
施策 担当

ⅰ
◎平成23年３月、卒業・入学・進級による携帯電話の購入・買替時期において、関係府省庁の緊密な連携の下、フィルタ
リング普及のための取組等を総合的・重点的に行うため、「フィルタリングの普及に関する関係閣僚懇談会」が開催され、
「青少年の携帯電話にフィルタリングを普及させるための緊急対策」について関係閣僚間の合意がなされた。

ⅱ
◎青少年及び保護者等に対してフィルタリングの利用を訴えるため、関係省庁連名の広報資料「健全なインターネット活
用ができる青少年を育てるためのパンフレット」（子ども向け及び保護者向け）を随時配布している。

内閣官房
ⅰ

◎内閣官房ウェブサイト「インターネット上の違法・有害情報対策」（http://www.it-anshin.go.jp/index.html）において、フィ
ルタリングの普及に係る広報を実施した。

警察庁
ⅰ

◎平成22年11月から、各都道府県警察において、関係機関・団体等と連携しつつ、フィルタリングの普及徹底に向けた
キャンペーン・イベント等の開催や各種メディアを通じた広報啓発活動を推進しており、平成23年７月末現在、キャンペー
ン・イベントを2,352回（参加人員343,007人）、シンポジウム・講演会を1,713回（参加人員108,716人）、それぞれ開催した。

ⅰ

◎子どものインターネットの安全な利用を目的に、保護者・教職員等がインターネットの「影」の部分の存在も理解し適切
に対応できるための講座（ｅ－ネットキャラバン）を、情報通信分野等の企業・団体と協力して開催している。平成22年度
は、全国各地で557件実施した。また、同様の取組として携帯電話事業者が自ら実施している「ケータイ安全教室」等で使
用する教材開発に際しての助言を行っている。

ⅱ
◎初心者を含む情報通信利用者が情報通信を安心・安全に利用するためのルールやマナー、情報セキュリティに関する
意識や知識の重要性に気付き、考えるきっかけとすることを目的に実施している平成23年度「情報通信の安心安全な利
用のための標語」の募集活動及び受賞作を用いた啓発活動を支援している。

ⅲ
◎総務省作成のリーフレット（「電気通信サービスＱ＆Ａ」、「ご存じですか？フィルタリング」）を全国各地の学校や消費者
相談センターの求めに応じて配布することにより、フィルタリングサービスに関する周知を行っている。

文部科学省
ⅰ

◎平成23年２月、全国の教育委員会等に対し、e-ネットキャラバンの利用促進に努めるよう、「e-ネットキャラバン（e-ネッ
ト安心講座　通信業界キャラバン）の推進について（依頼）」を通知した。

経済産業省
ⅰ

◎平成22年度において、フィルタリング普及啓発セミナー及びインターネット安全教室を全国各地で開催し、関係者のイ
ンターネットリテラシーの向上とフィルタリング利用等の保護者等による実効的な自主的対策の促進を図った。

警察庁
ⅰ

◎平成22年11月から、各都道府県警察において、入学説明会や新入学時の保護者説明会等の学校行事や非行防止教
室等、保護者と接する機会を捉え、フィルタリングの必要性等を保護者に直接説明し、フィルタリングの利用について訴
え掛けており、平成23年７月末現在、説明会等を31,039回（参加人員3,796,510人（うち保護者510,019人））実施した。

内閣府
ⅰ

◎（再掲）青少年及び保護者等に対してフィルタリングの利用を訴えるため、関係省庁連名の広報資料「健全なインター
ネット活用ができる青少年を育てるためのパンフレット」（子ども向け及び保護者向け）を随時配布している。

ⅰ

◎（再掲）子どものインターネットの安全な利用を目的に、保護者・教職員等がインターネットの「影」の部分の存在も理解
し適切に対応できるための講座（ｅ－ネットキャラバン）を、情報通信分野等の企業・団体と協力して開催している。平成
22年度は、全国各地で557件実施した。また、同様の取組として携帯電話事業者が自ら実施している「ケータイ安全教室」
等で使用する教材開発に際しての助言を行っている。

ⅱ
◎（再掲）初心者を含む情報通信利用者が情報通信を安心・安全に利用するためのルールやマナー、情報セキュリティ
に関する意識や知識の重要性に気付き、考えるきっかけとすることを目的に実施している平成23年度「情報通信の安心
安全な利用のための標語」の募集活動及び受賞作を用いた啓発活動を支援している。

ⅲ
◎（再掲）総務省作成のリーフレット（「電気通信サービスＱ＆Ａ」、「ご存じですか？フィルタリング」）を全国各地の学校や
消費者相談センターの求めに応じて配布することにより、フィルタリングサービスに関する周知を行っている。

