたしましたが、その後、２月以降、報告書に引用し

ている図表の入れかえ等の所要の修正を行い、また、座長、座長代理に御確認いただいた

上でパブリックコメントを実施したところでございます。このパブリックコメントの結果

が資料11でございます。まず、パブリックコメントの結果について簡単に御報告を申し上

げます。資料11をごらんいただきたいと思います。 

 実施期間は、本年３月16日から29日までの14日間でございます。 

 いただいた御意見は、７名の方から延べ17件の御意見をいただいております。それがこ

の表の一覧のとおりです。 

 このパブリックコメントに寄せられた御意見につきましては、既に委員の皆様にお示し

いたしているところでございます。ごらんいただければおわかりになるかと思いますが、

青少年のインターネット環境の整備等に関する国の関与のあり方についての御意見であり

ますとか、フィルタリングの普及・促進に関する御意見など、貴重な御意見をいただいて

おります。 

 事務局のほうでこれらの御意見について検討した結果、その趣旨が報告書に既に包含さ

れていると認められる御意見、あるいは今後の検討の参考として扱うことが相当であろう

と考えられる御意見で占められておりますので、２月の時点での報告書の論旨を修正する

には至らないのではないかと考えておるところでございます。また、その旨、既に各委員

の皆様方から御連絡いただきまして、そのような趣旨については御了解いただいていると

理解しているところでございます。 

 次に、資料12、報告書の本体でございますが、これをごらんいただきたいと思います。

今、申し上げましたとおり、パブリックコメントの結果、大きく論旨を変更したものはご

ざいませんので、前回の検討会以後の技術的な修正箇所について、かいつまんで報告した

いと思います。 

 まず、資料の11ページから16ページ、図表２から９に関します、本文と脚注の修正でご

ざいます。これは、平成29年度の調査結果が出ましたので、それに基づくものに変えてお

ります。 

 次に、21ページから25ページの脚注を一部修正しております。これは、平成28年度に実

施いたしました「低年齢層の子供のインターネット利用環境実態調査」に関する部分でご

ざいますが、その調査結果概要の表記にあわせて文言を修正しております。 

 次に、36ページの図表の33、これはいじめの関係でございますが、前回、速報値であっ

たものを、確定値が出ましたので入れかえをしております。 

 それから、報告書の一番最後、75ページ以降でございます。検討会の実施状況でありま

すとか、パブリックコメントの結果が80ページ。それから、委員の皆様の役職名の変更。
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これは、一番最初に申し上げてございますが、これを反映したものとして追記してござい

ます。 

 以上の経緯を経たものが、この資料12の検討会報告書（案）でございます。 

 事務局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。 

 前回の検討会にて決定していただきました検討会の報告書（案）について、今、御説明

があったように、統計資料上、必要な修正を加えた上でパブリックコメントを実施いたし

ました。貴重な御意見を頂戴いたしました。いただいた御意見につきましては、事前に委

員の皆様方にもお知らせしており、御意見の内容については御承知のことと存じます。 

 その内容を踏まえた上で、報告書の論旨を変える必要はないとの方針を示しております

が、ここのところ、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○藤原座長 どうもありがとうございます。 

 御異論ないようでございますので、この報告書を当検討会としての政府への提言として

決定したいと思いますが、これも皆様、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○藤原座長 ありがとうございます。 

 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いたします。委員の皆様、あ

りがとうございました。 

 さて、当検討会において、これまで青少年のインターネット利用環境について、さまざ

まな検討を行ってまいりましたけれども、このたびの検討会報告書の決定をもって、一区

切りとなります。せっかくでございますので、この際、各委員の皆様から一言ずつコメン

トをいただきたいと思っております。時間の関係がございますので、２分ぐらいとなって

しまいますけれども、一言ずつお願いいたします。 

○国分委員 いいですか。 

○藤原座長 では、国分委員から。 

○国分委員 今回の報告書の中で、低年齢層の子供に対する教育・啓発の推進ということ

が書かれておりまして、今後のことを考えると、このあたりは非常に重要な点なので、非

常にいいことではないかと思うわけであります。 

 この点について、私の意見を少し申し上げたいのですけれども、この会合というのは、

青少年がインターネットを利用する環境の整備ということですけれども、子供が正しいイ

ンターネットをどうやって使っていくかということがターゲットになるわけです。インタ

ーネットの初期のころを振り返ると、子供はインターネットをどんどん使い始めて、親は

自分が子供のころはパソコンとかもなかったものですから、自分自身の経験で子供を教え

ることができないので、各省庁が先ほど御報告されたような、いろいろな啓発資料等をも

って、子供に教えるということでやってきたのです。 
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 そうこうするうちに、そのころの子供が今や親になって、自分たちの子供のころの経験

