「第二次児童ポルノ排除総合対策」取組状況（平成26年5月～平成27年4月）
平成27年6月12日児童ポルノ排除対策ＷＴ

項目

関係省庁

取 組 内 容

施策名等

実施状況（予算要求を含む。）

実施府省庁

１ 児童ポルノの排除に向けた国民運動の推進

① 協議会の開催

② 国民運動の効果的な推進

③ ホームページによる広報・啓発活動

内閣府

内閣府
警察庁
法務省等

内閣府
警察庁等

児童ポルノの排除に向けた国民運動を官民一体と
なって推進するため、関係府省庁、教育関係団体、医
○児童ポルノ排除対策推進協議会の
療関係団体、事業者団体、ＮＰＯ等で構成する協議会
開催
を開催し、国民運動の推進方策について協議するとと
もに、相互の情報を交換して連携・協力を推進する。

・平成26年11月25日に第５回「児童ポルノ排除対策推進協議会」を開催。

内閣府

・平成26年11月25日、国民運動の推進を目的として、公開シンポジウムを開催。その際、
子ども家庭福祉等に係る研究機関研究部長による児童福祉における性暴力被害と児童
ポルノに関する基調講演の後、「児童ポルノ事犯について考える～未然防止・拡大防止と
被害児童の保護・支援～」をテーマに、警察や被害者支援団体の担当者、精神科医、
ネット教育アナリストによるパネルディスカッションを実施。
（平成27年度予算額 2,441千円）

内閣府

・児童ポルノ排除に向けた国民意識の醸成等のため、児童ポルノ被害の現状等を盛り込
んだパンフレットを配布したほか、公開シンポジウムに参加し、児童ポルノ被害の深刻さ
や被害防止のための広報啓発の必要性等について説明。また、政府広報を通じて、児童
ポルノ禁止法の改正等について広報啓発を実施。
（平成27年度予算額 13,189千円の内数）

警察庁

○児童ポルノ排除対策ワーキングチー ・ホームページ上に、児童ポルノ排除対策ワーキングチーム、児童ポルノ排除対策推進
ム等の開催状況の周知
協議会や公開シンポジウムの開催状況を掲載し、児童ポルノ排除に関する取組を周知。

内閣府

児童ポルノを排除するため、国民の理解を深めるた
めの公開シンポジウムを開催するなどして国民運動の ○公開シンポジウムの開催
効果的な推進を図る。また、地方公共団体やＮＧＯ等
関係団体が主催する児童ポルノ排除に向けた取組を
積極的に支援する。
さらに、法務省の人権擁護機関において、「子どもの
人権を守ろう」を啓発活動の年間強調事項の一つとし
て掲げ、1年を通して全国各地で、児童ポルノ問題を含
む子どもの人権問題について、啓発冊子の配布等の ○児童ポルノ排除に向けた国民意識
啓発活動を実施する。
の醸成のための広報・啓発

内閣府のホームページにおいて、児童ポルノ排除対
策ワーキングチームの活動状況について掲載するとと
もに、警察庁のホームページにおいて、「ＮＯ!!児童ポ
・警察庁ホームページ「ＮＯ!!児童ポルノ」において、児童ポルノ禁止法の改正、検挙・被
ルノ」と題して、児童ポルノの定義、被害防止対策、検
害状況、事件事例等を掲載・随時更新を行い、児童ポルノ排除に向けた広報啓発を推
挙・被害状況、児童ポルノ被害の深刻さ等について掲
○警察庁ホームページに「ＮＯ!!児童ポ
進。
載し、児童ポルノ排除対策に関する国民の理解の増
ルノ」を掲載
進を図る。
・都道府県警察においても、ホームページにおいて児童ポルノ排除に向けた広報啓発活
動を推進。

○児童虐待防止推進月間における広
毎年11月に実施している「児童虐待防止推進月間」 報・啓発
において、児童ポルノの問題を含む児童虐待問題に
④ 「児童虐待防止推進月間」における取 厚生労働省
対する社会的関心の喚起を図るため、地方公共団
組
等
体、関係団体等と連携した広報・啓発活動を推進す
る。
○児童虐待防止推進月間における広
報・啓発

⑤ 「青少年の非行・被害防止全国強調月 内閣府
間」等における取組
警察庁等

警察庁

・毎年11月の児童虐待防止推進月間の広報ポスター等を地方自治体等に配布すること
により、性的虐待を含む児童虐待についての広報・啓発を実施。

厚生労働省

・毎年11月の児童虐待防止推進月間に合わせ、都道府県警察に対して児童虐待に関す
る広報・啓発の推進等を指示し、広報・啓発活動を推進。

警察庁

・「青少年の非行・被害防止全国強調月間」（７月）及び「子ども・若者育成支援強調月間」
（11月）の実施要綱に児童ポルノにかかる取組を重点課題等で盛り込み、関係機関等に
毎年実施している「青少年の非行・被害防止全国強
周知したほか、政府広報において広報・啓発を実施。
調月間」（７月）及び「子ども・若者育成支援強調月間」
（11月）において、児童ポルノ排除に係る広報・啓発活
○強調月間における広報・啓発活動等
動の強化等を重点項目に位置付け、児童ポルノ排除
の実施
対策の必要性等について国民の理解の増進を図るた
・平成26年度、都道府県警察に対し、強調月間に向けた取組への協力を促す通達を発出
め、関係機関・団体と地域住民等が相互に協力・連携
するとともに、「青少年の非行・被害防止全国強調月間」に当たって、広報啓発用ポス
した広報・啓発活動を推進する。
ターを作成し、関係府省、都道府県、都道府県警察、関係機関・団体に配布。
（平成27年度予算額 2,633千円）

内閣府

警察庁
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項目

関係省庁

⑥ 「女性に対する暴力をなくす運動」にお
内閣府等
ける取組

⑦ ＰＴＡを通じた保護者への働き掛け

⑧ 国際的取組への参画

取 組 内 容

施策名等

毎年11月に実施している「女性に対する暴力をなくす
・「女性に対する暴力をなくす運動」（11月12日～同月25日）において、児童の性的搾取を
運動」において、児童の性的搾取を含む女性に対する
○運動期間における広報・啓発活動の 含む女性に対する暴力根絶に関する啓発用ポスター・リーフレットの作成・配布、キャン
暴力を根絶するため、地方公共団体、女性団体その
実施
ペーンの実施等の広報・啓発活動を実施。
他の関係団体と連携・協力し、広報・啓発活動を推進
（平成27年度予算額 6,732千円）
する。

関係省庁、ＰＴＡの全国組織等の間で緊密な連携を
文部科学省 図り、ＰＴＡの全国大会、総会等の機会に、児童ポルノ ○PTA全国組織への協力依頼
排除の重要性について周知を図る。

外務省
警察庁

実施状況（予算要求を含む。）

○「児童の売買、児童買春及び児童ポ
ルノに関する児童の権利に関する条約
の選択議定書」の国内での実施（広報
我が国が2005年に締結した「児童の売買、児童買春
を含む）
及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の
選択議定書」の規定に基づき、児童の権利委員会に
提出した政府報告に対する同委員会の最終見解の趣
旨を踏まえ、同選択議定書の実施の確保に努める。
○議定書等の趣旨を踏まえた厳格な
取締り等の実施

実施府省庁

内閣府

・インターネット上のマナーや家庭でのルールづくりの重要性を周知するための有識者等
によるネットモラルキャラバン隊を結成し、ＰＴＡ等の関係機関・団体と連携して、全国で保
護者を対象とした学習・参加型のシンポジウムを開催。
（平成27年度予算額 41,402千円の内数 実施か所数 7か所（予定））
・平成27年1月、春の進級・進学に伴うスマートフォン等の購入・買替時期において、「春
のあんしんネット・新学期一斉行動」として、スマートフォン等の安心・安全な利用のため
の啓発活動等の取組等を総合的・重点的に行うよう、都道府県、日本ＰＴＡ全国協議会等
に対して文書により依頼するとともに、関係府省庁・関係事業者等で協力して集中的に普
及啓発活動等の取組を実施。

文部科学省

・児童の権利委員会に提出した政府報告に対する同委員会の最終見解の趣旨を踏ま
え、同選択議定書の実施の確保に努めるとともに，最終見解及び「児童の性的搾取を防
止・根絶するためのリオデジャネイロ宣言及び行動への呼びかけ」について外務省HPを
通じた広報を実施。