ⅰ ◎平成23年２月、日本PTA全国協議会評議会において、フィルタリングの普及徹底について説明を行った。

(2)保護者に対する啓発活動の徹底

総務省

文部科学省

「コミュニティサイトの利用に起因する犯罪から子どもを守るための緊急対策」フォローアップ
平成23年９月１日現在

実施状況
１　青少年インターネット環境整備法に基づくフィルタリングの普及
(1)青少年のインターネットの適切な
利用に関する広報資料の配布等を
通じた広報啓発活動の推進

内閣府

総務省
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施策 担当 実施状況

ⅱ
◎平成23年３月、全国の教育委員会等に対し、フィルタリングの利用促進に努めるよう、「青少年が利用する携帯電話へ
のフィルタリングの普及について（協力依頼）」を通知した。

ⅲ
◎平成23年８月、日本PTA全国研究大会特別第１分科会において、パネリストとして参加し、フィルタリングの普及徹底に
ついて説明を行った。

経済産業省
ⅰ

（再掲）◎平成22年度において、フィルタリング普及啓発セミナー及びインターネット安全教室を全国各地で開催し、関係
者のインターネットリテラシーの向上とフィルタリング利用等の保護者等による実効的な自主的対策の促進を図った。

ⅰ
◎平成22年度において、17都道県の17団体への委託により、メディアリテラシー指導員養成講座、フィルタリングの普及
活動、ネットパトロール活動等の地域における教育・啓発活動の支援を行った。

ⅱ
◎平成23年度において、地域における教育・啓発活動の支援を13都道県の13団体へ委託するとともに、新たに有識者等
によるキャラバン隊を結成し、平成23年11月から全国（６か所）で学習・参加型のシンポジウムを開催する。

(4)フィルタリング普及啓発セミナー
の開催

経済産業省
ⅰ

◎（再掲）平成22年度において、フィルタリング普及啓発セミナーを全国各地で開催し、関係者のインターネットリテラシー
の向上とフィルタリング利用等の保護者等による実効的な自主的対策の促進を図った。

(5)インターネット安全教室の開催 経済産業省
ⅰ

◎（再掲）平成22年度において、インターネット安全教室を全国各地で開催し、コンピュータウイルスや迷惑メールへの対
処方法等を中心に説明するとともに、フィルタリングを含むペアレンタルコントロールの方法について普及啓発を図った。

(6)青少年のインターネット利用環境
実態調査の実施時期の早期化

内閣府
ⅰ

◎平成23年６月上旬から、青少年及び保護者各3,000人を対象として、平成23年度青少年のインターネット利用環境実態
調査を実施し、同年８月、結果速報を公表した。

ⅰ
◎平成22年12月中旬から下旬（一部については平成23年１月上旬）にかけて、各都道府県警察を通じ、携帯電話販売店
1,630店舗に対し、フィルタリング推奨状況等実態調査を行い、警察庁において集約・分析の上、平成23年２月、調査結果
を公表した。

ⅱ
◎平成23年７月中旬から８月上旬にかけて、各都道府県警察を通じ、携帯電話販売店に対し、第２回フィルタリング推奨
状況等実態調査を行った。

内閣府
総務省
文部科学省
経済産業省

ⅰ

◎上記平成22年度調査について、関係事業者への協力依頼や調査内容の検討等に協力した。

警察庁
ⅰ

◎平成23年２月から４月（一部については５月）にかけて、各都道府県警察を通じ、小学生、中学生又は高校生の子ども
がいる保護者を対象とした携帯電話に係るフィルタリングの利用状況等についての実態調査を行い、警察庁において集
約・分析の上、同年８月、調査結果を公表した。

内閣府
文部科学省

ⅰ
◎上記調査について、調査内容の検討及び調査結果の分析に協力した。

(9)フィルタリングの利用状況に関す
るアンケート調査の実施

経済産業省
ⅰ

◎平成22年度に開催したフィルタリング普及啓発セミナーで、ヒアリングを含むアンケートにより、フィルタリングの利用状
況を調査した。

(10)フィルタリングの更なる普及促
進に資するための携帯電話及び携
帯電話フィルタリングサービスの利
用状況等に関する実態把握

総務省

ⅰ

◎平成23年１月、総務省が毎年実施している「通信利用動向調査」の世帯調査において、携帯電話及び携帯電話フィル
タリングサービス利用状況の実態把握を行い、同年５月、調査結果を公表した。

