事務連絡
令和3年2月26日

子ども・子育て支援関係団体御中

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課

青少年のインターネット利用に係る保護者向け
普及啓発リーフレットの周知依頼について

日頃より、子ども・子育て支援施策及び子どもの健全育成の推進にご尽力、ご協力いた
だき、厚く御礼申し上げます。
近年、青少年を取り巻くインターネット環境は日々変化しており、 SNSに起因する青
少年の犯罪被害は増加傾向にあります。こうした状況を踏まえ、内閣府において関係省庁

と連携し、主として小学校高学年から中学市立の児童・生徒の保護者に向けたり一フレット
「ネット・スマホのある時代の子育て 保護者が正しく知っておきたい4つの大切なボイ
ント(児童,生徒編) 」が作成されました。
本リーフレットほ、自分専用のスマートフォンを持ち出す年代の子どもを持つ保護者の
悩みに対して、 4つの大切なボイントの解説、フィルタリングの活用や家庭でのルール作
りなどを紹介しているものです。
つきましては、子どもや子育てに関連する施設へご周知いただくとともに、研修会等で
の資料活用など幅広い展開・活用にご協力いただきますようお願いいたします。
なお、各自治体に対しては別紙のとおり依頼していることを申し添えます。
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青少年の保護者向け普及啓発リーフレット
「才、ツト・スマホのある時代の子育て

保護者が正しく知っておきたい4つの大切なボイント(児童・生徒編) 」
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0電子データ掲載先
内閣府ホームページ「普及啓発リーフレット集」
https://削W8. cao. go.jp/youth/kankyou/internet̲use/1eaflet. html
※本リーフレットほ、必要に応じ、内閣府ホームページからダウンロードの上、
御活用ください。
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リーフレット掲載ページQRコード

(リーフレット内容問い合わせ先)
内閣府政策統1舌宮(政策調整扣̲当)付
青少年環境整備担当 03‑5253‑2111(内線38259)

【連絡先】
厚生労働省子ども家庭局
子育て支援課育成環境係
電話:03‑5253‑1111 (内線4962)

E寸na il : sh ibata‑tetsuo@nh lw. go. jp (柴田)

(別紙)ご参考

事務連絡
令和3年2月10日
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・子育て支援主管課ご担当者様

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課

青少年のインターネット利用に係る保護者向け
普及啓発リーフレットの周知依頼について

日頃より、子ども・子育て支援施策及び子どもの健全育成の推進にご尽力いただき、厚
く御礼申し上げます。
近年、青少年を取り巻くインターネット環境は日々変化しており、 SNSに起因する青

少年の犯罪被害は増加傾向にあります。こうした状況を踏まえ、内閣府において関係省庁
と連携し、主として小料交高学年から中学市支の児童・生徒の保護者に向けたり一フレット
「ネット・スマホのある時代の子育て 保護者が正しく知っておきたい4つの大切なボイ

ント(児童・生徒編) 」が作成されました。
本リーフレットは、自分専用のスマートフォンを持ち出す年代の子どもを持つ保護者の
悩みに対して、 4つの大切なボイントの解説、フィルタリングの活用や家庭でのルール作
りなどを紹介しているものです。保育所、地域子育て支援拠点事業所、母子保健関係施設、
児童館等の子育て支援関係施設へご周知いただくとともに、研修会等での資料活用など幅

広い展開・活用にご協力いただきますようお願いいたします。
また、各都道府県におかれましては、市町村(特別区を含み、指定都市及ぴ中核市を除

<。)に対してり一フレットをご周知いただきますようお願いいたします。
なお、内閣府より別途、各都道府県・指定都市青少年行政担当部局及び教育委員会幼稚
園担当主管部課、小料交担当主管部課、家庭教育支援担当主管部課並びに各都道府県私立
判交主管部課宛に同様の活用推進依頼がなされておりますことを申し添えます。
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青少年の保護者向け普及啓発リーフレット
「ネット・スマホのある時代の子育て

保護者が正しく知っておきたい4つの大切なポイント(児童・生徒編) 」
0電子データ掲載先
内閣府ホームページ 「普及啓発リーフレット集」
htt s: W削8 Cao.0