外務省

・「情勢の変化に対応したインターネット利用児童ポルノ事犯の取締り等の強化について」
の通達等を踏まえ、各種会議等の場において、悪質な児童ポルノ事犯に対する取締りの
徹底、被害児童支援の的確な実施及び被害防止に向けた広報啓発等を指示。
（平成27年度予算額 13,448千円の内数）

警察庁
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項目

関係省庁

取 組 内 容

施策名等

実施状況（予算要求を含む。）

実施府省庁

２ 被害防止対策の推進
(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環境の整備
・平成26年度において、平成25年度に引き続き、青少年インターネット環境整備法の施行
○青少年のインターネット利用環境実 状況を把握するための基礎データを収集するため、青少年のインターネット利用環境実
態調査の実施
態調査を実施。
（平成27年度予算額 23,720千円）
○諸外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の実施

・平成26年度において、諸外国における青少年のインターネット環境整備の取組状況に
関する調査を実施。
（平成27年度予算額 4,182千円）
・平成26年度において、青少年のインターネット利用に係る地方連携体制支援事業とし
て、全国6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。
（平成27年度予算額 5,967千円）

内閣府

○青少年インターネット環境整備法の ・保護者向け普及啓発リーフレットの公開等を通じて、青少年インターネット環境整備法
周知に係る広報活動の実施
の趣旨及び内容等の広報啓発を実施。
・平成27年１月、春の進級・進学に伴うスマートフォンやソーシャルメディア等の購入・買
替時期において、「春のあんしんネット・新学期一斉行動」として、フィルタリング普及のた
めの取組等を総合的・重点的に行うよう、都道府県等に対して文書により依頼するととも
に、関係府省庁・関係事業者等で協力して集中的に普及啓発活動等の取組を実施。
○青少年インターネット環境の整備等 ・平成26年4月、同年5月、同年6月、同年10月、同年12月、平成27年2月に「青少年イン
に関する検討会での検討
ターネット環境の整備等に関する検討会」を開催。
（平成27年度予算額 5,630千円）

・都道府県警察では、非行防止教室等において、インターネットの利用に起因した児童の
犯罪被害の状況等に係る情報提供を行うとともに、携帯電話等のフィルタリングについて
広報啓発を行うなど、児童ポルノ事犯の被害防止に向けた啓発活動を推進。
インターネットの利用を通じて青少年が児童ポルノ事
犯等の犯罪被害やトラブルに遭う事例が絶えないこと
等にかんがみ、青少年が安全に安心してインターネッ ○児童ポルノ事犯の被害防止に向け
トを利用できるようにするため、青少年インターネット た啓発活動の推進及び携帯電話にお
環境整備法が制定されたところ、同法の施行状況の けるフィルタリングの普及促進
内閣府
把握のために必要なデータ収集を目的として、青少年
警察庁
及びその保護者に対し、スマートフォンの無線ＬＡＮ回
① 青少年インターネット環境整備法に基 総務省
線に係るフィルタリング等を含めたフィルタリングの認
づく総合的な被害防止対策の推進
法務省
知度・利用度や改善ニーズ等を調査するとともに、改
文部科学省
善ニーズ等を踏まえたフィルタリングソフトウェアの性
経済産業省
能向上のための方策の検討及び利用の促進を図る。
また、同法に基づき、関係府省庁、関係事業者等が連
携して、青少年、保護者等に対する青少年のインター
ネットの適切な利用に関する広報・啓発、調査研究そ
の他の対策を総合的に推進する。

・啓発用リーフレット「STOP!ネット犯罪」を全国の保護者に配布し、インターネット利用に
係る犯罪被害や非行の実態、被害等防止対策についての啓発を推進。
・スマートフォンが児童に急速に普及している状況を踏まえ、「スマートフォン等の普及を
踏まえた児童の犯罪被害等を防止するための取組の推進について」の通達に基づき、保
護者に対する啓発活動の強化、事業者に対する要請の徹底、児童に対する情報モラル
教育の推進等を実施するとともに、内閣府、総務省、経済産業省及び文部科学省と連携
協力し、フィルタリングの普及促進等に向けた取組を継続的に推進。

警察庁

・平成26年中、都道府県警察において、インターネット利用に起因する犯罪被害等を防止
するための啓発活動として、保護者説明会や非行防止教室等を38,582回（保護者
549,479人、児童・生徒4,020,943人が参加）開催。
（平成27年度予算額 17,159千円の内数）

○携帯電話・ＰＨＳ事業者によるフィル ・携帯事業者及び第三者機関と随時連携し、携帯電話フィルタリングサービスの周知及
タリング普及促進に関する自主的取組 び普及率向上、携帯電話フィルタリングのカスタマイズ機能等、多様なフィルタリングサー
の支援
ビスの提供を促進。また、平成27年、多くの青少年が初めてスマートフォンやタブレット等
を手にする春の卒業・進学・新入学の時期に重点を置き、関係府省庁・関係事業者等で
協力して「春のあんしんネット・新学期一斉行動」として取組を展開。この取組の一環とし
て、平成27年１月、電気通信事業者協会（TCA）と携帯電話・PHS各社はフィルタリングの
説明強化や全国での普及啓発活動の展開を行う旨発表し、取組を推進。
総務省
○安心ネットづくり促進協議会等の民
間団体による自主的取組への支援

・安心ネットづくり促進協議会による、全国各地域での普及啓発事業やスマートフォンの
青少年利用における課題の検討などの調査研究事業への支援を実施。また、上記取組
の一環として、安心ネットづくり促進協議会では総務省総合通信局等と協力し普及啓発
の取組を実施。

○「ICTサービス安心・安全研究会・青 ・平成26年７月に、ICTサービス安心・安全研究会における議論の結果として、「青少年イ
少年インターネットセッション」における ンターネットセッション 議長レポート」が取りまとめられた。
対策の検討
3

項目

関係省庁

取 組 内 容

施策名等

総務省

実施府省庁

・インターネット上のマナーや家庭でのルールづくりの重要性を周知するための有識者等
○青少年を取り巻く有害環境対策の推 によるネットモラルキャラバン隊を結成し、ＰＴＡ等の関係機関・団体と連携して、全国で保
進
護者を対象とした学習・参加型のシンポジウムを開催。
（平成27年度予算額 41,402千円の内数 実施か所数 7か所(予定））

文部科学省

・青少年や保護者に加え、教職員や住民等青少年を取り巻く関係者に対し、青少年のイ
ンターネット利用にかかるリスクとその対策を説明することで、関係者全体のインターネッ
○フィルタリング普及啓発セミナーの実
トリテラシーの向上と保護者等のペアレンタルコントロール等による実効的な自主的対策
施
を促進。また、インストラクター等の指導者に対して、新たなインターネット接続機器につ
いての最新情報等の更新を支援。
（平成27年度予算額 370,000千円の内数）

経済産業省

○CGM事業者による青少年保護に関
する自主的取組の支援

② 青少年保護に向けたメディアリテラ
シーの向上及び新たな取組に対する支
援

実施状況（予算要求を含む。）

・「利用者視点を踏まえたＩＣＴサービスに係る諸問題に関する研究会」が平成23年10月に
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する提言」を公表。
本提言を踏まえ、ＣＧＭ事業者に対して、ミニメールの内容確認に関する同意取得の方法
を周知するとともに、利用者への啓発活動について協力依頼。平成25年９月には同研究
会が「スマートフォン安心安全強化戦略」を公表。過去の提言等を踏まえてのＣＧＭ事業
者による青少年保護の取組（ミニメール監視等）の状況について整理。平成26年７月に
は、ICTサービス安心・安全研究会における議論の結果として、「青少年インターネットセッ
ション 議長レポート」が取りまとめられ、青少年の安心安全なインターネット利用環境の
整備について関係者各主体が最大限取り組む必要があることが示唆された。