(8)児童・生徒の保護者を対象とした
携帯電話に係る実態調査の実施

(3)青少年を有害環境から守るため
の取組の推進

文部科学省

(7)携帯電話販売店に対するフィル
タリング実態調査の実施と調査結果
の分析

警察庁

2



施策 担当 実施状況
警察庁
総務省

ⅰ

◎平成23年２月、携帯電話事業者５社に対し、携帯電話販売店に対するフィルタリング推奨状況等実態調査の結果を報
告するとともに、携帯電話使用契約に携わる全従業員に至るまで、「販売・契約現場が保護者に児童の安全利用を意識
付け、フィルタリングの利用を促す 後の機会」との認識を浸透させること等フィルタリングの普及徹底に向けた取組の強
化を要請した。また、同年５月、警察庁から、携帯電話事業者５社に対し、フィルタリングの普及徹底に向けた取組の強
化を再度要請した。

ⅰ
◎社団法人電気通信事業者協会内に設置され、携帯電話事業者５社が参加している「青少年有害情報対策部会」にオ
ブザーバーとして出席し、毎月の会合において、フィルタリングの更なる普及及びサービスの内容や提供方法の改善に
ついての助言等、継続的な働き掛けを行っている。

ⅱ

◎平成23年３月、携帯電話事業者５社に対し、関係閣僚間において合意がなされた「青少年の携帯電話にフィルタリング
を普及させるための緊急対策」及び同年２月に総務省において公表した「青少年が安全に安心してインターネットを利用
できる環境の整備に関する中間報告」を踏まえ、保護者の適切な判断に資するよう、フィルタリングサービスに係る説明
の改善・強化等、フィルタリングの更なる普及に向けた取組の強化を要請した。

警察庁
総務省
経済産業省

ⅰ

◎平成23年３月、大手契約代理店20社に対し、総務省から「青少年の携帯電話にフィルタリングを普及させるための緊
急対策」の趣旨と保護者に対する説明の強化等携帯電話事業者への要請内容等について説明し、警察庁から携帯電話
販売店に対するフィルタリング推奨状況等実態調査の結果について説明した上、フィルタリングの普及徹底に向けた取
組の強化を要請した。

警察庁
ⅰ

◎各都道府県警察において、管内に所在する大手契約代理店の支社等に対し、フィルタリングの普及徹底に向けた取
組の強化を要請している。

経済産業省
ⅰ

◎平成23年３月、家電量販店に対し、総務省から携帯電話事業者に対して保護者に対する説明を強化するよう要請が
実施された旨を周知した。

(13)PTA団体等民間団体と共同で
の個々の携帯電話販売店に対する
フィルタリングの普及に関する要請

警察庁
ⅰ

◎平成22年11月から、各都道府県警察において、ＰＴＡ、少年警察ボランティア等と連携し、個々の携帯電話販売店に対
し、保護者に対するフィルタリング等に関する説明の徹底について要請しており、平成23年７月末現在、10,841店舗（専売
店7,736店舗、家電量販店1,694店舗、その他代理店1,411店舗）に対して実施した。

警察庁
総務省
経済産業省

ⅰ

◎平成23年２月、コミュニティサイト事業者及び携帯電話事業者等で構成される「安心ネットづくり促進協議会コミュニティ
サイト作業部会」にオブザーバーとして参加し、「コミュニティサイトの利用に起因する犯罪から子どもを守るための緊急対
策」について周知するとともに、フィルタリングの普及に関する同協議会の活動へ情報提供を行うなど今後の支援を表明
した。

総務省

ⅰ

◎ＰＴＡ団体、教育関係者、携帯電話事業者、インターネット関係者等の幅広い産学の関係者が参画している「安心ネット
づくり促進協議会」により全国で開催されているシンポジウムやワークショップ等の啓発事業、協議会会員内外を含めた
インターネットリテラシー向上やフィルタリングの普及のための活動、青少年の成長に係るインターネット影響調査、児童
ポルノ対策やコミュニティサイトの利用を契機として発生している問題等に関する調査検証活動を始めとする各種民間団
体による普及啓発活動への支援を行っている。

ⅰ
◎「違法・有害情報対策官民実務家ラウンドテーブル」の枠組みを活用し、「安心ネットづくり促進協議会」の「2010年度
コミュニティサイト検証作業部会　 終報告書」及び「2010年度　児童ポルノ対策作業部会　 終報告書」について、周知
を行った。

