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第２ 今後の取組の方向性に関する基本的な考え方及び具体的項目 

１ 法改正を踏まえたフィルタリングの更なる利用促進 
フィルタリングの利用を促進するため、改正法を着実に実施することが必要で

あり、関係事業者とともに下記を踏まえた取組が推進されることを期待する。 
 
 
(1) 事業者によるフィルタリングサービス提供義務、有効化措置義務、青少年確

認義務等の実施徹底 

前述のとおり、改正青少年インターネット環境整備法が平成 30 年２月１日

に施行された。 

同改正により、ＭＶＮＯ1事業者を含む携帯電話事業者及び契約代理店には、

新たに青少年確認義務、フィルタリング説明義務、フィルタリング有効化措置

義務が課され、法の目的の達成のため、同義務の実施徹底が重要である2。 

また、それらの義務の実施を徹底するため、保護者が携帯電話端末等の契約

時に当該携帯電話端末等の使用者が青少年である旨の申出義務があること等

についても、携帯電話事業者等は周知啓発に努めることが重要である3 4。 

更に事業者による有効化措置義務が円滑に履行されるべく、携帯電話インタ

ーネット接続役務提供事業者及び携帯電話の製造事業者等の関係事業者が適

切に連携できるよう支援5を行う必要がある。 

 

(2) 製造事業者によるフィルタリング利用容易化措置義務及び OS 事業者による

容易化措置円滑化努力義務の実施徹底 

改正青少年インターネット環境整備法に基づく製造事業者によるフィルタ

リング利用容易化措置義務の実施を徹底するとともに6、新たに携帯電話・PHS

端末の製造事業者に対してフィルタリング利用容易化措置義務が、OS開発事業

者にフィルタリング容易化の円滑化努力義務が課されることから、関係団体7に

対するヒアリング等により、義務の履行状況を把握していく必要がある。  

                                                  
1 MVNO（Mobile Virtual Network Operator）：MNOの提供する移動通信サービスを利用して、又はMNOと接続して、移動通信サービ

スを提供する電気通信事業者であって、当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設しておらず、かつ、運用をしていない者

「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン（平成29年９月 総務省）より。」 
2 TCA（電気通信事業者協会）では、「青少年への携帯電話等フィルタリングサービスの加入奨励に関する指針」（平成22年４月）を

策定しており、青少年インターネット環境整備法の改正を踏まえ、同指針を平成30年４月に改定。また、MVNO事業者の業界団体

（テレコムサービス協会MVNO委員会）では、「MVNOにおける青少年へのフィルタリングサービスの加入奨励に関する指針」（平成27

年3月）を策定しているが、同じく法改正を踏まえ、平成30年１月に同指針を改定した。 
3 TCA（電気通信事業者協会）では、フィルタリング促進のため、フィルタリングを説明する際に利用する紙媒体ツール(パンフレット

等)を共通化し、説明内容の統一を行い、フィルタリングの利用を促進している。 
4 総務省では、携帯電話事業者をはじめとする関係事業者に対し、法改正に係る新たな義務について、遵守徹底をするように周知を行

っているほか、携帯電話事業者をはじめとする関係事業者によるフィルタリングや有効化措置の必要性に関する説明を徹底するため

に共通説明ツール等の開発の助言等を行っている。 
5 経済産業省では、製造事業者やOS事業者との意見交換を行い、同事業者とインターネットの安全利用に関する機関・団体との連携

を支援している。 
6 経済産業省では、大手家電流通協会やJADAMA（公益社団法人日本通信販売協会）、関係事業者等と連携して協会加盟企業等へ改正

青少年インターネット環境整備法について周知を図っている。 
7 例えばCIAJ（一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会）やJEITA（一般社団法人電子情報技術産業協会）等が想定される。 

参考資料３ 
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２ インターネット利用環境の変化やニーズの多様性を考慮した利用者にとって分

かりやすく、使いやすいフィルタリングの実現の推進 

○ 画一的な使いやすさと選択の多様性とのバランスを考慮した利用者にとっ 

て分かりやすく、使いやすいフィルタリングの実現 

インターネットの普及、利用者の低年齢化、利用目的や機器、サービスの多様

化に伴い、フィルタリングに関する利用者のニーズも様々であり、保護者が望む

フィルタリングの実現のため、下記を踏まえた取組が推進されることを期待する。 
 
 
ア スマートフォンにおけるフィルタリングの青少年の利用率は 44.0％と伸び

悩んでおり、その理由として、フィルタリングの設定の複雑さや利用の不便さ、

青少年が利用したいサイト･アプリを使用できないこと等が挙げられる。8 

フィルタリングの利用率を向上させるためには、青少年が青少年有害情報を

閲覧する機会を最小化するため、画一的な使いやすさと選択の多様性とのバラ

ンスを考慮し、青少年の発達段階に応じて保護者が選択できる、容易な設定が

可能なフィルタリング及びカスタマイズ機能の利用の促進が重要と考えられ

る。 

 

