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項目：有害環境等への対応 
 

省庁名：  警察庁    
（１）大綱策定（平成 22 年７月）から現在までの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）進捗に係る自己評価 

 

 

 

 

（３）現在認識している課題 

 

 

 

 

 

（４）今後の方向性 

 

 

 

インターネット上の違法・有害情報の氾濫、インターネットに起因する福祉犯被
害等の増加、少年の性を売り物とする新たな形態の営業の出現等、近年の少年を取
り巻く社会環境が極めて憂慮すべき状況にあることを踏まえ、警察庁では平成 25
年１月に「少年を取り巻く有害環境の浄化対策の推進について（通達）」を発出。 
推進事項として、 
① 携帯電話等インターネット接続機器からの有害情報の閲覧防止 
② インターネットカフェ、カラオケボックス等における善良な風俗環境の保持 
③ 各種営業者からの有害な商品等の供給の遮断  
④ 性風俗に関する営業等からの影響の排除 

を示し、各都道府県警察において、地域の実態を踏まえた推進計画を策定した上、
関係機関・団体、地域住民等と連携して、有害環境の浄化対策を総合的に推進して
いる。 
 また、児童にスマートフォンが急速に普及していることや、コミュニティサイト
等に起因する犯罪被害児童数が増加していること等を踏まえ、インターネット利用
に係る児童の犯罪被害等防止を更に推進するため、平成 25 年 12 月に「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
（通達）」を発出し、都道府県警察に対し、保護者や児童に対する啓発活動の強化、
携帯電話販売店に対する要請の徹底等を指示している。 
 そのほか、平成 26 年１月に、警察庁から携帯電話事業者５社に対し、販売時等
における保護者への説明の強化について要請するとともに、平成 26 年３月には、
保護者向けのリーフレット「ＳＴＯＰ！ネット犯罪」を作成・配布するなど、児童
の犯罪被害等の防止に向けた取組を推進している。 

関係省庁と連携し、少年を取り巻く有害環境の情勢を踏まえつつ、関係業界への要

請等を継続的に実施しているほか、悪質性の高い福祉犯の取締りや関係機関・団体

等と連携した啓発活動等を推進している。 

○ スマートフォンを始めとする様々なインターネット接続機器が児童に急速に

普及しており、これに伴いインターネット利用に係る犯罪被害児童数が増加。 

○ 女子高校生「リフレ」や「散歩」店等、少年の性を売り物とする新たな形態の

営業が、首都圏を中心として次々と営業形態を変えながら出現。 

引き続き、関係省庁等と連携の上、変遷する有害環境を的確に踏まえ、浄化対策を

総合的に推進していく。 



現状と課題

○ 児童への携帯電話の普及等に伴い、コミュニティサイトやスマホのアプリ等に起因する福祉犯被害等が全国的に発生。
○ 首都圏を始めとした大都市圏を中心に、悪質な性風俗関連特殊営業に児童を従事させるもののみならず、｢リフレ｣、
｢散歩｣、｢撮影｣など、客に卑わいな言動等で接する業務に児童を従事させるものが次々とその形態を変えて出現。

暴力団幹部らは、家出中の女子中学生に対し、「逃げたら家族にも迷惑がかかる。」などと脅して、幹部宅マンションで生活することを強要し、
出会い系サイト上で性交等の周旋を行って同児童に売春をさせた。

被疑者は、コミュニティサイトで知り合った女子小学生をインターネットカフェに呼び出し、同店個室内においてわいせつな行為に及んだ上、
その行為を撮影したもの。

強姦、児童ポルノ法違反（平成24年検挙）

「女子高校生リフレ」の経営者は、高校生や中学生等を雇い入れ、客に対し、店内の個室において、添い寝、ハグ、マッサージ等のサービス
を行わせていたもの。

「女子高校生リフレ」における労働基準法違反（平成25年検挙）

暴力団幹部による児童福祉法違反（平成25年検挙）

事

例

少年を取り巻く有害環境の浄化対策の推進

主な対策

○ 携帯電話等インターネット接続機器からの有害情報の閲覧防止
・ 携帯電話事業者等に対し、保護者へのフィルタリング等の説明・推奨について指
導・要請
・ 学校等と連携して、保護者に対し、フィルタリング等の広報啓発等を推進

