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子供に使い方やマナーを教育することが必要

家庭でのルール作りや教育が必要

保護者がもっと勉強して対策することが必要

フィルタリングサービスの導入を徹底する

有害サイト等への法規制を強化することが重要

学校でのルール作りや教育が必要

機能限定端末や利用時間帯制限の利用が必要

保護者による子供の閲覧状況のチェックが必要

携帯電話事業者が対応を強化することが必要

法規制によって携帯電話を使わせないようにする

特に対応は必要ない

その他
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○「もっとグッドネット」及び安心ネットづくり促進協議会設立の経緯
青少年のインターネット利用環境を整えるための一環である国民啓発への取組は，これまでも学校

教育の現場，地域，企業のCSR活動，業界の自主基準ほか，様々な形で実施されてきましたが，直
面する個々の問題への対処療法的な取組が多く，保護者や教職員を始めとする青少年を取り巻く関係
者の ICTリテラシーに関する格差が生じていました。
安心ネットづくり促進協議会は，利用者，企業，教育関係者等，様々な立場の個人や団体が緩やか

に連携することで，青少年のインターネット利用環境をテーマとする取組をさらに活性化させ，新た
な活動に発展することを目指して平成２１年２月に設立されました。活動にあたり，インターネット利
用者である国民一人一人に本テーマを意識してもらうべきとの趣旨から，「１億人のネット宣言
もっとグッドネット」というキャッチフレーズを掲げ，取組を進めています。

○青少年のグッドネット利用を目指した普及啓発活動
青少年を取り巻く国民全体のグッドネット利用を目指すための最重要課題は「普及啓発」であると

いう観点から，本協議会ではメディア等を活用した「普及事業」と，シンポジウムやワークショップ
等による「啓発事業」を展開しています。
「普及事業」では，主にウェブサイトを活用し，グッドネット利用につながる知識や情報をコンテ

ンツとして提供しています。有識者による「もっとグッドタイムス」レポートや，安心安全なケータ
イ利用を親子で学ぶ「ケータイ家族もばみ」等を発信し，青少年とネットの課題についてみんなで考
えることを目指しています。
また，協議会に参画する約２００の企業，団体，有識者が連携した取組も行っています。一例として，
TOKYO FMの人気番組「SCHOOL OF LOCK！」と連携した取組では，全国の中高生リスナーに
インターネットの賢い利用を訴求し，賛同する１万人の学生から「グッドネット宣言」を得ることが
出来ました。
小学生向けとしては，ワークショップ型イベントに年３回程度，「情報モラルやルール研修」と

「ICT機器を触って楽しく学ぶ企画」の２種類の出展を行い，グッドネットな使い方への気付きと学
びにつながる機会を提供しています。
保護者への啓発は，全国各地のPTAと協力し，設立からの２年間で３０か所でのシンポジウムを開

催しました（のべ１万人参加）。開催地では，次年度計画での継続実施要請や学校単位での勉強会開
催計画の声が上がっています。アンケー
ト結果においても，青少年を守る上で，
従前の第三者（携帯電話事業者，学校等）
の責任を一方的に問う人が減ると同時
に，「フィルタリング徹底」，「保護者の
対策」，「家庭でのルール作り」等，保護
者の主体的な行動が必要という声の比率
が高まりつつあり，一人一人が「もっと
グッドネット」を考える活動の波及効果
は，回を重ねるごとにより確実なものと
なっています。
当協議会は，産学官が連携する組織の

強みを活かし，全国を対象とする「普及

「１億人のネット宣言 もっとグッドネット」を目指して
安心ネットづくり促進協議会7

シンポジウムに参加して子どもの携帯電話利用に
どのような考えを持ちましたか？
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一人一人が考える「中高生サミット」 中高生１万人グッドネットチャレンジ

スマートフォンで
学ぶネットマナー

⑵ 携帯電話等をめぐる問題への取組（総務省，
文部科学省）
文部科学省では，社会全体で青少年を取り

巻く違法・有害情報対策に取り組むため，関
係団体等の連携強化を図る「ネット安全安心
全国推進フォーラム」を開催しているほか，
メディア対応能力等を育成するための機会の
提供を行うとともに，青少年を取り巻くイン
ターネット上の有害情報をめぐる深刻な問題
に対応して，フィルタリングの普及啓発や
ネットパトロールの実施等地域の実情に応じ
た有害情報対策事業を支援した。
また，学校における携帯電話等の取扱い等