を生かして子供に教えられるかというと、パソコンからガラケー、スマホと環境がどんど

ん変わって、子供に自信を持って教えられるという状況にはなかなかなっていない。これ

からの未就学児のインターネット利用を考えると、これは圧倒的に親の影響が大きいと思

います。親が日ごろからどうやってスマホを使っているか。じっと見ていて、それを真似

するわけですね。 

 ですから、私の意見としては、子供への対策というのは各省庁の施策の中でいろいろ取

り上げられておりますけれども、もちろん保護者向けの普及・啓発も、それは子供のため

の普及・啓発ですので、よろしいのですけれども、親自身に対する普及・啓発ということ

も、これからしっかり考えていかなければならないのではないかと思います。 

 長くなって申しわけありません。 

○藤原座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、もし宜しければ、有木委員からお願いできますか。 

○有木委員 電気通信事業者協会の有木でございます。 

 この問題についてのいろいろな施策、政府の取組、もしくは関係者、事業者といったと

ころで環境がどんどん変わっていく中で、その時々、タイムリーにとっていかなければい

けない対策、もしくはそういうかかわりは大変重要だと思っておりますし、これからも続

けていかなければいけないと思います。 

 一方で、個人的な私見になると思いますけれども、今、国分委員のほうからも話があり

ましたが、昔の話といいますか、私も親として、子供がどういう環境に置かれるか、もっ

と親が興味を持つ。もしくは、子供を大人が育てるということがだんだん希薄になってき

ているような気がしますので、できれば、そういったことをできるだけ喚起するような環

境づくりというのも、視点としては必要な気がしました。 

 この検討会に参加して、家庭環境とかも一つの要因じゃないか。もしくは、そういう環

境に触れる前にどういう危険性があるかというものも、子供が実際何かを読んで知るとい

うことよりも、大人がそれなりの危険性も知った上で教えてあげるといった役割も、大人

としては自覚しなければいけない。親としても自覚しなければいけない。こういった部分

が合わさって初めて、政府や関係者、事業者が取り組んでいるものが生きていくのではな

いか、もしくは効果をあらわしてくるのではないかなと感じた次第です。 

 今、諸問題がインターネットもしくはデバイスの進化で起こってきておりますので、こ

の辺も注意深く、そういった進捗に先回りはできませんので、追いかけて対応していかな

ければいけないということは重々認識しておりますので、引き続きいろいろと勉強させて

いただきながら取り組んでいきたいと考えております。 

 どうも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。 

 では、吉田委員、お願いいたします。 



- 22 - 

 

○吉田委員 セーファーインターネット協会の吉田でございます。 

 この問題、深く、長くかかわらせていただいておりますけれども、ことしのメーンテー

マ、トピックスとしては座間事件があったかなと感じております。事業者の間でも、短期

間に結集して、これにどう対応していくかというところを話し合って、打てるところから

対策を打っているところでございますけれども、こういった場で有識者の皆様からも御意

見をいただきながら、事業者だけの考えではなくて、社会が総がかりで問題にアプローチ

していくということは非常に機能しているのではないかなと思っております。 

 これからも有識者の皆様、教育現場の皆様から御意見を頂戴しながら、事業者団体とし

ても迅速に行動していけるように邁進していきたいと思いますので、引き続き、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、尾上委員、お願いいたします。 

○尾上委員 この仕事とともに、PTA団体を初め、各地方の教育関係団体が、今日的課題と

して青少年インターネット環境に関する取組または研修会を積極的に進めてまいりました。

ほとんどの研究大会の中に必ずこういった問題が入れられ、議論されているということか

ら考えますと、しっかりした方向性が今あると思っています。ただ、どんどん環境が変わ

っていく中で、業者の取組というところも保護者としてはわからない部分がたくさんあり、

また情報をまずもらえるところは購入窓口でもあるというところからしますと、保護者の

認識というよりは、事業者の認識というものがすごく大事かなと思っております。 

 今後、保護者は子供とともにしっかり勉強していくということも考えますと、学校の中

の教育がどう充実するのかというのは大事かなと思っております。この制度がますますし

っかり認識されていき、また保護者としての認識、子供として認識を持つような環境整備

をしていけるように我々も頑張っていきたいなと思います。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、金井委員、お願いいたします。 