Outh kank ou internet use/1eaflet. html

・本リーフレットは、 必要に応じ、内閣府ホームページからダウンロードの上、
御活用ください。
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リーフレット掲載ページQR=ード

(リーフレット内容問い合わせ先)
内閣府政策統;舌官(政策調整担当)付
青少年環境整備担当 03‑5253‑2111(内線38259)

【連絡先】
厚生労働省子ども家庭局
子育て支援課育成環境係
電話:03‑5253‑1111 (内線 4962)

E寸na il : shibata‑tetsuo@ηh lw. go. jp (柴田)
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厚生労働省子ども家庭局子育て支援課担当者御中

付当

内閣府政策統括官(政策調整担当)
青少年環境整備担
青少年のインターネット利用に係る保護者向け普及啓発リーフレット
の活用推進について(依頼)

平素から青少年の安心・安全なインターネット利用環境の整備に向け格別の御高配を
賜り、誠にありがとうございます。
青少年を取り巻くインターネット環境は日々変化しており、SNSに起因する児童ポ
ルノや児童買春等の青少年の犯罪被害は増加傾向にあり、令和元年は過去最多となって
おります。

政府としては、平成30年7月27日に決定した「第4次青少年インターネット環境整
備基本計画」において、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにす
るため、学校等を通じて「青少年の保護者に対する周知・啓蒙活動を推進」することと
しております。

とうした状況を踏まえ、内閣府において関係省庁と連携し、主として小学校高学年か
ら中学校の児童・生徒の保護者に向けたり一フレットを作成いたしました
本リーフレットは、自分専用のスマートフォンを持ち出す年代の子供を持っ保護者の
悩みに対して、 4つの大切なボイントとして「長時間利用の中身に着目」「オンライン

ゲームで起きているトラブルとは」「sNSで誹誇中傷、いじめ」「写真・動画の安易な
投稿が危険を招く」についての解説、フィルタリングの活用や家庭でのルール作りなど
を紹介しているものです。
貴職におかれましては、本リーフレットをオンラインを含む研修会や会議等で配布す
ることにより、特に適切なインターネット利用について啓発が必要な保護者に対して、
この問題の重要性が伝わるよう、積極的に活用いただくようぉ願いします。
なお、本リーフレットは電子媒体を内閣府ホームページ(注)に掲載しておりますの

で、必要に応じてダウンロードし、御活用ください。
老主: https://WWW8. cao. go.jp/youth/kankyou/internet̲use/1eaflet. ht印1
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リーフレット掲載ページ QRコード

(本件問い合わせ先)
内閣府政策統括官(政策調整担当)付
青少年環境整備担当 03‑5253‑21Ⅱ(内線38259)

窺がのルール

内閣府・内閣

庁・消費者庁・隊務・法務・文部科学・厚生

.

・段産

ネット・スマホのある時代の子

子供の主張、保璽者の意見を出し合おう
新しく自分のスマホ、自分のゲーム機、自分のタブレット
を持つときが、ルール作りのべストのタイミングです。
ポイントは、親子双方が自分の意見をしっかり出し合うこ
とです。お互いが主張し合い、少しずつ妥協しあって決めた
ルールは長続きします。逆に一方的に保者が勝手に決めた
り、子供のいいなりになったりすると、長続きしません。お互
いが納得し、双方が算重できるルール作りをすることが重要

2021年1月発行
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話しい

ルールが守れなかったり、子供が成長したり、生活習慣が
変わったりするタイミングで、ルールの見直しをすることも

つの大切なポイント

ルールを
守れたか

大切です。

り返ろう

児童・生徒編

他律から自律へ
自律期

たりしたときの、適正な判断力につながります。

乳幼児のネットルールは保護者が決める「他律」ですが、小

学生、中学生、高校生と年齡が上がるにっれて少しずっ自分

学習面での活用が一気にえてきたインターネットやスマートフォン。
コミユニケーションや息抜き等、生活をサポートる道具だからこそ、
トラブルを避けて上手に使いこなすスキルを身につけてほしいものです。

子供の成長

ルールを決める一方で大切なのが、自然体験や身体を使っ
て得る実体験、人とのりアルなコミュニケーションです。
様々な経験を積むことがインターネットの中で困ったり迷っ

・穂心

他律期

身こ

・判力

・ルール
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・安全定
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保者の見守り

連絡?遊ぴ?
鬮

それとも勉強?

