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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

全ての小中高等学校等
において、その各学校
段階、児童生徒の発達
段階等に応じた、必要
とされる情報通信技術
の適切な活用指導及び
情報モラル教育を着実
に実施

（a）
○学習指導要領の円滑かつ確実な実施
各教科等における指導の中で、「コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を
適切に活用できるようにするための学習活動を充実する」、「情報モラルを身に付け」る
ことなどを明記した学習指導要領を着実に実施する。

・学習指導要領における情報モラルに関する教育をはじめとした教育の情報化が円滑かつ
確実に実施されるよう、教員の指導をはじめ学校・教育委員会の具体的な取組の参考とな
る「教育の情報化に関する手引」について、新たに高等学校分を追記するための検討を行
い、平成22年10月に公表した（小学校・中学校・特別支援学校分は、平成21年3月に公表済
み。）。
・学習指導要領の円滑な実施について周知を図るため、都道府県・指定都市の指導主事等
を対象に開催した会議において、情報モラルに関する指導の参考となる資料の配布などを
行った（平成25年9月、平成25年11月）。

文科

国が作成した情報モラ
ル教育の指導の参考と
なる資料の活用を推進
するほか、指導主事等
に対する研修などを実
施することなどにより
教員の情報モラル教育
の指導力の向上を図
り、引き続き、概ね全
ての教員（教員を志望
する学生を含む。）が
情報通信技術の活用及
び情報モラルを指導す
る能力を身に付けるこ
とを目指す。

（a）
○学校における情報モラル教育の推進
学校における情報モラル教育を一層推進するため、各地域で情報教育の中核的な役割を担
う指導主事等を対象とした研修を、国が作成した情報モラル教育の指導の参考となる資料
を活用しつつ実施するなど、教員の指導力の向上に取り組む。
【指標：教員のICT活用指導力（情報モラルなどを指導する能力）】

・平成21年度において、学校における情報モラル教育の一層の推進を図るため、地域に専
門家を派遣する事業や、教員等に対し情報モラルに関する専門的な研修を実施した。
・平成22年度から、独立行政法人教員研修センターにおいて、各地域で情報教育を推進す
る中核的な役割を担う指導主事等を対象とした研修を開催し、その中で情報モラル教育に
関する講義・演習を実施。
・情報モラル教育の具体的な授業の進め方の例などを示した「情報モラル教育実践ガイダ
ンス」を国立教育政策研究所において作成し、平成23年3月に公表した。
・平成25年度において、いわゆる「ネット依存」やスマートフォン・SNSの利用を通じたト
ラブルの発生等、新たな課題に対応し適切な指導を行うための教員向けの手引書を作成
し、全国の教育委員会に配布した。
【指標：教員のICT活用指導力（情報モラルなどを指導する能力）】
教員のＩＣＴ活用指導力チェックリストの「情報モラルなどを指導する能力」を測る項目
について、評価結果は次のとおり。
・「わりにできる」・・・平成23年度：24.1％、平成24年度：24.5％
・「ややできる」・・・平成23年度：49.1％、平成24年度：50.3％
・「あまりできない」・・・平成23年度：21.5％、平成24年度：20.5％
・「ほとんどできない」・・・平成23年度：5.2％、平成24年度：4.7％
（出典:「学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果（平成23・24年度）」）

30,000千円
（手引き書の作

成）

文科

青少年インターネット環境整備基本計画フォローアップ結果（平成25年度）(案)

はじめに
第１　基本的方針
第２　教育及び啓発活動の推進に係る施策に関する事項
１．学校における教育・啓発の推進
　（１）情報モラル教育等の推進

　（２）情報モラル等の指導力の向上
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

（a）
メディアの健全な利用に必要なメディアリテラシーを向上するため教材等（指導方法や必
要な情報を収録したガイドブックを含む）を開発し普及を図る。
すでに小学校5，6年生を主な対象とする教材は開発し公開中
（ http://www.soumu.go.jp/ict-media/ ）
【指標：アクセス数など利用状況がわかるもの】

「伸ばそうICTメディアリテラシー」において、学齢・使用者ごとのコンテンツを掲載し、
情報提供を行っている。平成25年度平均月間トップページアクセス数（ページビュー）：
344回/月

39,000千円
の内数

25,926千円 0

総務

（b）
○青少年を取り巻く有害環境対策の推進
青少年を取り巻く有害環境対策として、
・携帯電話やスマートフォンのインターネット利用に際しての留意点やトラブル・犯罪被
害の例、対応方法のアドバイスなどを盛り込んだ子ども向けリーフレットを作成する（PTA
団体・都道府県教育委員会等に対して配布）。
・有害情報に係る犯罪・被害、トラブルの対応事例に関する啓発資料を作成する。
【指標：リーフレット配布数、配布先及びホームページ上からのダウンロード数】

・携帯電話のインターネット利用に際しての留意点やトラブル・犯罪被害の例、対応方法
のアドバイスなどを盛り込んだ子ども向けリーフレット「ちょっと待って、ケータイ」を
平成22年2月17日に全国の小学6年生等に配布した。
・携帯電話利用に係る親子のルールづくり等に関するリーフレット「ちょっと待って！は
じめてのケータイ」を平成22年2月17日に各都道府県教育委員会、PTA連絡協議会等へ配布
した。
・上記２つのリーフレットは現在、文部科学省のホームページでダウンロード可能。
・有害情報に係る犯罪・被害、トラブルの対応事例に関する啓発用映像資料の作成し、平
成22年3月10日に各都道府県教育委員会、PTA連絡協議会等へ配付した。
・携帯電話やスマートフォンの利用に際し、インターネットを通じたSNSやアプリ等が持つ
危険性を紹介する子ども向けリーフレット「ちょっと待って！ケータイ＆スマホ」を各都
道府県教育委員会や関係機関へ配布した。
ホームページ上からのダウンロード数
【H24】
・「ちょっと待って、ケータイ」3,821件
・「ちょっと待って！はじめてのケータイ」4,845件
【H25】
・「ちょっと待って！ケータイ＆スマホ」18,370件

59,873千円
の内数

64,706千円
の内数

38,399千円
の内数

文科

（c）
○青少年を取り巻く有害情報対策の推進
青少年や保護者等に対し、インターネットの適切な利用に関する意識向上及び効果測定の
ための啓発教材の開発に取り組む。

平成21年度以降継続して、 フィルタリング普及啓発セミナー等において、青少年のイン
ターネット利用にかかる効用、トラブル、フィルタリングの概要等について啓発資料を作
成し、フィルタリング普及啓発セミナーで利用。

383,013千円
の内数

378,862千円
の内数

375,378千円
の内数

経産

啓発資料の作成・提供
　（３）学校における啓発活動の推進
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

（d）
○インターネットの適切な利用に関する啓発活動
非行防止教室、サイバーセキュリティに関する講習において、インターネットの利用に起
因した青少年の犯罪被害状況等の情報提供を行うなど、インターネットの適切な利用に関
する啓発活動を推進する。

・警察庁から都道府県警察に対しフィルタリングの普及促進と適切な利用のための啓発活
動等の取組みを強化するよう指示しているところ、各都道府県警察においては、非行防止
教室やサイバーセキュリティ講習等の場で、児童や保護者、学校等教育機関等に対し、出
会い系サイトなどに関連した犯罪の被害状況及び被害防止対策等について、講演の実施や
リーフレット配布等の広報啓発活動を推進
・警察庁ウェブサイトにおいて、平成25年6月に作成した出会い系サイトなどに関連した犯
罪被害防止のためのリーフレットを掲載したほか、平成26年2月のサイバー空間の脅威に対
する対処能力の強化のための広報月間において、サイバー犯罪の被害防止のための対応策
等を掲載

2,981千円
（リーフレット

の配布）

2,981千円
（リーフレット

の配布）

3,066千円
（リーフレット

の配布）

警察

（e）
○e-ネットキャラバンの実施
総務省、文部科学省及び通信関係団体等が連携し、子どもたちのインターネットの安全・
安心利用に向けて、保護者、教職員及び児童生徒を対象とした啓発講座を実施する。
【指標：実施件数、受講人数】

・児童生徒・保護者・教職員等を対象とした子どもたちのインターネットの安心・安全利
用に関する啓発講座(e-ネット安心講座)を実施。（平成25年度実施件数：2,073件、受講人
数：約33万人）

5,986千円
の内数

7,997千円の
内数

8,328千円の
内数

総務、文
科

（f）
○保護者等に対するネットリテラシー教育の強化
青少年・保護者及び学校関係者を対象として、フィルタリングの重要性及びインターネッ
トの適切な利用法についての説明会を実施。今後、教育現場等において保護者や子どもを
対象としたセミナーを全国で実施し、インターネット上の違法・有害情報の現状及び対処
策に関する理解向上を図りつつ、アンケート等を用いた効果測定を行う。
【指標：アンケート等による理解度】

警察庁及び都道府県警察の協力の下、全国のＮＰＯ等と連携して実施している「インター
ネット安全教室」を開催。引き続き、警察庁と密接に連携することにより、「インター
ネット安全教室」を全国各地で開催し、一般利用者における情報セキュリティに関する基
礎的な知識の普及を図る。
【指標：実施回数、受講人数】

・インターネットの安心・安全な利用にかかるフィルタリング普及啓発セミナーを全国で
実施。本セミナーにおいては、青少年や保護者に加え、教職員や住民等青少年を取り巻く
関係者に対し、青少年のインターネット利用にかかるリスクとその対策をすることで、関
係者全体のインターネットリテラシーの向上と保護者等による実効的な自主的対策の促進
を図った。また、セミナー後のアンケート調査により、行動に結びつく意識変容があった
か計測した。平成21年度は、42回。平成22年度は58回。23年度は40回。平成24年度実施回
数は30回、受講人数は3709人。平成25年度実施回数は15回、受講人数は1772人。理解度
は、それぞれ、保護者・教職員;91.2％、小中学生;95.6％、高校生;87.1％。
平成24年度は、上記フィルタリング普及啓発セミナーに加えて、新たにインストラクター
等の指導者向けセミナーを行い、インターネット接続機器についての最新情報等の更新支
援を行った。平成24年度実施回数は11回、受講人数は247人。平成25年度実施回数は20回、
478人。
・警察庁及び都道府県警察の協力の下、全国各地のＮＰＯ等と連携し、「インターネット
安全教室」を開催。平成21年度は154回。平成22年度は158回。平成23年度は159回。平成24
年度実施回数は150回、受講人数は9050人。平成25年度実施回数は120回、受講人数は7968
人。

383,013千円
の内数

378,862千円
の内数

375,378千円
の内数

経産

学校における保護者等
に対する啓発活動の実
施を推進

（g）
・平成20年7月25日付けの初等中等教育局長、スポーツ青少年局長通知において、教育委員
会、都道府県等に対して、入学式時の保護者説明会など効果的な説明の機会を捉えて、啓
発活動を行い、児童生徒が使用する携帯電話等においてフィルタリングが利用されるよう
努めることを周知。
･平成21年1月30日付けの初等中等教育局長通知において、学校等に対して、保護者を始め
とする関係者に、効果的な説明の機会を捉えて携帯電話等を通じた有害情報の危険性や対
応策についての啓発活動を積極的に行い、家庭における携帯電話利用に関するルールづく
りやフィルタリングの利用促進に努めることを周知。

・左記の通知に基づいて、教育委員会等において実施されているところ。
また、平成23年3月23日、教育委員会、都道府県等に対し、青少年が使用する携帯電話等で
フィルタリングが利用されるよう努めることについて協力を依頼する通知を発出。
・平成26年2月19日付け情報教育課長、児童生徒課長、青少年課長の連名でスマートフォン
やソーシャルメディア等の安心・安全な利用のための啓発活動等の取組を「春の安心ネッ
ト・新学期一斉行動」として集中的に展開するために関係者に協力を求める通知を発出。 文科

青少年・教職員・保護
者等に対するインター
ネットの適切な利用に
関する啓発講座の実施
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

いわゆる「ネットいじ
め」やそれを始めとし
たインターネット上の
トラブルに対する取組
の推進

（a）
○「ネット上のいじめ」に対する取組について
「ネット上のいじめ」に関して、学校や教育委員会が各地域の実情に応じた取組の充実を
図るため、以下の施策を実施。
・平成20年6月、池坊元副大臣主宰の「子どもを守り育てる体制づくりのための有識者会
議」において、「ネット上のいじめ」への対応について議論を行い、「『ネット上のいじ
め』から子どもたちを守るために　－見直そう！ケータイ・ネットの利用のあり方を－」
を第二次まとめとして取りまとめた。また、保護者向けの啓発リーフレットを各学校・Ｐ
ＴＡ・教育委員会等に配布した。
・平成21年1月30日付けの初等中等教育局長通知において、学校における携帯電話の取扱い
について、小中学校への原則持ち込み禁止、高等学校の校内での使用制限等の指針を示し
た。
・平成22年度、23年度において、学校ネットパトロールに関する調査研究協力者会議を実
施し、平24年9月に報告書を取りまとめた。
・平成25年6月に成立したいじめ防止対策推進法において、いじめの定義について「イン
ターネットを通じて行われるものを含む」とされ、インターネットを通じて行われるいじ
めに対する対策の推進についても規定された。
・平成25年10月には、いじめ防止対策推進法に基づき「いじめの防止等のための基本的な
方針」が策定され、
　国は、児童生徒に情報モラルを身に付けさせる指導の充実を図るとともに、ネット上の
いじめに対処する体制を整備すること
　地方公共団体は、ネットパトロールの実施などネット上のいじめに対処する体制の整備
に努めるとともに、児童生徒がネット上のいじめに巻き込まれていないかどうかを監視す
る関係機関又は関係団体の取組を支援し、また、児童生徒及びその保護者に対する必要な
啓発活動を実施すること
等が盛り込まれた。
・平成26年度には、都道府県・指定都市における，ネットパトロール監視員や民間の専門
機関の活用等による学校ネットパトロールの取組への支援を新たに行うこととしている。

・「ネット上のいじめ」に関する対応マニュアル・事例集を作成（平成20年11月）、21年
度も引き続き各学校・教育委員会に配付した。
・平成21年1月30日初等中等教育局長通知「学校における携帯電話の取扱い等について」を
発出、各教育委員会の担当者を集めた会議等で周知を図った。
・平成22年度及び平成23年度において、各自治体における学校ネットパトロールの取組状
況に関する調査や関係者からのヒアリングによる実態把握などを踏まえ、学校ネットパト
ロールの効果的な実施の在り方等について検討を行った。平成24年度には報告書を取りま
とめ、教育委員会等に配布した。

文科

（a）
○インターネットの適切な利用に関する啓発活動（再掲）
非行防止教室、サイバーセキュリティに関する講習において、インターネットの利用に起
因した青少年の犯罪被害状況等の情報提供を行うなど、インターネットの適切な利用に関
する啓発活動を推進する。

・警察庁から都道府県警察に対しフィルタリングの普及促進と適切な利用のための啓発活
動等の取組みを強化するよう指示しているところ、各都道府県警察においては、非行防止
教室やサイバーセキュリティ講習等の場で、児童や保護者、学校等教育機関等に対し、出
会い系サイトなどに関連した犯罪の被害状況及び被害防止対策等について、講演の実施や
リーフレット配布等の広報啓発活動を推進
・警察庁ウェブサイトにおいて、平成25年6月に作成した出会い系サイトなどに関連した犯
罪被害防止のためのリーフレットを掲載したほか、平成26年2月のサイバー空間の脅威に対
する対処能力の強化のための広報月間において、サイバー犯罪の被害防止のための対応策
等を掲載

2,981千円
（リーフレット

の配布）

2,981千円
（リーフレット

の配布）

3,066千円
（リーフレット

の配布）

警察

（b）
○e-ネットキャラバンの実施（再掲）
総務省、文部科学省及び通信関係団体等が連携し子どもたちのインターネットの安全・安
心利用に向けて、保護者、教職員及び児童生徒を対象とした啓発講座を実施する。
【指標：実施件数、受講人数】

児童生徒・保護者・教職員等を対象とした子どもたちのインターネットの安心・安全利用
に関する啓発講座(e-ネット安心講座)を実施。（平成25年度実施件数：2,073件、受講人
数：約33万人）