具体的には、①青少年の発達段階に応じ、容易な設定の可能なフィルタリン

グの認知の向上を図る等とともに、青少年及びその保護者が自ら判断して青少

年にとって必要な情報を閲覧することができるよう、②青少年等の判断に資す

る情報提供の充実や、③スマートフォン等の販売現場におけるカスタマイズ機

能の分かりやすい説明9、④青少年等に対するカスタマイズ機能の使い方を含む

フィルタリングの使い方についての講座の実施10などにより、より一層の周知

啓発を実施することが考えられる。 

 

なお、これらの青少年保護のための取組については、事業者の自主的かつ主

体的な取組を最大限尊重しつつ、保護者による青少年の成長段階に即した実効

性のある主体的な取組を促進・支援するための環境を整備していくことが重要

である。11 

 

 

 

                                                  
8 総務省「青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスクフォース」提言より。 
9 MVNO事業者の業界団体（（一社）テレコムサービス協会MVNO委員会）は、「MVNOにおける青少年へのフィルタリングサービスの加

入奨励に関する指針」（平成27年3月）において、販売時にカスタマイズ機能について説明することとしている。 
10 「e-ネットキャラバン」では、平成28年度から、フィルタリングに特化した講座「e-ネットキャラバンPlus」を新設し、カスタ

マイズ機能についても周知を行っている。 
11 青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスクフォースでは、有識者や携帯電話事業者等を交え、青少年にと

って使いやすいフィルタリングを実現するための検討を行っている。 
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イ また、青少年が利用するインターネット接続機器について、多様なニーズに

対応し、かつ使いやすいフィルタリングが提供されるよう、関係団体12や事業者

との意見交換や啓発リーフレットの提供等を通じ、インターネット接続機器製

造事業者やOS開発事業者による取組を支援していくことが重要と考えられる。 

加えて、前述のとおりフィルタリングが利便性を損ねる可能性があることや

カスタマイズが理解されにくい可能性があることを踏まえ、インターネット接

続機器の販売時に、フィルタリングに関する説明・情報提供が適切になされる

よう支援を行う必要がある。 

  

                                                  
12 大手家電流通協会、JADAMA（公益社団法人日本通信販売協会）等 
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３ 学校における情報モラル教育の充実及び子供の低年齢期からの切れ目のない保

護者、家庭への支援 

インターネット利用者の低年齢化が進んでいる現状を踏まえ、インターネット

の安全利用に関する保護者への普及啓発は、子供のインターネットの利用開始時

期に合わせて始めることが効果的と考えられる。 

そのため、低年齢層の子供の保護者に対する啓発手段・内容、更には小学校低

学年の児童への情報モラル教育の在り方の検討等、下記を踏まえた取組が推進さ

れることを期待する。 

なお、低年齢層の子供の保護者に対する取組については、普及啓発だけで対処

できるものではなく、フィルタリング等の技術的手段と双方が必要であることを

踏まえて行うべきと考える。 

 

 

(1) 学校等における教育・啓発の推進 

○ インターネット利用者の低年齢化等を踏まえた学校教育における情報モ

ラル教育の充実及び幼稚園、保育園、認定こども園や子育て支援事業、企業

取組等を通じた低年齢層の子供の保護者に対するインターネットの安全利

用に関する啓発の推進 

 

ア 携帯電話・スマートフォンやSNS等が子供たちにも急速に普及し、それら

の利用に伴う犯罪被害等も生じているという状況のもと、それらを安全に利

用することができるよう、児童生徒が情報モラルを身に付けることは一層重

要となっており、文部科学省では、小学校及び中学校の学習指導要領13を平

成29年３月に改訂し、公示したところであり、引き続き情報モラルの育成

を重視している。 

 