メディアの健全な利用の促進に必要となる情報の持
つ意味を正しく理解し活用できる能力等（メディアリテラ
シー）の向上を図るため、コミュニティ型ウェブサイト（Ｓ
ＮＳ（Social Networking Service））等の消費者発信型メ
ディア（ＣＧＭ（Consumer Generated Media)) における
安心・安全な利用に関する実態調査等の各種調査研
究、メディアの特性に応じたメディアリテラシーに関す
る教材等の開発、関係者間の連携強化等を総合的に
・安心ネットづくり促進協議会による、全国各地域での普及啓発事業やスマートフォンの
推進する。また、青少年がインターネットを介して犯罪 ○情報の持つ意味を正しく理解し活用
青少年利用における課題の検討などの調査研究事業への支援を実施。また、平成27
に巻き込まれる事態を未然に防止するため、「利用者 できる能力等（メディアリテラシー）向上
年、多くの青少年が初めてスマートフォンやタブレット等を手にする春の卒業・進学・新入
視点を踏まえたICT(Information and Communication のための啓発活動の展開
学の時期に重点を置き、関係府省庁・関係事業者等で協力して「春のあんしんネット・新
Technology)サービスに係る諸問題に関する研究会」
学期一斉行動」として取組を展開。この取組の一環として、安心ネットづくり促進協議会で
の提言を踏まえ、携帯電話利用者の年齢認証やメッ
は総務省総合通信局等と協力し普及啓発の取組を実施。
セージ交換サービス監視等、CGM事業者の青少年保
護に向けた取組を引き続き支援する。
・青少年がインターネットを安全に安心して活用するためのリテラシー指標(ILAS)を開発
○青少年インターネットリテラシー指標
するとともに、昨年に引き続き、全国高校一年生約3,700名を対象にテストを実施し、集
の策定、公表
計・分析した結果を平成26年９月に公表。

○安心ネットづくり促進協議会等の民
間団体による自主的取組への支援

・安心ネットづくり促進協議会による、全国各地域での普及啓発事業やスマートフォンの
青少年利用における課題の検討などの調査研究事業への支援を実施。また、平成27
年、多くの青少年が初めてスマートフォンやタブレット等を手にする春の卒業・進学・新入
学の時期に重点を置き、関係府省庁・関係事業者等で協力して「春のあんしんネット・新
学期一斉行動」として取組を展開。この取組の一環として、安心ネットづくり促進協議会で
は総務省総合通信局等と協力し普及啓発の取組を実施。

総務省

総務省

○携帯電話・ＰＨＳ事業者によるフィル
・上記取組の一環として、平成27年１月、電気通信事業者協会（TCA）と携帯電話・PHS各
タリング普及促進に関する自主的取組
社はフィルタリングの説明強化や全国での普及啓発活動の展開を行う旨発表し、取組を
の支援
推進。
・青少年や保護者に加え、教職員や住民等青少年を取り巻く関係者に対し、青少年のイ
ンターネット利用にかかるリスクとその対策を説明することで、関係者全体のインターネッ
○フィルタリング普及啓発セミナーの実 トリテラシーの向上と保護者等のペアレンタルコントロール等による実効的な自主的対策
施（再掲）
を促進。また、インストラクター等の指導者に対して、新たなインターネット接続機器につ
いての最新情報等の更新を支援。
（平成27年度予算額 370,000千円の内数）

経済産業省
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項目

関係省庁

取 組 内 容

施策名等

実施状況（予算要求を含む。）

総務省
「利用者視点を踏まえたＩＣＴサービスに係る諸問題
経済産業省 に関する研究会」の提言を踏まえ、フィルタリングサー
・平成26年度において、青少年のインターネット利用に係る地方連携体制支援事業とし
ビスの普及改善に向けた更なる対策への支援を行う。
③ フィルタリングの普及促進等のための 内閣府
て、全国6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。
警察庁
また、青少年や保護者、教職員等青少年を取り巻く
施策
（平成27年度予算額5,967千円）
文部科学省 関係者に対し、青少年のインターネット利用に係るリス
クとその対策を周知することで、関係者全体のイン
・保護者向け普及啓発リーフレットの公開等を通じて、青少年インターネット環境整備法
ターネットリテラシーの向上と、保護者等による実効的 ○青少年インターネット環境整備法の の趣旨及び内容等の広報啓発を実施。
な自主的対策を促進するべく、フィルタリングの認知・ 周知に係る広報活動の実施（再掲）
理解の向上を図るフィルタリング普及啓発セミナー等
・平成27年１月、春の進級・進学に伴うスマートフォンやソーシャルメディア等の購入・買
を実施する。
替時期において、「春のあんしんネット・新学期一斉行動」として、フィルタリング普及のた
フィルタリングの普及促進のため、関係団体等と連
めの取組等を総合的・重点的に行うよう、都道府県等に対して文書により依頼するととも
携し、携帯電話事業者・販売代理店等に対し、スマー
に、関係府省庁・関係事業者等で協力して集中的に普及啓発活動等の取組を実施。
トフォンの無線ＬＡＮ回線に係るフィルタリングやアプリ
の起動等を制限する機能制限アプリ等の情報を保護
者に説明する取組を支援する。
・平成26年１月に、携帯電話事業者５社に対し、スマートフォンの普及を踏まえた保護者
へのフィルタリングサービス等の説明強化を要請。
○携帯電話事業者によるフィルタリン
グサービス等の説明強化要請

・平成26年９月から10月にかけて携帯電話販売店に対するフィルタリング推奨状況等の
実態調査を実施（平成27年２月公表）。

実施府省庁

内閣府

警察庁

・平成27年２月に、実態調査の結果を踏まえ、携帯電話事業者４社に対し、保護者への
フィルタリングサービス等の説明強化を要請。
（平成27年度予算額 994千円）
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項目

関係省庁

取 組 内 容

施策名等

実施状況（予算要求を含む。）

実施府省庁

(2) 情報モラル等の普及の促進
・平成26年度において、青少年のインターネット利用に係る地方連携体制支援事業とし
て、全国6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。
（平成27年度予算額5,967千円）
・保護者向け普及啓発リーフレットの公開等を通じて、青少年インターネット環境整備法
○青少年インターネット環境整備法の
の趣旨及び内容等の広報啓発を実施。
周知に係る広報活動の実施（再掲）

内閣府

・平成27年１月、春の進級・進学に伴うスマートフォンやソーシャルメディア等の購入・買
替時期において、「春のあんしんネット・新学期一斉行動」として、フィルタリング普及のた
めの取組等を総合的・重点的に行うよう、都道府県等に対して文書により依頼するととも
に、関係府省庁・関係事業者等で協力して集中的に普及啓発活動等の取組を実施。

・都道府県警察では、非行防止教室等において、インターネットの利用に起因した児童の
犯罪被害の状況等に係る情報提供を行うとともに、携帯電話等のフィルタリングについて
広報啓発を行うなど、児童ポルノ事犯の被害防止に向けた啓発活動を推進。
・啓発用リーフレット「STOP!ネット犯罪」を全国の保護者に配布し、インターネット利用に
係る犯罪被害や非行の実態、被害等防止対策についての啓発を推進。
・スマートフォンが児童に急速に普及している状況を踏まえ、「スマートフォン等の普及を
○児童ポルノ事犯等の被害防止に向
踏まえた児童の犯罪被害等を防止するための取組の推進について」の通達等に基づき、
けた啓発活動の推進及び携帯電話に
保護者に対する啓発活動の強化、事業者に対する要請の徹底、児童に対する情報モラ
おけるフィルタリングの普及促進（再
ル教育の推進等を実施するとともに、内閣府、総務省、経済産業省及び文部科学省と連
掲）
携協力し、フィルタリングの普及促進等に向けた取組を継続的に推進。
学校、地域、家庭等に対し、保護者説明会、非行防
止教室、サイバーセキュリティに関する講習等におい
て、有害情報の例のほか、出会い系サイト、コミュニ
ティサイト、スマートフォンのアプリ等インターネットの
利用に起因する青少年の犯罪被害の状況等に係る情
報提供を行うとともに、氏名や電話番号等の書き込
警察庁
み、写真の送付等を安易に行わないこと、インターネッ
内閣府
トを介して知り合った者との安易な交際が犯罪被害や
① インターネットの危険性及び適切な利 総務省
トラブルに発展する危険性があることなどのインター
用に関する広報・啓発活動
文部科学省 ネット利用上の注意点について周知を図るなど、イン
厚生労働省 ターネットの危険性及び適切な利用に関する広報・啓
経済産業省 発活動を推進する。
また、従来型の携帯電話に係るフィルタリングの更な
る普及促進を図るほか、スマートフォンが児童に急速
に普及している状況に鑑み、スマートフォンの無線ＬＡ
Ｎ回線に係るフィルタリングやアプリの起動等を制限す
る機能制限アプリ等の利用を促進するため、広報・啓
発活動を推進する。

警察庁

・平成26年中、都道府県警察において、インターネット利用に起因する犯罪被害等を防止
するための啓発活動として、保護者説明会や非行防止教室等を38,582回（保護者
549,479人、児童・生徒4,020,943人が参加）開催。
（平成27年度予算額 17,159千円の内数）