5,986千円の内
数

7,997千円の
内数

8,328千円の
内数

総務、文
科

（c）
○保護者等に対するネットリテラシー教育の強化（再掲）
青少年・保護者及び学校関係者を対象として、フィルタリングの重要性及びインターネッ
トの適切な利用法についての説明会を実施。今後、教育現場等において保護者や子どもを
対象としたセミナーを全国で実施し、インターネット上の違法・有害情報の現状及び対処
策に関する理解向上を図りつつ、アンケート等を用いた効果測定を行う。
【指標：アンケート等による理解度】

全国のＮＰＯ等と連携し、警察庁等の協力の下、実施している「インターネット安全教
室」を開催。引き続き、警察庁と密接に連携することにより、「インターネット安全教
室」を全国各地で開催し、一般利用者における情報セキュリティに関する基礎的な知識の
普及を図る。
【指標：実施回数、受講人数】

・インターネットの安心・安全な利用にかかるフィルタリング普及啓発セミナーを全国で
実施。本セミナーにおいては、青少年や保護者に加え、教職員や住民等青少年を取り巻く
関係者に対し、青少年のインターネット利用にかかるリスクとその対策をすることで、関
係者全体のインターネットリテラシーの向上と保護者等による実効的な自主的対策の促進
を図った。また、セミナー後のアンケート調査により、行動に結びつく意識変容があった
か計測した。平成21年度は、42回。平成22年度は58回。23年度は40回。平成24年度実施回
数は30回、受講人数は3709人。平成25年度実施回数は15回、受講人数は1772人。理解度
は、それぞれ、保護者・教職員;91.2％、小中学生;95.6％、高校生;87.1％。
平成24年度は、上記フィルタリング普及啓発セミナーに加えて、新たにインストラクター
等の指導者向けセミナーを行い、インターネット接続機器についての最新情報等の更新支
援を行った。平成24年度実施回数は11回、受講人数は247人。平成25年度実施回数は20回、
478人。
・警察庁及び都道府県警察の協力の下、全国各地のＮＰＯ等と連携し、「インターネット
安全教室」を開催。平成21年度は154回。平成22年度は158回。平成23年度は159回。平成24
年度実施回数は150回、受講人数は9050人。平成25年度実施回数は120回、受講人数は7968
人。

383,013千円
の内数

378,862千円
の内数

375,378千円
の内数

経産

　（１）地域・民間団体・事業者による教育・啓発活動への支援
青少年が実際にイン
ターネット上のトラブ
ルや犯罪に巻き込まれ
た事例及びその対応策
等をまとめた事例集の
提供及び青少年等に対
するインターネットの
適切な利用に関する啓
発講座（再掲）

　（４）「ネット上のいじめ」に対する取組等の推進

2．社会における教育・啓発の推進
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

（d）スマートフォンが青少年にも普及・浸透する中、安心・安全に利用するために青少年
や保護者が把握しておくべき情報共有について、地域における関係者(自治体、PTA、消費
者団体、学校関係者、有識者、事業者、NPO等)の連携体制について整備するとともに、リ
テラシー向上に向け、安心ネットづくり促進協議会とも連携し、セミナー、シンポジウム
を通じたリテラシー向上に取り組むこととする。
【指標:開催地域、開催回数】

高校生におけるスマートフォンの普及が目覚しい状況を踏まえ、各地域で関係者が幅広く
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
総合通信局がが中心的役割となり推進しており、PTA、自治体等の地域の関係者との連携体
制を構築し草の根レベルでの周知啓発活動(研修会・セミナー)を開催している。平成25年
度においてはセミナー等を42回、研修会を2,190回開催した。

7,997千円の
内数

8,328千円の
内数

総務

（e）
情報セキュリティ対策を講じるための基本的な情報を提供することを目的としたウェブサ
イトの運営(「国民のための情報セキュリティサイト」の運営)
【指標：アクセス数など利用状況がわかるもの】

「国民のための情報セキュリティサイト」について、情報通信の利用動向及び情報セキュ
リティの状況等を踏まえたコンテンツを作成し、情報提供を行っている。スマートフォン
やSNS等の新たな技術やサービスの登場等情報セキュリティ対策を取り巻く環境の変化を踏
まえ、平成25年4月にサイトのリニューアルを実施するとともに、適宜最新のトピックを追
加するなど国民への情報提供を行った。平成25年度平均月間トップページアクセス数
（ページビュー）：117,673回/月

82,981千円
の内数

55,388千円
の内数

56,535千円
の内数

総務

（f）
2009年に産学、地域を含む様々な関係者により設立された安心ネットづくり促進協議会に
よる青少年のインターネット環境整備のための調査研究活動、啓発活動等を支援する。
【指標:省庁がオブザーバー参加している活動の数等】

平成21年２月、誰もが安心かつ安全にインターネットを利用できる環境の整備を目的と
し、利用者・産業界・教育関係者等が連携した取組として、安心ネットづくり促進協議会
が設立され、全国各地域での啓発活動（地域事業）や利用環境整備に関する目標を共有す
る国民運動（全国事業）、ネットが青少年に与える影響等の学術的調査・検証等の活動に
対し、平成21年度から必要な情報提供や助言等の支援を行っている。
安心ネットづくり促進協議会の普及啓発広報委員会(2回開催)や調査研究委員会(2回開催)
などにオブザーバーとして参加し、国としての普及啓発活動の取り組み等について共有す
るなど有機的な活動を行った。

総務

（g）
○青少年を取り巻く有害環境対策の推進
青少年を取り巻く有害環境対策として、
・全国規模の学校関係団体やＰＴＡ、通信関係団体など関係業界・団体の連携強化を目的
とした「ネット安全安心全国推進会議」の開催する。
・スマートフォンなど日々進化して急速に普及していくネット環境に対応するため、新た
な課題等を青少年・保護者に対し普及啓発するとともに、ネットパトロールの推進など学
校・家庭・地域が連携した先進的な取り組みを充実させ、地域における有害情報対策を推
進する事業を実施する。
・インターネット上のマナーや家庭でのルールづくりの重要性を周知するための有識者等
による「ネットモラルキャラバン隊」を結成し、全国保護者を対象とした学習・参加型の
タウンミーティングやワークショップなどを開催する。
・インターネットにつながる新たな機器への対応や緊急時に有効なインターネットの活用
法などについて、青少年が研修・発信するワークショップ事業を実施する。

【指標：アンケートによる理解度】

・地域における取組体制の構築、有害情報に関する普及啓発、ネットパトロール等の地域
の実情に応じた取組について平成21年度は25地域、平成22年度においては、17地域を支援
している。平成24年度は、新たに地域における有害情報対策推進事業を5地域に支援した。
また、関係業界・団体の連携を強化する「ネット安全安心全国推進会議」を平成22年2月16
日開催し、同会議の取組の一環である「ネット安全安心全国推進フォーラム」を平成22年3
月6日に開催した。平成23年度は、平成24年3月17日に、平成24年度は、平成25年3月16日に
同フォーラムを開催した。（平成22年度は東日本大震災により中止。）平成25年度は、平
成26年3月8日に開催した。
・地域における教育・啓発活動の支援を継続するとともに、新たに有識者等によるネット
モラルキャラバン隊を結成し学習・参加型のシンポジウムを開催した。
キャラバン隊のアンケートによる理解度及び有用度

【H24：6か所で実施】
・「とても分かりやすかった」：29,9％　・「とても参考になった」：34,5％
・「分かりやすかった」：59,2％　　　　 ・「参考になった」：57,4％
・「やや分かりにくかった」：3,9％　　　・「あまり参考にならなかった」2,8％
・「分かりにくかった」：0,5％　　　　　　・「参考にならなかった」0,3％
【H25：12か所で実施】
・「とても分かりやすかった」：32.1％　・「とても参考になった」：37,7％
・「分かりやすかった」：58,3％　　　　 ・「参考になった」：56,2％
・「やや分かりにくかった」：4,9％　　　・「あまり参考にならなかった」2,3％
・「分かりにくかった」：0,3％　　　　　　・「参考にならなかった」0,3％
・青少年安心ネット・ワークショップについては、インターネットにつながる新たな機器
への対応方法などについて、青少年自身が研修し・発信するワークショップ事業を実施し
た。
【H24】１か所　【H25】4か所

59,873千円
の内数

64,706千円
の内数

38,399千円
の内数

文科

地域、民間団体、事業
者などによる教育・啓
発活動のための取組体
制の構築、シンポジウ
ム等の開催などによる
支援
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

民間団体が実施する青
少年のインターネット
利用能力検定の利用促
進

（h）
「インターネットにおけるルール＆マナー検定」等、青少年のインターネット利用能力検
定の保護者・青少年への普及広報を図り、青少年のインターネットリテラシーの向上を図
る。

平成21年度以降継続して、フィルタリング普及啓発セミナー等にて、「インターネットに
おけるルール＆マナー検定」にかかる情報提供を実施。

383,013千円
の内数

378,862千円
の内数

375,378千円
の内数

経産

（i）
メディアの健全な利用に必要なメディアリテラシーを向上するため教材等（指導方法や必
要な情報を収録したガイドブックを含む）を開発し普及を図る。
すでに小学校５，６年生を主な対象とする教材は開発し公開中
（http://www.soumu.go.jp/ict-media/ ）(再掲)
【指標：アクセス数など利用状況がわかるもの】

「伸ばそうICTメディアリテラシー」において、学齢・使用者ごとのコンテンツを掲載し、
情報提供を行っている。平成25年度平均月間トップページアクセス数（ページビュー）：
4,131回/月(再掲)

39,000千円
の内数

25,926千円 0

総務

（b）
○青少年を取り巻く有害環境対策の推進（再掲）
青少年を取り巻く有害環境対策として、
・携帯電話やスマートフォンのインターネット利用に際しての留意点やトラブル・犯罪被
害の例、対応方法のアドバイスなどを盛り込んだ子ども向けリーフレットを作成する（PTA
団体・都道府県教育委員会等に対して配布）。
・有害情報に係る犯罪・被害、トラブルの対応事例に関する啓発資料を作成する。
【指標：リーフレット配布数、配布先及びホームページ上からのダウンロード数】

・携帯電話のインターネット利用に際しての留意点やトラブル・犯罪被害の例、対応方法
のアドバイスなどを盛り込んだ子ども向けリーフレット「ちょっと待って、ケータイ」を
平成22年2月17日に全国の小学6年生等に配布した。
・携帯電話利用に係る親子のルールづくり等に関するリーフレット「ちょっと待って！は
じめてのケータイ」を平成22年2月17日に各都道府県教育委員会、PTA連絡協議会等へ配布
した。
・上記2つのリーフレットは現在、文部科学省のホームページでダウンロード可能。
・有害情報に係る犯罪・被害、トラブルの対応事例に関する啓発用映像資料の作成し、平
成22年3月10日に各都道府県教育委員会、PTA連絡協議会等へ配付した。
・携帯電話やスマートフォンの利用に際し、インターネットを通じたSNSやアプリ等が持つ
危険性を紹介する子ども向けリーフレット「ちょっと待って！ケータイ＆スマホ」を各都
道府県教育委員会や関係機関へ配布した。
ホームページ上からのダウンロード数
【H24】
・「ちょっと待って、ケータイ」3,821件
・「ちょっと待って！はじめてのケータイ」4,845件
【H25】
・「ちょっと待って！ケータイ＆スマホ」18,370件

59,873千円
の内数

64,706千円
の内数

38,399千円
の内数

文科

(k)
青少年のインターネット環境整備に向けた官民の取組の見直し等に役立てることを目的と
して、青少年のインターネットリテラシー指標の整備を行う。
【指標:地域数、受験人数】

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を開発し、平成254年6月から7月にかけて全国11地域、
約32,500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・比較した結果
を公表した。 総務

ポータルサイト等を活
用した、わかりやすく
利便性の高い情報提供
の実施

（a）
「インターネット上の違法・有害情報対策ポータルサイト」の活用により、違法有害情報
対策に関する総合的な情報提供を実施

インターネット上の違法・有害情報に関する現状やこれに対する官民の取組について、
ポータルサイトを活用し、随時必要な情報提供を実施。

官房
（ＩＴ）

啓発資料の作成・提供
（再掲）

　（２）ポータルサイトを活用したわかりやすく速やかな情報提供
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

既にサイバー防犯ボラ
ンティアとして活動し
ている団体のノウハウ
を調査研究するなどし
て、新たなサイバー防
犯ボランティアを育
成・支援し、同ボラン
ティアにより青少年の
インターネットの適切
な利用に関する教育や
啓発活動を行って、国
民参加の気運を醸成
し、安全で安心なイン
ターネット空間の実現
に向けた取組を推進

（a）
サイバー防犯ボランティア活動に関する課題や改善点、活動上の具体的留意事項、関係機
関・団体との連携・支援が望まれる事項等を抽出・整理した「活動マニュアル」及び「育
成カリキュラム」を作成配布するなどして、新たなサイバー防犯ボランティアを育成・支
援するとともに、既存の防犯ボランティア団体の活動を促進させ、サイバー防犯ボラン
ティアによる犯罪被害防止のための教育活動や広報啓発活動を推進する。
【指標：サイバー防犯ボランティア団体数・活動員数】

・平成24年度においては、サイバー空間におけるボランティア活動の促進を図るため、既
存のサイバー防犯ボランティア団体に対しアンケート調査を実施するなどして、ボラン
ティア活動に関する基本的心得、具体的な活動方法等をまとめた「サイバー防犯ボラン
ティア活動のためのマニュアル（モデル）」及び初めてボランティア活動を行う際に最低
限必要と思われる知識と技能を習得するための「サイバー防犯ボランティア育成のための
研修カリキュラム（モデル）」を作成し、警察庁ホームページに掲載するなどして、新た
なサイバー防犯ボランティアの結成を促進するとともに、既存の防犯ボランティア団体の
活動支援を推進。
・平成25年度においては、上記マニュアル等を活用し、活動実態と要望に沿った支援を推
進。
・平成25年4月１日時点で各都道府県警察が把握しているサイバー防犯ボランティア団体数
75団体、活動員数3,858人。

3,032千円

警察

スマートフォンを始め
とする新たな機器の出
現などにより、青少年
が安全に安心してイン
ターネットを活用する
ために必要なリテラ
シーが多様化している
ところ、青少年のイン
ターネットリテラシー
に関する指標を策定
し、これを青少年に適
用することで、青少年
のインターネットリテ
ラシーを計測し、その
分析結果に基づいたイ
ンターネットリテラ
シーの向上施策を推進

(a)
○平成23年秋より、総務省において青少年のインターネット・リテラシー、中でもオンラ
イン上の危険に対応するためのリテラシーを可視化し、これを分析する取組を開始してお
り、この取組を今後も推進する。
【指標：テストの実施回数、実施地域等】

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を開発し、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・比較した結果を
公表した。

総務

　(3)サイバー防犯ボランティア育成・支援の推進

　(4)インターネットリテラシーに関する指標策定の取組
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

（a）
○インターネットの適切な利用に関する啓発活動（再掲）
非行防止教室、サイバーセキュリティに関する講習において、インターネットの利用に起
因した青少年の犯罪被害状況等の情報提供を行うなど、インターネットの適切な利用に関
する啓発活動を推進する。

・警察庁から都道府県警察に対しフィルタリングの普及促進と適切な利用のための啓発活
動等の取組みを強化するよう指示しているところ、各都道府県警察においては、非行防止
教室やサイバーセキュリティ講習等の場で、児童や保護者、学校等教育機関等に対し、出
会い系サイトなどに関連した犯罪の被害状況及び被害防止対策等について、講演の実施や
リーフレット配布等の広報啓発活動を推進
・警察庁ウェブサイトにおいて、平成25年６月に作成した出会い系サイトなどに関連した
犯罪被害防止のためのリーフレットを掲載したほか、平成２６年２月のサイバー空間の脅
威に対する対処能力の強化のための広報月間において、サイバー犯罪の被害防止のための
対応策等を掲載