今後、国においては、インターネット利用の低年齢化も踏まえ、情報モラ

ル教育に関する教師用指導資料や児童生徒向け啓発資料を、学校における取

組の状況やニーズを踏まえつつ作成するなどして、学校段階や児童生徒の発

達段階に応じた情報モラル教育の充実を図ることが期待されるほか、教職員

に対して、SNSの利用を含むインターネットの適切な利用に関する啓発講座

を実施することも重要と考えられる。14 

 

 

                                                  
13 学習指導要領（平成29年度3月公示）（http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.html） 
14 文部科学省、総務省では例年「e-ネットキャラバン」に教育委員会関係者・教育関係者の参加を促しているところであるが、座間

市の事件の再発防止策の一環として、平成29年12月、文部科学省、総務省、経済産業省連名通知を都道府県教育委員会等に発出

し、同キャラバンの講師を教育委員会が開催する研修等に対して派遣し、教職員に若者のSNSの利用実態を伝えるなどの活用を促し

た。 

経済産業省、総務省、文部科学省では、経済産業省委託事業「インターネット安全教室」や「e-ネットキャラバン」の講師を都道

府県教育委員会の研修等に派遣し、教職員のインターネットリテラシーの向上を図ることとしている。 
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イ また、地域に密着して広報・普及啓発活動を一層充実強化していくことも

重要であり、自治体や学校、関係事業者・団体等と連携した周知啓発に努め

ていくことが重要である。15 
特に未就学児童に関しては、幼稚園、保育園、認定こども園や、各地域で

行われている保護者を対象とした子育て支援事業、家庭教育に関する講座に

おいて、啓発資料等の周知や活用を促すことにより、低年齢層の子供を持つ

保護者に対する普及啓発を推進することが必要である。 

 

その他、低年齢層の子供の保護者に限らず、企業内教育の一環として、社

内の子を持つ保護者でもある社員に対して啓発を実施することも効果的で

あると考えられ、民間団体・事業者等に対して適切な取組が推進されるよう

働きかけることも必要と考えられる。 

  

ウ 低年齢層の子供の保護者に対する啓発は、中高校生の保護者に対するそれ

とは内容もポイントも異なることから、新たに低年齢層の子供の保護者向け

に、例えば「子供の成長・安全を配慮しつつ、大人がお手本となる使い方を

する。」といった内容を盛り込んだ啓発資料を作成・活用することが重要で

ある。16  

 

エ 警察庁が公表した「平成28年におけるコミュニティサイト等に起因する

事犯の現状と対策について」によれば、平成28年におけるコミュニティサ

イトに起因する事犯の被害児童数は1,736人で，平成20年以降、増加傾向 

が継続しており、過去最多の被害児童数となっている。 

被害児童の中には、９歳の児童がコミュニティサイトを通じて、スマート

フォンで自らの裸の画像を撮影させられ、同画像を送信させられる強制わい

せつ等の被害に遭った例があるなど、憂慮すべき事態となっている。 

 

また、コミュニティサイトに起因する事犯の被害児童のうち、学校におい

てインターネット利用等に関連する指導を受けていたと認識している児童

は３割強、学校で「指導を受けたことはない」と回答した児童が１割未満、

「覚えていない」と回答した児童が約半数という状況となっている。 

                                                  
15 総務省「インターネットトラブル事例集 平成29年度版」は、低年齢層によるインターネット利用の実態を取り上げ、その保護

者に向けた対処法等を紹介したところであるが、今後も事例集の見直しを行い、自治体や学校等と連携し、事例集を用いた周知啓発

に努めていくこととしている。 

「e-ネットキャラバン」の講師派遣は、一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人日

本インターネットプロバイダー協会、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟、一般財団法人インターネット協会に加え、平成28年

からは全国で携帯電話ショップを展開する一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会も協力しており、各地の企業が地域に密着した

形でさらなる普及啓発を実施している。 
16 例えば、安心ネットづくり促進協議会では 

「考えよう！子育てと子供の成長とデジタル機器」(https://www.good-net.jp/files/original/201711012220364007103.pdf)を公開

しているほか、経済産業省でも「未就学児の保護者の方へ－あなたにも覚えがありませんか？ついやってしまう４つのこと」

(http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/policy/pdf/preschool.pdf)を公開している。 
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このことから、小学校における児童に対する非行防止教室等の推進に当た

っては、具体的な事例に基づく分かりやすい啓発17、子供に体験・参加させ

ることで理解させる啓発を推進するなど、児童が危険認識や防犯意識をしっ

かりと持てるよう、創意工夫を凝らした取組が重要である。 

 