○ 性風俗に関する営業等からの影響の排除
・ 「女子高校生リフレ」等と称して、少年の性を売り物とする新たな形態の営業等
の実態を踏まえた対応

・ 少年警察ボランティア等と連携した繁華街等の環境浄化活動の推進

○ 少年の福祉犯被害防止対策の推進
・ 悪質性の高い福祉犯の取締りの徹底
・ 悪質かつ組織的な福祉犯被害に繋がる援助交際への対策の推進

出会い系サイト上で性交等の周旋を行って同児童に売春をさせた。

少年の非行や
犯罪被害等の
背景にある
有害環境の
浄化を推進
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項目：有害環境等への対応 

 
省庁名：総務省      

（１）大綱策定（平成 22 年７月）から現在までの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スマートフォン安心安全強化戦略の公表】 

 平成 25 年 9 月に「スマートフォン安心安全強化戦略」（スマートフォン時代におけ

る安心・安全な利用環境の在り方に関する WG（主査：堀部政男（一橋大学名誉教授））

において、スマートフォン時代に適した携帯電話事業者によるフィルタリングの説明、

ソーシャルメディアガイドラインの普及促進等を指摘。それを受けて、関係事業者に

適切な対応を要請。 

・ソーシャルメディアガイドラインの普及促進 

 安心ネットづくり促進協議会におけるソーシャルメディアガイドラインのひな形の

作成を支援。 

・多様な層におけるリテラシーの可視化 

 安心ネットづくり促進協議会で低年齢層向け ILAS(Internet Literacy Assessment 

indicator for Students)の開発及び小・中学生や保護者への実施を支援。 

【春のあんしんネット・新学期一斉行動の実施】 

 多くの青少年が初めてスマートフォン等を手にする、平成 26 年の春の卒業・進学・

新入学の時期に特に重点を置き、関係府省庁・関係事業者等と協力して「春のあんし

んネット・新学期一斉行動」として集中的に取組を展開。 

・関係事業者へのフィルタリングの説明等の徹底を要請するとともに、保護者にもフ

ィルタリングの管理の徹底等を要請。 

・総合通信局を中心に関係団体と協力して、街頭や入学式でのリーフレット等の配布

及び地元メディアへの取材対応等の周知啓発を実施。 

【フィルタリング普及とリテラシー向上のための周知啓発の取組の継続・強化】 

・フィルタリングの普及 

 携帯電話事業者、フィルタリングソフト会社、第三者機関等に対し、無線 LAN にも

対応可能なアプリフィルタリングソフトの早期開発を働きかけた結果、携帯電話事

業者において平成 24 年 11 月以降順次提供が開始された。 

・地域における連携体制の構築と普及啓発活動の展開 

 各地域で PTA、自治体等の地域の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総合通信局が中心的役割を

担い、周知啓発活動(研修会・セミナー)を展開。また、こうした活動を効果的に行

うために関係団体と連携し、啓発用 DVD「見えないトラブル」、「興味本位の代償」、

「何のためのスマホ」を作成し、普及啓発活動において積極的に活用。 

・インターネットリテラシーに関する指標策定の取組 

 インターネット上の危険・脅威に対応するための能力とその現状を可視化するため、

これらの能力を数値化するためのテスト（ILAS)を開発し、平成 24 年に引き続き、

平成 25 年 6 月から 7 月にかけて全国 11 地域、約 3,500 名の高校一年生を対象にテ

ストを実施し、その結果を集計・分析結果を公表。 

・e-ネットキャラバンの推進 

 青少年のスマートフォンの普及が急速に進む中、e-ネットキャラバン講座の申込数

が急増し、平成 25 年度は過去最多の 2,073 件（23 年度：900 件、24 年度：1,524 件）、

約 33 万人の青少年・保護者等が受講。 



 

（２）進捗に係る自己評価 

 

 

 

 

（３）現在認識している課題 

 

 

 

 

 

 

 

（４）今後の方向性 

 

 

 

 

 