2,981千円
（リーフレット

の配布）

2,981千円
（リーフレット

の配布）

3,066千円
（リーフレット

の配布）

警察

（b）
○e-ネットキャラバンの実施（再掲）
総務省、文部科学省及び通信関係団体等が連携し、子どもたちのインターネットの安全・
安心利用に向けて、保護者、教職員及び児童生徒を対象とした啓発講座を実施する。
【指標：実施件数、受講人数】

児童生徒・保護者・教職員等を対象とした子どもたちのインターネットの安心・安全利用
に関する啓発講座(e-ネット安心講座)を実施。（平成25年度実施件数：2,073件、受講人
数：約33万人）

5,986千円
の内数

7,997千円の
内数

総務、文
科

（c）
○学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業による学習機会の提供
多くの親が集まる様々な機会を活用して青少年のインターネットの適切な利用に関する啓
発講座など家庭教育に関する学習機会の提供といった地域の取組を支援。

家庭教育に関する学習機会において、子どもの携帯電話やインターネット利用について理
解や知識を深めるための講座等が実施された。

学校・家庭・地
域の連携協力推

進事業
8,516,196千円

の内数

学校・家庭・地
域の連携協力推

進事業
4,923,535千円

の内数

学校・家庭・地
域の連携協力推

進事業
3,813,980千円

の内数
文科

（d）
○保護者等に対するネットリテラシー教育の強化（再掲）
青少年・保護者及び学校関係者を対象として、フィルタリングの重要性及びインターネッ
トの適切な利用法についての説明会を実施。今後、教育現場等において保護者や子どもを
対象としたセミナーを全国で実施し、インターネット上の違法・有害情報の現状及び対処
策に関する理解向上を図りつつ、アンケート等を用いた効果測定を行う。
【指標：アンケート等による理解度】

全国のＮＰＯ等と連携し、警察庁等の協力の下、実施している「インターネット安全教
室」を開催。引き続き、警察庁と密接に連携することにより、「インターネット安全教
室」を全国各地で開催し、一般利用者における情報セキュリティに関する基礎的な知識の
普及を図る。
【指標：実施回数、受講人数】

・インターネットの安心・安全な利用にかかるフィルタリング普及啓発セミナーを全国で
実施。本セミナーにおいては、青少年や保護者に加え、教職員や住民等青少年を取り巻く
関係者に対し、青少年のインターネット利用にかかるリスクとその対策をすることで、関
係者全体のインターネットリテラシーの向上と保護者等による実効的な自主的対策の促進
を図った。また、セミナー後のアンケート調査により、行動に結びつく意識変容があった
か計測した。平成21年度は、42回。平成22年度は58回。23年度は40回。平成24年度実施回
数は30回、受講人数は3709人。平成25年度実施回数は15回、受講人数は1772人。理解度
は、それぞれ、保護者・教職員;91.2％、小中学生;95.6％、高校生;87.1％。
平成24年度は、上記フィルタリング普及啓発セミナーに加えて、新たにインストラクター
等の指導者向けセミナーを行い、インターネット接続機器についての最新情報等の更新支
援を行った。平成24年度実施回数は11回、受講人数は247人。平成25年度実施回数は20回、
478人。
・警察庁及び都道府県警察の協力の下、全国各地のＮＰＯ等と連携し、「インターネット
安全教室」を開催。平成21年度は154回。平成22年度は158回。平成23年度は159回。平成24
年度実施回数は150回、受講人数は9050人。平成25年度実施回数は120回、受講人数は7968
人。

383,013千円
の内数

378,862千円
の内数

375,378千円
の内数

経産

　（１）「親子のルールづくり」など家庭における取組への支援
３．家庭における教育・啓発の推進

保護者等に対する青少
年のインターネットの
適切な利用に関する啓
発講座の実施（再掲）
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

（e）
○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等に関する法律」の周
知に係る広報啓発
青少年インターネット環境整備法の趣旨及び目的等を周知するため、地方公共団体、関係
事業者、保護者に対して、リーフレット等の広報資材を作成・配布等の広報啓発活動を実
施する。
【指標：青少年インターネット環境整備法の認知度】

・青少年インターネット環境整備法の施行（平成21年４月）に当たり、同法の趣旨及び内
容等を周知するため、関係省庁と協力の上、リーフレット等を作成・配布した。
・平成21年度及び平成22年度においては、中学生及び保護者を主な対象とする「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）を作成・配布した。
・平成23年度及び平成24年度においても、青少年インターネット環境整備法の周知に係る
啓発活動を継続して実施。
・平成24年度においては、「保護者に対する普及啓発支援」検討会議における有識者によ
る検討を行い、検討結果を報告書として公表した。また、検討結果に基づいた保護者向け
普及啓発パンフレットを作成し、内閣府ホームページに掲載した。平成25年2月28日に、都
道府県・指定都市青少年行政主管課長（67カ所）に対して、報告書及びパンフレットを紹
介しつつ重点的な普及啓発活動の依頼を行った。
・平成26年2月21日に、都道府県・指定都市青少年行政主管課長(67カ所)、青少年の非行防
止月間の協力・協賛団体、児童ポルノ排除協議会の構成団体及び青少年の健全育成・相談
支援等に係る関係団体に対して、平成26年1月に作成した保護者向けリーフレットを紹介し
つつ、関係府省庁・関係事業者等と協力し、「春のあんしんネット・新学期一斉行動」と
して、重点的な普及啓発活動の依頼を行った。

【青少年インターネット環境整備法の認知度】
「法があることを知っている」と答えた保護者の割合は、以下のように推移している。
「青少年インターネット利用環境実態調査(保護者調査)」より。
平成21年度　平成22年度　平成23年度　平成24年度　平成25年度
30.9%　　　 35.3%　　　 31.9%　　　 25.5%　　　 29.9%

5,333千円
の内数

5,741千円
の内数

府

（b）
○青少年を取り巻く有害環境対策の推進（再掲）
青少年を取り巻く有害環境対策として、
・携帯電話やスマートフォンのインターネット利用に際しての留意点やトラブル・犯罪被
害の例、対応方法のアドバイスなどを盛り込んだ子ども向けリーフレットを作成する（PTA
団体・都道府県教育委員会等に対して配布）。
・有害情報に係る犯罪・被害、トラブルの対応事例に関する啓発資料を作成する。
【指標：リーフレット配布数、配布先及びホームページ上からのダウンロード数】

・携帯電話のインターネット利用に際しての留意点やトラブル・犯罪被害の例、対応方法
のアドバイスなどを盛り込んだ子ども向けリーフレット「ちょっと待って、ケータイ」を
平成22年2月17日に全国の小学6年生等に配布した。
・携帯電話利用に係る親子のルールづくり等に関するリーフレット「ちょっと待って！は
じめてのケータイ」を平成22年2月17日に各都道府県教育委員会、PTA連絡協議会等へ配布
した。
・上記2つのリーフレットは現在、文部科学省のホームページでダウンロード可能。
・有害情報に係る犯罪・被害、トラブルの対応事例に関する啓発用映像資料の作成し、平
成22年3月10日に各都道府県教育委員会、PTA連絡協議会等へ配付した。
・携帯電話やスマートフォンの利用に際し、インターネットを通じたSNSやアプリ等が持つ
危険性を紹介する子ども向けリーフレット「ちょっと待って！ケータイ＆スマホ」を各都
道府県教育委員会や関係機関へ配布した。
ホームページ上からのダウンロード数
【H24】
・「ちょっと待って、ケータイ」3,821件
・「ちょっと待って！はじめてのケータイ」4,845件
【H25】
・「ちょっと待って！ケータイ＆スマホ」18,370件

59,873千円
の内数

64,706千円
の内数

38,399千円
の内数

文科

（g）
○保護者等に対するネットリテラシー教育の強化（再掲）
青少年・保護者及び学校関係者を対象として、フィルタリングの重要性及びインターネッ
トの適切な利用法についての説明会を実施。今後、教育現場等において保護者や子どもを
対象としたセミナーを全国で実施し、インターネット上の違法・有害情報の現状及び対処
策に関する理解向上を図りつつ、アンケート等を用いた効果測定を行う。
【指標：アンケート等による理解度】

全国のＮＰＯ等と連携し、警察庁等の協力の下、実施している「インターネット安全教
室」を開催。引き続き、警察庁と密接に連携することにより、「インターネット安全教
室」を全国各地で開催し、一般利用者における情報セキュリティに関する基礎的な知識の
普及を図る。
【指標：実施回数、受講人数】

・インターネットの安心・安全な利用にかかるフィルタリング普及啓発セミナーを全国で
実施。本セミナーにおいては、青少年や保護者に加え、教職員や住民等青少年を取り巻く
関係者に対し、青少年のインターネット利用にかかるリスクとその対策をすることで、関
係者全体のインターネットリテラシーの向上と保護者等による実効的な自主的対策の促進
を図った。また、セミナー後のアンケート調査により、行動に結びつく意識変容があった
か計測した。平成21年度は、42回。平成22年度は58回。23年度は40回。平成24年度実施回
数は30回、受講人数は3709人。平成25年度実施回数は15回、受講人数は1772人。理解度
は、それぞれ、保護者・教職員;91.2％、小中学生;95.6％、高校生;87.1％。
平成24年度は、上記フィルタリング普及啓発セミナーに加えて、新たにインストラクター
等の指導者向けセミナーを行い、インターネット接続機器についての最新情報等の更新支
援を行った。平成24年度実施回数は11回、受講人数は247人。平成25年度実施回数は20回、
478人。
・警察庁及び都道府県警察の協力の下、全国各地のＮＰＯ等と連携し、「インターネット
安全教室」を開催。平成21年度は154回。平成22年度は158回。平成23年度は159回。平成24
年度実施回数は150回、受講人数は9050人。平成25年度実施回数は120回、受講人数は7968
人。

383,013千円
の内数

378,862千円
の内数

375,378千円
の内数

経産

（h）
メディアの健全な利用に必要なメディアリテラシーを向上するため教材等（指導方法や必
要な情報を収録したガイドブックを含む）を開発し普及を図る。
すでに小学校５，６年生を主な対象とする教材は開発し公開中
（http://www.soumu.go.jp/ict-media/ ）(再掲)
【指標：アクセス数など利用状況がわかるもの】

「伸ばそうICTメディアリテラシー」において、学齢・使用者ごとのコンテンツを掲載し、
情報提供を行っている。平成25年度平均月間トップページアクセス数（ページビュー）：
4,131回/月(再掲)

39,000千円
の内数

25,926千円 0

総務

携帯電話利用に係る親
子のルールづくり、い
わゆるプロフなどの利
用上のリスクやイン
ターネット上のトラブ
ルなどへの対応方法等
について、家庭におけ
る取組を支援
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

（a）
携帯電話事業者等のサービスによるペアレンタルコントロールについては、各事業者にお
ける導入状況を踏まえ、新たに利用可能となったサービスについて周知・啓発を支援す
る。
さらに、機能限定携帯端末についても携帯電話事業者や端末開発事業者における検討を踏
まえながら、普及促進を支援する。
【指標：店頭での取組み、HPでの周知】

平成21年２月に設立された安心ネットづくり促進協議会の取組を通じて、自治体、ＮＰ
Ｏ、携帯事業者等による保護者向けの啓発活動、機能限定携帯の普及活動を支援してい
る。
各携帯電話事業者において、ネット安全教室やフィルタリング普及啓発に向けたセミナー
を開催し、親子間でのルール作りの必要性やペアレンタルコントロール等携帯電話を使う
際のマナーやトラブルへの対処方法などを啓発する取組を実施。平成25年度実施の各社の
携帯安全教室の参加人数合計は約154万名。

総務

（b）
インターネット安全教室等を通じ、フィルタリングの機能の高度化等を通じたペアレンタ
ルコントロールの方法について普及啓発を行うほか、コミュニティサイトの機能や管理体
制に応じたリスク等に関する普及啓発を支援・推進する。
【指標：実施回数、受講人数】

平成21年度以降、インターネット安全教室やフィルタリング普及啓発セミナーを実施し、
フィルタリングの機能の高度化等を中心とした適切なペアレンタルコントロールや、コ
ミュニティサイトの適切な利用の方法について周知。平成25年度のインターネット安全教
室の実施回数は120回、受講人数は7968人、フィルタリング普及啓発セミナーの実施回数は
15回、受講人数は1772人。

383,013千円
の内数

378,862千円
の内数

375,378千円
の内数

経産

普及啓発活動におい
て、法の趣旨に沿った
フィルタリングの利用
や家庭内でのルールづ
くりなどの取組を推進
する上で、保護者に対
する更なる理解及び自
主的な取組促進が重要
であることから、その
ための効果的な普及啓
発の支援策について、
有識者による検討を行
い、その検討結果に基
づき普及啓発支援を実
施

(a)
保護者に対する普及啓発の支援策について、有識者による検討を行う。その検討結果に基
づき、啓発資料等を作成し、普及啓発支援を実施する。
【指標：通知先数】

・平成24年度においては、「保護者に対する普及啓発支援」検討会議における有識者によ
る検討を行い、検討結果を報告書として公表している。また、平成25年度においても、検
討結果に基づいた保護者向け普及啓発資料を作成し、内閣府ホームページに掲載してい
る。
・平成25年2月28日に、都道府県・指定都市青少年行政主管課長(67カ所)に対して、報告書
及びパンフレットを紹介しつつ重点的な普及啓発活動の依頼を行った。
・平成26年2月21日に、都道府県・指定都市青少年行政主管課長(67カ所)、青少年の非行防
止月間の協力・協賛団体、児童ポルノ排除協議会の構成団体及び青少年の健全育成・相談
支援等に係る関係団体に対して、平成26年1月に作成した保護者向けリーフレットを紹介し
つつ、関係府省庁・関係事業者等と協力し、「春のあんしんネット・新学期一斉行動」と
して、重点的な普及啓発活動の依頼を行った。

5,333千円
の内数

5,741千円
の内数

府

ペアレンタルコント
ロールの周知啓発の実
施

　（２）青少年の発達段階に応じた保護者の管理（ペアレンタルコントロール）への支援

　(3)保護者に対する有効な普及啓発支援の検討
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

情報教育の実施上の課
題の解決を目指した調
査研究を実施し、より
効果的な情報教育の実
施を支援

（a）
子どもたちの情報活用能力の実態について把握し、情報活用能力の育成に関する指導の充
実等を図るため、調査問題の作成（平成２４年度実施）、調査の実施、当該調査結果の分
析、指導資料の作成（平成２５年度以降に実施予定）等を行う。

・情報教育の推進等に関する調査研究を平成24年度から実施し、平成24年度においては、
情報活用能力調査の問題作成や予備調査を実施した。
・平成25年度においては、小・中学校各100校（各3,000人）程度を対象として、コン
ピュータを用いた本調査を実施した。

41,315千円 37,183千円 33,227千円

文科

（a）
総務省及び関係団体において、インターネット上のトラブルに対応するためのわかりやす
いリーフレット等を作成し、保護者への周知に努める他、地域におけるリテラシー向上に
向けて各地域における保護者の普及啓発活動に努めるものとする。また、安心ネットづく
り促進協議会や事業者団体による保護者に向けた普及啓発活動を支援する。
【指標：配布総数と配布先(webでの配信を含む)】

・平成21年２月に設立された安心ネットづくり促進協議会における、自治体、ＮＰＯ、携
帯事業者等による親子向けの地域啓発活動、リテラシー向上のための普及啓発活動に対
し、必要な情報提供や助言等の支援を行っている。
・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した。その中で関係事業者にはフィルタ
リングの説明等の徹底要請するとともに、保護者にもフィルタリングの管理の徹底等を要
請。また、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。

総務

（b）
インターネット安全教室等を通じ、フィルタリングの機能の高度化等を通じたペアレンタ
ルコントロールの方法について普及啓発を行うほか、コミュニティサイトの機能や管理体
制に応じたリスク等に関する普及啓発を支援・推進する。（再掲）
【指標：実施回数、受講人数】

平成21年度以降、インターネット安全教室やフィルタリング普及啓発セミナーを実施し、
フィルタリングの機能の高度化等を中心とした適切なペアレンタルコントロールや、コ
ミュニティサイトの適切な利用の方法について周知。平成25年度のインターネット安全教
室の実施回数は120回、受講人数は7968人、フィルタリング普及啓発セミナーの実施回数は
15回、受講人数は1772人。