どれだけ使っているかで

いざというときの相談窓口・

はなく、何にどう使つて

リンク

#9110は、晃信地を管轄サる警察
本部等の総合窓口に接続されます.
生活の安全IL関わる悩みごと、困り
ごとなピ、緊急ではない相談の窓口

子ピもの人全般に関する相議窓
口です.全国共通・通話料無料(受付
時間:平日8時30分 17時15分)
0120‑007‑110

です.
回

消費者庁
消者ホツトライン回̲゛
商品やサーピスなど消生活全
に関する苦情や問合せなどに対し、
専門の消生活相談員などが相談
を受け付ける窓口です.
.

^

インターネツト
人談

https:,グWWW.ihaho.jp/

制作:一般社団法人安心ネツトづくり
促進協議会
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政府広オンライン

SNSの諦中あなたが奪うもの、
失うもの#NOHeartNOSNS

回回

ヨ.ξ
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電話では相談しにくいときにはイン
ターネットでも相験を受け付けてい

インターネットの害き込みにより、
誹誘中傷なピの被害にあわれた場
合における相談窓口の案内図です.
ご自身の希望に添った相談窓口に
お問い合わせください.
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゛

Polnt2

スマホのある時代の子育てを
考える(お役立ち)
制作:NP0法人e・Lunch

.

ゲームの中でっながる lt勗1

仲間との関係。鵠封廉いよ!
だからこそトラプルや
ぢ巳罪に巻き込まれることも!
、、^^^

●く
.

仲問外れや
個人攻などの
被害・加害を
防ぐためには?

写真.動画の安易な
投稿'B をく

セキユリティ啓発徽

「はじめまして、ペアコです。
と子のスマホの東 」

自画撮り写真の

制作:(独)情報処理推進機構(1PA)
スマートフォン用料アプリ

回"回

Nintend0 みまもりSwitch
制作:任天堂株式会社

修.ご啓力尾花紀子(ネット教育アナリスト)ノ竹内和雄(兵庫県立大学環境人間学部准敦授)ノ松田直子(NP0法人 e・Lunch理事長) X都略玉+音順

水イントが
もらえるから
偶の介で
このゲーム
やつτよ!

^ SNSで獣いじめ?

ます.

h壮PS:ノノWWW.jinken.go.jp/

ψ,一慈*,・兆慈

相談者自身で行う削除依頼の方法等
を、インターネットに関する技術や
制度等の専門知識・経験を有する相
談が迅速にアドバイスします.

子どもとネツトのトリセツ

回回

翻難離

肱"髄灘"・繊卵,惑
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いるかが、肝心です。

^
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相談口
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でルールを考えることができるようになっていき、大学生や
社会人になると「自律」し、自分で管理します。
わたしたち大人は、子供たちが少しずつ自律していけるよ
うに手を貸してあげましょう。

子供たちの使い方やネットトラブルの
現状を知り、助言や話し合いの際に
お役立てください

投稿・送信や
動画投稿に起因する
トラプルとは?

、

Polnt4

Point l

時問の長さだけではなく中身に着目
、を、こ

'.@

よ

相談しやすい親子関係をつくり、話はじっくり聞いてげる

学習での活用も増え、子供のインターネット
利用時問はより一層長くなっています。「いつま
でやってるの!?」と頭ごなしに叱らず、子供が

スマホに入っているツールを使って
時問理することもおすすめです

どんな使い方をしてぃるのか、内容と時問を把
握することが大切です。

B

どのカテゴリにどれくらい使ったかを確認す
るにはスクリーンタイム(iphone)やデジタル
ウエルビーイング(Androld)が便利です。

タル

スクリーンタイム
UOS12以ヒ)

D1名ltaι WeⅡbelng
回回
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邑
回
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^時'フ"

スクリーンタイムの

利用時問や就寝時問を設定すれば、無意識の
使い過ぎも防ぐことができますので、上手に活

ウユルピイング

(Androldl0弐比)

回一回

股定方法
{助画}

仙山h",L

SNS等でのいじめや誹誘中傷、
どう対処すべき?