・携帯事業者及び第三者機関と随時連携し、携帯電話フィルタリングサービスの周知及
○携帯電話・ＰＨＳ事業者によるフィル び普及率向上、携帯電話フィルタリングのカスタマイズ機能等、多様なフィルタリングサー
タリング普及促進に関する自主的取組 ビスの提供を促進。また、平成27年、多くの青少年が初めてスマートフォンやタブレット等
の支援（再掲）
を手にする春の卒業・進学・新入学の時期に重点を置き、関係府省庁・関係事業者等で
協力して「春のあんしんネット・新学期一斉行動」として取組を展開。この取組の一環とし
て、平成27年１月、電気通信事業者協会（TCA）と携帯電話・PHS各社はフィルタリングの
説明強化や全国での普及啓発活動の展開を行う旨発表し、取組を推進。

総務省

○安心ネットづくり促進協議会等の民 ・安心ネットづくり促進協議会による、全国各地域での普及啓発事業やスマートフォンの
間団体による自主的取組への支援（再 青少年利用における課題の検討などの調査研究事業への支援を実施。また、上記取組
掲）
の一環として、安心ネットづくり促進協議会では総務省総合通信局等と協力し普及啓発
の取組を実施。

○学校ネットパトロールに関する調査
研究の実施

・平成26年度から、都道府県・指定都市における、ネットパトロール監視員や民間の専門
機関の活用等による学校ネットパトロールの取組への支援を新たに実施。
（平成27年度予算額 4,948,159千円の内数）

・インターネット上のマナーや家庭でのルールづくりの重要性を周知するための有識者等
○青少年を取り巻く有害環境対策の推 によるネットモラルキャラバン隊を結成し、ＰＴＡ等の関係機関・団体と連携して、全国で保
進（再掲）
護者を対象とした学習・参加型のシンポジウムを開催。
（平成27年度予算額 41,402千円の内数 実施か所数 7か所(予定））

○e-ネットキャラバンの実施

・総務省、文部科学省及び通信関係団体等が連携し、子供たちのインターネットの安心・
安全な利用に向けて、児童生徒、保護者及び教職員を対象とした啓発講座を実施。(平
成26年度実施実績:2,789件）

文部科学省

総務省
文部科学省
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項目

② インターネット安全教室の実施

関係省庁

取 組 内 容

施策名等

実施府省庁

・青少年や保護者に加え、教職員や住民等青少年を取り巻く関係者に対し、青少年のイ
ンターネット利用にかかるリスクとその対策を説明することで、関係者全体のインターネッ
○フィルタリング普及啓発セミナーの実 トリテラシーの向上と保護者等のペアレンタルコントロール等による実効的な自主的対策
施（再掲）
を促進。また、インストラクター等の指導者に対して、新たなインターネット接続機器につ
いての最新情報等の更新を支援。
（平成27年度予算額 370,000千円の内数）

経済産業省

・インターネットを利用する一般利用者が、情報セキュリティに関する基礎知識を学習でき
る「インターネット安全教室」を全国各地で開催。
（平成27年度予算額 412,705千円の内数）

経済産業省

経済産業省において、警察の協力の下、全国のＮＰ
経済産業省 Ｏ法人等と連携し、青少年、保護者、教職員等に対し
○インターネット安全教室の開催
警察庁
て、情報セキュリティや違法・有害情報対策について
普及啓発を図るインターネット安全教室を実施する。

○e-ネットキャラバンの実施（再掲）

③ 学校及び家庭における情報モラル教
育の充実

実施状況（予算要求を含む。）

インターネット上の違法・有害情報の問題等情報化
の影の部分が児童に大きな影響を与えており、児童が ○都道府県・指定都市の指導主事等
インターネットを利用した犯罪に巻き込まれやすくなっ への周知
ていることから、新しい学習指導要領を踏まえ、学校に
文部科学省
おける情報モラル教育を着実に実施する。また、児童
ポルノ事犯による被害のきっかけとなりやすいインター
ネットの危険性及びその適切な利用について扱った家
庭教育に関する講座が各地域で実施されるよう促す。
○学校・家庭・地域の連携による教育
支援活動促進事業

・インターネット安全教室において、情報セキュリティ等に関する広報啓発活動を推進。
・総務省、文部科学省及び通信関係団体等が連携し、子供たちのインターネットの安心・
安全な利用に向けて、児童生徒、保護者及び教職員を対象とした啓発講座を実施。(平
成26年度実施実績:2,789件）

警察庁

総務省
文部科学省

・学習指導要領の円滑な実施について周知を図るため、都道府県・指定都市の指導主事
等を対象に開催した会議において、情報モラルに関する指導事例の紹介や指導の参考
となる資料の配布などを実施（平成26年7月、11月）。
・学習指導要領を踏まえ、情報モラルを含む情報教育の充実を図るため、独立行政法人
教員研修センターにおいて、各地域で情報教育を推進する中核的な役割を担う指導主事
等を対象とした研修を実施（平成26年10月、平成27年1月）。

文部科学省

・家庭教育に関する学習機会において、子供の携帯電話やインターネット利用について
理解や知識を深めるための講座等を実施。平成27年度は「学校・家庭・地域の連携協力
推進事業」として実施予定。
（平成27年度予算額 4,882,345千円の内数）
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項目

関係省庁

取 組 内 容

施策名等

実施状況（予算要求を含む。）

実施府省庁

３ インターネット上の児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策の推進

○ホットライン業務の委託

○サイバーパトロール業務の委託

① 違法情報の排除に向けた取組の推進 警察庁

サイバーパトロールやインターネット・ホットラインセ
ンターに寄せられた通報を通じ、児童ポルノに係る違
法情報の把握に努め、取締りを推進するとともに、サ
イト管理者等に対し、警察及びインターネット・ホットラ
インセンターから削除依頼等を実施する。また、イン
○インターネット・ホットラインセンター
ターネットを利用した児童ポルノ事犯の被疑者を検挙
を通じた削除依頼等の実施
した場合等に、当該違法情報が掲載された掲示板の
サイト管理者等に対し、当該違法情報の削除の要請
及び同種事案の再発防止に努めるよう申入れ又は指
導を行うほか、非行防止教室や情報セキュリティに関
する講習等の場において、インターネット・ホットライン
センターの取組を紹介するなどして、インターネット上
からの児童ポルノの削除の更なる促進を図る。

・インターネット上の違法情報・有害情報対策を推進するため、ホットライン業務の外部委
託（削除依頼等の実施を含む。）を実施。
（平成27年度予算額 136,546千円）
・出会い系サイト規制法の禁止誘引行為の情報や登録制サイト内の児童ポルノ・わいせ
つ物公然陳列画像等の違法情報等を収集し、インターネット・ホットラインセンターに通報
する業務（サイバーパトロール）の外部委託を実施。
（平成27年度予算額 22,214千円）
・インターネット・ホットラインセンターから通報される違法・有害情報に対する効率的な捜
査活動を推進するため、全国協働捜査方式を実施。
・違法・有害情報を掲載するサイトには、広告料収入を目的として、これら情報を掲載して
いる実態が見受けられたことから、インターネット・ホットラインセンターからインターネット
上の広告業界に対し、削除依頼に応じない悪質サイトの情報を提供することにより、広告
事業者の契約上の規約等に基づき、自主的に悪質サイトへの広告配信停止等の措置を
講じ、悪質サイトの減少を図る取組を実施。

警察庁

・悪質な児童ポルノ事犯に対する取締りを強化するとともに、サイト管理者に対する迅速
○悪質な児童ポルノ事犯に対する取締 な削除依頼等を推進。
りの強化
・警視庁にサイバー犯罪特別対処班を設置し、児童ポルノ禁止法等の事件捜査において
○サイバー犯罪特別対処班の活用に 道府県警察からの捜査共助の依頼に対応するなど、児童ポルノ事犯の捜査活動の効率
よる効率的な捜査の推進
化を推進。

② 事業団体によるガイドライン等の運用
総務省
の支援

事業者団体（（社）電気通信事業者協会、（社）テレコ
ムサービス協会、（社）日本インターネットプロバイダー
協会及び（社）日本ケーブルテレビ連盟）により策定さ
れた、削除すべき児童ポルノの判断基準等を含む「イ
ンターネット上の違法な情報への対応に関するガイド
ライン」及び児童ポルノのブロッキングに関する規定等
を含む「違法・有害情報への対応等に関する契約約款
モデル条項」の適切な運用を支援する。

○「インターネット上の違法な情報への
・違法情報等対応連絡会にオブザーバーとして参加し、「インターネット上の違法な情報
対応に関するガイドライン」及び「違法・
への対応に関するガイドライン」及び「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデ
有害情報への対応等に関する契約約
ル条項」の適切な運用を支援。
款モデル条項」の見直し支援