（１）の取組等により、着実に青少年を巡る環境整備は進捗している。また、時期を

見て、関係者が一体となり集中的に活動する「春のあんしんネット・新学期一斉行動」
のような取組は有効かつ効率的である考える。 

・保護者による青少年のインターネット利用の把握については、スマートフォンやソ

ーシャルメディア等の利用に関して親子でコミュニケーションを図ることが重要。 

・青少年有害情報への接触リスクを保護者が十分理解しないままフィルタリングを解

除することがあるため、事業者・利用者等が協力して保護者のリテラシー向上を図る

ことが重要。 

・青少年の利用するインターネット接続機器も多様化していく中、青少年が適切に利
用出来るようマナーやルールといった青少年のリテラシー向上に向けた取組が重要。 

引き続き、地域での自主的なリテラシー向上活動が継続的に推進されるよう、総合通

信局による地域でのコーディネータとしての取組などを始め、適時適切な対応をする

よう取り組む。 



「スマートフォン安心安全強化戦略」とこれを受けた取組

○ 位置情報、電話帳情報等の利用者情報のスマートフォン・アプリの取扱いにつき、プライバシー上の課題が発生
⇒ ① アプリケーション提供者に対し、自主規制としてアプリケーションごとに「プライバシーポリシー」（取得する利用者情報の項

目・利用目的・第三者提供の有無等を記載）を作成することや記載事項を提言（「スマートフォン プライバシー イニシアティブ」（平成24年8月））
② 利用者の安心感を一層高める等のため、プライバシーポリシーの表記とアプリケーションの実運用状況を第三者が
検証する仕組みと検証のための共通基準を提言（「スマートフォン プライバシー イニシアティブⅡ」（平成25年9月））

○ 近年、スマートフォン等の急速な普及に伴い、従来の光ファイバに係る苦情・相談に加え、「携帯電話サービス」や
「モバイルデータ通信サービス」に係るものも増加（ベストエフォートの通信速度と実効速度の乖離が大きい、２年縛りサービスの更新月を
通知すべき 等）

⇒ 実効速度による表示、更新月のプッシュ型通知等、広告宣伝・勧誘・解約に関する適正な対応、代理店の適正
な活動の促進等につきとるべき対策をとりまとめ

○ ソーシャルメディア（LINE、Facebook、Ｔｗｉｔｔｅｒ等）の利用が青少年にも拡大し、安易に個人情報を公開してしまい、犯罪被
害やネット上の炎上に巻き込まれてしまう等の場合がある、企業や大学においては、ソーシャルメディアの適正な利用のため
のガイドラインを作成する動きが活発化するも、高校生以下では取組が遅れている

⇒ 高校生等におけるソーシャルメディアの適正な利用のための留意事項をまとめたガイドラインの自主的な作成を促進

⇒ 安心協普及啓発活動作業部会（主査：藤川大祐（千葉大学教授））において、ソーシャルメディアガイドラインのひな形
等を開発し、ウェブサイトで公表（「ソーシャルメディアガイドライン」づくりのすすめ（平成25年10月31日））

スマートフォンプライバシー イニシアティブⅡ

スマートユースイニシアティブ

CS適正化イニシアティブ

○ 本年９月、総務省の研究会（※）において、スマートフォンの安心安全な利用に関する主要な課題と対策について、「スマート
フォン安心安全強化戦略」を作成・公表。（※）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（座長：堀部政男一橋大学名誉教授）

○ 本戦略を構成する３つのテーマのうち、青少年によるソーシャルメディアの適正な利用等に係る課題と対策については、「ス
マート ユース イニシアティブ」としてとりまとめ。さらに、安心ネットづくり促進協議会でこれを更に具体化する取組を実施。



スマートフォンの急速な普及に伴い、青少年のインターネット利用時間は増加の一途をたどっています。

その利用は友人とのメールやチャットにとどまらず、動画やＳＮＳサイト、ゲーム、ショッピングなど、青少年にとってスマートフォンやインターネットはライフスタイルに
欠かせない、大変便利で楽しい道具となりました。

