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安⼼ネットづくり促進協議会の取組み
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 普及啓発活動等に関して第三者の⽴場から議論を⾏っていただくインターネット環境整
備に係る検討会（以下「安⼼協検討会」）を⽴ち上げて、保護者や⻘少年の利⽤者
視点で課題の分析および評価を⾏っている

 第７回タスクフォースにおいては、昨年度の安⼼協検討会報告に基づき、保護者向け情
報発信の強化等について報告した

 本⽇は、安⼼協検討会のとりまとめに基づく次の取組みを報告したい
1. 保護者向け情報提供の強化に関する進捗状況（第7回TF発表のつづき）
2. 親⼦間コミュニケーションの重要性・家庭内ルールの実効性を⾼める必要性などの指
摘に基づき、保護者の課題認識等に関する調査について

 普及啓発活動等に関して第三者の⽴場から議論を⾏っていただくインターネット環境整
備に係る検討会（以下「安⼼協検討会」）を⽴ち上げて、保護者や⻘少年の利⽤者
視点で課題の分析および評価を⾏っている

 第７回タスクフォースにおいては、昨年度の安⼼協検討会報告に基づき、保護者向け情
報発信の強化等について報告した

 本⽇は、安⼼協検討会のとりまとめに基づく次の取組みを報告したい
1. 保護者向け情報提供の強化に関する進捗状況（第7回TF発表のつづき）
2. 親⼦間コミュニケーションの重要性・家庭内ルールの実効性を⾼める必要性などの指
摘に基づき、保護者の課題認識等に関する調査について

（参考）安⼼協検討会 座⻑、副座⻑ ※敬称略

⽒ 名 所 属
（共同座⻑） 宍 ⼾ 常 寿 東京⼤学教授（法学／憲法・情報法）
（共同座⻑） 曽我部 真 裕 京都⼤学 教授（法学／憲法・情報法）※本年度から委員（座⻑）に就任

（副座⻑） 川 島 芳 昭 宇都宮⼤学准教授（学校教育学・教育⼯学）



（参考）第7回 タスクフォース報告資料抜粋
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第７回TF資料抜粋



１．保護者向け情報提供の強化に関する進捗状況

２．ペアレンタルコントロールに関する調査について
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新たに情報提供予定のホームページ全体像

【関係図】
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1. 保護者の悩み（お悩み1〜６）
2. 解決策の説明
3. ⼤切なことは（ペアレンタルコントロール）
4. 具体的な⽅法

1. 保護者の悩み（お悩み1〜６）
2. 解決策の説明
3. ⼤切なことは（ペアレンタルコントロール）
4. 具体的な⽅法

コンテンツに関する情報コンテンツに関する情報

⾒本

例︓あんしんフィルター for au

 保護者の悩みについて解決案を⽰す過程で、ペアレンタルコントロールの重要性に加え、
SNSおよびツール類に関する知識を持つ必要性を併せて働きかける、スマホ向けサイトを
開設予定（12⽉下旬⽬途）

 保護者の悩みについて解決案を⽰す過程で、ペアレンタルコントロールの重要性に加え、
SNSおよびツール類に関する知識を持つ必要性を併せて働きかける、スマホ向けサイトを
開設予定（12⽉下旬⽬途）

⻘少年ネット環境整備協議会

ツールに関する情報ツールに関する情報

⾒本 ⾒本



保護者の
悩み事 解決策の説明 ⼤切なことは 具体的⽅法 参考情報

※外部サイト

保護者に関⼼の
⾼い6つの課題

課題の確認
解決策の説明

ペアレンタル
コントロール

利⽤できる
ツールの概要

【表⽰イメージ】

フィルタリング等
のページ

必要な知識
（SNS)の概要 CP協議会のページ
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 サイトトップでは、「保護者に関⼼の⾼い課題（悩み）」を提⽰することで内容の関⼼を⾼める サイトトップでは、「保護者に関⼼の⾼い課題（悩み）」を提⽰することで内容の関⼼を⾼める

お悩み１．いつもスマホをいじっている

お悩み２．課⾦ゲームの請求が怖い

お悩み３．有害情報を⾒ていないか不安

お悩み４．体に悪い影響がでそう

お悩み５．知らない⼈があなたの⼦どもを知っている

お悩み６．ネット犯罪にあわないか⼼配

新たな保護者向け情報提供（HPの構成 1/3）



保護者の
悩み事 解決策の説明 ⼤切なことは 具体的⽅法 参考情報

※外部サイト

保護者に関⼼の
⾼い6つの課題

課題の確認
解決策の説明

ペアレンタル
コントロール

利⽤できる
ツールの概要

フィルタリング等
のページ

必要な知識
（SNS)の概要 CP協議会のページ
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 保護者にとって関⼼の⾼い「悩み」ごとに解決策を⽰すことで、短い時間で理解を深めてもらう
 それぞれの「悩み」に対するペアレンタルコントロールを実践する上でのヒント等を記載する
 保護者にとって関⼼の⾼い「悩み」ごとに解決策を⽰すことで、短い時間で理解を深めてもらう
 それぞれの「悩み」に対するペアレンタルコントロールを実践する上でのヒント等を記載する