ⅱ

◎「違法・有害情報対策官民実務家ラウンドテーブル」の枠組みを活用し、一般社団法人モバイルコンテンツ審査・運用
監視機構（EMA）の「コミュニティサイト運用管理体制認定制度」及び「サイト表現運用管理体制認定制度」に係る認定基
準の改定について、周知を行った。また、フィルタリング利用促進等に関する広報ビデオ及びインターネット動画配信サー
ビスを利用した「EMAチャンネル」の開設について、周知を行った。

内閣府
ⅰ

◎「安心ネットづくり促進協議会」を始めとする民間団体における各種イベント・会合への参加や後援名義の使用承認、
広報資料の譲与等を通じて適宜民間団体等に対する支援を行った。

(11)携帯電話事業者に対する継続
的な働き掛け

総務省

(12)大手契約代理店及び家電量販
店に対する働き掛け

(14)安心ネットづくり促進協議会等
の活動への支援

内閣官房
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施策 担当 実施状況
警察庁

ⅰ
◎平成23年２月、「ぐんま子どもセーフティネット活動委員会」等主催の「第２回子どもの携帯電話利用を考える全国市民
会議ｉｎ奈良」に参加し、携帯電話販売店に対するフィルタリング推奨状況等実態調査の結果について説明するなど、民
間団体の活動への支援を行った。

文部科学省
ⅰ

◎「安心ネットづくり促進協議会」が協力している、平成23年２月の沖縄県PTA連合会主催及び同年３月の福岡市PTA協
議会主催の研修会「子どものネットとケータイを考える」並びに同年７月の川崎市ＰＴＡ連絡協議会主催の研修会「子ども
のケータイ！どう向き合う？」にパネリストとして参加し、支援を行った。

ⅰ
◎平成22年11月から、「レイティング／フィルタリング連絡協議会」の研究会を開催し、フィルタリングの普及に係る民間
の取組を支援した。

ⅱ
◎「児童ポルノ流通防止対策協議会」及び「児童ポルノ流通防止対策専門委員会」における検討事項について、参画・支
援した。

(1)コミュニティサイト事業者による
ゾーニングの自主的な導入の促進

警察庁
総務省
経済産業省

ⅰ
◎平成23年２月、コミュニティサイト事業者等に対し、実効性のあるゾーニングの自主的導入の必要性について説明した
ところ、同年８月までに、各事業者において、サイトの仕組みや規模に応じたゾーニングが導入されていることを確認し
た。

(2)携帯電話事業者の保有する利用
者年齢情報等を活用したゾーニン
グの導入支援

警察庁
総務省
経済産業省

ⅰ

◎平成23年５月、一部携帯電話事業者の保有する利用者年齢情報を活用したゾーニングを導入している大手コミュニ
ティサイト事業者に対し、被疑者の年齢詐称状況等を説明するとともに、利用者年齢情報提供システムを構築していない
携帯電話事業者とのゾーニングの導入の必要性について説明したところ、同年８月以降、順次、当該携帯電話事業者と
のゾーニングが導入され、又は導入に向けた検討が開始されていることを確認した。

(3)携帯電話事業者等の関係事業
者によるゾーニングの実効性の向
上に向けた自主的な取組の支援

警察庁
総務省
経済産業省

ⅰ
◎平成23年４月、コミュニティサイト事業者に対し、ゾーニングの実効性の向上のための自主的な取組の必要性について
説明するとともに、携帯電話事業者に対し、時宜を捉えた利用者年齢情報の取得に向けた取組の必要性について説明
したところ、各事業者において、なりすまし等防止のための自主的な取組が進められている。

(1)コミュニティサイト事業者による自
主的なミニメール内容確認体制整
備の促進

警察庁
総務省
経済産業省

ⅰ
◎平成23年２月、コミュニティサイト事業者に対し、事業者による自主的なミニメール内容確認体制整備の必要性につい
て説明したところ、同年８月までに、各事業者において、サイトの仕組みや規模に応じた同体制の整備が進められている
ことを確認した。

(2)ミニメール内容確認手法の継続
的な改善の促進

警察庁
総務省
経済産業省

ⅰ

◎平成23年４月、既にミニメール内容確認体制を整備しているコミュニティサイト事業者に対し、ユーザー数や隠語使用
等の利用実態を踏まえ、より効果的な内容確認を推進する観点から、継続的に手法を改善していく必要性について説明
したところ、同年５月、大手コミュニティサイト事業者において、より効果的な手法に改善された。また、同年８月、精度を
高めた効果的なミニメールの内容確認であっても継続的に手法を改善していく必要性について説明した。

２　民間事業者による実効性のあるゾーニングの自主的導入の支援

３　民間事業者による自主的なミニメール内容確認の支援

経済産業省
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