Oi81tal
We11bEing
(紹介ぺジ)

子供が一人で悩みを抱えないためにも、普段

誹訥中傷等のやり取りは、スクリーンショッ

から「困ったら何でも相談にのるよ」と声かけを

トなどで保存し、いつ何が起こったのかを明確

しましょう。そうすると子供は相談しやすくな
ります。

相談されたときには、子供の話をじっくり聞
いてあげてください。保護者が大騒ぎしてしま

に記録しておくと対応がしやすいです。必要に

応じて専門家にアドバイスを求めましょう。
(相談サイトは裏面に掲載)

うと、相談しにくくなってしまうこともありま

気軽な投稿が、他人を傷つけるおそれがある
こと、インターネットにあげた言葉や写真等は、

す。じっくり聞いたうえで「どうしたい?」と聞
、てあげましょう。

後から取消しができないことも、子供に伝えま
しょう。

用しましょう。
アプリ暑佳い冒ぎτい童
せんか?アブリタイでー
寺段冨してみτくださ
ι、

これらのツールを活用するための大切な
ポイントは、設定麦型の鳳には●ザ相肢

どのアプリをどれくらい
使っているか
簡坐に確認できるから
コントロールもしやオし、1

するよう促すこと。

12
,

貌子で一鰯に「判用時閏のコントロール」

3

をやつてみませんか?

6

^動画や写真は危険がいっぱい
画や写真の投で注意すること

Point②

ゲームプレイは"個"から"グループ"ヘ

面白がって撮ったり、友人・知人の情報が含ま
れるものを投稿することで、不快感やトラブル
を生むこともあります。どんな投稿がトラブル
原因になるか親子で考えてみましょう。
写真や動画の投稿サービスやアプリの多くは

'くよ時

中学生以上が対象。年齡に満たない子供の投稿
は、保護者のアカウントで一緒に行うようにし

つ

、

てください。
一人で、りアルな友達と、ネット上のグループ

で協力しながら。ゲームは多様な遊び方があり
ます。

高額課金やID乗っ取り等のトラブルだけでは

イになったりといったことも生じています。ま

回 W ^

ルコントロール機能を活用したりして、子供の
安全利用を見守りましょう。

「男の子も女の子もダメ!」迭って、

「持っているだけでもダメU
男だから
「送っちゃダメU
問飽ないよ
私迭惇"ら
「転送もりツイートもダメU

全部ダメ!

●ずチエック!

⑫
症三)(三三D
【三亘)

..A

12歳以上①

フィルタ1 ングの活用
あんしんフィルターやiフィルター等によって、有あんしんフィルター
害・不適切なサイトへのアクセスやアプリの利用を
制限します。お子様の成長に合わせてカンタンに設
定でき、カスタマイズもできます。
docom0 αιι,

司司

【スマホアプリの年齢区分(例)】

を確認したり、スマホやゲーム機のぺアレンタ

「撮っちゃダメU ⅧつてW胤、し

^

④〕唖刃匝刃

国区区

なお、有害・不適切なサイトへのアクセス制限は、
スクリーンタイム(iphone)やファミリーリンク
(Android)のコンテンツ利用の制限でも設定可能

岡

=弐帥日.札、

^

iフイルター

です。
※フィルタリングの他にも、裸の写真等と考えられる不適切な画像をA1で検まnし、撮影できなくする機能や
SNSへの投稿内容によって、保護者にアラート通知する機能等もあります。

岡一

【ゲームソフトの年齢区分(例)】

保護者は、子供がどんなゲームをしているか
知っておくとともに、対象年齡に達しているか

どんなに仲が良くて親しい問柄でも、どんなにお願いさ
れたとしても、18歳未満の子供の裸は、

おもちゃの対象年齢と同様に、ゲームのソフトやアプリ
にも「歳以上」という対訣年齢の区分があり、マークで
示されています。ソフトのパッケージやアプリの入手画面
で必ず確認しましょう。

わないでもめたり、一人抜けできず長時問プレ

になってしまうこともあります。

撮つたり、持ったり、送ったりは、すべて違法行為。

年齢区分(レーティング)とは?

なく、誘う・誘わない、アイテムをもらった・もら

た、プレイ中のチャットや音声でのやり取りか
ら、個人情報が流出したり、誘い出しのきっかけ

裸の写は特に!!