○金井委員 全国高等学校PTA連合会の金井です。よろしくお願いします。 

 ４月、まさに今、新入生が入って、PTAの総会が各単位PTAで開催されています。実は、

今が一番チャンスの時期で、一番多く保護者が集まります。先ほど、各省庁さんのチラシ、

リーフレットの話がちょっと出たのですけれども、各単位PTAで学校ごとにリーフレットを

つくるのは、予算の関係でなかなかつくれないでしょうし、我々、高Ｐ連も予算が限られ

ていますので、単位PTAの各保護者全員にリーフレットを配るのはなかなか難しいかなと思

っていて、もし各省庁さんのリーフレットが余っているようなことがあれば、高Ｐ連のほ

うがマッチングして、それを配るような形ができればなと思いました。 

 今までやらせていただいて、PTAの役員になっている人は、保護者にしても子供にしても

意識がかなり高いのです。問題なのが、PTAにも入らないような方たちに対して、いかにこ
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ういった内容を伝えるかということで、今のPTA総会が一番いい場面かなと思っているので、

そういったところをうまくPTAと連携させていただきながら、PTAに属さない方たちに対し

て、どういう啓蒙活動をするかというのがすごく大事だなと、ここ何年か思いました。そ

こを強化できればなということです。 

 ちょっと私ごとで申しわけないのですが、実は私の子供も大分大きくなってしまって、

高校生の子供の親としての意見というのがなかなか言えないのですね。私が今、IT会社の

経営をしているもので、IT会社の経営者の立場から発言しようとしているので、そんなこ

ともあって、ちょうど区切りがいいところで、後任が全国の高等学校PTA連合会の現役の会

長の牧田を次回以降、私のかわりに出席するように調整させていただいております。そん

なことで強力な現役の会長が今後来ますので、今までありがとうございました。 

 以上です。 

○藤原座長 金井委員、どうも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す。 

 この報告書の中身が本当に現実になるように、これからが大事だなと思っています。自

分の置かれている立場でいくと、学校は何をすべきか。そして、その上で教育委員会が何

をすべきか。これから具体的な策をしっかりと考えていって、一人一人の子供にちゃんと

この内容が落ちるように。さっきも話題になっていましたが、一人一人の親にも落ちるよ

うに、現実的な策をこれからしっかりと考えていって、具体的に動くことが必要じゃない

かなと思っています。 

 以上です。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、座長と座長代理は飛ばして、最後に一言お話しさせていただくことにいたし

まして、上沼委員、お願いいたします。 

○上沼委員 今回、参加させていただいて、毎度、豊富な資料と各省庁の取組について伺

わせていただいて、大変参考になりました。 

 インターネットに関して言うと、本当にさまざまな分野が重なり合っていて、まさにこ

ういう各省庁が集まるようなところでないと議論できないところではあるので、こういう

場面で議論することが非常に大事なことだなと毎度思っています。 

 それに加えて、特にインターネット分野は変化が激しい分野ですので、それについてキ

ャッチアップして、それを対策に生かしていくということは、いろいろな分野からの情報

を得なければ、とても難しいのかなと思っています。なので、ぜひとも今後とも情報を集

めて、それをうまく生かすということを内閣府さんのほうでやっていただいて、その上で、

青少年の保護のためにどういう方向が効果的なのかという効率化の面からも御検討いただ

ければと思っています。 

 特に、技術を理解することは非常に難しいので、技術を保護者に教えるというのではな
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くて、考え方を保護者に教えるというリテラシー教育のあり方を考えていただいて、技術