383,013千円
の内数

378,862千円
の内数

375,378千円
の内数

経産

（c）
携帯電話販売代理店等の関係事業者の協力を得て、青少年契約者及びその保護者に対し
て、携帯電話利用時のマナーや注意点を機器購入時に説明する、もしくは関連資料を配布
するなど購入プロセスや利用シーンにおける啓発活動を支援する。
【指標：配布総数と配布先(webでの配信を含む)】

・平成21年２月に設立された安心ネットづくり促進協議会における、自治体、ＮＰＯ、携
帯事業者等による親子向けの地域啓発活動、リテラシー向上のための普及啓発活動に対
し、必要な情報提供や助言等の支援を行っている。
・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した。その中で関係事業者にはフィルタ
リングの説明等の徹底要請するとともに、保護者にもフィルタリングの管理の徹底等を要
請。また、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。

総務

（d）
携帯電話やパソコン等インターネット接続機器へのフィルタリングの導入を促進するた
め、全国の家電量販店や関係事業者と協力し、違法・有害情報対策キャンペーン等フィル
タリングの普及啓発活動を実施

・平成21年３月６日から１ヶ月間、全国８箇所において、家電量販店、民間の関係事業者
等と共に、官民が連携して、フィルタリング普及啓発キャンペーンを実施。
・平成22年度、経済産業省では、全国58箇所において、関係事業者とも連携しつつフィル
タリング普及啓発セミナーを実施した。平成23年度は40箇所。平成24年度は30箇所。
・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した。その中で関係事業者にはフィルタ
リングの説明等の徹底要請するとともに、保護者にもフィルタリングの管理の徹底等を要
請。また、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。
・平成23年度に引き続き平成24年度も、経済産業省では、ゲーム機メーカーに対し、パッ
ケージ等を用いた保護者に対する普及・啓発を促進。
・平成25年度、経済産業省では、ゲーム機メーカ及び家電量販店による、保護者への普
及・啓発（チラシの配布）の取り組みを促進。また、フィルタリング利用促進に関するポ
スターを作成したほか、これを家電量販店が掲示する普及・啓発の取り組みを促進。

383,013千円
の内数

378,862千円
の内数

375,378千円
の内数

府、総
務、経産

これらの取組の効果を
高めるため、利用実態
の継続的な調査を実施

(e)
青少年及びその保護者に対してゲーム機などのインターネット接続機器の利用実態調査を
継続的に実施することにより、青少年のインターネット接続機器についての利用動向等を
把握し、事業者が判断基準に応じた適切なフィルタリングに対応しているかを検証する。

・平成24年度に引き続き平成25年度も、携帯型ゲーム機やインターネット接続テレビ、携
帯多機能プレイヤー、スレート型ＰＣ等のインターネット接続機器について、青少年によ
る機器の利用実態の調査を行った。

経産

携帯電話・ＰＨＳ・
ゲーム機やインター
ネット接続機器の購入
時などを捉えた効果的
な啓発の在り方を検
討・推進

　（２）保護者に対する効果的な啓発の在り方の検討・推進

４．教育の効果的な手法の開発・普及促進のための研究支援等

保護者が青少年のイン
ターネット利用を適切
にコントロールできる
よう、インターネット
上のトラブルへの対応
に関する情報を利用で
きるようにする

　（１）効果的な情報教育の実施への支援
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

「青少年の非行・被害
防止全国強調月間」や
青少年が使用する携帯
電話・ＰＨＳ等の購入
が多く見込まれる進
学・進級時期における
集中的かつ効果的な活
動などにより、総合的
な広報啓発等を継続的
に実施

（a）
「青少年の非行・被害防止全国強調月間」等の実施や青少年が使用する携帯電話・PHS等の
購入が多く見込まれる進学・進級時期等における集中的かつ効果的な活動などにより、イ
ンターネットの適切な利用及びフィルタリングの普及促進のための総合的な広報啓発等を
継続的に実施する。
【指標：フィルタリングの認知度】

・毎年７月に、インターネット上の違法・有害情報への適切な対応を重点課題の1つとし
て、「青少年の非行・被害防止全国強調月間」を実施している。
・毎年11月に、有害環境への適切な対応を重点的な課題の１つとして、「子ども・若者育
成支援強調月間」を実施している。
・警察庁から都道府県警察に対し、フィルタリングの利用促進を図るため、進学・進級時
期の児童・保護者・教育関係者等に対する広報啓発活動の強化を指示。
・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した。その中で関係事業者にはフィルタ
リングの説明等の徹底要請するとともに、保護者にもフィルタリングの管理の徹底等を要
請。また、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。
【フィルタリングの認知度】
フィルタリングを「知っていた」または「なんとなく知っていた」と答えた保護者の割合
は、以下のように推移している。「青少年インターネット利用環境実態調査(保護者調
査)」より。
平成21年度　平成22年度　平成23年度　平成24年度　平成25年度
87.0%　　　 89.0%　　　 89.4%　　　 89.9%　　　 90.4%

府、警、
総務、法
務、文
科、経
産、

インターネット利用
者・事業者などが自ら
インターネットの利用
環境整備に向け具体的
に取り組むことを決
め、実践するなどの、
取組主体の更なる広が
りを促進する活動を支
援

(a)
スマートフォンが青少年にも普及している中、安心・安全に利用するために青少年や保護
者が把握しておくべき情報共有について、安心ネットづくり促進協議会と連携し、地域に
おける関係者(自治体、PTA、消費者団体、学校関係者、有識者、事業者、NPO等)の連携体
制について整備する。
【指標:開催イベント数等】

高校生におけるスマートフォンの普及がめざましい状況を踏まえ、総合通信局等を地域の
拠点として位置づけ、地域の関係者(自治体、教育委員会、高校校長会、高校PTA、地元有
識者等）が相互に連携し推進体制を構築し、フォーラムなどの開催(42件)や草の根レベル
での周知啓発活動（研修会等：2,190件）に取り組んでいる。
また、上記活動を展開する上で必要となる青少年/保護者への分かりやすい啓発素材を開発
するため一般財団法人マルチメディア振興センターと連携し平成25年度に「見えないトラ
ブル」、「興味本位の代償」、「何のためのスマホ」に関するDVDを作成し、効果的な啓発
活動を展開した。
・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した。その中で関係事業者にはフィルタ
リングの説明等の徹底要請するとともに、保護者にもフィルタリングの管理の徹底等を要
請。また、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。

7,997千円の
内数

総務、経
産、府

５．国民運動の展開

　（２）インターネット利用者・事業者の主体的な活動への支援

　（１）社会総がかりで取り組むための広報啓発の実施
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

(a)
関係事業者等と連携し、スマートフォンを含む携帯電話販売時等にフィルタリングの必要
性、利用上の注意点に関してリーフレットなどを利用して保護者、利用者にわかりやすい
説明を行うと共に、18歳未満の新規及び既存契約者のフィルタリング利用の意思確認を確
実に実施するなど、携帯電話フィルタリングの導入促進を図る。
【指標：フィルタリング加入者数（リーフレットなどの配布総数と配布先(webでの配信を
含む）】
【指標：フィルタリング等の利用率】

・携帯事業者および第三者機関と随時連携し、携帯電話フィルタリングサービスの周知および普及率
向上に取り組んでいるところ。青少年に対するスマートフォン販売時に、利用上注意すべき点をわか
りやすくまとめたリーフレットを配布するとともに、申込様式において契約者名と利用者名を明記さ
せ、フィルタリング利用の意思確認の徹底に取り組んでいる。(平成25年12月末現在のフィルタリング
利用者数は約790万人)
・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））がまとめられ、それを受けて、
関係事業者にフィルタリングの徹底等を要請。
・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した。その中で関係事業者にはフィルタリングの説明等の徹底要請するとと
もに、保護者にもフィルタリングの管理の徹底等を要請。また、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。

【フィルタリング等の利用率】
携帯電話・スマートフォンにおけるフィルタリング等の利用率は、以下のように推移している。「青
少年インターネット利用環境実態調査(保護者調査)」より。
　　　　　　平成21年度　平成22年度　平成23年度　平成24年度　平成25年度※
制限あり　　48.2%　　　 59.6%　　　 59.7%　　　 63.5%　　　 55.2%
制限なし　　45.7%　　　 37.1%　　　 35.5%　　　 31.3%　　　 27.7%
わからない　 6.1%　　　  3.3%　　　  4.8%　　　  5.3%　　　 17.1%
※平成21年度～平成24年度は、携帯電話（スマートフォンを含む）のフィルタリング等の利用率。
平成25年度は、携帯電話及びスマートフォンのフィルタリング等利用率を合算して集計。

総務

（b）
インターネット接続機器メーカーによるフィルタリングソフト・サービスを容易にする措
置の履行を徹底させ、判断基準に基づく適用状況を把握することによって、フィルタリン
グの利用促進を図る。
【指標：機器ごとのフィルタリング対応状況】
【指標：フィルタリング等の利用率】

平成21年３月６日から１ヶ月間、全国８箇所において、家電量販店、民間の関係事業者等と共に、官
民が連携して、フィルタリング普及啓発キャンペーンを実施。
・平成22年度、レイティング／フィルタリング連絡協議会の研究会で、望ましいフィルタリング提供
のあり方についての判断基準を策定するとともに、保護者に対して事業者等がなし得る支援策を検
討。
・平成23年度、経済産業省では、安心ネットづくり促進協議会、子どもネット研、ＪＥＩＴＡ会議等
における検討事項について参画・支援。
・平成24年５月と11月に事業者によるフィルタリング等の対応状況の調査を実施。当該調査結果及び
青少年の機器のインターネット利用状況調査に基づき、望ましいフィルタリング提供の在り方を判断
するための基準の周知・普及を進めるとともに、フィルタリング等の利用を促進。
・平成24年度に引き続き、平成25年度も事業者によるフィルタリング等の対応状況の調査を実施。平
成25年11月時点における主な機器の対応は以下のとおり。
パソコン対象機種169機種のうちフィルタリング対応169機種。
デジタルＴＶ対象機器97機種のうちプロキシサーバ方式対応80機種、パスワードロック方式17機種。

【機器ごとのフィルタリング対応状況】
インターネット接続機器におけるフィルタリング等の利用率は、以下のように推移している。「青少
年インターネット利用環境整備に係る調査(機器ごとのインターネット利用環境状況調査報告書)」よ
り。
平成23年度　平成24年度　平成25年度
21.8%　　　　　19.8%　　　　　21.7%
【フィルタリング等の利用率】
携帯電話・スマートフォンにおけるフィルタリング等の利用率は、以下のように推移している。「青
少年インターネット利用環境実態調査(保護者調査)」より。
　　　　　　平成21年度　平成22年度　平成23年度　平成24年度　平成25年度※
制限あり　　48.2%　　　 59.6%　　　 59.7%　　　 63.5%　　　 55.2%
制限なし　　45.7%　　　 37.1%　　　 35.5%　　　 31.3%　　　 27.7%
わからない　 6.1%　　　  3.3%　　　  4.8%　　　  5.3%　　　 17.1%
※平成21年度～平成24年度は、携帯電話（スマートフォンを含む）のフィルタリング等の利用率。
平成25年度は、携帯電話及びスマートフォンのフィルタリング等利用率を合算して集計。

428，808千円
の内数

経産

　（１）フィルタリング提供義務等の実施徹底

第３　青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及等に係る施策に関する事項
１．事業者によるフィルタリング提供義務等の実施徹底及び保護者への説明等の推進

青少年インターネット
環境整備法に基づく事
業者におけるフィルタ
リング提供などの義務
の実施を徹底
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

出会い系サイト規制法
に基づくいわゆる出会
い系サイトの利用を防
止するためのフィルタ
リングその他の手段を
関係事業者が提供する
取組を推進

（c）
プロバイダ連絡協議会等において、プロバイダに対して利用者に対するフィルタリング使
用の拡大を呼び掛ける。

警察庁では、フィルタリングの機能向上に向け、第三者機関に対して、児童の性的犯罪等
被害に係る情報の定期的な提供を開始。都道府県警察において、プロバイダ連絡協議会等
を通じて、プロバイダに対し、利用者等に対するフィルタリング使用の普及拡大を呼び掛
け。 警察

インターネットカフェ
事業者に対して、青少
年に対する有害情報の
閲覧防止措置を講ずる
など青少年インター
ネット環境整備法の遵
守等の働き掛けを継続
的に推進

（d）
インターネットカフェを利用した犯罪を防止するため、インターネットカフェ事業者に対
して、青少年の入店時の年齢確認やフィルタリング設定端末の整備、同端末への青少年の
誘導等の措置を講じるよう働きかけを引き続き推進する。

・警察庁から都道府県警察に対し、少年の健全育成のための自主的措置の促進等について
事業者に対する働き掛けの強化を指示。
・都道府県警察にあっては、インターネットカフェ連絡協議会等事業者との連携を一層強
化するとともに、事業者に対し、少年である可能性のある利用者の来店時における年齢確
認やフィルタリング機能を付加した端末の整備、同端末を青少年に使用させるなどの措置
を講じるよう働き掛けを実施。

警察

(a)
携帯電話事業者をはじめとする関係事業者による端末販売時等におけるフィルタリングの
必要性に関するリーフレットの配布等の取組を支援する。
【指標：イベント開催数、配布総数と配布先(webでの配信を含む)】

携帯事業者および第三者機関と随時連携し、携帯電話フィルタリングサービスの周知およ
び普及率向上に取り組んでいるところ。各携帯電話事業者において、安心安全に向けた
リーフレットを配布するほか、フィルタリング普及啓発に向けたセミナーを開催し、親子
間でのルール作りの必要性や携帯電話を誓う際のマナーやトラブルへの対処方法などを啓
発する取組を実施。平成25年度実施の各社の携帯安全教室の参加人数合計は約154万人。
・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した。その中で関係事業者にはフィルタ
リングの説明等の徹底要請するとともに、保護者にもフィルタリングの管理の徹底等を要
請。また、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。

総務、
経産

（b）
インターネット接続機器メーカーによるフィルタリングソフト・サービス利用の推進のた
めの普及啓発等の自主的取組を推進し、関係事業者と協力することによって、その効果検
証についてもセミナーのアンケート等により検討する。
【指標：アンケートによる理解度】

・平成21年３月６日から１ヶ月間、全国８箇所において、家電量販店、民間の関係事業者
等と共に、官民が連携して、フィルタリング普及啓発キャンペーンを実施。
・平成22年度、全国58箇所において、関係事業者とも連携しつつフィルタリング普及啓発
セミナーを実施した。平成23年度は40箇所。平成24年度は30箇所。また、セミナー後のア
ンケート調査により、行動に結びつく意識変容があったか計測した。
・平成23年度、経済産業省では、安心ネットづくり促進協議会、子どもネット研、ＪＥＩ
ＴＡ会議等における検討事項について参画・支援し、また、ゲーム機メーカーに対し、
パッケージ等を用いた保護者に対する普及・啓発を促進。
・平成25年度、経済産業省では、ゲーム機メーカ及び家電量販店による、保護者への普
及・啓発（チラシの配布）の取り組みを促進。また、フィルタリング利用促進に関するポ
スターを作成したほか、これを家電量販店が掲示する普及・啓発の取り組みを促進。

383,013千円
の内数

378,862千円
の内数

375,378千円
の内数

経産

　（２）保護者への説明等の推進
携帯電話・ＰＨＳ・
ゲーム機やパーソナル
コンピュータ等の端末
については、保護者な
どにフィルタリングの
内容や必要性及び利用
方法が保護者などに充
分理解されるようにす
る取組を推進
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

青少年のインターネッ
トの利用環境が変化を
続けている中、イン
ターネット接続に際し
用いられる携帯電話・
ＰＨＳ・ゲーム機や
パーソナルコンピュー
タ等の端末について、
関係事業者がどのよう
に連携してフィルタリ
ングを提供するのが望
ましいかを判断できる
ように、フィルタリン
グ提供の在り方を判断
するための基準の周
知・普及を進め、関係
事業者による適切な
フィルタリングサービ
ス等の提供を促進