総務省

③ 違法・有害情報相談センターの運営の
総務省
支援

各種ガイドライン等に基づく、プロバイダ等によるイン
ターネット上の違法・有害情報への対策を強化するた
・各種ガイドライン等に基づく、プロバイダ等によるインターネット上の違法・有害情報への
め、インターネット上の違法・有害情報に関して、プロ ○インターネット上の違法・有害情報対 対策を強化するため、違法・有害情報相談センターを設置して、インターネット上の違法・
バイダ等から個々の事案への対応についての相談業 応相談業務
有害情報に関して、プロバイダ等から個々の事案への対応について相談を受理。
務等を行う違法・有害情報相談センターの運営を支援
（平成27年度予算額 320,799千円の内数）
する。

総務省
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項目

④ ブロッキングの実効性向上に向けた
諸対策の推進

関係省庁

取 組 内 容

施策名等

実施状況（予算要求を含む。）

実施府省庁

インターネット上の児童ポルノについては、児童の権利を著しく侵害するものであり、インターネット・ホットラインセンターが把握した画像について、サイト管理者等への削除要請や警察の捜査・被疑者検挙が
行われた場合等でも、実際に画像が削除されるまでの間は画像が放置されるところであり、児童の権利を保護するためには、サーバーの国内外を問わず、画像発見後、速やかに児童ポルノ掲載アドレスリスト
を作成し、インターネット・サービス・プロバイダ（ＩＳＰ）等による閲覧防止措置（ブロッキング）を講ずる必要がある。平成23年４月から、ＩＳＰ等の関連事業者が自主的にブロッキングを実施しているところである
が、このようなブロッキングについて、インターネット利用者の通信の秘密や表現の自由に不当な影響を及ぼさない運用にも配意しつつ、ＩＳＰ等の関連事業者がブロッキングを自主的に導入するに当たってその
実効性の向上が可能となるよう、下記の対策を講ずる。

・児童ポルノ流通防止対策専門委員会に参加し、必要な情報提供や助言等を行い、民間
団体における自主的な取組を支援。
○民間団体における自主的な取組へ
の支援

・平成23年4月から一部のＩＳＰがブロッキングを自主的に導入。

警察庁

・警察庁及びインターネット・ホットラインセンターから、インターネットコンテンツセーフティ
協会（ＩＣＳＡ）に対して児童ポルノ情報を提供。

ⅰ ブロッキングの実効性向上に
向けた環境整備

・児童ポルノサイトのブロッキングはインターネット利用者の通信の秘密や表現の自由に
不当な影響を及ぼさない運用に配慮することが重要であり、ISPの規模に見合った精度の
警察庁及びインターネット・ホットラインセンターから ○児童ポルノサイトのブロッキングに関 高いブロッキング方式の開発・実証を行い、その導入に向けた支援・環境整備を行うため
実施した「児童ポルノサイトのブロッキングに関する実証実験」の成果を活用し、ブロッキ
の情報提供並びに児童ポルノ掲載アドレスリスト作成 する普及啓発の実施に向けた準備
ング導入の具体的施策について普及啓発を実施。
管理団体からのプロバイダ等へのアドレスリストの提
供のプロセスがより迅速に行われ、実効性のあるブ
○安心ネットづくり促進協議会等の民
・安心ネットづくり促進協議会、児童ポルノ流通防止対策専門委員会、一般社団法人イン
ロッキングを実施できるよう支援する。
間団体による自主的取組への支援
ターネットコンテンツセーフティ協会等の民間の協議会に対し、必要な情報提供や助言等
また、現在、主として行われているブロッキング方式
では、児童ポルノ画像以外のものに対してもブロッキ ○児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管 を行うことにより、民間の自主的取組を支援。
ングをしてしまうという問題（オーバーブロッキング）が 理団体による自主的取組への支援
警察庁
・児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体である一般社団法人インターネットコンテン
あるためにブロッキングが実施されない場合もある一
総務省
方で、他の方式では事後的にブロッキングの回避が容 ○ブロッキングの自主的導入の促進 ツセーフティ協会が、平成23年３月に設立され、同年4月から一部のＩＳＰがブロッキングを
内閣府
自主的に導入。平成27年４月１日時点では、ISP(54社）、検索エンジンサービス事業者(３
経済産業省 易となる等の問題がある等、各ブロッキング方式には
社）、フィルタリング事業者(３社）に対して児童ポルノ掲載アドレスリストが提供されてお
一長一短がある中で、ＩＳＰ等がより実効的にブロッキ
り、流通防止措置が講じられるよう、取組を支援。
ングを実施できるよう、児童ポルノ掲載アドレスリスト
作成管理団体と連携し、必要な環境整備に向けた取
組を行う。
○安心ネットづくり促進協議会等民間
団体による自主的取組への支援

・児童ポルノ流通防止対策専門委員会、児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体であ
る一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会や安心ネットづくり促進協議会等
における検討事項について、参画・支援を実施。

・児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体である一般社団法人インターネットコンテン
○児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管 ツセーフティ協会が、平成23年３月に設立され、同年4月からＩＳＰ９社がブロッキングを自
理団体による自主的取組への支援
主的に導入。平成27年４月１日時点では、ISP(54社）、検索エンジンサービス事業者(3
社）、フィルタリング事業者(３社）に対して児童ポルノ掲載アドレスリストが提供されてお
り、流通防止措置が講じられるよう、ＩＳＰ等との意見交換を通じた自主的な取組を支援。
○ブロッキングの自主的導入の促進

総務省

経済産業省

・平成23年4月から検索エンジンサービス事業者(4社）等が検索結果から児童ポルノを非
表示にするなどの対策を自主的に導入。

・児童ポルノ流通防止対策専門委員会に参加し、必要な情報提供や助言等を行い、民間
団体における自主的な取組を支援。
○民間団体における自主的な取組へ
の支援（再掲）

・平成23年4月から一部のＩＳＰがブロッキングを自主的に導入。

警察庁

・警察庁及びインターネット・ホットラインセンターから、インターネットコンテンツセーフティ
協会（ＩＣＳＡ）に対して児童ポルノ情報を提供。
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項目

関係省庁

取 組 内 容

施策名等

実施状況（予算要求を含む。）

・児童ポルノサイトのブロッキングはインターネット利用者の通信の秘密や表現の自由に
○児童ポルノサイトのブロッキングに関
不当な影響を及ぼさない運用に配慮することが重要であり、ISPの規模に見合った精度の
する普及啓発の実施に向けた準備（再
高いブロッキング方式の開発・実証を行い、その導入に向けた支援・環境整備を行うため
掲）
実施した「児童ポルノサイトのブロッキングに関する実証実験」の成果を活用し、ブロッキ
ング導入の具体的施策について普及啓発を実施。
○安心ネットづくり促進協議会等の民
間団体による自主的取組への支援（再
・安心ネットづくり促進協議会、児童ポルノ流通防止対策専門委員会、一般社団法人イン
掲）
ターネットコンテンツセーフティ協会等の民間の協議会に対し、必要な情報提供や助言等
ＩＳＰに対し、インターネット上の児童ポルノの流通を
を行うことにより、民間の自主的取組を支援。
防止するためのブロッキングの重要性、有効性等につ ○児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管
いて理解を求め、実効性のあるブロッキングの自主的 理団体による自主的取組への支援（再 ・児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体である一般社団法人インターネットコンテン
掲）
導入を促進する。
ツセーフティ協会が、平成23年３月に設立され、同年4月から一部のＩＳＰがブロッキングを
自主的に導入。平成27年４月１日時点では、ISP(54社）、検索エンジンサービス事業者(３
○ブロッキングの自主的導入の促進
社）、フィルタリング事業者(３社）に対して児童ポルノ掲載アドレスリストが提供されてお
（再掲）
り、流通防止措置が講じられるよう、取組を支援。

ⅱ ＩＳＰによる実効性のあるブロッ
キングの自主的導入の促進

○安心ネットづくり促進協議会等民間
団体による自主的取組への支援（再
掲）

警察庁
総務省
内閣府
経済産業省

○民間団体における自主的な取組へ
の支援（再掲）

総務省

・児童ポルノ流通防止対策専門委員会、児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体であ
る一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会や安心ネットづくり促進協議会等
における検討事項について、参画・支援を実施。