に関する調査の結果を受けて，小・中学校へ
の携帯電話の原則持込み禁止，高等学校の校
内での使用制限等の指針を示した通知を平成
２１年１月３０日付けで発出した。さらに，携帯
電話のインターネット利用に関する意識啓発
を図るため，平成２２年２月には，携帯電話の
インターネット利用に際しての留意点等を盛
り込んだリーフレットを全国の小学６年生に
配布するとともに，携帯電話の利用に関する
親子のルールづくり等に関する保護者向けの
リーフレットを都道府県教育委員会・PTA
団体等へ配布している。そして，両リーフ

レットを文部科学省のHPに公開し，ダウン
ロード可能とすることで，更なる普及を図っ
ている。
平成２３年度には，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ケータイモラル
キャラバン隊を結成し，全国で学習・参加型
のシンポジウムを開催する予定である。
総務省では，青少年による携帯電話からの

インターネットの利用が進む一方，青少年の
CGM（SNS（ソーシャル・ネットワーキン
グ・サービス）に代表される消費者生成メ
ディア）サービス利用に伴う被害が増加して

事業」と各地域を対象とする「啓発事業」を継続して展開する計画です。さらに，事業施策に対する
アンケート等により成果の“見える化”を行い，今後も一人一人が考える国民運動を推進してまいり
ます。

（参考：もっとグッドネットサイト http://good-net.jp）

左 意識啓発リーフレット「ちょっと待って，ケータイ」（全国の小学６年
生に配布）
URL http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/taisaku/1225103.htm

右 親子のルールづくり等に関する保護者向けリーフレット「ちょっと待っ
て！はじめてのケータイ」
URL http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/taisaku/1225104.htm
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いることから，平成２１年１１月，「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」に「CGM検討WG」を設置し，
有識者や関係事業者等による検討を行った。
平成２２年５月，検討の成果として，①利用者
情報の確認強化等のフィルタリングサービス
の普及改善に向けた更なる取組の在り方，②
「ミニメール」（SNS会員間のメッセージ交
換サービス）の内容確認に関する法的整理及
び実施の在り方，③利用者の年齢認証の確実
化に向けた取組強化の必要性を提言として取
りまとめ，これを受けて，ミニメールの内容
確認の実施等関係事業者等による自主的取組
が進められてきた。平成２２年９月には，
CGM運営者の年齢認証の確実化について，
総務省から主な携帯電話事業者及びCGM事
業者に対して迅速に取り組むよう要請し，平
成２３年１月より，一部のCGM事業者におい
て，携帯電話事業者の年齢情報を活用した年
齢認証システムの運用が開始された。

⑶ 性風俗関連特殊営業の取締り等（警察庁）
少年の健全育成に障害を及ぼす行為の防止

等のため，「風俗営業等の規制及び業務の適
正化等に関する法律」（以下「風営法」とい
う。）及び同法施行条例により，学校等の周
辺や住宅地域において性風俗関連特殊営業等
を営むことは禁止されているところ，近年，
当該地域において，外国式エステ等と称す
る，いわゆる店舗型ファッションヘルス営業
等を違法に営む者が多数見られており，警察
では，風営法等による取締りを積極的に進め
ている。
また，児童買春等の契機となり得るいわゆ

る出会い系喫茶や類似ラブホテルについて，
平成２２年７月，「風俗営業等の規制及び業務
の適正化等に関する法律施行令」（昭和５９政
３１９）を改正し（平成２３年１月から施行），そ
の営業者に対し１８歳未満の者の営業所への立
入制限の義務を課すなどの措置を講じた。

⑷ 酒類，たばこの未成年者に対する販売等の
防止

ア 取締り・処分等（警察庁，法務省）
「未成年者喫煙禁止法」及び「未成年者

飲酒禁止法」が平成１３年に改正され，酒類
やたばこの販売者等は，年齢確認その他の
必要な措置をとるものとすることが規定さ
れた。未成年者が酒類やたばこを容易に入
手できないような環境を整備するため，法
令に基づく指導取締りを徹底するととも
に，関係業界が自主的に措置をとるよう働
き掛けている。
検察庁においては，「未成年者飲酒禁止

