
インターネットの安心安全な使い方
を周知するための取り組み
ルールとマナー普及、その時の場面集、手記コンクール

一般財団法人インターネット協会
2020年12月21日
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本日お話しすること

１．ネットトラブル相談
２．ルール＆マナー検定
３．インターネット利用アドバイザー
４．知っておきたい『その時の場面集』
５．インターネット利用手記コンクール



事業者連携

プロバイダ、SNS,IT事業者等

安心安全

利用者対応

一般、企業、青少年、保護者等

一般財団法人インターネット協会の立ち位置

設立：2001年7月
目的：インターネット上に未来社会を築く

普及促進
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１．ネットトラブル相談のポータルサイト
https://www.iajapan.org/hotline/



相談：ゲーム課金
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息子が「ゲームで、ガシャを回したいから、
課金したい」と言ったので、1,000～3,000円くらい

ならいいと言ったら、それではレアキャラが出ない
と言う。
4万くらいは課金しないとゲットできない計算に！

ゲームを進められないのもかわいそうだし。
かと言って、4万は出せない！



相談：音楽サイト
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スマホから、音楽サイトを登録しました。
支払い形式は、携帯電話会社払いです。

翌日に退会手続きをしたのですが「退会完了
しました」と表示されているのにも関わらず、
サイト内の音楽をダウンロードが可能だったり、
携帯電話会社払いが、継続課金のまま解約さ
れておりません。
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知ってほしいこと

端末の設定画面で、決済手段をきちんと確認すること。

設定画面が仕様変更されることがあるので、時々、設定画面を
チェックする習慣をつけること。

定期購入を解約をする時は、慎重になること。
アプリを消しても解約できません。
解約する場合は、正式な手順で行うこと。

どこのヘルプページを見るとよいかを知ること。
利用規約を見て、利用可能な年齢等を知ったり、
具体的な画面を見ながら、ひと通りの手順を確かめること。
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２．インターネットルール＆マナー検定
https://rm.iajapan.org/

インターネットを利用するためのルールとマナーの知識を身につけているかを、
客観的に評価する検定を４種類実施。
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ルールとマナーテキスト
１章身につけること、覚えておくこと
２章法律で決められていること
３章電子メール
４章インターネット上でのコミュニケーション

（掲示板、チャット、 メーリングリスト、オンラインゲーム）
５章ウェブページによる情報発信
６章ウェブページによるサービスの利用

10

大人版こどもばん



11

 中学校にて情報科を担当していますが、簡潔にイン
ターネット常識が理解でき、参考になります。

 生徒にテキストを参考に、検定を受験させ、採点結
果を見させたいと思います。また、プリント教材とし
て渡して、宿題にすることを考えております。必要な
ルールとマナーが網羅されていると思います。

 小学生対象の学習塾のテキスト・テスト等の教材制
作担当しています。通信学習生向け教材中の「おす
すめ本紹介」のページに紹介したいです。

検定とテキストの感想
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３．インターネット利用アドバイザー制度
http://www.iajapan.org/advisor/

59名登録

インターネットを安心安全に利用するためのアドバイスを行える人材を養成することを目的とし
て、「インターネット利用アドバイザー」の称号付与制度を実施しています。
インターネット利用アドバイザーは、学校や地域、職場でのセミナー講師や、検定問題作成、
各種マニュアル作成などでの活用が期待されています。
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2019年度
セミナー年27回
12回青少年

5回保護者
10回指導者



普及啓発セミナー実績

回数
東京都小学校
100回セミナー

e-ネットキャラバン
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これまでの普及啓発セミナー総数
約1千回（数10～数百人/回）

年次
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スライドの例

実際の画面→

質問→

トラブル相談事例
↓
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1.SNS編
Instagram
TikTok
LINE
Twitter
Facebook 
YouTube
Google
Ameba
GREE
Mobage
ニコニコ動画

４．知っておきたい『その時の場面集』
https://www.iajapan.org/bamen/
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1. サービス概要
2. 登録可能な年齢
3. アカウント登録をしたい時
4. 公開範囲の設定をしたい時
5. アカウント情報を編集したい時
6. パスワードを忘れた時
7. アカウントを削除したい時
8. アカウントを復元したい時
9. 自分の書き込みを削除したい時
10. 他人の書き込みを削除したい時
11. なりすましを受けている時
12. ハッキングを受けている時
13. もっとセキュリティについて知りたい時
14. 利用規約を確認したい時
15. プライバシーポリシーを確認したい時
16. 削除ポリシーを確認したい時
17. 問い合わせをしたい時

目次例
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TikTok編より
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Facebook編は、