(a)
インターネット接続機器メーカーによるフィルタリングソフト・サービスをどのように連
携して提供するのが望ましいかを判断するための基準に基づく適切なフィルタリングサー
ビス等の提供を徹底させ、その履行状況を把握することによって、基準の普及とともに
フィルタリングの利用促進を図る。
【指標：機器ごとのフィルタリング対応状況】
【指標：フィルタリング等の利用率】

平成24年５月と11月に事業者によるフィルタリング等の対応状況の調査を実施。当該調査
結果及び青少年の機器のインターネット利用状況調査に基づき、望ましいフィルタリング
提供の在り方を判断するための基準の周知・普及を進めるとともに、フィルタリング等の
利用を促進。
・平成24年度に引き続き、平成25年度も事業者によるフィルタリング等の対応状況の調査
を実施。平成25年11月時点における主な機器の対応は以下のとおり。
パソコン対象機種169機種のうちフィルタリング対応169機種。
デジタルＴＶ対象機器97機種のうちプロキシサーバ方式対応80機種、パスワードロック方
式17機種。

【機器ごとのフィルタリング対応状況】
インターネット接続機器におけるフィルタリング等の利用率は、以下のように推移している。「青少
年インターネット利用環境整備に係る調査(機器ごとのインターネット利用環境状況調査報告書)」よ
り。
平成23年度　平成24年度　平成25年度
21.8%　　　　　19.8%　　　　　21.7%
【フィルタリング等の利用率】
携帯電話・スマートフォンにおけるフィルタリング等の利用率は、以下のように推移している。「青
少年インターネット利用環境実態調査(保護者調査)」より。
　　　　　　平成21年度　平成22年度　平成23年度　平成24年度　平成25年度※
制限あり　　48.2%　　　 59.6%　　　 59.7%　　　 63.5%　　　 55.2%
制限なし　　45.7%　　　 37.1%　　　 35.5%　　　 31.3%　　　 27.7%
わからない　 6.1%　　　  3.3%　　　  4.8%　　　  5.3%　　　 17.1%
※平成21年度～平成24年度は、携帯電話（スマートフォンを含む）のフィルタリング等の利用率。
平成25年度は、携帯電話及びスマートフォンのフィルタリング等利用率を合算して集計。

経産

携帯電話事業者等によ
り青少年の成長に応じ
て保護者が選択可能な
多様なフィルタリング
が提供されるよう、そ
の取組を促進し、必要
に応じて更なる改善を
促す

(a)
関係事業者による、青少年の発達段階等に応じた多様なフィルタリングの開発に向けた取
組を支援するとともに、第三者機関の認定を活用した更なるインターネット環境整備を推
進する。
　【指標：開発されたサービス数、第三者機関の認定サイト数等】

携帯事業者および第三者機関と随時連携し、携帯電話フィルタリングのカスタマイズ機能
の提供等、多様なフィルタリングサービスの提供促進に取り組んでいるところ。
青少年の安心安全なスマートフォン利用環境整備を図る観点から携帯電話事業者、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
開始。また、第三者機関についても従来のサイト(H25年度認定実績：19件)を前提とした認
定スキームに加え、新たにアプリの認定スキーム(H25年度実績：501件)を開始した。 総務

民間第三者機関による
青少年保護に配慮した
運営体制等をとるウェ
ブサイト等を認定する
取組を支援

(a)
民間の第三者機関における従来のウェブサイトの認定に加え、スマートフォンの普及に伴
い今後青少年利用が見込まれるアプリケーションに関して、青少年保護に配慮した運営体
制に関するアプリケーションを認定するためのスキーム整備を支援するとともに、当該ス
キームの普及に向けた取組みを推進する。
【指標：第三者機関における認定アプリ数】

携帯事業者および第三者機関と随時連携し、携帯電話フィルタリングのカスタマイズ機能
の提供等、多様なフィルタリングサービスの提供促進に取り組んでいるところ。
青少年の急速なスマートフォン利用が進む中、従来のフィルタリングについて第三者機関
で行われてきたウェブサイト認定に加え、新たにアプリケーションの認定スキームを整備
するとともに、当該認定を受けたアプリケーションについては携帯電話事業者がサービス
を開始しているアプリフィルタリングにも反映させることとした。(平成26年3月末認定ア
プリ数501件) 総務

２．携帯電話・ＰＨＳにおけるフィルタリングサービスの高度化の推進

　(3) 望ましいフィルタリング提供の在り方を判断するための基準の普及

　（１）携帯電話・ＰＨＳのフィルタリングの多様化・改善の推進

　（２）携帯電話・ＰＨＳのフィルタリングの閲覧対象制限の適正化支援
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

スマートフォンなどの
新たな機器やWifiなど
の普及に対応し、民間
団体の自主的な取組の
在り方も踏まえて、今
後の具体的なフィルタ
リングの実施方策等に
ついて、第三者機関の
関与も含め、関係省庁
が連携して継続的に検
討

(a)
平成24年6月にまとめられた安心ネットづくり促進協議会スマートフォン作業部会報告書で
示された関係事業者の連携による利用者ニーズを踏まえた無線LAN、アプリに関するフィル
タリングの改善に向けて、民間の自主的取組を踏まえ、携帯電話事業者、フィルタリング
ソフト会社、第三者機関等との調整に取り組むことにより、スマートフォンにおける青少
年の安心・安全なインターネット環境整備の早期実現に向けて関係者間の調整を行うとと
もに、保護者・利用者等に対して幅広い周知を行うこととする。
【指標：安心・安全なスマートフォンのリリース状況、周知状況】

・青少年の安心安全なスマートフォン利用環境整備を図る観点から携帯電話事業者、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
供開始。
・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））がまと
められ、それを受けて、関係事業者にフィルタリングの徹底等を要請。
・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した。その中で関係事業者にはフィルタ
リングの説明等の徹底要請するとともに、保護者にもフィルタリングの管理の徹底等を要
請。また、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。

総務

保護者などにフィルタ
リングの内容や必要性
及び利用方法を分かり
やすく伝える事業者の
自主的な取組を支援

(b)
現在、各携帯電話事業者等が自主的に取り組んでいるスマートフォンのフィルタリング等
に関する普及啓発に向けた出張講座、販売時におけるフィルタリングに関するリーフレッ
ト作成等を支援する。
【指標：講座実施数、配布総数と配布先(webでの配信を含む)等】

・各携帯電話事業者において、ネット安全教室やフィルタリング普及啓発に向けたセミ
ナーを開催し、親子間でのルール作りの必要性やペアレンタルコントロール等携帯電話を
誓う際のマナーやトラブルへの対処方法などを啓発する取組を実施。講座実施時に関連
リーフレット等を配布。平成254年度実施の各社の携帯安全教室の参加人数合計は約154万
人。
・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した。その中で関係事業者にはフィルタ
リングの説明等の徹底要請するとともに、保護者にもフィルタリングの管理の徹底等を要
請。また、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。

総務

(a)
スマートフォンの青少年利用が進む中で、平成23年10月の総務省の諸問題研究会及び平成
24年6月に取りまとめられた安心ネットづくり促進協議会におけるスマートフォン作業部会
報告書を踏まえて、青少年保護・バイ・デザインの考え方を踏まえた取組（具体的には青
少年向けスマートフォンの開発等）が進むよう関係事業者への積極的な働きかけを行うこ
ととする。
【指標：安心・安全なスマートフォンのリリース状況等】

・アプリフィルタリングソフトについては予め端末に機能として盛り込まれていることが
望ましい点について携帯電話事業者に対して要請を行ったところ、各社ともプリインス
トール等による対応を行うとともに、一部事業者においては青少年の安心安全に配慮した
ホワイトリスト方式のスマートフォンを新たに開発するなど青少年保護・バイ・デザイン
を念頭においた取組を推進。
・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））がまと
められ、それを受けて、関係事業者にフィルタリングの徹底等を要請。

総務

(b)
新たなインターネット接続機器が販売される時期に、事業者に対して機器ごとのフィルタ
リング等の対応を調査する。調査結果を参考に青少年保護・バイ・デザインの考え方を踏
まえた取組が進むよう関係事業者への積極的な働きかけを行うこととする。
【指標：機器ごとのフィルタリング等の対応状況】
【指標：フィルタリング等の利用率】

平成24年５月と11月に事業者によるフィルタリング等の対応状況の調査を実施。当該調査
結果の事業者へのフィードバック及び青少年の機器のインターネット利用状況調査に基づ
き、望ましいフィルタリング提供の在り方を判断するための基準の周知・普及を進めると
ともに、フィルタリング等の利用を促進。
・平成24年度に引き続き、平成25年度も事業者によるフィルタリング等の対応状況の調査
を実施。平成25年11月時点における主な機器の対応は以下のとおり。
パソコン対象機種169機種のうちフィルタリング対応169機種。
デジタルＴＶ対象機器97機種のうちプロキシサーバ方式対応80機種、パスワードロック方
式17機種。

【指標：機器ごとのフィルタリング等の対応状況】
インターネット接続機器におけるフィルタリング等の利用率は、以下のように推移している。「青少
年インターネット利用環境整備に係る調査(機器ごとのインターネット利用環境状況調査報告書)」よ
り。
平成23年度　平成24年度　平成25年度
21.8%　　　　　19.8%　　　　　21.7%
【フィルタリング等の利用率】
携帯電話・スマートフォンにおけるフィルタリング等の利用率は、以下のように推移している。「青
少年インターネット利用環境実態調査(保護者調査)」より。
　　　　　　平成21年度　平成22年度　平成23年度　平成24年度　平成25年度※
制限あり　　48.2%　　　 59.6%　　　 59.7%　　　 63.5%　　　 55.2%
制限なし　　45.7%　　　 37.1%　　　 35.5%　　　 31.3%　　　 27.7%
わからない　 6.1%　　　  3.3%　　　  4.8%　　　  5.3%　　　 17.1%
※平成21年度～平成24年度は、携帯電話（スマートフォンを含む）のフィルタリング等の利用率。
平成25年度は、携帯電話及びスマートフォンのフィルタリング等利用率を合算して集計。

経産

青少年を取り巻くイン
ターネット環境におい
ては、次々と新しい機
器が出現し、青少年に
普及するところ、新た
な機器やサービスを提
供する場合は、その設
計段階から青少年が利
用することを想定し、
青少年に対するイン
ターネット上の危険性
をあらかじめできるだ
け小さくしておくこと
が重要であることか
ら、実効的な青少年保
護を組み込んだ形で、
機器の設計、サービス
の設計、事業者内部及
び事業者間の体制の整
備等（青少年保護・バ
イ・デザイン）が行わ
れるように民間の取組
を支援

３．新たな機器及び伝送技術への対応
　(1)フィルタリングの推進

　(2)青少年保護・バイ・デザインを念頭に置いた新たな機器等の設計等の支援
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

インターネット・ホッ
トラインセンターから
フィルタリング提供事
業者への情報提供を支
援

（a）
インターネット・ホットラインセンターが一般利用者から通報された情報のＵＲＬ情報を
フィルタリング事業者等へ提供することを承認

一般利用者からインターネット・ホットラインセンターに通報された情報の第三者提供基
準を策定し、各種フィルタリングサービスを提供する事業者等違法・有害情報対策を推進
する複数の事業者をその提供先として承認。

警察

（a）
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。
【指標：フィルタリングの認知度】

平成23 年３月８日、「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。
・警察庁から都道府県警察に対し、フィルタリングの利用促進を図るため、進学・進級時
期の児童・保護者・教育関係者等に対する広報啓発活動の強化を指示。
・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した。その中で関係事業者にはフィルタ
リングの説明等の徹底要請するとともに、保護者にもフィルタリングの管理の徹底等を要
請。また、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。
【フィルタリングの認知度】
フィルタリングを「知っていた」または「なんとなく知っていた」と答えた保護者の割合
は、以下のように推移している。「青少年インターネット利用環境実態調査(保護者調
査)」より。
平成21年度　平成21年度　平成21年度　平成26年度　平成25年度
87.0%　　　　　89.0%　　　　　89.4%　　　　　89.9%　　　　　90.4%

府、警
察、消費
者庁、総
務、文
科、経産

・安心ネットづくり促進協議会の主催する地方啓発イベント等に出席し、地方公共団体等
との情報交換を進めている。
・平成25年度、全国８か所（北海道、宮城、埼玉、岐阜、京都、広島、福岡、沖縄）にお
いて、国・遅行公共団体・民間団体が連携して、「青少年のインターネット利用環境づく
りフォーラム」を開催した（参加者数のべ：2,570人）。

16,334千円 8,750千円

府

・警察庁から都道府県警察に対し、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として、関係機関・団体等と連携した効果的な施策の推進を指示し
ており、都道府県警察においては、スマートフォンの普及に伴い知事部局や教育委員会等
と連携し、保護者説明会等の学校行事や非行防止教室等における啓発活動の実施、普及促
進キャンペーン等の開催、アンケート調査の実施等創意工夫を凝らした効果的な活動を推
進している。
・平成22年12月及び平成23年７月、都道府県警察を通じ、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を行い、結果を公表した。
・平成26年１月、スマートフォン利用に係る犯罪被害児童の急増等を踏まえ、携帯電話事
業者に対し、保護者への説明強化を要請した。
・平成26年３月、インターネット利用に係る児童の犯罪被害等を防止するためのリーフ
レット「STOP!ネット犯罪」を作成し、警察庁ホームページで公開するとともに、各都道府
県警察を通じて保護者等に配布した。
・都道府県警察において、平成22年11月から平成25年12月末までに、保護者説明会等の学
校行事や非行防止教室等における啓発活動を118,811回（参加人員15,455,218人、内保護者
1,810,164人）実施、普及促進キャンペーン等を20,657回（参加人員3,153,870人）開催し
ている。

9,881千円

警察

平成21年２月に設立された安心ネットづくり促進協議会において、地方公共団体、ＮＰ
Ｏ、携帯事業者等による保護者向けの啓発活動、機能限定携帯の普及活動を支援してい
る。
・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した。その中で関係事業者にはフィルタ
リングの説明等の徹底要請するとともに、保護者にもフィルタリングの管理の徹底等を要
請。また、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。

総務

・平成23年2月17日、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。平成24年2月16日、日本PTA全国協議会評議会において、子どもの携帯
電話をめぐる問題に対する文部科学省の取組について説明を行った。
・安心ネットづくり促進協議会が協力している、平成22年11月11日近畿ブロックPTA協議会
主催、平成23年2月20日沖縄県PTA連合会主催、3月1日福岡市PTA協議会主催のシンポジウム
へパネリストとして参加し支援を行った。また平成23年7月12日川崎市PTA連絡協議会主
催、8月26日日本PTA全国協議会主催「日本ＰＴＡ全国研究大会」、9月3日福岡県PTA連合会
主催、平成24年1月22日沖縄県PTA連合会主催のシンポジウムについてもパネリストとして
参加し支援を行った。

文科

地方公共団体、フィル
タリング推進機関その
他の啓発を行う団体、
関係事業者及びＰＴＡ
その他の関係団体など
と連携した、スマート
フォンを始めとする新
たな機器にも配意した
啓発活動の実施・推進

５．フィルタリング普及促進のための啓発活動等

４．フィルタリング提供事業者による閲覧制限対象の把握の支援

（b）
青少年のインターネット利用におけるフィルタリングの普及促進及び適切な利用のための
啓発活動の地方公共団体等との連携
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

・地域における取組体制の構築、有害情報に関する普及啓発、ネットパトロール等の地域
の実情に応じた取組について平成２１年度は２５地域、平成２２年度は１７地域、平成２
３年度においては、１３地域を支援している。平成24年度は、新たに地域における有害情
報対策推進事業を５地域に支援した。
・平成23年度以降は、地域における教育・啓発活動の支援を継続するとともに、新たに有
識者等によるネットモラルキャラバン隊を結成し全国で学習・参加型のシンポジウムを開
催した。
ネットモラルキャラバン隊実施数
【H23】6か所  【H24】6か所  【H25】12か所