・児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体である一般社団法人インターネットコンテン
○児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管 ツセーフティ協会が、平成23年３月に設立され、同年4月からＩＳＰ９社がブロッキングを自
理団体による自主的取組への支援（再 主的に導入。平成27年４月１日時点では、ISP(54社）、検索エンジンサービス事業者(3
掲）
社）、フィルタリング事業者(３社）に対して児童ポルノ掲載アドレスリストが提供されてお
り、流通防止措置が講じられるよう、ＩＳＰ等との意見交換を通じた自主的な取組を支援。
○ブロッキングの自主的導入の促進
（再掲）

実施府省庁

経済産業省

・平成23年4月から検索エンジンサービス事業者(4社）等が検索結果から児童ポルノを非
表示にするなどの対策を自主的に導入。

・児童ポルノ流通防止対策専門委員会に参加し、必要な情報提供や助言等を行い、民間
団体における自主的な取組を支援。
・平成23年4月から一部のＩＳＰがブロッキングを自主的に導入。

警察庁

・警察庁及びインターネット・ホットラインセンターから、インターネットコンテンツセーフティ
協会（ＩＣＳＡ）に対して児童ポルノ情報を提供。

ⅲ 一般ユーザーに対するブロッ
キングの趣旨、重要性等について
の広報・啓発

インターネットの一般ユーザーに対し、ブロッキング
の趣旨、重要性等について幅広く広報・啓発し、理解
を求めるとともに、インターネット上の流通・閲覧防止
対策に対する国民意識の醸成を図る。

・児童ポルノサイトのブロッキングはインターネット利用者の通信の秘密や表現の自由に
○児童ポルノサイトのブロッキングに関
不当な影響を及ぼさない運用に配慮することが重要であり、ISPの規模に見合った精度の
する普及啓発の実施に向けた準備（再
高いブロッキング方式の開発・実証を行い、その導入に向けた支援・環境整備を行うため
掲）
実施した「児童ポルノサイトのブロッキングに関する実証実験」の成果を活用し、ブロッキ
ング導入の具体的施策について普及啓発を実施。
○安心ネットづくり促進協議会等の民
間団体による自主的取組への支援（再
・安心ネットづくり促進協議会、児童ポルノ流通防止対策専門委員会、一般社団法人イン
掲）
ターネットコンテンツセーフティ協会等の民間の協議会に対し、必要な情報提供や助言等
を行うことにより、民間の自主的取組を支援。
○児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管
理団体による自主的取組への支援（再
・児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体である一般社団法人インターネットコンテン
掲）
ツセーフティ協会が、平成23年３月に設立され、同年4月から一部のＩＳＰがブロッキングを
自主的に導入。平成27年４月１日時点では、ISP(54社）、検索エンジンサービス事業者(３
○ブロッキングの自主的導入の促進
社）、フィルタリング事業者(３社）に対して児童ポルノ掲載アドレスリストが提供されてお
（再掲）
り、流通防止措置が講じられるよう、取組を支援。

総務省
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項目

関係省庁

取 組 内 容

施策名等

○公開シンポジウムの開催（再掲）

⑤ ファイル共有ソフトネットワーク上の流 警察庁
通・閲覧防止対策の推進
総務省

○民間団体における自主的な取組へ
ファイル共有ソフト利用の児童ポルノ事犯が急激に の支援
増加しているが、ファイル共有ソフトにはブロッキング
の効果が及ばないことから、通信の秘密に不当な影
響を及ぼさない運用等にも配意しつつ児童の権利を
保護するとの観点から、関連事業者と連携して、ファイ
ル共有ソフトネットワーク上の流通・閲覧防止対策を検
討し、取組を推進する。
○民間団体における自主的な取組へ
の支援

実施状況（予算要求を含む。）

実施府省庁

・平成26年11月25日、国民運動の推進を目的として、公開シンポジウムを開催。その際、
子ども家庭福祉等に係る研究機関研究部長による児童福祉における性暴力被害と児童
ポルノに関する基調講演の後、「児童ポルノ事犯について考える～未然防止・拡大防止と
被害児童の保護・支援～」をテーマに、警察や被害者支援団体の担当者、精神科医、
ネット教育アナリストによるパネルディスカッションを実施。
（平成27年度予算額 2,441千円）

内閣府

・ファイル共有ソフト（Share）のキャッシュフォルダから児童ポルノを流通させている者に対
し、警察庁がインターネットコンテンツセーフティ協会（ICSA）を介してインターネット・サー
ビス・プロバイダ（ISP）に連絡を依頼、連絡を受信した者にキャッシュフォルダのファイル
の削除を促す取組を平成26年４月から開始。警察庁からはICSAに対し、本取組に必要な
情報を提供し、自主的な取組を支援。

警察庁

・平成26年4月から一部のＩＳＰが自主的に取組に参加。

・一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会(ICSA)及び一部のISPが、ファイル
共有ソフトネットワーク上の児童ポルノ流通・閲覧防止対策を平成26年４月から開始して
おり、総務省は、民間団体が当該取組のガイドラインを作成するにあたって助言等を行う
ことにより、民間団体における自主的な取組を支援。

総務省
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項目

関係省庁

取 組 内 容

施策名等

実施状況（予算要求を含む。）

実施府省庁

４ 被害児童の早期発見及び支援活動の推進
(1) 早期発見・支援活動

○各種会議・研修における職員に対す ・都道府県警察の職員を対象とした各種会議や各種研修において、児童ポルノ事犯等の
る意識啓発の実施
被害児童の早期発見・早期保護に努めるよう指示。

① 関係職員の意識啓発

地方公共団体等と連携し、児童ポルノ事犯について ○関係職員の意識啓発
警察庁
学校関係者、児童福祉関係者等の潜在的な被害児童
厚生労働省
に接する可能性のある職員の意識啓発を図り、児童
文部科学省
ポルノ事犯による被害の早期発見に努める。

・全国児童福祉主管課長・児童相談所長会議で「第二次児童ポルノ排除総合対策」を周
知することにより、児童相談所等職員の意識啓発を実施。（平成26年8月）

・平成22年9月に、生徒指導に関する学校・教員向けの基本書として、児童ポルノを含め
た児童虐待への学校の対応についての解説を盛り込んだ「生徒指導提要」を各教育委員
○学校の生徒指導担当者に対する児 会（各10部）及び学校（各２部）に配付し、学校の生徒指導担当者に対する児童虐待防止
童虐待防止についての啓発の実施
についての啓発に活用。

警察庁

厚生労働省

文部科学省

・都道府県等生徒指導担当者会議において、児童虐待防止について資料を用いて啓発
を推進。（平成26年2，6，9月、平成27年1月）

② 街頭補導等を通じた被害防止及び被
警察庁
害児童の早期発見・保護活動

・都道府県警察の職員を対象とした各種会議や各種研修において、児童ポルノ事犯等の
○少年補導・少年相談を通じた被害児 被害児童の早期発見・早期保護に努めるよう指示。
警察において、街頭補導時における積極的な声掛け
童の早期発見・早期保護
及び補導並びに少年相談受理時における専門職員等
・都道府県警察では、児童が援助交際を求める等のインターネット上の不適切な書き込
による適切な対応等により、児童ポルノ事犯による被
○サイバー補導の実施
みをサイバーパトロールによって発見し、書き込みを行った児童と接触して直接注意・指
害の未然防止及び被害児童の早期発見・保護に努め
導する「サイバー補導」を実施し、児童ポルノ事犯等の被害児童の早期発見・保護を推
る。
進。
（平成27年度予算額 14,051千円）

警察庁

・都道府県警察では、少年の特性・心理に関する知識やカウンセリングに関する技能等を
有する少年補導職員等が、心理学等の専門家からアドバイスを受けながら、被害児童に
対してカウンセリングを実施したり、関係機関と連携して家庭環境の調整を行うなど、被
害児童に対する継続的支援を実施。
（平成27年度予算額 77,153千円）

警察庁

○少年補導職員等による被害児童に
対する継続的な支援の実施
警察において、被害児童の精神的打撃の軽減を図
るため、少年補導職員、少年相談専門職員等により、
警察庁
③ 被害児童に対する継続的支援の実施 文部科学省 個々の被害児童の特質に応じた計画的なカウンセリン
厚生労働省 グの実施や、家庭、学校、児童相談所等と連携した環 ○スクールカウンセラー等活用事業
境調整等による継続的な支援を行う。

・平成26年度においては、児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有
するスクールカウンセラー等を公立小中学校(約2万4千校分）に配置するために必要な経
費を措置し、引き続き平成27年度においても必要な経費を計上。
（平成27年度予算額 4,024,403千円）