フェイスブック公式ページで
紹介していただきました。

2017年2月24日

11万件のアクセス数



iPhone
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Android

アプリ利用制限や、課金制限、位置情報などのプライバシーに関する各種の機能制限など、
必要と思われる設定方法の場面を構成して作成

2. スマートフォン基本設定編



３.フィルタリング編

・スマートフォン、
タブレット、
携帯電話

・パソコン

・ゲーム機、
音楽プレイヤー、
ルーター
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主要なフィルタリングサービスの機能や設定画面を集めました。



ゲーム機/音楽プレイヤー/ルーター編より



フィルタリング

ペアレンタルコントロール

事業者が評価したサイトを許可、遮断

保護者が子どもの成長にあわせて制限



iPhone 「設定」→「スクリーンタイム」



iPhone AppStoreアプリをインストール許可しない



iPhone AppStoreアプリの年齢制限をする

お子様の年齢に合わせて、「4歳以上（4+）」、「9歳以上（9+）」、「12歳以上（12+）」、「17歳以上
（17+）」をチェックすることで、年齢以上のアプリを利用できないように制限することができます
。



iPhone アプリ課金を許可しない



Android Play ストアのレベル設定
Google Playのコンテンツフィルタリング機能を使うと、ユーザーの成熟度のレベルに合わ
せた5つのレベルを選択でき、そのレベルに相応しくないアプリは表示されません。



Android Play ストア購入時に認証が必要
パスワード認証を設定することで、勝手に有料アプリを購入できない様にすることが可能です。



 相談機関より
非常に具体的できれいな作り方で、青少年のみならず、多くの方々の参考になります。
相談員一同、大変喜んでおります。

 消費者関連より
より具体的な解説になっているので、保護者や先生方にもぜひ知っていただきたい。 ゲーム課金
の仕組み、確認の流れなどもうちの子どもがやっていなければ私も手順がよくわかりませんでした。

 警察より
警察内部の教養を推進しているのですが、警察官に対する教養資料として非常によくできており、
警察内部のイントラネットにのせて活用したい。また、住民からの相談対応でも利用したい。

 ＰＴＡ指導員より
とっても分かりやく、こういうのが欲しかったです。 早速、啓発時に保護者や先生に広めます。 機
器別フィルタリングガイドなんかも あったらいいなと思います。 iPod touchフィルタリング導入の仕
方や カスタマイズができるものできないもの 、AndroidとiPhoneのブラウザ型フィルタリングの違い
などなど・・。

 講師より
講演だと概略になってしまうので、このようなかゆいところに手が届くような資料があるといいです。
利用者もその保護者も参考になります。 ママ友や講演で紹介していきたいと思います。
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場面集の感想
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5.インターネット利用手記コンクール
https://www.iajapan.org/contest/

インターネットの活用術やトラブル克服体験談などを募集し、優秀作品を表彰
しています。インターネットで加害者にも被害者にもならないための護身術や、
人間味ある振る舞いをするための工夫など、自らの体験を綴ってもらってい
ます。
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息子と約束した我が家のスマホルールは以下の通り。

1. 利用はリビングのみ、自室に持ち込まない

2. 長時間の利用はせず優先順位を守る

(もちろん勉強が優先)
3. ゲームアプリは3個まで

(うち、2個は勉強系ゲームアプリ)
4. 自宅ではWi-Fiが利用可能なため、

SIMでの通信は低速モードのみ

続く・・・

最優秀 「成長とともにルールも柔軟に」 44歳女性
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無事受験を終え高校生になった息子はというと、

こんな交渉を行ってきました。

1. 自室での利用も許可、

ただし勉強するときはリビングに置いておく

2. 長時間の利用はせず優先順位を守る

(もちろん勉強が優先)
3. ゲームアプリの数は4個まで

(勉強系ゲームアプリは含まない)
4. SIMでの通信を月3GBまでは高速

1年半前に決めたスマホルールは、決して子供を縛るため
のものではなく、子供の自主性を育ててくれたのだと思う。
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 非常に心温まる内容の手記で、新鮮な考え方を知ることが
でき感動した

 情報モラルに詳しくない利用者が一生懸命で、本物のドラマ
だと思うとじーんときた

 インターネットやスマホ利用のルール作りのヒントになるよう
なものも多く、大変参考になりました

コンクールの感想
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端末の設定画面で、決済手段をきちんと確認すること。

設定画面が仕様変更されることがあるので、時々、設定画面を
チェックする習慣をつけること。

定期購入を解約をする時は、慎重になること。
アプリを消しても解約できません。
解約する場合は、正式な手順で行うこと。

どこのヘルプページを見るとよいかを知ること。
利用規約を見て、利用可能な年齢等を知ったり、
具体的な画面を見ながら、ひと通りの手順を確かめること。

まとめ：周知したいこと（再掲）
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