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第２次基本計画に関する施策の評価等について 

１ 

（分野名） 第２．教育及び啓発活動の推進に係る施策に関する事項    

（施策名） ３． 家庭における教育・啓発の推進            

（１）「親子のルールづくり」など家庭における取組への支援 

１ 主な施策の取組状況  

○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。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。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を依頼。 

○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

の依頼を実施。 

○本年７月の「青少年の非行・被害防止全国強調月間」においても月間の重点項目として、インターネ

ットの安全・安心等掲げ、保護者等に重点を指向した啓発活動を推進。 

○｢青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム｣の機会を捉えて、支援強化を実施。  

 

【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%      

 

・２７年度予算要求額 5,630千円の内数 

       

２ 取組結果に対する評価 

○地域の情勢・訴求対象の特性等に応じ、青少年の安全で安心なインターネット利用環境の整備に

向けた取組が効果的に推進されるように、国・地方公共団体・関係団体等における連携・情報共

有等を充実強化する必要。 

３ 今後の方向性、検討課題等（基本計画の見直しに際して盛り込むべき取組等） 

○スマートフォンを始めとする新たな機器・サービスが急速に浸透するなど、青少年を取り巻くイ

ンターネット利用環境が急速に変化しており、被害防止対策の観点から、インターネットの危険性

及び適切な利用について、青少年や保護者等、訴求対象の特性を踏まえて、目的意識的な普及啓発

活動のプログラム化を推進するとともに、定着度・浸透度の向上に重点を指向した広報・普及啓発

を充実強化する必要。 

○青少年及びその保護者の子育てに係るライフサイクルを見据えた取組が必要。 

○「子どもの権利とビジネス原則」等を踏まえ、民間における自主的かつ主体的な青少年の安全で

安心なインターネット利用環境の整備に向けた取組が一層推進されるよう、関係団体・事業者等と

の連携・情報共有等を充実強化する必要。 
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○地方公共団体の先進的な取組等に係る情報を集約し、情報共有の促進等を図るなど、地域の情

勢・訴求対象の特性に応じ地方公共団体等における連携・情報共有等を充実強化する必要。 

○青少年インターネット環境整備推進課長会議等を効果的に開催するなど、｢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｣等に基づく取組が

効果的に推進されるよう、国における関係機関の連携・情報共有等を更に充実強化する必要。  

 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

○「青少年の非行・被害防止全国強調月間」「青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム」 

の概要等 

○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のための保護者に対する重点的な

啓発活動依頼文書（２６年２月２１日付） 

○ 非行被害防止全国強調月間協力依頼文書（２６年５月２１日付） 

○ 青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム協力依頼文書（２６年６月３０日付） 

○ ２７年度予算要求資料（周知啓発資料） 

○「子どもの権利とビジネス原則」及びインターネット上の子どもの保護に関するガイドライン 
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                     府省名： 内 閣 府           

     

第２次基本計画に関する施策の評価等について 

２ 

（分野名） 第２．教育及び啓発活動の推進に係る施策に関する事項    

（施策名） ３． 家庭における教育・啓発の推進            

（３）保護者に対する普及啓発支援の検討          

１ 主な施策の取組状況 

○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。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。 

○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実施。 

○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

の依頼を実施。 

○本年７月の「青少年の非行・被害防止全国強調月間」においても月間の重点項目として、インターネ

ットの安全・安心等掲げ、保護者等に重点を指向した啓発活動を推進。 

○｢青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム｣の機会を捉えて、支援強化を実施。  

 