○スクールソーシャルワーカー活用事 ・平成26年度においては、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知
業
識・技術を有するスクールソーシャルワーカーを都道府県・指定都市・中核市に1,466人配
置するために必要な経費を措置し、引き続き平成27年度においても必要な経費を計上。
（平成27年度予算額 646,966千円）

④ カウンセリング態勢の充実

警察庁

警察において、被害児童の精神的打撃の軽減を図
るための継続的な支援は、担当の職員のみでは対応
が困難な場合も多いことから、あらかじめ臨床心理
○カウンセリングアドバイザーの委嘱
学、精神医学等の専門家を委嘱しておくなど、必要に
応じて部外の専門家の助言を受けることができる態勢
を整備する。

・都道府県警察では、被害児童支援の担当職員が心理学等の専門家からアドバイスを受
けることができるよう臨床心理士、大学教授、精神科医等の専門家を被害少年カウンセリ
ングアドバイザーに委嘱。平成26年度、全国の都道府県警察において、114名の専門家
が被害少年カウンセリングアドバイザーに委嘱。
（平成27年度予算額 30,084千円）

文部科学省

警察庁
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項目

関係省庁

取 組 内 容

文部科学省において、児童の臨床心理に関して高度
に専門的な知識や経験を有するスクールカウンセラー
や教育分野に関する知識に加えて社会福祉等の専門
的な知識や経験を有するスクールソーシャルワーカー
を配置し、相談体制の整備を支援することなどにより、
児童ポルノの被害に遭った児童が相談しやすい体制
⑤ スクールカウンセラーやスクールソー
を整備し、早期発見等に資する。また、児童ポルノ事
シャルワーカー、「子どもの人権１１０番」 文部科学省 犯を含む事件・事故や災害によって心のケアが必要に
「子どもの人権ＳＯＳミニレター」等を活用 法務省
なった児童への対応として、学校へのスクールカウン
した相談体制の充実
セラーの緊急派遣に係る支援を行う。
法務省において、子どもの人権問題についての専用
相談電話「子どもの人権１１０番」（フリーダイヤル）を
開設することや、全国の小・中学生に「子どもの人権Ｓ
ＯＳミニレター」（相談用の便箋兼封筒）を配布すること
などの活動を通して、児童が相談しやすい環境を整備
し、被害児童の早期発見等に資する。

児童相談所において、性的虐待、児童ポルノ事犯に
よる被害等により心身に有害な影響を受けた児童に
関する相談があった場合に、次の支援を実施する。
・ 児童心理司によるカウンセリングや児童福祉司
による指導・援助
・ 緊急的な保護を必要とする場合における一時
⑥ 児童相談所における児童等への支援 厚生労働省
保護
や通報の実施
警察庁
・ 医療的なケアが必要な場合における病院等の
専門機関の斡旋
・ 児童の生活の立て直しが必要な場合における
児童福祉施設への入所措置
また、児童相談所への相談の過程で、児童の意思等
を確認した上で、警察への通報を実施する。

施策名等

○スクールカウンセラー等活用事業
（再掲）

実施状況（予算要求を含む。）

実施府省庁

・平成26年度においては、児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有
するスクールカウンセラー等を公立小中学校(約2万4千校分）に配置するために必要な経
費を措置し、引き続き平成27年度においても必要な経費を計上。
（平成27年度予算額 4,024,403千円）

・平成26年度においては、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知
○スクールソーシャルワーカー活用事
識・技術を有するスクールソーシャルワーカーを都道府県・指定都市・中核市に1,466人配
業（再掲）
置するために必要な経費を措置し、引き続き平成27年度においても必要な経費を計上。
（平成27年度予算額 646,966千円）

文部科学省

・全国児童福祉主管課長会議・児童相談所長会議で「第二次児童ポルノ排除総合対策」
を周知することにより、児童相談所等職員の意識啓発を推進。（平成26年8月）
○児童相談所における児童等への支
援や通報の実施

○児童相談所からの通報に対する適
切な対応

児童家庭支援センターの運営において、関係機関と
連携し、児童ポルノ事犯による被害に係る相談と支援
を実施するほか、心理的治療を必要とする児童への
⑦ 児童家庭支援センターの運営及び児
心理療法担当職員による治療、指導等を実施する。ま
○児童家庭支援センター等の児童福
童福祉施設における心理療法担当職員 厚生労働省 た、児童養護施設、乳児院、児童自立支援施設及び
祉施設における被害児童への支援
の配置
母子生活支援施設に心理療法を行う職員を配置し、
虐待等による心的外傷のため心理療法を必要とする
児童に、遊戯療法やカウンセリング等の心理療法を実
施する。

・虐待防止対策の強化を図るための児童相談所職員等に対する研修等の実施について
は、児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業において実施。
（児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業 平成27年度予算額 4,733,820千円の内数）

厚生労働省

・都道府県警察では、性的虐待や児童ポルノ事犯の被害に関する通報に対して、事案に
応じ厳正な捜査を行うほか、児童相談所等と緊密に連携して被害児童の保護・支援を行
うなど、適切な対応を推進。

警察庁

・全国104か所に児童家庭支援センターを設置し（平成26年10月1日現在）、虐待を受けた
児童等に対する支援等を実施。
(平成27年度予算額 4,733,820千円の内数）
・全国77か所の乳児院、557か所の児童養護施設、104か所の母子生活支援施設、38か
所の児童自立支援施設に心理療法担当職員を配置し（平成25年度）、虐待を受けた児童
等に対する心理療法を実施。
(平成27年度予算額 107,612,963千円の内数）

厚生労働省

(2) 担当職員の能力の向上
・都道府県警察の被害児童支援担当者等を対象とした全国規模の研修として「少年保護
対策専科」を開催。平成26年度は８月に実施し、被害児童支援の知識及び被害児童の心
情に配意した聴取技能の向上を推進。

① 被害児童の心情に配意した聴取技法
警察庁
の普及

② 被害児童の支援担当者への教養の充
警察庁
実

被害児童の心情や特性を理解し、二次的被害の防止
に配慮しつつ、被害児童から得られる供述の証拠能 ○被害児童からの客観的聴取技法の
力及び証明力を確保する聴取技法について都道府県 普及
・都道府県警察の福祉犯捜査担当者等を対象とした全国規模の研修として「児童ポルノ
警察への普及を図る。
事犯専科」を開催しており、平成26年度は２月に実施し、被害児童の心情や特性を理解
し、二次的被害の防止に配慮しつつ、被害児童から得られる供述の証拠能力及び証明
力を確保する聴取技法に関する講義を実施。

警察庁において、都道府県警察の被害児童支援担
当者の能力向上を図るため、カウンセリングの実施方
法、事案発生時の的確な対処方法、被害からの立ち ○被害児童支援担当者の能力向上
直り支援方策等児童ポルノ事犯等の特性を踏まえた
被害児童支援について教養を充実させる。

・都道府県警察の被害児童支援担当者等を対象とした全国規模の研修として「少年保護
対策専科」を開催。平成26年度は８月に実施し、被害児童からの客観的聴取技法の習
得、有害環境の浄化対策及び児童虐待事案への的確な対応要領等の実務的な知識及
び技能の向上を推進。

警察庁

警察庁
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項目

関係省庁

取 組 内 容

施策名等

実施状況（予算要求を含む。）

子どもの虹情報研修センターにおいて、児童相談所
③ 性的被害児童等に対するケアに関す
○性的虐待に関する調査・研究及び研 ・子どもの虹情報研修センターにおいて、児童相談所や市町村で虐待対応に携わる者等
厚生労働省
職員等を対象に性的虐待への対応について研修を実
る研修の実施
修の実施
を対象に、性的虐待を含む児童虐待への対応にかかる研修を実施。
施する。

実施府省庁

厚生労働省

・健康相談・保健指導の基本的な考え方、心身の健康問題や背景の把握方法、保健指
導内容、子供や保護者への基本的な対応方法等について記述した指導参考資料を平成
23年8月全国の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等に約8万2千部を配布。ま
た、健康教育に関する指導者養成研修において、本冊子を活用し演習等を実施。