法」，「未成年者喫煙禁止法」等に違反する
事案について，必要な捜査を行い，事案に
応じた処分を行っている。

イ 飲酒防止（国税庁）
国税庁では，致酔性及び依存性を有する

酒類の特性にかんがみ，未成年者飲酒防止
を始めとする酒類の販売管理の徹底を図る
観点から，「未成年者の飲酒防止に関する
表示基準」（以下，「表示基準」という。）
の制定や，酒類小売販売場ごとに酒類販売
管理者の選任を義務付けるなどの所要の措
置を講じている。
また，国税局長が委嘱した酒類販売管理

協力員が収集した情報等を踏まえ，職員が
酒類小売販売場に臨場して表示基準の遵守
状況等を確認し，是正指導を行っている。
さらに，酒類業界に対して，未成年者飲

酒防止に配意して販売，広告・宣伝を行う
よう要請するほか，購入者の年齢確認がで
きない従来型自動販売機の撤廃等の未成年
者の飲酒防止に向けた酒類業界の取組を支
援している。
このほか，「酒類に係る社会的規制等関
係省庁等連絡協議会」（内閣府，警察庁，
公正取引委員会，総務省，文部科学省，厚
生労働省及び国税庁）においては，毎年４
月を未成年者飲酒防止強調月間と定め，関
係省庁が連携して，啓発用ポスターの作
成・配布による全国的な広報啓発活動を
行っている。また，全国小売酒販組合中央
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会が実施している「未成年者飲酒防止・飲
酒運転撲滅全国統一キャンペーン」やビー
ル酒造組合を中心に実施している
「STOP！未成年者飲酒」プロジェクト等
の取組を支援するなど，国民の未成年者飲
酒防止に関する意識の高揚等を図ってい
る。

ウ 喫煙防止（財務省）
財務省では，未成年者喫煙防止の観点か

ら，成人識別自動販売機の導入を製造たば
こ小売販売業の許可の条件とすることによ
り，成人識別自動販売機の導入を義務付け
るとともに，条件違反のあった場合には，
「たばこ事業法」（昭５９法６８）に基づく行
政処分（許可の取消し・営業停止）を行っ
ている。こうした取組を講じることによ
り，全国の小売店のほぼすべてのたばこ自
動販売機が成人識別自動販売機となってい
る。
また，成人識別自動販売機が全国稼働

（平成２０年７月）して以降，未成年者が対
面販売によりたばこを購入する事例が増加

したことから，警察庁及び財務省の連名に
より業界に対し，対面販売時における年齢
確認の徹底を文書で要請（平成２１年６月及
び平成２２年４月）するとともに，未成年者
が自ら喫煙することを知りながらたばこを
販売し，「未成年者喫煙禁止法」（明３３法
３３）第５条違反として処罰されたたばこ小
売販売業者には，「たばこ事業法」に基づ
く行政処分を含め，厳正に対処していると
ころである。
さらに，インターネットによるたばこ販

売において，販売時に購入希望者の年齢識
別が適切に講じられているか等を確認する
ため，インターネット販売を行っているた
ばこ小売販売業者を対象として平成２２年２
月以降，実態調査を行い，調査結果を踏ま
え，平成２２年９月より，インターネットに
よりたばこを販売する場合には，あらかじ
め公的な証明書により購入希望者の年齢確
認等を行った上で販売することを製造たば
こ小売販売業の許可の条件とするなど，未
成年者の喫煙防止の取組を強化している。
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○　地域に住む方々の顔や名前がお互いにだ
いたい分かっている

○　社会のルールを守らないなど，基本的なマ
ナーやモラルに欠ける保護者が増えている

○　子どもにふさわしくない時間帯(深夜)や
場所(居酒屋等)に親子で行動する保護者が
増えている

0 20 40 60 80 100

資料：神奈川県「青少年保護育成条例に関する調査」より抜粋（平成22年１月　県内在住者2000人）

地域コミュニティや保護者の意識変化

１ 改正の趣旨
神奈川県青少年保護育成条例は，昭和３０年に制定して以降，時代の変化に対応して新たな規制を設

けるなどして，青少年を有害な行為や環境から守ってきました。しかし，近年，地域の人間関係の希
薄化や保護者の意識・行動の変化，情報化の進展等，青少年を取り巻く社会環境は大きく変化してい
ます。そこで，県では，社会全体で青少年の健全な育成に取り組むとともに，青少年を巡る新たな課
題に対応するため，この条例を全面的に改正し，平成２３年４月１日から施行しました。