インターネットは個人間の通信や情報を得るためだけではなく、個々人が社会に対して広く発信することが出来るメディア（＝ソーシャルメディア）として活用する人も
多くなりました。一方、世界中誰でも利用できるインターネットであるがゆえに、悪意を持つ人やとの接触によるリスクが問題視されています。名前を伏せた投稿が出
来ることから、不正確な情報や不用意な記述がなされたり、ジョークで載せたつもりが意図しない大問題に発展するなど、一般の人々や社会に対して大きな影響を
及ぼす事例、発信者自身および関係者がトラブルに巻き込まれたり処罰されたりする事例も生じています。

現実社会では、守るべき義務や心がけたい道徳がたくさんあります。 同様に、バーチャル社会と言われるインターネットにおいても、ルールやモラル、マナーを守る
ことが大切です。

個人が直接社会に発信することができてしまう、ソーシャルメディア。青少年一人ひとりが適切に利用して、社会との関係を壊すリスクを回避し、より豊かな生活と健
全な成長につながるよう、当協議会で「利用の心得」「留意点」等をまとめたガイドラインの例を作成いたしました。

学校やPTA団体、教育関連機関等におかれましては、当ページの例も参考にしていただきながら、青少年育成や指導に関わる関係者の皆さまが意見を出し合っ
て、子どもたちの年齢・特性や地域性等に適した、それぞれの「ソーシャルメディアガイドライン」を作成ください。青少年がネットを安全に利用するための啓発にご活
用いただくことを、心から願っています。

青少年に向けた 「ソーシャルメディアガイドライン」 づくりのすすめ

「ソーシャルメディア」 とは

ライン（LINE）、ツイッター、フェイスブック、ブログ、電子掲示板やホームページほか、ネットを利用して誰でも手軽に情報を発信や相互のやりとりができる双方向メ
ディアを示します。

※ネット上で相互のやりとりをするものを示す名称として“メディア＝媒体”の総称である｢ソーシャルメディア｣の他に、サイトの
総称である「コミュニティサイト」、サービスの総称である「SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）」等があります。

学校等で「ソーシャルメディアガイドライン」を定める場合は、生徒や児童が社会との関わりにおいて守るべき道徳や法律、また、学校生活において守るべき校
則等と同様、ソーシャルメディアの利用に関して学習する機会を必ず設け、「ただ配布して終わり！」にならないようご配慮ください。

「ソーシャルメディアガイドライン」 作成にあたってのポイント

道徳・法律
社会生活

校則 ソーシャルメディア
ガイドライン

学校生活 ソーシャルメディア利用

「ソーシャルメディアガイドライン」づくりのすすめ（１）
（安心ネットづくり促進協議会ウェブサイトより）



1.ガイドラインの策定目的および適用範囲をわかりやすくはっきりと表記すると共に、ガイドラインに規
定された内容を正しく理解させ、それらに反しない使用を促す

2.法令、校則、モラル、マナー等の順守およびサービス提供側が定めた決まりを守る

3.個人の尊重

4.誹謗中傷や差別的発言の禁止

5.正確な情報の発信を促す （ウソをついたりデマを流したりするような行為を制する）

6.著作権や肖像権等の権利を守り、情報の適切な利活用を促す

7.機密情報や特許で守られた情報の保護

8.情報は、一度発言・発信したら完全に取り消す（削除する）ことができないことに留意

9.自分の発言や発信が、自分自身や他者の将来に重大な影響を及ぼす可能性があることに留意

10.困ったり迷ったりした際は、助言を求めることを促す

「ソーシャルメディアガイドライン」 作成例 ① ── 学校から中高生へ

「ソーシャルメディアガイドライン」 作成例 ② ── 保護者から子どもへ

生徒(主に中学生・高校生）のために用意するガイドラインのサンプルです。
学校で作成される際は、このガイドラインを参考にしていただきながら、生徒の学齢、各校の決まり事や実情、周囲の環境や特性等を考慮してアレンジください。
なお、安心協では、教職員や保護者のみで作成するのではなく、代表生徒と話し合いながら決める、生徒会に提案させる等、生徒の主体性、自主性を尊重した
取組みを推奨します。

子ども（主に小学生・中学生）のために家庭で作るガイドラインのサンプルです。
「家庭のルール」として使う場合は、スマホやケータイ、ゲーム機、インターネット全般の利用についても追加検討し、子どもの特性に合わせてうまくアレンジください
なお、子どもの安全を守るには、気軽に相談出来る関係であることが不可欠です。子どもの使い方を把握するためにも、意見を聞いたり、親子で話し合ったりしな
がら、仲良く一緒につくることを推奨します。