◆解決策のタイトル（解決⽅法のダイジェスト）
◆解決策の説明
悩み事の現状や影響などの説明に加え、ど
のような解決策が良いのかを記載

◆関連個所へのリンク

【表⽰イメージ】

新たな保護者向け情報提供（HPの構成 2/3）



保護者の
悩み事 解決策の説明 ⼤切なことは 具体的⽅法 参考情報

※外部サイト

保護者に関⼼の
⾼い6つの課題

課題の確認
解決策の説明

ペアレンタル
コントロール

利⽤できる
ツールの概要

フィルタリング等
のページ

必要な知識
（SNS)の概要 CP協議会のページ
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 ツール類を提供するキャリア、フィルタリング会社およびOS会社、並びにSNSに関する情報を取りま
とめた⻘少年ネット環境整備協議会と連携した情報発信を⾏う

 ツール類を提供するキャリア、フィルタリング会社およびOS会社、並びにSNSに関する情報を取りま
とめた⻘少年ネット環境整備協議会と連携した情報発信を⾏う

新たな保護者向け情報提供（HPの構成 3/3）

【イメージ︓あんしんフィルターfor au】【イメージ︓スクリーンタイム】



（参考）SNSに関する情報のイメージ（⻘少年ネット環境整備協議会作成）

【情報のフォーマット】
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【情報のイメージ】

⾒本

 ⻘少年ネット環境整備協議会に加盟する各社のサービス情報が掲載される予定 ⻘少年ネット環境整備協議会に加盟する各社のサービス情報が掲載される予定



１．保護者向け情報提供の強化に関する進捗状況

２．ペアレンタルコントロールに関する調査について

9



ペアレンタルコントロールに関する調査について
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「⻘少年のフィルタリング利⽤促進のための課題及び対策」︓（8/9）総務省報道資料抜粋

フィルタリングを始めとするペアレンタルコントロールの必要性に係る認識の醸成
① 利⽤者に対するインパクトのある周知啓発⽅法の検討の実施
② 周知啓発の講座等の⼀層の推進
③ ペアレンタルコントロールに係るサービス等の周知強化

 昨年度の安⼼協検討会において親⼦間コミュニケーションの重要性・家庭内ルールの実効
性を⾼める必要性などの指摘を踏まえた保護者意識調査を実施する

 調査内容は、上記の指摘に加え総務省タスクフォースにおいてペアレンタルコントロールの必
要性に係る認識の醸成が課題とされたこと、ネット利⽤における課題と対策が複雑化して
いる現状を踏まえ、保護者がネット利⽤に関する課題を「どのように認識」し、「どのように対
処」すべきと考えているのかをテーマとし、保護者にとってより望ましい啓発と関連ツール類の
内容向上につなげたい（具体的な調査内容は安⼼協検討会で決定）

 昨年度の安⼼協検討会において親⼦間コミュニケーションの重要性・家庭内ルールの実効
性を⾼める必要性などの指摘を踏まえた保護者意識調査を実施する

 調査内容は、上記の指摘に加え総務省タスクフォースにおいてペアレンタルコントロールの必
要性に係る認識の醸成が課題とされたこと、ネット利⽤における課題と対策が複雑化して
いる現状を踏まえ、保護者がネット利⽤に関する課題を「どのように認識」し、「どのように対
処」すべきと考えているのかをテーマとし、保護者にとってより望ましい啓発と関連ツール類の
内容向上につなげたい（具体的な調査内容は安⼼協検討会で決定）



ペアレンタルコントロールに関する調査について（ステップ１）

ステップ１︓ペアレンタルコントロールの全体像を確認する
※「動機」を中⼼に「きっかけ」や「⾏動」との関係性を調査する
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なにが不安
要素につな
がるかの

不安要素は
他にもあるか

保護者はどのようなソフト的な対策を⾏っているのか

不安と対策
はどのような
関係になって
いるか

不安を感じない（⼼配がない）
理由はなにか

下図の⻘⾊の線は関係性を表す例⽰



ペアレンタルコントロールに関する調査について（ステップ２）

ステップ２︓安⼼協として課題認識している⼦どものネット利⽤に関⼼が低い層の状況および⼦ど
もの性的被害という影響の⼤きい課題について各要素の関連性を調査する
2-1．不安を感じない層のうち、「⼼配がない」と考えている層の理由と課題
2-2．「誘い出しや性的被害」の不安要素と「きっかけ」「⾏動」などとの関係
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関⼼が
ない

⼼配
がない

不安を感じる不安を感じない
誘い出しや
性的被害

ステップ2-2ステップ2-1

啓発などの「きっかけ」
PTA・学校の

情報

ニュース

⼦ども専⽤
端末購⼊

啓発資料

実体験

フィルタリング
利⽤勧奨

啓発などの「きっかけ」
PTA・学校の

情報

ニュース

⼦ども専⽤
端末購⼊

啓発資料

実体験

フィルタリング
利⽤勧奨

不安を感じる



今後の予定

【全体像】

2019年度 2020年度

10⽉〜12⽉ 1⽉〜3⽉ 4⽉〜6⽉ 7⽉〜9⽉

▲総務省⻘少年タスクフォース（本⽇）

▲第5回検討会（情報提供内容確認、保護者意識調査の補⾜）

▲第６回検討会（保護者意識調査結果報告）

▲情報提供開始（12下〜１上の間）

13

調査期間