59,873千円
の内数

64,706千円
の内数

38,399千円
の内数

文科

・インターネットの安心・安全な利用にかかるフィルタリング普及啓発セミナーを全国で
実施。本セミナーにおいては、青少年や保護者に加え、教職員や住民等青少年を取り巻く
関係者に対し、青少年のインターネット利用にかかるリスクとその対策をすることで、関
係者全体のインターネットリテラシーの向上と保護者等による実効的な自主的対策の促進
を図った。また、セミナー後のアンケート調査により、行動に結びつく意識変容があった
か計測した。平成21年度は、42回。平成22年度は58回。23年度は40回。平成24年度実施回
数は30回、受講人数は3709人。平成25年度実施回数は15回、受講人数は1772人。理解度
は、それぞれ、保護者・教職員;91.2％、小中学生;95.6％、高校生;87.1％。
平成24年度は、上記フィルタリング普及啓発セミナーに加えて、新たにインストラクター
等の指導者向けセミナーを行い、インターネット接続機器についての最新情報等の更新支
援を行った。平成24年度実施回数は11回、受講人数は247人。平成25年度実施回数は20回、
478人。
・警察庁及び都道府県警察の協力の下、全国各地のＮＰＯ等と連携し、「インターネット
安全教室」を開催。平成21年度は154回。平成22年度は158回。平成23年度は159回。平成24
年度実施回数は150回、受講人数は9050人。平成25年度実施回数は120回、受講人数は7968
人。

383,013千円
の内数

378,862千円
の内数

375,378千円
の内数

経産

(c)
平成24年9月に発表された総務省「スマートフォン安心・安全利用促進プログラム」に基づ
き、スマートフォンが青少年にも普及している中、青少年や保護者が把握しておくべき情
報共有について、地域における関係者(自治体、PTA、消費者団体、学校関係者、有識者、
事業者、NPO等)の連携体制について今年度中に整備するとともに、リテラシー向上に向
け、安心ネットづくり促進協議会とも連携し、セミナー、シンポジウムの開催に取り組む
こととする。
【指標:開催地域、開催回数】

高校生におけるスマートフォンの普及がめざましい状況を踏まえ、総合通信局等を地域の
拠点として位置づけ、地域の関係者(自治体、教育委員会、高校校長会、高校PTA、地元有
識者等）が相互に連携し推進体制を構築し、全国各地においてフォーラムなどの開催(42
件)や草の根レベルでの周知啓発活動（研修会等：2,190件）に取り組んでいる。

7,997千円の
内数

総務

（d）
青少年インターネット環境整備法に規定するフィルタリング推進機関を登録し、フィルタ
リングサービスに関する調査研究並びにその普及及び啓発や、フィルタリングソフトウェ
アの技術開発を行う団体等の取組を適切に支援する。
【指標：登録件数】

平成21年度、平成22年度及び平成23年度においては、フィルタリング推進機関について
は、申請に基づき適宜登録を実施しているところ。

総務、経
産

（e）
携帯電話やパソコン等インターネット接続機器へのフィルタリングの導入を促進するた
め、全国の家電量販店や関係事業者と協力し、違法・有害情報対策キャンペーン等フィル
タリングの普及啓発活動を実施（再掲）

・平成21年３月６日から１ヶ月間、全国８箇所において、家電量販店、民間の関係事業者
等と共に、官民が連携して、フィルタリング普及啓発キャンペーンを実施。
・平成22年度、経済産業省では、全国58箇所において、関係事業者とも連携しつつフィル
タリング普及啓発セミナーを実施した。平成23年度は40箇所。平成24年度は30箇所。
・平成23年度に引き続き平成24年度も、経済産業省では、ゲーム機メーカーに対し、パッ
ケージ等を用いた保護者に対する普及・啓発を促進。
・平成25年度、経済産業省では、ゲーム機メーカ及び家電量販店による、保護者への普
及・啓発（チラシの配布）の取り組みを促進。また、フィルタリング利用促進に関するポ
スターを作成したほか、これを家電量販店が掲示する普及・啓発の取り組みを促進。
・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した。その中で関係事業者にはフィルタ
リングの説明等の徹底要請するとともに、保護者にもフィルタリングの管理の徹底等を要
請。また、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。

383,013千円
の内数

378,862千円
の内数

375,378千円
の内数

府、総
務、経産

青少年及び保護者に対
し、インターネットや
フィルタリングの利用
実態、フィルタリング
の認知及び普及の状況
並びにフィルタリング
の改善ニーズ等につい
ての調査の実施等

（a）
○青少年のインターネット利用環境実態調査
　青少年インターネット環境整備法の施行状況の把握のために必要なデータ収集を目的と
して、青少年及びその保護者にそれぞれのフィルタリングソフトウェアの認知度・利用度
や改善ニーズを調査し、実態を把握する。

・青少年のインターネッ利用環境実態調査については、平成21年度から毎年、関係省庁と
連携しつつ、青少年及びその保護者を対象に調査を実施。平成245年度においても、継続し
て実施。
・平成22年度においては、さらに、青少年のゲーム機等の利用実態調査を実施。
・平成23年度に引き続き平成24年度も、経済産業省では、携帯型ゲーム機やインターネッ
ト接続テレビ、携帯多機能プレイヤー、スレート型ＰＣ等の機器について、青少年による
機器の利用実態を調査。
・平成25年度、経済産業省では、ゲーム機メーカ及び家電量販店による、保護者への普
及・啓発（チラシの配布）の取り組みを促進。また、フィルタリング利用促進に関するポ
スターを作成したほか、これを家電量販店が掲示する普及・啓発の取り組みを促進。

14,507千円 14,428千円
（府）

378,862千円
の内数
(経産)

20,304千円
（府）

375,378千円
の内数

（経産）
府（総
務、経
産）

６．フィルタリング普及状況等に関する調査研究
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

（a）
平成24年9月に発表された総務省「スマートフォン安心・安全利用促進プログラム」に基づ
き、スマートフォンが青少年にも普及している中、青少年や保護者が把握しておくべき情
報共有について、地域における関係者(自治体、PTA、消費者団体、学校関係者、有識者、
事業者、NPO等)の連携体制について今年度中に整備するとともに、リテラシー向上に向
け、安心ネットづくり促進協議会とも連携し、セミナー、シンポジウムの開催に取り組む
こととする。（再掲）
【指標:開催地域、開催回数】

ネット有害環境から青少年を守るための情報モラル教育シンポジウムを、平成21年度に開
催した。また、安心ネットづくり促進協議会やＰＴＡによる全国各地域でのシンポジウム
開催を支援している（平成25年度開催実績：26件）※文科省・内閣府事業を除く

総務

（b）
情報セキュリティ対策を講じるための基本的な情報を提供することを目的としたウェブサ
イトの運営(「国民のための情報セキュリティサイト」の運営)（再掲）
【指標：アクセス数など利用状況がわかるもの】

「国民のための情報セキュリティサイト」について、情報通信の利用動向及び情報セキュ
リティの状況等を踏まえたコンテンツを作成し、情報提供を行っている。スマートフォン
やSNS等の新たな技術やサービスの登場等情報セキュリティ対策を取り巻く環境の変化を踏
まえ、平成２５年４月にサイトのリニューアルを実施するとともに、適宜最新のトピック
を追加するなど国民への情報提供を行った。平成25年度平均月間トップページアクセス数
（ページビュー）：　117,673回/月

82,981千円
の内数

55,388千円
の内数

56,535千円
の内数

総務

（c）
2009年に産学、地域を含む様々な関係者により設立された安心ネットづくり促進協議会に
よる青少年のインターネット環境整備のための調査研究活動、啓発活動等を支援する。
（再掲）
【指標:省庁がオブザーバー参加している活動の数等】

平成21年２月、誰もが安心かつ安全にインターネットを利用できる環境の整備を目的と
し、利用者・産業界・教育関係者等が連携した取組として、安心ネットづくり促進協議会
が設立され、全国各地域での啓発活動（地域事業）や利用環境整備に関する目標を共有す
る国民運動（全国事業）、ネットが青少年に与える影響等の学術的調査・検証等の活動に
対し、平成21年度及び、平成22年度及び平成23年度においては、必要な情報提供や助言等
の支援を行っている。
・平成25年度に「ソーシャルメディアガイドラインづくりのすすめ」、「安心協ILAS」等
を作成。作成活動に参画。

総務

（g）
○青少年を取り巻く有害環境対策の推進（再掲）
青少年を取り巻く有害環境対策として、
・全国規模の学校関係団体やＰＴＡ、通信関係団体など関係業界・団体の連携強化を目的
とした「ネット安全安心全国推進会議」の開催する。
・スマートフォンなど日々進化して急速に普及していくネット環境に対応するため、新た
な課題等を青少年・保護者に対し普及啓発するとともに、ネットパトロールの推進など学
校・家庭・地域が連携した先進的な取り組みを充実させ、地域における有害情報対策を推
進する事業を実施する。
・インターネット上のマナーや家庭でのルールづくりの重要性を周知するための有識者等
による「ネットモラルキャラバン隊」を結成し、全国保護者を対象とした学習・参加型の
タウンミーティングやワークショップなどを開催する。
・インターネットにつながる新たな機器への対応や緊急時に有効なインターネットの活用
法などについて、青少年が研修・発信するワークショップ事業を実施する。

【指標：アンケートによる理解度】

・地域における取組体制の構築、有害情報に関する普及啓発、ネットパトロール等の地域
の実情に応じた取組について平成21年度は25地域、平成22年度においては、17地域を支援
している。平成24年度は、新たに地域における有害情報対策推進事業を5地域に支援した。
また、関係業界・団体の連携を強化する「ネット安全安心全国推進会議」を平成22年2月16
日開催し、同会議の取組の一環である「ネット安全安心全国推進フォーラム」を平成22年3
月6日に開催した。平成23年度は、平成24年3月17日に、平成24年度は、平成25年3月16日に
同フォーラムを開催した。（平成22年度は東日本大震災により中止。）平成25年度は、平
成26年3月8日に開催した。
・地域における教育・啓発活動の支援を継続するとともに、新たに有識者等によるネット
モラルキャラバン隊を結成し学習・参加型のシンポジウムを開催した。
キャラバン隊のアンケートによる理解度及び有用度

【H24：6か所で実施】
・「とても分かりやすかった」：29,9％　・「とても参考になった」：34,5％
・「分かりやすかった」：59,2％　　　　 ・「参考になった」：57,4％
・「やや分かりにくかった」：3,9％　　　・「あまり参考にならなかった」2,8％
・「分かりにくかった」：0,5％　　　　　　・「参考にならなかった」0,3％
【H25：12か所で実施】
・「とても分かりやすかった」：32.1％　・「とても参考になった」：37,7％
・「分かりやすかった」：58,3％　　　　 ・「参考になった」：56,2％
・「やや分かりにくかった」：4,9％　　　・「あまり参考にならなかった」2,3％
・「分かりにくかった」：0,3％　　　　　　・「参考にならなかった」0,3％
・青少年安心ネット・ワークショップについては、インターネットにつながる新たな機器
への対応方法などについて、青少年自身が研修し・発信するワークショップ事業実施し
た。
【H24】1か所　【H25】4か所

59,873千円
の内数

64,706千円
の内数

38,399千円
の内数 内数

文科

民間団体が実施する青
少年のインターネット
利用能力検定の利用促
進（再掲）

（e）
「インターネットにおけるルール＆マナー検定」等、青少年のインターネット利用能力検
定の保護者・青少年への普及広報を図り、青少年のインターネットリテラシーの向上を図
る。（再掲）

平成21年度以降継続して、フィルタリング普及啓発セミナー等にて、「インターネットに
おけるルール＆マナー検定」にかかる情報提供を継続的に実施。

383,013千円
の内数

378,862千円
の内数

375,378千円
の内数

経産

地域、民間団体、事業
者などによる教育・啓
発活動のための取組体
制の構築、シンポジウ
ム等の開催などによる
支援（再掲）

第４　青少年のインターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等の支援に関する事項
１．青少年がインターネット活用能力を習得するための活動に対する支援
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

（f）
メディアの健全な利用に必要なメディアリテラシーを向上するため教材等（指導方法や必
要な情報を収録したガイドブックを含む）を開発し普及を図る。
すでに小学校５，６年生を主な対象とする教材は開発し公開中
（http://www.soumu.go.jp/ict-media/ ）(再掲)
【指標：アクセス数など利用状況がわかるもの】

「伸ばそうICTメディアリテラシー」において、学齢・使用者ごとのコンテンツを掲載し、
情報提供を行っている。平成25年度平均月間トップページアクセス数（ページビュー）：
4,131回/月(再掲)

39,000千円
の内数

25,926千円 0

総務

（b）
○青少年を取り巻く有害環境対策の推進（再掲）
青少年を取り巻く有害環境対策として、
・携帯電話やスマートフォンのインターネット利用に際しての留意点やトラブル・犯罪被
害の例、対応方法のアドバイスなどを盛り込んだ子ども向けリーフレットを作成する（PTA
団体・都道府県教育委員会等に対して配布）。
・有害情報に係る犯罪・被害、トラブルの対応事例に関する啓発資料を作成する。
【指標：リーフレット配布数、配布先及びホームページ上からのダウンロード数】

・携帯電話のインターネット利用に際しての留意点やトラブル・犯罪被害の例、対応方法
のアドバイスなどを盛り込んだ子ども向けリーフレット「ちょっと待って、ケータイ」を
平成22年2月17日に全国の小学６年生等に配布した。
・携帯電話利用に係る親子のルールづくり等に関するリーフレット「ちょっと待って！は
じめてのケータイ」を平成22年2月17日に各都道府県教育委員会、PTA連絡協議会等へ配布
した。
・上記２つのリーフレットは現在、文部科学省のホームページでダウンロード可能。
・有害情報に係る犯罪・被害、トラブルの対応事例に関する啓発用映像資料の作成し、平
成22年3月10日に各都道府県教育委員会、PTA連絡協議会等へ配付した。
・携帯電話やスマートフォンの利用に際し、インターネットを通じたSNSやアプリ等が持つ
危険性を紹介する子ども向けリーフレット「ちょっと待って！ケータイ＆スマホ」を各都
道府県教育委員会や関係機関へ配布した。
ホームページ上からのダウンロード数
【H２４】
・「ちょっと待って、ケータイ」3,821件
・「ちょっと待って！はじめてのケータイ」4,845件
【H２５】
・「ちょっと待って！ケータイ＆スマホ」18,370件

59,873千円
の内数

64,706千円
の内数

38,399千円
の内数

文科

（a）
社会状況を踏まえ、「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項」など、業
界団体によるガイドラインの策定や改訂等の取組を継続的に支援する。さらに、「違法・
有害情報相談センター」を設置し、業界団体が策定したガイドラインの運用を支援する。

プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会に引き続きオブザーバとして参加し、業
界団体によるガイドラインの策定や改訂等の取組を継続的に支援している。
また、違法・有害情報相談センターを2009年8月から設置している。

36,057千円 32,239千円 33,135千円

総務

（b）
サイト事業者によるセルフレイティングのためのマニュアル・ガイドライン等を整備する
とともに、サイト事業者やフィルタリング事業者等の関係者が、協力して有害情報から青
少年を守るために取り組むべき施策に関する検討を支援する。

・平成21年度、インターネット上の違法・有害なコンテンツに対するレイティング基準
（Safety Online3.1）の改訂、及び書き込み可能なＣＧＭサイトの増加等に対する関係者
の取るべき対応を取りまとめた、「「青少年の安全なインターネット利用環境の整備を目
指して関係者に望まれる取組みについて～書き込み可能なＣＧＭサイト増加への対応～」
を策定・公表。
・平成22年度、レイティング／フィルタリング連絡協議会の研究会で、望ましいフィルタ
リング提供のあり方についての判断基準を策定するとともに、保護者に対して事業者等が
なし得る支援策を検討。
・平成24年度に引き続き平成25年度も、当該判断基準に基づき、青少年による機器の利用
実態を調査。調査結果は、事業者にフィードバックし、基準の普及に向けた取組を推進。

383,013千円
の内数

378,862千円
の内数

375,378千円
の内数

経産

（c）
青少年インターネット環境整備法上の特定サーバー管理者（サイト管理者等）の努力義務
を周知し、自主的な履行を促すための民間事業者の自主的な取組を支援する。

一般社団法人テレコムサービス協会など４事業者団体にて構成される違法情報等対応連絡
会にオブザーバーとして参加し、青少年有害情報への対応を盛り込むことを目的とした
「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項」の改訂の取組を支援（同モデ
ル条項は、パブコメを経て、平成23年4月5日に改訂版が公表された）。 総務