＜ガイドラインの中で忘れずに伝えたいこと＞

「ソーシャルメディアガイドライン」を作成される際の重要なポイントは、以下の10項目となります。

リンク①

リンク②

「ソーシャルメディアガイドライン」づくりのすすめ（２）
（安心ネットづくり促進協議会ウェブサイトより）



「春のあんしんネット・新学期一斉行動」の取組



○ 携帯電話事業者
・ 店頭におけるフィルタリングに関する説明の強化（契約者・利用者の確認
の際、青少年法・ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞの設定や解除した場合のリスクについての説明。店
頭モニターやタブレット等でＤＶＤによる注意喚起等）

・ 事業者による学校等でのセミナー等における説明内容の重点化（購入
時におけるフィルタリングの確認や購入後の解除に伴うリスクの認識、スマート
フォンやソーシャルメディアの利用に当たっての家庭におけるルール作り等）

○ ソーシャルゲーム事業者等

・ サービスのトップページ、広告媒体（チラシ、パンフレット、雑誌等）、啓発
用アカウント等を活用した注意喚起（例：見知らぬ人との接触（犯罪被害に遭
遇する可能性）をしないこと、利用時間や利用金額について家庭で話し合うこと）

○ フィルタリング提供事業者
・ スマートフォンを利用する上での危険について疑似体験できる啓発アプ
リの開発及び普及啓発活動における周知

事 業 者

○ 保護者（（一社）全国高等学校ＰＴＡ連合会・（公社）日本ＰＴＡ全国協議会）
・ ２月の全国会合で関係府省庁から説明
・ 関係府省庁からの通知文書を地域のＰＴＡへ展開
・ 地域のセミナー等における説明内容の重点化
（購入時におけるフィルタリングの確認や申出、家庭におけるルール作り、学校
や地域における取組の実施）

○ 学校（都道府県教育委員会等）
・ 関係府省庁からの通知文書を市町村教育委員会・各学校へ展開
・ 保護者や児童生徒に対して、スマートフォン等の安心・安全な利用に関
する意識を高め、注意喚起を促すための取組（購入時におけるフィルタリン
グの確認や申出、家庭におけるルール作り、発達段階に応じた情報モラルに関

する指導）を積極的に推進

利 用 者

① 通知文書（一斉行動の趣旨説明や協力依頼）の発出
・ 高校ＰＴＡ・日本ＰＴＡ（小中）あて （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）

・ 関係事業者（携帯電話事業者等）あて（総務省）
・ 都道府県教育委員会等あて（文部科学省）

② 関係府省庁における取組
・ リーフレットの作成及び普及 （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）

・ 地域における周知啓発活動（e-ネットキャラバン等）における説明内容の重点
化（購入時におけるフィルタリングの確認や購入後の解除に伴うリスクの認識、スマート
フォンやソーシャルメディアの利用に当たっての家庭におけるルール作り等）（総務省・
文部科学省・（一財）マルティメディア振興センター）

・ 地域における先進的な取組を収集・支援し、事例の取りまとめ（総務省等）
・ 小中学生向け及び高校生向けリーフレットをそれぞれ作成及び配布
（文部科学省）

関係府省庁

○ 安心ネットづくり促進協議会
・ 地域のセミナーにおける説明内容の重点化 （購入時におけるフィルタ
リングの確認や購入後の解除に伴うリスクの認識、スマートフォンやソーシャ
ルメディアの利用に当たっての家庭や学校におけるルール作り等）

○ 事業者団体（ＴＣＡ（携帯電話事業者）、ＪＡＳＧＡ（ｿｰｼｬﾙｹﾞｰﾑ））等

・ 店頭におけるフィルタリングに関する説明の強化 （TCA）

・ 団体で作成した啓発アプリについて利用者へ積極的に周知
（ＪＡＳＧＡ）

関係団体

関係者が
一体となって
取組を強化

※このほかにも事業者・事業者団体等において検討中

「春のあんしんネット・新学期一斉行動」における主な取組 別紙１
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