２ 改正のポイント１：社会全体で青少年の健全な育成に取り組むために
（１）社会全体の協力により，青少年を守り，支え，育てること等を内容とした「基本理念」を掲

げました。
（２）青少年を取り巻く保護者，県民，事業者等関係者の基本的な「責務」を設けました。
（３）保護者，青少年指導者等の関係者の連携・協力を支援するため，体制整備等の規定を設けま

した。

３ 改正のポイント２：青少年を巡る新たな課題に対応するために
（１）乳幼児を保護対象に加えました。

ライフスタイルの変化や，携帯電話の低年齢層への普及等に対応するため，青少年の定義を
「小学生以上１８歳未満（既婚者除く）」から「１８歳未満（既婚者除く）」に変更しました。

（２）保護者同伴による深夜外出を制限しました（深夜＝午後１１時～翌日午前４時）。
深夜に乳幼児を連れ歩くケースが目立つことから，保護者に対して，日常生活上必要な場合

を除き，青少年を同伴して深夜に外出しないように努めることと定めました。
（３）携帯電話インターネットの弊害を防止するルールを作りました。

① フィルタリングの徹底
携帯電話販売店に，フィルタリングの必要性等について契約時に説明することを義務付け

るとともに，保護者に対し，青少年が利用する携帯電話には原則としてフィルタリングを設

「神奈川県青少年保護育成条例」の改正について
神奈川県県民局青少年部青少年課8
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第２節 大人社会の在り方の見直し
１ 雇用・労働の在り方の見直し
⑴ 新たな「憲章」・「行動指針」に基づく取組
の推進（内閣府）
「仕事と生活の調和推進官民トップ会議」

（経済界，労働界，地方公共団体の代表者，
関係閣僚等により構成。以下，「トップ会議」
という。）において，「仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）憲章」及びその「行
動指針」が策定されて以降，政府では，労使
団体等と連携を図りながら，仕事と生活の調
和の実現に向けて様々な施策を推進してき
た。平成２２年６月２９日には，「憲章」・「行動
指針」策定後の経済情勢等の変化や，労働基
準法及び育児・介護休業法等の改正等の施策
の進展を受け，トップ会議において，「憲
章」・「行動指針」を改定し，新たな決意を
もって仕事と生活の調和の実現に向けて一層
の取組を進めていくことに合意した。改定さ
れた「憲章」・「行動指針」では，「ディーセ

ント・ワーク（人間らしい働きがいのある仕
事）」や「新しい公共」等，新しい概念が盛
り込まれるとともに，２０２０（平成３２）年まで
の数値目標が設定されている。
トップ会議の下に設置された「仕事と生活

の調和連携推進・評価部会」では，関係者間
の連携を図るとともに，「憲章」・「行動指針」
に基づき，仕事と生活の調和の実現状況や取
組の進捗の点検・評価等を行っている。

⑵ 仕事と生活の調和実現に向けた社会的気運
の醸成（内閣府）
内閣府では，「働き方を変える」ことを通

じて，「日本を変える」という思いを，親し
みやすいカエルのキャラクターに託し，この
マークを活用して各界・各層の国民を巻き込
んだ国民運動「カエル！ジャパン」キャンペー
ンを展開している※３７。
また，各層のワーク・ライフ・バランスに

対する理解を深めるため，企業と働く者，国

定することを義務化しました。
② インターネットの利用を制限・監督する機能の活用
携帯電話の利用に伴う生活面への影響を考慮し，保護者は，青少年の発達段階に応じて，

子ども用の機種や深夜時間帯のアクセス制限機能等，インターネット利用を制限・監督する
機能の活用に努めること等を定めました。

（４）法令の規制を免れる有害な個室営業を規制します。
個室性の強い営業形態で，青少年に有害な営業を行っている店舗について，知事が有害な店

舗として指定し，青少年を立ち入らせたり，客に接する業務に従事させたりできないよう規制
できることとしました。

４ 実効性を高めるために
条例の内容をできるだけ多くの方々に知っていただくため，様々な媒体を利用して条例のPRを図

るとともに，県内各地へ職員を派遣し出前講座として条例の説明を行っています。
今後も，青少年指導員等の関係団体や保護者，事業者，市町村，学校等の関係機関と連携，協力し

て，青少年の健全な育成に取り組み，条例の適切な運用に努めます。

※３７ http://www８．cao.go.jp/wlb/change_jpn/index.html


