
137

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

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7箇所で実施
・インターネットの有効な活用方法などについて，青少年自ら研修し，学んだ成果を発信する「青少
年安心ネット・ワークショップ」の実施

・急速に普及していくインターネット環境に対
応するため，地域の先進的な取組に対する支
援の実施

・多くの青少年が初めてスマートフォン，タブ
レット等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，サービスを提供す
る関係事業者や学校等の関係者が連携して，
青少年・保護者に対して実施するスマート
フォンやソーシャルディア等の安心・安全な
利用のための普及啓発活動等の取組「春のあ
んしんネット・新学期一斉行動」を実施

・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「ちょっと待っ
て！スマホ時代のキミたちへ～1日中スマホ
やネットばかりになってない？～」リーフ
レットを作成し，全国の小中高等学校等へ配
付（第4-23図）

・これからインターネット社会に向き合い，共
に生きていく子供たちのために，大人として
何をすべきなのか，青少年を取り巻く現状や
取組の紹介等を通じて，参加者全員で考える
ため，「スマホ時代の今だから～私たちはど
う対応すべきか～」をテーマに「ネット安全安心全国推進フォーラム」を開催

青少年のスマートフォンを所有する割合や，スマートフォンなどを通じてインターネットを活用する
割合及び平均的な利用時間が増加傾向にあり，いわゆるネット依存への対策が喫緊の課題となってい
る。このため，文部科学省では，青少年教育施設を活用し，ネット依存傾向の青少年を対象とした自然
体験や宿泊体験プログラムの実施を通じたネット依存対策を実施している。

3  性風俗関連特殊営業の取締り等（警察庁）
警察は，「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」（昭23法122）に基づき，学校など

の周辺や住宅地域における違法な性風俗関連特殊営業，18歳未満の者に客の接待などをさせる違法な
風俗営業などの取締りを積極的に進めている。

4  酒類，たばこの未成年者に対する販売等の禁止
⑴　取締り・処分等（警察庁，法務省）
警察は，「未成年者喫煙禁止法」（明33法33）と「未成年者飲酒禁止法」（大11法20）に基づき，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，指導取締りを徹底するととも
に，年齢確認の徹底，従業員研修の実施，自動販売機の適切な管理などについて，関係業界が自主的に

 第4-23図  インターネットに関する児童生徒向
けの普及啓発資料

 
 ちょっと

 

 待って！

〈高校生用〉2016年版

！
スマホ時代のキミたちへ
！！
～1日中、スマホやネットばかりになってない？～～1日中、スマホやネットばかりになってない？～

いろいろなことが
1台でできるスマホ。
とても便利だけれど、
キミたちの

スマホやネットの
使い方大丈夫？

実際、心や体を
こわしてしまったり、
未来を台無しに

してしまうようなことも
起きている。

みんなで考えて
みよう！

読 書会 話

学 習 ゲーム

（出典）文部科学省ホームページ
（小中学生用リーフレット）
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/taisaku/taisaku2016/1367568.
htm
（高校生用リーフレット）
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/taisaku/taisaku2016/1367572.
htm
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措置をとるよう働き掛けている。
検察は，「未成年者飲酒禁止法」や「未成年者喫煙禁止法」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。
⑵　飲酒防止（内閣府，国税庁）
国税庁28は，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。）の策定や，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
が収集した情報などを踏まえ，職員が表示基準の遵守状況を確認し，違反のあった場合には是正指導を
行っている。このほか，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
要請するとともに，購入者の年齢確認ができない従来型自動販売機の撤廃といった取組を支援してい
る。
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，国税庁）は，毎年4月を未成年者飲酒防止強調月間と定め，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連携して行っている。また，全国小売酒販組合中央会が実施し
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
る意識の高揚を図っている。
未成年者の飲酒を含む不適切な飲酒の影響による心身の健康障害の発生，進行及び再発の防止を図る

こと等を目的として，「アルコール健康障害対策基本法」（平25法109）が平成26（2014）年6月に施
行された。内閣府は，アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進すべく，同法に基づく基本計
画の策定に向けた検討を進めており，平成28年（2016）年5月末までに基本計画として閣議決定する
こととしている。また，同法に定めるアルコール関連問題啓発週間（毎年11月10日～16日）等を通
じ，未成年者飲酒の防止等の啓発を行っている。
⑶　喫煙防止（財務省）
財務省29は，未成年者喫煙防止の観点から，自動販売機を設置する場合には成人識別自動販売機とす

ることをたばこ小売販売業の許可の条件としている。また，インターネットによるたばこ販売について
は，販売時に購入希望者の年齢識別が適切に講じられるよう，あらかじめ公的な証明書により購入希望
者の年齢確認などを行った上で販売することをたばこ小売販売業の許可の条件としている。これらの条
件に対する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）の対象となる。

第4節 ワーク・ライフ・バランスの推進

1  ワーク・ライフ・バランスの推進
⑴　「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」等に基づく取組の推進（内
閣府）

内閣府及び関係省庁では，「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生
活の調和推進のための行動指針」に基づき，官民一体となり，仕事と生活の調和実現に向けた取組を

28 http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/miseinen/mokuji.htm
29 http://www.mof.go.jp/tab_salt/topics/index.html
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