更に保護者に対して、関係機関が連携の上、進学・進級時における保護者

説明会等、多くの保護者が参加する学校行事等の機会を有効活用し、児童の

犯罪被害や非行を防止するための対策等について啓発活動を推進していく

必要がある。 

 

オ フィルタリングの利用促進及び利用者にとって分かりやすく、使いやすい

フィルタリングの実現の推進は、前記１及び２で述べたとおりであるが、低

年齢層の子供が青少年有害情報に接することを防ぐためには、フィルタリン

グ等の技術的手段の活用が有効であり、保護者に対する各種教育啓発におい

ては、その旨を盛り込むことが重要である。 

 

  

                                                  
17 平成29年６月27日、警察庁と文部科学省が連携して、性被害に遭う実際の事例や犯行手口を紹介したリーフレットを作成して、

教育委員会経由で全国の全ての中学校・高等学校に周知 
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(2) 低年齢層の子供の保護者のニーズや環境の多様性を踏まえた効果的な啓発

手法の検討 

 

ア 低年齢層の子供の保護者に対する啓発を効果的に行うためには、その利用

実態を的確に把握する必要がある。 

現在、内閣府が実施している「青少年実態調査」は、満10歳以上満17歳

以下の青少年及びその保護者を調査対象としているが、今後は、この調査対

象を拡大して低年齢層の子供のインターネット利用の実態を調査し、得られ

た結果に基づき、低年齢層の子供の保護者と接点のある幼稚園・保育園・認

定こども園や子育て支援事業・家庭教育に関する講座等の多くの機会に活用

することを想定し、内閣府をはじめとする関係省庁が連携して啓発資料の作

成に向けた検討を行うことが期待される。 

 

イ 低年齢層の子供に対し、より効果的な情報モラル教育を実施するためには、

発達段階である低年齢層の子供に対する普及啓発について、その効果が自ず

から限界があることを認識した上で、低年齢層の子供が理解できる分かりや

すい教育・啓発手法を検討することが重要である。18 

より効果的な情報モラル教育を実施するため、生活環境や地域性により子

供の現状が様々であることを踏まえ、安全なインターネット利用に係るアド

バイスを現状に沿った形で効果的に行うことが重要である。19 

 

  

                                                  
18 第36回検討会における尾花委員の発表によれば、I-ROI（一般社団法人インターネットコンテンツ審査監視機構）では、子どもゆ

め基金助成事業として、５～９歳を対象とした啓発教材を安心ネットづくり促進協議会、FMMC、他有識者と協力して製作中 
19「e-ネットキャラバン」では、インターネットの低年齢化に対応するため、平成28年より、対象学年を小学校５年生以上から、小

学校３年生以上に引き下げ、小学校３～４年生向けの教材の開発、講座を行っている。 

安心ネットづくり促進協議会では、インターネットを安全に利用するための啓発資料を低学年の保護者向け、未就学児の保護者向

けにそれぞれ作成し、周知啓発、同活動の効果検証や新たなニーズの把握などの取組を行っている。 
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４ 地域におけるインターネット利用環境の変化に併せた取組の更なる活性化 
インターネットが普及し、地域を問わず多くの人が利用している状況下におい

ては、専門家だけではなく、各地域に初心者向けの教育人材が数多く配置される、

裾野の広い、いわゆるピラミッド型の教育人材の配置が必要と考えられる。 

このため、各地域において、教育人材の育成と継続的な官民連携対策の推進が

必要と考えられ、下記を踏まえた取組が推進されることを期待する。 

なお、各地域における各種の普及啓発の取組は、一過性のものではなく、可能

な限り多くの人に、継続的に行われ、また、適切な見直しが行われることが重要

であるが、その実効性確保のためにも下記のような取組が重要である。 

 
 

(1) 地域における等身大の相談相手となれる人材の育成支援 

 

ア 内閣府では、地域が自立的・継続的に青少年のインターネット利用環境づ

くりに関する取組を実施できるような連携体制の構築を目的として「青少年

のインターネット利用環境づくりフォーラム」を実施しており、これを有効

活用していくことは一つの手段と考えられる。 

 

具体的には、開催地域が抱える問題点を事前に把握、共有の上、連携を密

にして問題解決に資するフォーラムの開催・運営に努めるほか、開催後、実

施地域における取組状況のフォローアップを行い、好事例については内閣府

HP（青少年有害環境対策サイト）20において紹介するなど、地域における普

及啓発の担い手の育成に資する情報面での支援も行うことが期待される。 

 