民間団体におけるモデ
ル約款の整備や違法・
有害情報対策ガイドラ
インの策定及びそれを
実施する体制整備、相
談窓口などの取組を支
援

　（１）ガイドライン策定等の体制整備の支援

啓発資料の作成・提供
（再掲）

２．ウェブサイト運営者等による青少年有害情報の閲覧防止措置の体制整備の支援
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

事業者等の青少年有害
情報への対応の効率的
かつ円滑な実施のた
め、民間におけるイン
ターネット上の違法・
有害情報対策に資する
調査等を行う。

（a）安心ネットづくり促進協議会の調査検証作業部会における、インターネット利用が青
少年に与える影響に関する調査の支援を行っている。
【指標：統計結果の分析等】

独立行政法人情報通信研究機構において、ISPやコンテンツ監視事業者が行う違法・有害情
報監視業務の効率化を支援するための検出技術の研究開発を実施。（研究開発期間：平成
21年度から23年度までの3年間）
また、安心ネットづくり促進協議会調査検証作業部会においては、平成２１年度以降、
「インターネット使用が青少年に及ぼす悪影響に関する実証調査」を行っており、いじ
め・暴力、性意識・行動、自殺、依存に関する調査研究の中間報告が平成25年１月末に公
表され、最終報告書が平成26年３月に公表された。

総務

（a）
○青少年のインターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等の支援
インターネットを利用して少年に対するサポート活動を行っているサイバーボランティア
に対する支援を行う。

警察では、必要に応じ、(社)全国少年警察ボランティア協会が行う「インターネット利用
による少年サポート活動」の効果的な推進について協力している。　また、都道府県警察
を通じ、サイバーボランティア活動に係る経費の補助等も行っている。

2,895千円 2,895千円 2,976千円

警察

（b）
○青少年を取り巻く有害環境対策の推進（再掲）
青少年を取り巻く有害環境対策として、
・スマートフォンなど日々進化して急速に普及していくネット環境に対応するため、新た
な課題等を青少年・保護者に対し普及啓発するとともに、ネットパトロールの推進など学
校・家庭・地域が連携した先進的な取り組みを充実させ、地域における有害情報対策を推
進する事業を実施する。

・地域における取組体制の構築、有害情報に関する普及啓発、ネットパトロール等の地域
の実情に応じた取組について平成21年度は25地域、平成22年度は17地域、平成23年度にお
いては、13地域を支援している。平成24年度以降は、新たに地域における有害情報対策推
進事業実施した。
【H24】5地域
【H25】6地域

59,873千円
の内数

64,706千円
の内数

38,399千円
の内数

文科

インターネットの利用
環境整備に向けた活動
の取組強化、参加者相
互間の連携強化を支援

（a）
産学の自主的な取組及び啓発活動を推進する組織として、安心ネットづくり促進協議会の
活動を強化するとともに、地域における取組みをより効果的に行う観点から、安心ネット
づくり促進協議会と連携して地域での関係者による連携体制の構築を推進する。
【指標：地域別取組み、セミナー等実施回数】

平成21年２月に設立された安心ネットづくり促進協議会における、全国各地域での啓発活
動（地域事業）や利用環境整備に関する目標を共有する国民運動（全国事業）、ネットが
青少年に与える影響等の学術的調査・検証等の活動に対し、平成21年度以降継続して、必
要な情報提供や助言等の支援を行っている。

総務、経
産、府、
文

青少年に対して危険性
があるインターネット
上の情報を、民間団体
等が発見するための活
動や、青少年等のイン
ターネットの利用によ
り生じたトラブルにつ
いて相談等を行う民間
団体等の活動を支援

４．その他のインターネットの利用環境整備に向けた活動に対する支援

３．青少年のインターネット上の問題について相談等に対する支援

　（２）効率的かつ円滑な活動支援のための支援
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

（a）
出会い系サイト上の禁止誘引行為、インターネット上の児童ポルノ事犯等サイバー犯罪の
取締りを推進
【指標：サイバー犯罪の検挙件数】

平成25年中のサイバー犯罪のうち、出会い系サイト規制法違反は339件と6.6%減少するも、
児童ポルノ事犯については1,124件と3.6%増加したことから、引き続きサイバー犯罪の取締
りを推進。 警察

（b）
サイバー犯罪の取締り体制を強化

各都道府県警察ではサイバー犯罪対策プロジェクトを設置して各部門が横断的に連携する
とともに、違法・有害情報に係る捜査の効率化を目的とした「全国協働捜査方式」を推進
し、サイバー犯罪の効率的な取締り体制を強化。 警察

サイバー犯罪を犯した
者に対する厳正な科刑
を実現

（c）
サイバー犯罪を犯した者に対する厳正な科刑を実現

サイバー犯罪等に適切に対処するため，いわゆるコンピュータ・ウィルスの作成・供用等
の罪の新設などを盛り込んだ「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正
する法律案」を第１７７回国会に提出，平成２３年６月に成立し，同年７月１４日には，
コンピュータ・ウィルスの作成・供用等の罪の新設など実体法の整備に関する部分が，平
成２４年６月２２日には，記録命令付差押え等の手続法部分が施行された。
また，検察当局においては，この種犯罪への検察官等の知識教養の習得向上や，改正刑
法，刑訴法等の適切な運用に努めている。

8,147千円 2,654千円 2,550千円

法務

サイバー犯罪の被疑者
の検挙や被害の拡大防
止に向けた事業者等と
の良好な協力関係の構
築を一層推進

（a）
サイバー犯罪の被疑者の検挙や被害の拡大防止に向けた事業者等との良好な協力関係の構
築を一層推進

警察庁においては、総合セキュリティ対策会議等の機会を通じ、産業界等との連携の在り
方を協議し、良好な協力関係の構築を推進。平成24年度総合セキュリティ対策会議では、
「サイバー犯罪捜査の課題と対策」及び「官民が連携した違法・有害情報対策の更なる推
進」をテーマに議論を行い、今後の取組の方向性を提言。都道府県警察においては、プロ
バイダ連絡協議会等の機会を通じ、事業者等との良好な関係構築を推進。平成25年度にお
いては、「サイバー空間の脅威に対処するための新たな産学官連携の在り方～日本版NCFTA
の創設に向けて～」をテーマに議論を行い、今後の取組の方向性を提言。

4,237千円 3,947千円 3,576千円

警察

インターネット・ホッ
トラインセンターを通
じた、インターネット
上の違法情報・有害情
報の削除依頼を推進

（a）
インターネット上に違法情報、有害情報が多数存在していることから、インターネット・
ホットラインセンターを通じた、インターネット上の違法情報・有害情報の削除依頼を推
進する。
【指標：インターネット・ホットラインセンターの統計】

平成25年上半期にインターネット・ホットラインセンターが受理した通報件数は61,658件
であり、分析の結果14,014件を違法情報、1,834件を有害情報と判断した。そのうち、違法
情報6,539件をサイト管理者等に削除依頼し、うち6,280件が削除され、有害情報812件を同
じく削除依頼し、うち712件が削除され、違法情報、有害情報の削除依頼を推進。

138,843千円 136,500千円 139,164千円

警察

サイバーパトロール業
務の民間委託を推進

（b）
出会い系サイトや会員制サイト等における違法情報の把握を強化するために、サイバーパ
トロール業務の民間委託を推進する。
【指標：サイバーパトロールの統計】

出会い系サイトや児童ポルノ等が掲載された登録制サイト等をパトロールし、発見した違
法情報等をインターネット・ホットラインセンターに通報する業務を民間に委託。平成25
年上半期、サイバーパトロール業務受託者からインターネット・ホットラインセンターへ
違法情報5,198件の通報を実施。

36,660千円 24,600千円 22,214千円

警察

　（１）取締り推進及び体制強化
１．サイバー犯罪の取締り等の推進

　（２）捜査等のための良好な協力関係の構築推進

サイバー犯罪の取締り
を推進するとともに、
これに必要な取締り体
制を強化

２．違法・有害情報の削除等の対応依頼の推進

第５　その他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の施策に関する重要事項

　（１）インターネット・ホットラインセンターを通じた削除等の対応依頼推進
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

（a）
関係事業者、児童ポルノの流通防止に取り組む民間団体、学識経験者等からなる「児童ポ
ルノ流通防止対策専門委員会の活動に協力する。

　児童ポルノ流通防止協議会での議論を踏まえ、平成22年12月には、児童ポルノ掲載アド
レスリスト作成管理団体を選定・監督する児童ポルノ流通防止対策専門委員会が発足。こ
の専門委員会では、ＤＮＳブロッキングの基準やアドレスリスト作成管理団体の選定につ
いて検討がなされ、平成23年3月、民間の事業者等から成るインターネットコンテンツセー
フティ協会をアドレスリスト作成管理団体に選定。
　警察庁は、専門委員会の活動に協力するとともに、アドレスリスト作成業務を試験実施
するなど調査研究を行って作成した「業務マニュアル」のアドレスリスト作成管理団体へ
の提供等、実効性のあるブロッキングの導入に向けた環境整備を実施。
　平成23年4月からブロッキングが開始され、警察庁はインターネットコンテンツセーフ
ティ協会へ児童ポルノ情報を継続的に提供。

警察

（b）
児童ポルノ排除総合対策（平成22年7月27日犯罪対策閣僚会議決定）に基づく施策を推進す
る。

・平成22年11月、都内において、約40団体から成る「児童ポルノ排除対策推進協議会」の
設立総会を開催するととともに、約130人を集め、児童ポルノ排除対策公開シンポジウムを
開催。
・平成23年11月、都内において、児童ポルノ排除推進協議会（第2回）を開催するとととも
に、約100人を集め、児童ポルノ排除対策公開シンポジウムを開催。
・平成24年11月、都内において、児童ポルノ排除推進協議会（第3回）を開催するとととも
に、約100人を集め、児童ポルノ排除対策公開シンポジウムを開催。
・平成25年11月、都内において、児童ポルノ排除推進協議会（第4回）を開催するとととも
に、約110人を集め、児童ポルノ排除対策公開シンポジウムを開催。

2,805千円 2,797千円 2,611千円

府

（c）
アドレスリストの迅速な作成・提供等実効性のあるブロッキングの自主的導入に向けた環
境を整備するとともに、ＩＳＰによる実効性のあるブロッキングの自主的導入を促進す
る。

精度が高く、より低コストで導入可能なブロッキング方式の検証を行い、その導入に向け
た支援・環境整備を行うために、「児童ポルノサイトのブロッキングに関する実証実験」
を実施するとともに、当該実証実験の成果等の普及・啓発活動を行った。

471,885千円 450,000千円 420,865千円の
内数

総務

（d）
「安心ネットづくり促進協議会」や「児童ポルノ流通防止協議会」等、民間における取組
を、関係府省庁とともに支援する。

・平成21年度、安心ネットづくり促進協議会、児童ポルノ流通防止協議会における検討事
項について、参画・支援を実施。
・平成22年度以降継続して、上記団体に加え児童ポルノ流津防止対策専門委員会における
検討事項についても、参画・支援を実施。
・平成23年度、経済産業省では、安心ネットづくり促進協議会、子どもネット研、ＪＥＩ
ＴＡ会議等における検討事項について参画・支援

経産

インターネット上の児
童ポルノについて、事
業者及び民間団体にお
ける効果的な閲覧防止
策を支援

　（２）事業者や民間団体の効果的な閲覧防止策の支援
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

名誉毀損等の被害者で
ある青少年等からの相
談への対応

（a）
名誉毀損等の被害を受けた青少年等が相談しやすいよう、引き続き、専用相談電話「子ど
もの人権110番」による相談の受付 、全国の小中学生への「子どもの人権SOS ミニレター
（便箋兼封筒）」の配布、インターネットによる相談の受付（SOS-e メール）などの対策
を推進

継続して実施している。
（青少年等からのものを含むインターネット上の人権侵害情報に係る相談件数：平成21年
2,791件，平成22年 3,017件，平成23年 3,113件，平成24年 3,926件，平成25年4,320件）

108,140千円 211,814千円 189,048千円

法務

人権擁護の観点からの
インターネットの適正
な利用に関する啓発活
動の推進

（b）
学校の総合的な学習の時間などを利用して人権擁護委員が中心となって、人権の大切さを
子どもたちと考える「人権教室」や「インターネットと人権」をテーマにした人権シンポ
ジウムの開催等、各種啓発事業等を通じて、インターネットの適正な利用についての啓発
活動を推進する。

継続して実施している。
また、ブログサイトやSNSサイト等の利用者を対象に，人権に関する正しい理解を深めると
ともに，相談先や救済手続を案内することを目的としたバナー広告を掲載している。

法務

プロバイダ等に対し当
該情報の削除を要請す
る取組等を推進

（a）
名誉毀損、プライバシー侵害等の情報に関する相談については、プロバイダ等に対する発
信者情報の開示請求や当該情報の削除依頼の方法について助言するほか、人権侵害情報に
よる被害の回復を被害者自ら図ることが困難な場合は、表現の自由に配慮しつつ、「プロ
バイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」に基づき、法務省の人権擁
護機関がプロバイダ等に対し当該情報の削除を要請

継続して実施している。
（法務省の人権擁護機関がプロバイダ等に対し，情報の削除を要請した件数：平成21年 81
件，平成22年 79件，平成23年 62件，平成24年 97件，平成25年140件）

法務

３．青少年への名誉毀損・プライバシー侵害等への対策の推進
　（１）青少年等からの相談等への対応

　（２）名誉毀損・プライバシー侵害対応の支援
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

特定電子メール法及び
特定商取引法に基づく
規制の執行を着実に進
める

（a）
２００８年に「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（特定電子メール法）」及
び「特定商取引に関する法律（特定商取引法）」を改正し、特定電子メール及び迷惑広告
メールに対するオプトイン規制を導入し、罰則の強化を図るなど、法の実効性強化に取組
んだところ。同改正法に基づく執行を着実に進める。
【指標：特定電子メール法に基づく行政処分実績】

特定電子メール法に基づき7件の行政処分を行った。 特定電子メール
法の執行分：

158,091千円の
内数（総務）

特定商取引法に
おける迷惑メー

ル対策予算：
125,167千円の
内数（消費者

庁）

特定電子メール
法の執行分：

158,125千円の
内数（総務）

特定商取引法に
おける迷惑メー

ル対策予算：
87,094千円の内

数
（消費者庁）

特定電子メール
法の執行分：

162,489千円の
内数（総務)

特定商取引法に
おける迷惑メー

ル対策予算：
89,228千円の内

数
（消費者庁）

総務、消
費者庁、
経産

事業者等の技術的対策
の促進等の総合的な対
策を実施

（b）
迷惑メール対策を行う民間部門とも連携の上、迷惑メール対策推進協議会の活動を通じ、
迷惑メール対策に係る最新情報の共有、対応方策の検討、対外的な情報提供等を進める。
【指標：迷惑メール対策に係る周知啓発用資料の作成及び公表等の実績】

迷惑メール対策推進協議会において、平成25年9月に、「迷惑メール対策ハンドブック
2013」を作成し、公表した。また、「送信ドメイン認証技術導入マニュアル」を策定・公
表しているほか、各種業界団体や地方公共団体等に対して、送信ドメイン認証技術等迷惑
メール対策技術の導入を推進するための説明会を6回開催した。

158,091千円
の内数

158,125千円
の内数

特定電子メール
法の執行分：

162,489千円の
内数（総務)

総務

執行面での国際的な連
携を図る

（a）
海外から発信される迷惑メールへの対策強化が図られた特定電子メール法の2008年改正も
踏まえ、多国間・二国間の場を用いることにより、各国との間で迷惑メール対策に関する
情報交換を行い、必要に応じ、外国執行当局に対し迷惑メール対策法制の遂行に資する情
報を提供するなど執行面での連携を図る。
【指標：外国執行当局等との情報交換等の実施実績】

国際会議の場などで、日本の迷惑メール対策の取り組みについて紹介するとともに、多国
間・二国間の場での迷惑メール対策に関する情報交換を行っている。また、外国執行当局
に対し、迷惑メール対策法制の遂行に資する情報を提供している。