で解決できることは技術で解決できる方向に、なるべく政府主導でしていただければ、と

思っていますので、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。 

 それでは、尾花委員。 

○尾花委員 ありがとうございます。尾花でございます。 

 第１回、最初からずっと長い間、この席に座らせていただいて、大きく変化してきてい

るなというのを実感しています。各省庁さんの取組も、さらに現場に近い感覚のものにな

っていて、本当に大変いい傾向であるなと実感していますが、いかんせん、届かない人た

ちというのをこぼしてしまっていいのかという問題は残っていて、前回、前々回のときに

も発言させていただいて、前向きに考えていただいているようですが、仕事をしていない、

収入減のない保護者である御家庭というのは、日本中、探しても大変少ないので、その職

場における保護者教育というか、保護者のリテラシー向上のためのインフォメーションと

いうものを何らかの形で実現できたら。 

 もちろん、政府主導で旗を振って、企業に命令を下してくださいと言うつもりは全くあ

りません。ただ、例えばトライアルをしていただけるようなところがあれば、何らかの形

でお声がけしていただくとか、そういった形で、それをニュースにして、企業で保護者向

けのこんな取組をやっている。最終的には企業のプラスにもなるという形のものを見せて

いけたらなと思っています。そうすれば、年齢を問わず、乳幼児の保護者であれ、高校生

の保護者であれ、全ての保護者に万遍なくリテラシーとか情報モラルに関することが行き

届くのではないかなと思っています。 

 それと、長く続けてきておりますので、ちゃんとした情報モラルを考え、議論してきた

子供たちが、もうそろそろ社会に出る時期になっています。情報モラル教育をさらっと流

したのではなくて、きちんと教育を受けて、自分たちでさんざん考えた子たちが大学生に

なっていたりしますので、そろそろそういったことを経験してきた人から、そういったこ

とを教えられる。講師の育成という意味ではなくて、学校の先生の養成と、そういう先生

を各学校に１人ずつぐらい、ちゃんと採用しなさいよという枠組みができるようなタイミ

ング。これは多分五、六年前にこの会議で言わせていただいたのですが、時期尚早だった

のです。 

 でも、今はそれができる学生が大学に山のようにいます。これは、藤川先生を目の前に

して、私がこんなことを言うのも妙ですが。なので、そういう先生の育成に今後、力を入

れていって、各学校に１人ずつそういう先生がいるだけで、現場は全く変わると思います。

なので、そういうところも御検討をお願いしつつ、できることはまた御協力していきつつ、

今後も続けていければなと思っています。 

 長くなりました。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。 
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 それでは、井部様、何かございますでしょうか。 

○井部代理 電子情報技術産業協会でございます。 

 報告書、大変きちんとまとめられています。ありがとうございます。 

 報告書の中にも、技術や活用方法等の変化を踏まえた実効的なPDCAサイクルの構築とあ

りますように、これからは、インターネットでAIを活用する新たなサービスが増えてくる

と思います。例えば、話し相手になったり、学習支援等です。そういった新たな形態にお

いても、安心して活用できるような検討が引き続き必要かと感じているところでございま

す。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 それでは、藤川代理、お願いいたします。 

○藤川座長代理 大変お世話になり、ありがとうございます。 

 先ほど、これまでの点について申し上げましたので、今後に向けて２点ほど申し上げた

いと思います。 

 １点は、青少年の問題を議論するのに青少年が参画しなくてよいのかということについ

て問題提起を申し上げたいと思います。先日、高校生がICT Conferenceで成果を発表して

くださいましたが、そういった議論がこの会議に余り生かされていない。かみ合っている

ところは余りないわけですね。これは非常にもったいないことであります。 

 理想的には、高校生ぐらいの世代の人が委員になって何人か参画してくだされば一番い

いのでしょうけれども、時間的に難しいかもしれませんので、少なくとも青少年を対象に

ヒアリングをするような機会があってもいいのではないか。あるいは、青少年に近い世代

の若い委員がもっといてもいいのかなということも思います。これは、ぜひ今後、検討で

きたらと思っています。 

 ２点目に、フィルタリングのあり方についてはもっと検討が必要だということを、報告

書を読んでも痛感しております。特に、この報告書をまとめていた後ですけれども、EMA

が活動をとめるという発表がございまして、今までのフィルタリングの枠組みがもう維持

できないことがはっきりしているわけですね。これにどう対応するのかということも含め

て、これからのフィルタリングをどうするかというのを議論する必要があるかなと思って

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、最後に私からも一言だけ申し上げます。 

 まず、委員の皆様方、本当にありがとうございました。おかげさまで、立派な提言がで

きたと思っております。また、オブザーバーの各府省庁の皆様にも、いろいろな要望に応

えていただいて、改めて御礼申し上げます。 

 この検討会の根拠となる法律ができたときにどんな議論をしたかというと、子供をイン

ターネットの世界で無菌状態で育てることもできないし、かといって、荒海にそのまま投
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げ出すこともできない。泳ぎ方とか航海の仕方のルールをしっかり教えていくしかないの