性的被害を受けた児童等について、教職員が健康
観察や健康相談を通して早期発見・早期対応を行った
事例を掲載した指導参考資料を作成するとともに、管
・平成26年3月、健康観察や心のケアの進め方、メンタルヘルスの基礎知識について解
④ 性的被害児童等に対する心のケアに
○児童生徒の現代的健康課題への対
文部科学省 理職や養護教諭、学級担任及びスクールカウンセラー
説した教職員用の指導参考資料を全国の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等
関する対応の充実
応事業
等を対象としたシンポジウムや研修会等を開催し、性
に約4万5千部を配布。
的被害を含めた心的外傷後ストレス障害（PTSD）への
適切な対応など、子どもの心のケアの充実を図る。
・平成26年11月、東京都において、子供の心のケアの充実を目的に、管理職、養護教諭
をはじめとする教職員、スクールカウンセラー等、約350名を集め、子供の心のケアシンポ
ジウムを開催。
（平成27年度予算額 56,527千円の内数）

文部科学省
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項目

関係省庁

取 組 内 容

施策名等

実施状況（予算要求を含む。）

実施府省庁

５ 児童ポルノ事犯の取締りの強化

・インターネット・ホットラインセンターから通報される違法・有害情報に対する効率的な捜
査活動を推進するため、全国協働捜査方式を実施。

① 悪質な児童ポルノ事犯の徹底検挙

警察庁

サイバーパトロールを推進し、インターネット・ホットラ
インセンター及び匿名通報ダイヤルからの各種情報の
積極的な活用を図り、都道府県警察間の合・共同捜査
を積極的に推進するなどして、引き続き低年齢児童ポ ○悪質な児童ポルノ事犯の徹底検挙
ルノ愛好者グループによる事犯やファイル共有ソフト
利用事犯等に重点を置いた捜査を強化し、悪質な児
童ポルノ事犯の検挙の徹底を図る。

・低年齢児童ポルノ愛好者グループによる事犯など悪質な事犯に対する取締りを強化。
・平成26年中に検挙した児童ポルノ事件の件数は1,828件（前年比11.2%増加）であり過去
最多を記録。

警察庁

・ファイル共有ソフトネットワークについて、P2P観測システムにより、継続的に観測するな
ど、取締りを推進。
（平成27年度予算額 15,696千円の内数）

② 悪質な関連事業者に対する責任追及
警察庁
の強化

児童ポルノの提供等に加担しているサイト管理者、
サーバー管理者といった悪質な関連事業者について、
当該関連事業者に対する指導・警告を徹底し、風営適 ○悪質な関連事業者に対する責任追
正化法に基づき当該サーバー管理者等に対して勧告 及の強化
を行うほか、刑事責任の追及を図るなど、悪質な関連
事業者に対する責任追及を強化する。

・都道府県警察に通達した「情勢の変化に対応したインターネット利用児童ポルノ事犯の
取締り等の強化について」（通達）に基づき、引き続き、悪質な児童ポルノ事犯に対する取
締りの強化及びインターネット利用事犯に係る悪質なサイト管理者等の関連事業者に対
する刑事責任の追及等を推進。

警察庁

③ 児童ポルノ関連事犯に対する厳正な
対応

・平成26年6月、議員立法により、児童買春・児童ポルノ禁止法が一部改正され、自己の
性的好奇心を満たす目的で児童ポルノ又はその電磁的記録を所持、保管する行為や、
児童ポルノ関連事犯に対しては、国外犯規定を含
○児童ポルノ関連事犯に対する厳正な ひそかに児童の姿態を描写することにより児童ポルノを製造する行為を処罰する罰則が
め、児童買春・児童ポルノ禁止法等の積極的な適用を
科刑の実現
新設された。検察では、平成25年5月に策定された「第二次児童ポルノ排除総合対策」に
通じて、厳正な科刑の実現に努める。
基づき、上記改正の趣旨をも踏まえ、引き続き児童ポルノ関連事犯に対して、厳正な科刑
の実現に向けて児童買春・児童ポルノ禁止法等を積極的に適用。

法務省

法務省

○ファイル共有ソフト利用事犯に関す
る講習会等の実施

④ 児童ポルノ事犯に関する捜査能力等
警察庁
の向上

・平成26年５月にファイル共有ソフト実践捜査に関する講習会を開催し、ファイル共有ソフ
ト利用事犯に対する捜査能力の向上を推進。このほか、児童ポルノ事犯等捜査共助責任
者会議、少年警察実践塾を開催し、合・共同捜査体制の強化や捜査技能の向上を推進。

警察庁において、平成22年以降、検挙件数が急増
し、かつ、使用されるソフトが多様化しているファイル ○児童ポルノ事犯捜査に特化した専科 ・平成27年２月、各都道府県警察の少年担当部門において福祉犯捜査に従事する幹部
警察官を対象として児童ポルノ事犯専科を実施し、児童ポルノ事犯の捜査に必要な専門
共有ソフト利用事犯を含む児童ポルノ事犯に対する捜 教養の実施
的知識及び技能の習得を推進。
査能力の向上を図るため、引き続き児童ポルノ事犯捜
査に特化した教養を実施するほか、児童ポルノ事犯の
・ファイル共有ソフト専用端末等の活用に必要となる予算等を確保し、都道府県警察にお
分析や捜査のために必要な資機材の整備等を行う。 ○捜査用資機材の整備
ける資機材の整備を推進。

警察庁

（平成27年度予算額 8,981千円の内数）

⑤ 検察官に対する研修の実施

法務省

検察官に対して、その経験年数等に応じた各種研修
において、児童に対する配慮等に関する講義を実施
○各種研修の実施
するなどして、児童ポルノ事犯に関する知識の取得に
努める。

・検察官に対し、経験年数等に応じて実施する各種研修において、児童買春・児童ポルノ
禁止法に関する講義を実施。

法務省
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項目

関係省庁

取 組 内 容

施策名等

実施状況（予算要求を含む。）

実施府省庁

６ 諸外国との協力体制の構築と国際連携の強化等
・「オンラインの児童の性的搾取に対する世界的連携」の参加国として、日本における取
組結果及び取組事項を取りまとめ、報告書を作成。平成26年9月に行われた関係国会合
に出席。

内閣府
警察庁
法務省
外務省

平成24年12月、我が国を含む28か国の司法・内務大
臣等が参加して「オンラインの児童の性的搾取に対す
る世界的連携の設立のための閣僚会合」が開催され ○報告書の作成，関係国会合への出
たところ、この取組に積極的に参画し、世界各国との 席
情報交換を促進するなどして国際的な連携を強化す
る。

・平成23年3月に整備したＩＣＰＯ国際児童ポルノデータベース用端末について、27年３
月、ＩＣＰＯ本部で開催された操作講習会へ職員を派遣するなど、同端末を通じた参加国
間における情報共有を推進。

② 外国捜査機関等との連携の強化

外務省
警察庁
法務省
外務省
内閣府

○ＩＣＰＯ国際児童ポルノデータベース
国際刑事警察機構（ＩＣＰＯ）、Ｇ８ローマ・リヨン・グ
への参画
ループ等の国際的な取組への積極的な参加や、平成
14年から実施している東南アジアにおける児童の商業
的・性的搾取対策に関するセミナー及び捜査官会議の
○東南アジアにおける児童の商業的・
拡充等を通じて、外国捜査機関等との情報交換や国
性的搾取犯罪捜査官会議の開催
際捜査協力のための調整を行うとともに、連携態勢の
強化を図る。

児童ポルノに関わる規制についての検討に資するよ
う、引き続き、我が国における児童ポルノ事犯の実態
を調査するほか、Ｇ８を中心とした諸外国における児
童ポルノ関連法規制について在外公館を通じて調査
を行ってきているところ、法規制に関する動向等につ
いての調査を継続し、定期的に結果を取りまとめる。

○諸外国の児童ポルノ関連法規制に
ついての調査

・平成26年３月、G8各国及びEU等における国内法制上の「児童ポルノ」の定義等に関す
る調査を実施。

外務省

③ 児童ポルノに関わる規制についての
検討に資するための調査

警察庁
外務省
法務省
内閣府

○児童ポルノ事犯の実態に関する調
査の実施

・平成27年３月、平成26年中の児童ポルノ事犯の検挙状況について取りまとめ。

警察庁

① 「オンラインの児童の性的搾取に対
する世界的連携」への積極的な参画

・平成26年12月、「オンラインの児童の性的搾取に対する世界的連携」会合を補完する目
的で英国ロンドンで開催された「世界オンライン児童性的搾取サミット」に警察庁長官官房
審議官が出席。

・平成26年12月、東南アジアにおける児童の商業的・性的搾取犯罪捜査官会議を開催
し、日本における児童ポルノの現状や警察等の取組を出席者に紹介するとともに、外国
捜査機関等との情報交換や連携態勢の強化を推進。
（平成27年度予算額 3,785千円）

内閣府
警察庁
法務省
外務省

警察庁
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