総務

チェーンメールについ
ての周知啓発を実施

（a）
多くの青少年が受け取っているチェーンメールについては、迷惑メール相談センターを通
じ、対処方法の周知啓発を実施
【指標：チェンメール対策に係る周知啓発用資料の作成及び公表等の実績】

「チェーンメール対策パンフレット」の配布等、迷惑メール相談センターを通じた周知啓
発を実施。

総務

青少年有害情報の青少
年等にもたらす社会的
影響の産学連携した調
査などを支援

（a）
安心ネットづくり促進協議会の調査検証作業部会における、インターネット利用が青少年
に与える影響に関する調査の支援を行っている。（再掲）
【指標：統計結果の分析等】

青少年による携帯電話等の安全で安心な利用に関する調査、子どもの視点を踏まえたＩＣ
Ｔリテラシー教育のあり方に関する調査など、現在継続的な調査に取り組んでいる。

総務

青少年有害情報に関連
する施策を推進してい
る諸外国の現状や取組
等について調査研究を
実施

（a）
諸外国におけるインターネット上の違法・有害情報等の現状、関連の法制度、民間による
自主的取組等について調査を実施する。

・平成22年度はアメリカ・ドイツについて、23年度はイギリス・韓国について、青少年の
インターネット環境整備状況等調査を実施。
・平成24年度においては、諸外国のレイティング・ゾーニングに係る取組実態についての
調査を実施。
・平成25年度においては、特にスマートフォンに関する近年の動向について、アメリカ・
フランス・スウェーデン・韓国における青少年のインターネット環境整備状況等に係る取
組実態についての調査を実施。

5,896千円 5,563千円 5,600千円

府（総
務、経
産）

４．迷惑メール対策の推進

　（２）国際連携の推進

　（３）チェーンメール対策の周知啓発

　（１）有害情報の社会的影響の調査研究の実施

　（２）諸外国の取組の調査

５．国内外における調査

　（１）法の着実な執行その他の総合的な対策実施
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

平成23年２月14日、児童被害の更なる増加を防ぐため、「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」（犯罪から子どもを守るための対策に関す
る関係省庁連絡会議申合せ）が取りまとめられ、関係府省庁において、保有する情報の共
有及び活用を図りつつ、緊急かつ実効性のある施策を推進している。

府、警
察、総
務、文
科、経産

平成23年３月８日、卒業、入学、進級による携帯電話の購入・買替時期において、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、「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」を取りまとめ、関係府省庁において携帯電話事業
者等、保護者及び消費者生活センターに働き掛け、対策を実施している。

府、警
察、消費
者庁、総
務、文
科、経産

・平成24年7月6日、子ども・若者育成支援推進本部（第４回）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環境の整備等に関する法律」（平成20年法律第79
号）に基づき、「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の
施策に関する基本的な計画（第２次）」を決定した。
・平成25年10月及び平成26年2月に、青少年インターネット環境整備推進課長会議を開催し
た。
【課長会議の開催件数：2件】

府

（a）
官民の関係セクターを横断する情報共有・連絡体制の確立のための 「違法・有害情報対策
官民実務家ラウンドテーブル」の活用

インターネット上の違法・有害情報に起因する問題に対し、ラウンドテーブル連絡網を活
用し、官民横断的な実務家間での情報共有を随時実施。 官房

（ＩＴ）

（g）
○青少年を取り巻く有害環境対策の推進（再掲）
青少年を取り巻く有害環境対策として、
・全国規模の学校関係団体やＰＴＡ、通信関係団体など関係業界・団体の連携強化を目的
とした「ネット安全安心全国推進会議」の開催する。
・スマートフォンなど日々進化して急速に普及していくネット環境に対応するため、新た
な課題等を青少年・保護者に対し普及啓発するとともに、ネットパトロールの推進など学
校・家庭・地域が連携した先進的な取り組みを充実させ、地域における有害情報対策を推
進する事業を実施する。
・インターネット上のマナーや家庭でのルールづくりの重要性を周知するための有識者等
による「ネットモラルキャラバン隊」を結成し、全国保護者を対象とした学習・参加型の
タウンミーティングやワークショップなどを開催する。
・インターネットにつながる新たな機器への対応や緊急時に有効なインターネットの活用
法などについて、青少年が研修・発信するワークショップ事業を実施する。

【指標：アンケートによる理解度】

・地域における取組体制の構築、有害情報に関する普及啓発、ネットパトロール等の地域
の実情に応じた取組について平成21年度は25地域、平成22年度においては、17地域を支援
している。平成24年度は、新たに地域における有害情報対策推進事業を５地域に支援し
た。また、関係業界・団体の連携を強化する「ネット安全安心全国推進会議」を平成22年2
月16日開催し、同会議の取組の一環である「ネット安全安心全国推進フォーラム」を平成
22年3月6日に開催した。平成23年度は、平成24年3月17日に、平成24年度は、平成25年3月
16日に同フォーラムを開催した。（平成22年度は東日本大震災により中止。）平成25年度
は、平成26年3月8日に開催した。
・地域における教育・啓発活動の支援を継続するとともに、新たに有識者等によるネット
モラルキャラバン隊を結成し学習・参加型のシンポジウムを開催した。

キャラバン隊のアンケートによる理解度及び有用度
【H24：6か所で実施】
・「とても分かりやすかった」：29,9％　・「とても参考になった」：34,5％
・「分かりやすかった」：59,2％　　　　 ・「参考になった」：57,4％
・「やや分かりにくかった」：3,9％　　　・「あまり参考にならなかった」2,8％
・「分かりにくかった」：0,5％　　　　　　・「参考にならなかった」0,3％
【H25：12か所で実施】
・「とても分かりやすかった」：32.1％　・「とても参考になった」：37,7％
・「分かりやすかった」：58,3％　　　　 ・「参考になった」：56,2％
・「やや分かりにくかった」：4,9％　　　・「あまり参考にならなかった」2,3％
・「分かりにくかった」：0,3％　　　　　　・「参考にならなかった」0,3％
・青少年安心ネット・ワークショップについては、インターネットにつながる新たな機器
への対応方法などについて、青少年自身が研修し・発信するワークショップ事業実施し
た。
【H24】１か所　【H25】4か所

59,873千円
の内数

64,706千円
の内数

38,399千円
の内数

文科

（c）
○都道府県・指定都市青少年行政主管課長等会議を通じた地方公共団体への必要な情報提
供
【指標：会議の開催回数、文書発出件数】

・平成21年度については、7月10日に開催し、青少年インターネット環境整備基本計画の概
要をはじめとする青少年関係施策について質疑等を行い、情報共有を図った。
・平成22年度については、4月13日及び9月7日に開催し、青少年インターネット環境整備基
本計画の平成21年度フォローアップ結果をはじめとする青少年関係施策について質疑等を
行い、情報共有を図った。
・平成25年2月28日に、都道府県・指定都市青少年行政主管課長(67カ所)に対して、「保護
者に対する普及啓発支援」検討会議報告書及びパンフレットを紹介しつつ重点的な普及啓
発活動の依頼を行った。
・平成26年2月21日に、都道府県・指定都市青少年行政主管課長(67カ所)、青少年の非行防
止月間の協力・協賛団体、児童ポルノ排除協議会の構成団体及び青少年の健全育成・相談
支援等に係る関係団体に対して、平成26年1月に作成した保護者向けリーフレットを紹介し
つつ、関係府省庁・関係事業者等と協力し、「春のあんしんネット・新学期一斉行動」と
して、重点的な普及啓発活動の依頼を行った。
・都道府県・指定都市青少年行政主管課長等会議を平成25年4月及び11月に開催した。
【会議の開催回数：2回、文書発出件数:１件】

府

（d）
○フォーラム等の開催を通じた地方連携体制支援を進める。
【指標：フォーラム等の開催数、参加者数】

・平成25年度、全国8か所（北海道、宮城、埼玉、岐阜、京都、広島、福岡、沖縄）におい
て、国・遅行公共団体・民間団体が連携して、「青少年のインターネット利用環境づくり
フォーラム」を開催した。
【フォーラム等の開催数：8回、参加者数のべ：2,570人】

16,334千円 8,750千円

府

1．国における推進体制
第６　推進体制等

２．地方公共団体、事業者及び民間団体との連携体制の活用

基本計画に基づく施策
を総合的かつ効果的に
推進するため、子ど
も・若者育成支援推進
本部を中心として、内
閣総理大臣のリーダー
シップの下に関係行政
機関等の相互の緊密な
連携・協力を図る

（a）
「子ども・若者育成支援推進本部会議」等の実施による関係省庁の連携強化
【指標：本部及び課長会議の開催件数】

「違法・有害情報対策
官民実務家ラウンド
テーブル」など官民の
関係セクターを横断す
る枠組を活用して、速
やかに情報共有し、効
果的な対応についての
検討を継続的に行うと
ともに、「ネット安全
安心全国推進会議」な
どを開催し、学校関係
団体・ＰＴＡ・通信関
係団体について連携を
図る
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

（a）
G８ローマ／リヨングループハイテク犯罪サブグループ、ICPO等の各種国際会議等を通じ
て、我が国における違法・有害情報対策等について情報発信を行うとともに、各国の取組
みに関する情報交換を進める。

・平成25年４月及び10月、G8ローマ／リヨン・グループに置かれたハイテク犯罪サブグ
ループ会合に出席。国際的なサイバー犯罪対策プロジェクトを実施するとともに、外国捜
査機関職員との情報交換、協力関係の確立等を積極的に推進
・平成23年11月、緊急時における国際捜査協力の効率性向上等を目的として開催された
G8/RLG/HTCSG 24時間コンタクトポイント訓練会合に出席
・平成25年10月、サイバー空間に関するソウル会議に出席
・平成25年11月、ICPOアジア南太平洋IT犯罪専門家会合に出席

警察

（ｂ）
関係府省庁と連携・協力し、様々な国際会議やシンポジウム等の場を通じて、我が国の違
法・有害情報対策を紹介し、各国の自主規制やリテラシー施策に関する情報交換を進め
る。特にＯＥＣＤ（経済協力開発機構）のインターネット上の子ども保護勧告などに基づ
く取組について青少年インターネット環境整備法や民間の自主的取組などについて国際的
に連携できる環境作りをめざし、日本主導の働きかけを行うことを検討する。（再掲）
【指標：海外への取組発信回数など】

平成24年2月に勧告化されたOECD「インターネット上の青少年の保護に関する理事会勧告」
を踏まえ開発した青少年がインターネットを安全に安心して活用するためのリテラシー指
標(ILAS)を開発するとともに、日星ICT政策対話（平成25年9月）、日EU・ICT政策対話(平
成25年12月)及びITU青少年保護作業部会（平成26年2月）において我が国における取組状況
に関する情報発信を行った。
【海外への取組発信回数（H25年度）：3回】

総務・経
産

（c）
各種国際会議等への参加等を通じて、各国との情報交換を進める。
【指標：国際会議等への対応件数】

・平成21年10月、平成22年３月及び同年12月に開催されたOECD 情報セキュリティとプライ
バシー作業部会（パリ）並びに平成21年12月に開催されたＯＥＣＤ電子商取引に係る消費
者保護政策に関する会議（ワシントンDC）に出席した。
・欧州委員会 Unit eContent and Safer Internet(ルクセンブルク)、独インターネット産
業協会（ケルン）、独マルチメディアサービスプロバイダ自主規制協会（ベルリン）及び
カリフォルニア州情報セキュリティ・個人情報保護オフィス（オンライン上の青少年保護
担当部局）と意見交換を行った。
・平成24年5月に、OECD（経済協力開発機構）情報セキュリティとプライバシー作業部会、
平成24年10月に、OECD（経済協力開発機構）情報セキュリティとプライバシー作業部会及
び情報・コンピュータ・通信政策委員会に出席した。
・平成25年4月に、OECD（経済協力開発機構）情報セキュリティとプライバシー作業部会及
び情報・コンピュータ・通信政策委員会に出席した。
【国際会議等への対応件数:1件】

5,333千円
の内数

5,741千円
の内数

府

平成24年２月に採択さ
れた経済協力開発機構
（OECD）のオンライン
上の青少年保護勧告や
それに基づく取組につ
いては、関係府省で連
携して継続的に対応

（ｄ）
OECDオンライン上の青少年保護勧告にも規定されているリテラシー指標の取組をすすめ、
国内のリテラシー向上に役立てると共に、指標開発の国内取組を海外に向けて発信するこ
とで国際的な取組に協力する。
【指標：テスト開催数等】

平成24年2月に勧告化された「インターネット上の青少年の保護に関する理事会勧告」を踏
まえ、青少年がインターネットを安全に安心して活用するためのリテラシー指標(ILAS)を
開発するとともに、平成25年6,7月には全国の高校一年生約3,500名を対象にテストを実
施、公表した。 府、総

務、経産

国際的な機関や関係国
間の会議等に参画し、
日本の取組について積
極的に情報発信すると
ともに、各国の取組に
関する情報交換を進め
る

３．国際的な連携の促進
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基本計画項目 該当施策 実施状況
平成24年度

予算額（千円）
平成25年度

予算額（千円）

平成26年度
予算案額（千

円）
担当

（e）
関係府省庁と連携・協力し、様々な国際会議やシンポジウム等の場を通じて、我が国の違
法・有害情報対策を紹介し、各国の自主規制やリテラシー施策に関する情報交換を進め
る。特にＯＥＣＤ（経済協力開発機構）のインターネット上の子ども保護勧告などに基づ
く取組について青少年インターネット環境整備法や民間の自主的取組などについて国際的
に連携できる環境作りをめざし、日本主導の働きかけを行うことを検討する。（再掲）
【指標：海外への取組発信回数など】

平成24年2月に勧告化されたOECD「インターネット上の青少年の保護に関する理事会勧告」
を踏まえて開発した青少年がインターネットを安全に安心して活用するためのリテラシー
指標(ILAS)について、日星ICT政策対話（平成25年9月）、日EU・ICT政策対話(平成25年12
月)及びITU青少年保護作業部会（平成26年2月）においてわが国における取組状況に関する
情報発信を行った。
【海外への取組発信回数（H25年度）：3回】

総務・経
産

(f)
各国との対話を通じて青少年インターネット環境整備に関する基本的な認識を共有する。
【指標：国際会議等対応状況】

青少年インターネット利用環境整備を取り巻く状況について日星ICT政策対話（平成25年9
月）、日EU・ICT政策対話(平成25年12月)及びITU青少年保護作業部会（平成26年2月）にお
いて我が国の取組状況や民間団体間の連携に関するプレゼン・意見交換を行い認識を共有
した。
【海外への取組発信回数（H25年度）：3回】

総務

基本計画については、
１年間に１度、具体的
な施策の取組状況につ
いて、青少年のイン
ターネット利用環境実
態調査等により、でき
る限り定量的な検証を
行いつつフォローアッ
プを実施する。また、
社会経済情勢の変化、
青少年インターネット
環境をめぐる諸情勢の
変化並びに青少年イン
ターネット環境整備法
及び基本計画に基づく
施策の推進状況等を踏
まえ、法令改正も含め
た必要な対応の検討を
実施するとともに、３
年後を目途に基本計画
を見直す。

（a）
毎年、基本計画の取組状況についてフォローアップを実施するとともに、基本計画の見直
し等に向け、法施行状況等の検討を実施する。
【指標：検討会の開催件数、提言発出数】

･毎年、基本計画の取組状況についてフォローアップを実施
･平成25年度、「青少年インターネット環境の整備等に関する検討会」を計5回開催
第17回(H25.4.23), 第18回(H25.8.22), 第19回(H25.10.7),第20回(H25.12.18),第21回
(H25.2.19)
・平成24年4月17日、第１４回「青少年インターネット環境の整備等に関する検討会」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の施策に関
する基本的な計画」の見直しに係る提言を行った。
・平成24年7月6日、子ども・若者育成支援推進本部（第４回）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環境の整備等に関する法律」（平成20年法律第79
号）に基づき、「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の
施策に関する基本的な計画（第２次）」を決定した。

5,003千円
の内数

5,333千円
の内数

5,741千円
の内数

府

４．基本計画の見直し

民間の取組についても
国際的な連携を目指し
た取組を検討する
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