ではないか。その際、いろいろな関係者としては、学校もあるだろうし、地域もあるだろ

うしということですけれども、一番大事なのは親子、家庭ではないかということは当時か

ら議論されたと思います。きょうも御意見のあったところですね。 

 ところが、この順番、学校、地域、家庭というのが、それぞれ本来の機能をなかなか発

揮しにくい外的要因がたくさんあるということで、ここを今後は少しずつ改善していかな

ければいけないだろうなと考えています。 

 さらに、SNSの変遷の歴史を見てみても、どこかの事業者が出てきて、そこが問題になる

と一生懸命解決してくださるのだけれども、きょう、具体的に名前が出た事業者などは外

国の事業者で、最初は十分な御協力をしていただくのはなかなか難しかったと思うのです

けれども、関係府省庁の御努力で、先ほど経産省から御報告もあったように、協議会等へ

入っていただけるようになったということで、これは粘り強く要請するしか、我が国流の

世界に入ってくださいと言うしかないのだろうなと考えております。 

 最後に、ここで扱っている問題というのは、事業者の方とか親御さんとか、あるいは関

係府省庁を含め、さまざまな関係者がいるのですけれども、事業者を初めとして、それぞ

れさまざまな自由を持っておられるわけです。その自由の調整という意味もあるので、そ

の点は少し慎重にやらなければいけないだろうなと思っております。 

 いずれにせよ、検討会を重ねるごとに委員の皆様方のおかげで議論が深まってきたこと

に、座長として感謝しております。 

 以上です。 

 間もなく松山内閣府特命大臣、いらっしゃるということですので、ここで報道関係者に

よる撮影の準備等、行います。皆様、しばらくお待ち願います。 

（松山大臣 入室） 

○藤原座長 松山大臣が御到着されました。 

 先ほど当検討会において決定いたしました検討会報告書をお渡しし、検討会としての政

府への提言といたしたいと思います。 

 松山大臣、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

（検討会報告書 手渡し） 

○藤原座長 それでは、松山大臣より一言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。 

○松山内閣府特命担当大臣 青少年育成を担当いたしております松山でございます。 

 今回、藤原座長を初め、委員の皆様におかれましては、長期にわたりまして大変有意義

な御議論を賜りまして、まことにありがとうございました。 

 また、平素より青少年のインターネット環境整備に向けた取組に対して、御理解と御協

力を今日まで賜ってまいりましたこと、厚く御礼を申し上げます。 

 さて、青少年のインターネット環境整備につきましては、これまで御議論、また御指摘
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いただいたとおり、スマートフォンやアプリ、あるいは公衆無線LAN経由のインターネット

接続の普及、そしてまた、インターネット利用者の低年齢化。これらがインターネット利

用環境を大きく変えてきたところであります。コミュニティサイトに起因する青少年の犯

罪被害は増加の一途をたどっておるところでございます。こうした状況を踏まえて、この

たびおまとめいただきました御提言、しっかりと私どもも受けとめさせていただきます。 

 携帯電話事業者によるフィルタリングの設定義務の徹底などの青少年インターネット環

境整備法の改正を踏まえた上で、フィルタリングのさらなる利用促進。また、幼稚園・保

育園、子育て支援事業を通じた低年齢層の子供の保護者に対する啓発の実施を初めとして、

子供の低年齢期からの保護者・家庭への支援。さらには、SNS事業者による主体的な取組の

支援といった、コミュニティサイトに起因するトラブル、被害の抑止対策の推進を柱とし

て、新たな第４次の基本計画をこの夏に決定したいと考えております。 

 委員の皆様におかれましては、本日が一つの区切りということになりますけれども、ど

うか今後とも引き続きの御指導と御協力を賜りますように心からお願い申し上げまして、

私の御礼の御挨拶にかえさせていただきます。 

 本当にありがとうございました。 

○藤原座長 松山大臣におかれましては、公務の御都合により、これにて御退席されます。

松山大臣、どうもありがとうございました。 

○松山内閣府特命担当大臣 ありがとうございました。 

（松山大臣 退室） 

○藤原座長 それでは、先ほど言い残したという方がいらっしゃらなければ、事務局に返

したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、最後に事務局より事務連絡をお願いいたします。 

○堀参事官 本日、御決定いただきました御提言を受けまして、政府としては、今後、基

本計画の見直し作業に取りかかることとしております。パブリックコメントなどの所要の

手続を行った後、ことしの夏を目途に、子ども・若者育成支援推進本部において、第４次

基本計画を決定することを考えております。 

 大変長期間にわたりまして御議論いただきまして、また提言をいただいたこと、繰り返

しになりますが、感謝申し上げる次第でございます。ありがとうございます。 

 次回の検討会につきましては、座長にもお諮りした上で、年内の開催を予定しておりま

す。詳しい日程につきましては、開催のおおむねの予定が決まった段階で皆様のスケジュ

ール調整を行い、決定したいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○藤原座長 ありがとうございました。 

 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。 

 先ほど金井委員から御退任ということがありましたけれども、長らくありがとうござい

ました。 
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 また、委員の皆様方にも、任期の間、本当にありがとうございました。改めてお礼を申

し上げます。 

 それでは、これをもちまして、第39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。御多忙の折、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。 

 