イ インターネットに関する専門的な知見を有する人材だけではなく、地方公

共団体や民間団体等が各地域において身近な相談活動や啓発を行える人材

を育成することで、地域の実態に即した教育・啓発活動を活性化していくこ

とが期待される。 

 

このため、各地域において実施されている保護者等に対する啓発講座や人

材養成講座により、保護者会や地域の集い等において他の保護者にアドバイ

スができる「ネットに少し詳しい大人」を増やしていくことや、大学生等で

インターネットに関する簡単な知識や SNS 等の使い方に詳しいボランティ

ア人材を増やしていくことなども重要であることから、各地域の実践事例の

共有や、モデル事業等による地域における取組の支援を推進することが望ま

れる。 

 

                                                  
20 内閣府HP（青少年有害環境対策）（http://www8.cao.go.jp/youth/kankyou/index.html） 
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ウ 全国の都道府県警察で運用するサイバー防犯ボランティアは、平成28年

末時点、202団体、8,598名であり、構成員の約４割を学生が占めている。 

警察庁では、大学生をはじめとしたサイバー防犯ボランティア団体による

活動の促進及び、その裾野の拡大を目的として、ボランティア活動に関する

基本的心得、具体的な活動方法等をまとめた「サイバー防犯ボランティア活

動のためのマニュアル」を発出し、ボランティア活動の支援をしているとこ

ろ、更にサイバー防犯ボランティア団体が効果的な活動を継続していくため

の人材の育成支援を推進していく必要がある。 
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(2) 地方公共団体による継続的な官民連携対策への支援 

 

ア 地域の実態に即した諸対策を推進するためには、地方公共団体のみならず、

事業者等との官民連携した対策の推進が必要不可欠と考えられる。 

また、インターネットを利用する青少年が入学、卒業を経て、毎年入れ替

わることを踏まえ、官民連携対策は、継続的に行われる必要がある。 

 

内閣府が実施している前述の「青少年のインターネット利用環境づくりフ

ォーラム」は、地域が自立的・継続的に青少年のインターネット利用環境づ

くりに関する取組を実施できるような連携体制の構築を目的としており、地

方公共団体、事業者、関係機関・団体が一堂に会して問題意識を共有する場

であることから、これを有効活用の上、連携体制を構築し、その後の取組状

況のフォローアップを行い、好事例を内閣府 HP（青少年有害環境対策サイ

ト）において紹介するなど、他の地域に対する情報面での支援を行うことが

期待される。 

 

イ 都道府県警察では、知事部局、教育委員会、学校等の関係機関のほか、総

合通信局、携帯電話販売業者等とも連携して官民一体となった青少年のイン

ターネット利用環境の整備等に関する取組が行われている。 
例えば、インターネット接続機器の特性を熟知する携帯電話販売事業者等 

と、インターネット利用による児童の犯罪被害実態等の専門知識を持つ警察 
が連携して非行防止教室等を開催するなどの取組にも力を入れており、こう 
した取組の充実強化を図ることが重要である。 

 

ウ 青少年を取り巻くインターネットの利用環境は、地域により異なるため、

画一的な対応ではなく、地域性を考慮した利用環境を整備する必要がある。 

そのため、地域における継続的な官民連携対策への支援として、地域に密

着した形で形成される地域主体の連絡体制の整備が重要である。21 

また、青少年が実際にインターネット上のトラブルや犯罪に巻き込まれた

事例及びその対応策等をまとめた事例集22の地方自治体や学校等への提供や

前述の「インターネット安全教室」や「e-ネットキャラバン」等、地域・民

間団体・学校等が連携した啓発講座等を実施することが重要である。23  

                                                  
21 地方支分部局である総合通信局等では、各地域で関係者が幅広く連携し、リテラシー向上のための普及啓発活動を実施することが

できる体制整備に向けて、地方自治体、PTA等の地域の関係者との連携体制を構築し、草の根レベルでの周知啓発活動(研修会・セミ

ナー)を開催している。 
22 総務省「インターネットトラブル事例集」 
23 各総合通信局等が主催するe-ネットキャラバン講師認定講習会では、地域に根ざした講師を育成しているところであり、今後、ま

た、同講座の講師を派遣し、教職員に若者のSNSの利用実態を伝える等の研修内容の充実を図ることとしている。 
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５ コミュニティサイトに起因するトラブルや被害の増加を踏まえ、教育啓発、犯

