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警察は，違法情報に対する取締りを推進するとともに，有害情報から子供を守るためのフィルタリン
グの普及，プロバイダの自主的措置の促進に努めている。また，子供にもスマートフォンが普及し，そ
の利用に係る福祉犯被害などが増加していることから，関係府省などと連携して，スマートフォンに対
応したフィルタリング，家庭のルールづくりの必要性などについての広報啓発や，関係事業者に対する
要請を行っている。
総務省は，インターネット上の有害な情報から子供を保護するため，携帯電話事業者などに対する

フィルタリングサービスの改善要請や，学校関係者や保護者を始めとする住民に対するフィルタリング
の普及促進活動を推進している。
文部科学省は，有識者等により「ネットモラルキャラバン隊」を結成し，フィルタリングやインター

ネット利用のルールに関する学習・参加型のシンポジウムを保護者等を対象に全国で実施，さらに携帯
電話等をめぐるトラブルや犯罪被害の事例，対処方法のアドバイスなどを盛り込んだ児童生徒向けの普
及啓発資料を作成し，全国の小中高等学校等へ配付している。
経済産業省は，各地域において青少年のインターネット利用に関する指導を行う指導者及びその候補

者を対象とした指導力向上セミナーを開催し，青少年のインターネット利用環境の変化及びフィルタリ
ング等の手段による対策に関する最新情報を提供することなどを通じて，関係者全体のインターネット
リテラシーの向上と青少年及びその保護者などによる実効的な自主的対策を促進している。
以上のような取組の結果，一般社団法人電気通信事業者協会の発表によると，携帯電話などのフィル

タリングサービスの利用者数は，平成27（2015）年12月末時点で約710万人となっている。平成25
（2013）年以降やや減少しているものの，平成18（2006）年9月末時点の約63万人と比較すると約
11倍となっている。
⑶　悪質な違法行為の取締りなど（警察庁，法務省）
警察庁は，一般のインターネット利用者などからの違法情報等に関する通報を受理し，警察への通報

やプロバイダ，サイト管理者などへの削除依頼を行うインターネット・ホットラインセンターを運用し
ている（第4-19図）。同センターでは，平成26（2014）年には150,352件の通報を受理しており，プ
ロバイダなどに対して8,303件の違法情報の削除依頼を行い，そのうち7,890件（95.0％）が削除さ
れた。外国のウェブサーバに蔵置された児童ポルノ情報についても，当該外国の同種の機関に対し削除
に向けた取組を依頼している。

 第4-19図  インターネット・ホットラインセンター

（出典）警察庁資料

警察は，サイバーパトロールや，都道府県警察が委嘱した民間のサイバーパトロールモニター，イン
ターネット・ホットラインセンターからの通報により，インターネット上に流通する違法情報・有害情



133

第
1
章

第
4
章

第
6
章

第
2
章

第
5
章

第
7
章

第
3
章

第4章 子供・若者の成長のための社会環境の整備    第3節 子供・若者を取り巻く有害環境等への対応

報の把握に努めるとともに，全国の警察が連携して，以下の取組を進めている。
・出会い系サイトの利用に起因する犯罪から子供を保護するため，当該サイトを利用して子供を性交
などの相手となるよう誘引する行為などの積極的な取締り

・出会い系サイト以外のコミュニティサイトの利用に起因する子供の被害が未だ高い水準で推移して
いることを受け，関係機関・団体と連携し，フィルタリングの普及促進といった各種対策

・これらのサイトの利用に起因する子供の被害を防止するための広報啓発
・インターネット利用者の規範意識を醸成するため，サイバー防犯ボランティアの育成・支援
法務省は，人権擁護機関において，インターネット上の名誉毀損・プライバシー侵害などの人権侵害

情報について相談を受けた場合，プロバイダなどに対する発信者情報の開示請求や当該情報の削除依頼
の方法について助言している。人権侵害情報による被害の回復を被害者自ら図ることが困難な場合は，
表現の自由に配慮しつつ，「プロバイダ責任制限法　名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」に基
づいて，プロバイダなどに当該情報の削除を要請するなど被害者の救済に努めている。
⑷　子供や保護者に対する啓発（内閣府，警察庁，総務省，法務省，文部科学省）
内閣府は関係省庁や地方公共団体と連携し，イ

ンターネット利用におけるフィルタリングの普及
や適切な利用を推進するため，リーフレットの配
布などによる啓発活動に取り組んでいる26（第
4-20図）。また，平成27（2015）年度，地域に
おける関係機関，団体が連携し，自立的に各種取
組を実施できるようにするための体制構築を目的
として，「青少年のインターネット利用環境づく
りフォーラム」を，全国3か所で開催した（第
4-21図）。加えて，関係府省は，地方公共団体，
関係団体，関係事業者などと連携，協力し，平成
28（2016）年の春に，多くの青少年が初めてス
マートフォンなどを手にする春の卒業・進学・新
入学の時期に特に重点を置き，「平成28年春のあ
んしんネット・新学期一斉行動」として，啓発活
動等の取組を集中的に展開した。
警察は，出会い系サイトやコミュニティサイト

の利用に起因する犯罪による被害やインターネッ
ト上の違法情報・有害情報の影響から子供を守る
ための広報啓発を推進している。平成26年2月
の広報重点を「サイバー空間の脅威に対する社会
全体の対処能力の強化」として，全国の小学校や
中学校などにおいて情報セキュリティに関する講習を開催した。この講習では，子供や保護者，学校の
教職員などに対し，インターネット上の違法情報・有害情報に起因した犯罪，子供を被害者とするサイ
バー犯罪の具体的事例や対応策を紹介するとともに，フィルタリングの導入などを勧めている。
総務省は，地方の各総合通信局が地域の核としてコーディネーター役を務め，関係者を巻き込んだリテ

ラシー向上の枠組み整備とこれを活用した周知啓発活動を推進している。具体的には，文部科学省や情報

26 内閣府ホームページ　http://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/index.htmlからPDF形式でダウンロード可能。

 第4-20図  インターネット利用に関する保護者
向け啓発リーフレット

●青少年のインターネット接続機器の利用率●青少年のスマートフォンの利用率
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●出会い系サイト及びコミュニティサイトに起因する事犯の
　被害児童数の推移

（資料：警察庁）
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内閣府・総務省・経済産業省・内閣官房IT総合戦略室・警察庁・消費者庁・法務省・文部科学省・厚生労働省 平成27年6月

インターネットにつながる機器は身近にいろいろあります。SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）・掲示
板での交流や、ゲーム・アプリでの課金など、保護者が気づいていない使い方をしていませんか？

スマートフォン 従来型の携帯電話 機能制限携帯電話 パソコン 携帯ゲーム機 タブレット端末
（学習用タブレットを含む）

携帯音楽
プレイヤー

◎たとえいたずらのつもりであっても、安易に犯行予告などを行えば、犯罪として罰せられる場合も
　あります。

被害を受けた児童のうち、９割以上がフィルタリング
に未加入です。

◎自画撮りによる下着姿や裸の画像を他人に送信してしまい、ネット上に流出するトラブルも発生
　しています。

ネット上のコミュニケーションによるトラブル
やいじめ、ネットの長時間利用による生活習慣
の乱れなどの問題も生じています。

（平成26年度）

（出典）内閣府ホームページ（http://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/koho/
index.html）
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