罪取締、フィルタリング等の技術的手段の活用を総合的に推進 

○ 児童買春や児童ポルノ等のコミュニティサイトに起因する事犯の取締りと

青少年の被害防止に向けた事業者による主体的な取組の支援等 

コミュニティサイトに起因する青少年の犯罪被害やトラブルは、インターネッ

ト上における両当事者のコミュニケーションが前提となることから、取締りによ

る加害者対処、教育啓発、相談による被害者対処、フィルタリング等の技術的手

段による対処が総合的に推進される必要があり、下記を踏まえた取組が推進され

ることを期待する。 
 

 

ア 警察庁によると福祉犯事件24の取締りを推進した結果、児童被害に係るコミュ

ニティサイトに起因する事件の検挙件数は、平成 28 年中は、2,564 件となり、

統計を取り始めた平成20年以降最多となった25（図表34）。 

 

このような状況の中、コミュニティサイトに起因する青少年の被害防止と青

少年が安全・安心に利用できるインターネット環境の向上を目指して、コミュ

ニティサイト事業者による自主的な取組を更に強化するとともに、青少年に対

する情報モラルの啓発活動等を通じて社会貢献することを目的として、平成29

年 7 月 26 日、主要なコミュニティサイト事業者による「青少年ネット利用環

境整備協議会」が発足した（現在は17事業者が参加）ことから、警察庁を始め

とした関係府省庁においても、青少年の被害防止に資する情報の提供を行うな

どして、同協議会の活動に協力すべく連携を強化しており、前述の座間市にお

ける事件の再発防止の観点からも、このような事業者と連携した違法情報等の

削除や情報モラルの啓発活動等の青少年被害防止に資する取組の充実強化が

図られることが重要である。 

 
図表34 コミュニティサイトに起因する事犯の検挙件数、被害児童数（警察庁）  

                                                  
24 福祉犯とは、少年の心身に有害な影響を与え、少年の福祉を害する犯罪をいう（児童買春・児童ポルノ禁止法違反、児童福祉法違反

など）。 
25 コミュニティサイトの検挙件数は、児童福祉法違反、青少年保護育成条例違反、児童買春・児童ポルノ禁止法違反及び重要犯罪（殺

人、強盗、放火、強制性交等、略取誘拐、強制わいせつ）に限り計上している。 
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イ また、フィルタリングは、このような青少年の被害防止に資する有効な技術

的手段であり、そのため、フィルタリングに関する義務の実施徹底及び周知啓

発が重要である。 

 

具体的には、青少年インターネット環境整備法が改正され、携帯電話事業者

及び契約代理店には、新たに青少年確認義務、フィルタリング説明義務、フィ

ルタリング有効化措置義務が課されていることから、これらの義務の実施徹底

を図る26ほか、青少年に対するフィルタリングの使い方についての講座等27によ

る周知啓発を実施することが重要である。 

 

ウ さらに学校においても、コミュニティサイトに起因するトラブルや被害の状

況を踏まえた情報モラル教育の充実を図ることが望まれる。 

 

加えて、近年、若年層の多くが、SNS を主なコミュニケーション手段として

用いているとともに、SNS 上のいじめへの対応も大きな課題となっている状況

を踏まえ、いじめを含む様々な悩みを抱える児童生徒に対するSNSを活用した

相談体制の構築を推進することが期待される。 

 

エ 加害者が SNS を利用して被害者を誘い出したとみられる座間市における殺

人・死体遺棄事件の発生を受け、平成29年12月19日、「座間市における事件

の再発防止に関する関係閣僚会議」において、座間市における事件の再発防止

策28が決定されたところであり、青少年のインターネットの安全利用に関する各

種取組においても、これを踏まえて推進することが重要である。 

 

 

 

 

                                                  
26 前述のとおり、TCA（電気通信事業者協会）では、青少年インターネット環境整備法の改正を受けて「青少年への携帯電話等フィ

ルタリングサービスの加入奨励に関する指針」（平成22年４月）を平成30年４月に改定。また、MVNO事業者の業界団体（テレコム

サービス協会MVNO委員会）では、同じく法改正を踏まえ「MVNOにおける青少年へのフィルタリングサービスの加入奨励に関する指

針」（平成27年3月）を平成30年１月に改定した。   
27 前述の「e-ネットキャラバン」では、平成28年度からは、フィルタリングに特化した講座「e-ネットキャラバンPlus」を新設

し、スマートフォンのフィルタリング・設定について周知を行っている。 
28 座間市における事件の再発防止策（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/zamashi_jiken/） 