・２７年度予算要求額 5,630千円の内数  

２ 取組結果に対する評価 

○地域の情勢・訴求対象の特性等に応じ、青少年の安全で安心なインターネット利用環境の整備に

向けた取組が効果的に推進されるように、国・地方公共団体・関係団体等における連携・情報共

有等を充実強化する必要。 

３ 今後の方向性、検討課題等（基本計画の見直しに際して盛り込むべき取組等） 

○スマートフォンを始めとする新たな機器・サービスが急速に浸透するなど、青少年を取り巻くイ

ンターネット利用環境が急速に変化しており、被害防止対策の観点から、インターネットの危険性

及び適切な利用について、青少年や保護者等、訴求対象の特性を踏まえて、目的意識的な普及啓発

活動のプログラム化を推進するとともに、定着度・浸透度の向上に重点を指向した広報・普及啓発

を充実強化する必要。 

○青少年及びその保護者の子育てに係るライフサイクルを見据えた取組が必要。 

○「子どもの権利とビジネス原則」等を踏まえ、民間における自主的かつ主体的な青少年の安全で

安心なインターネット利用環境の整備に向けた取組が一層推進されるよう、関係団体・事業者等と

の連携・情報共有等を充実強化する必要。 

○地方公共団体の先進的な取組等に係る情報を集約し、情報共有の促進等を図るなど、地域の情

勢・訴求対象の特性に応じ地方公共団体等における連携・情報共有等を充実強化する必要。 

○青少年インターネット環境整備推進課長会議等を効果的に開催するなど、｢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｣等に基づく取組が

効果的に推進されるよう、国における関係機関の連携・情報共有等を更に充実強化する必要。  
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４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

○「青少年の非行・被害防止全国強調月間」「青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム」 

の概要等 

○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のための保護者に対する重点的な

啓発活動要請文書（２６年２月２１日付） 

○ 非行被害防止全国強調月間協力依頼文書（２６年５月２１日付） 

○ 青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム協力依頼文書（２６年６月３０日付） 

○ ２６年度予算要求資料（周知啓発資料） 

○「子どもの権利とビジネス原則」及びインターネット上の子どもの保護に関するガイドライン 
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                     府省名： 内 閣 府           

     

第２次基本計画に関する施策の評価等について 

３ 

（分野名）  第２．教育及び啓発活動の推進に係る施策に関する事項   

（施策名）   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 

(２）保護者に対する効果的な啓発の在り方の検討・推進  

 

１ 主な施策の取組状況  

○子ども・若者育成支援推進本部の下で、｢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｣ （平成 21 年 6 月 30 日決定・平成 24 年 7 月 6 日改

訂）のフォローアップを実施し、関係省庁が連携して青少年の安全で安心なインターネット利用環

境の整備を推進。 

○青少年を取り巻くインターネット利用環境が急速に変化していること等を踏まえ、｢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、基本計画の見直しに向けた議論を開始。 

○「青少年の非行・被害防止全国強調月間」や｢青少年のインターネット利用環境づくりフォーラ

ム｣等の機会を捉えて、関係機関・団体と連携して青少年が犯罪被害やトラブルに遭うことのない

ように、広報・啓発活動を推進。 

○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

の依頼を実施。 

 

・２７年度予算要求額 5,967千円の内数（フォーラム） 

・２７年度予算要求額 5,630千円の内数（広報啓発） 

２ 取組結果に対する評価 

○地域の情勢・訴求対象の特性等に応じ、青少年の安全で安心なインターネット利用環境の整備に

向けた取組が効果的に推進されるように、国・地方公共団体・関係団体等における連携・情報共

有等を充実強化する必要。 

 

 

３ 今後の方向性、検討課題等（基本計画の見直しに際して盛り込むべき取組等） 

○スマートフォンを始めとする新たな機器・サービスが急速に浸透するなど、青少年を取り巻くイ

ンターネット利用環境が急速に変化しており、被害防止対策の観点から、インターネットの危険性

及び適切な利用について、青少年や保護者等、訴求対象の特性を踏まえて、目的意識的な普及啓発

活動のプログラム化を推進するとともに、定着度・浸透度の向上に重点を指向した広報・普及啓発

を充実強化する必要。 

○青少年及びその保護者の子育てに係るライフサイクルを見据えた取組が必要。 

○「子どもの権利とビジネス原則」等を踏まえ、民間における自主的かつ主体的な青少年の安全で

安心なインターネット利用環境の整備に向けた取組が一層推進されるよう、関係団体・事業者等と

の連携・情報共有等を充実強化する必要。 

○地方公共団体の先進的な取組等に係る情報を集約し、情報共有の促進等を図るなど、地域の情

勢・訴求対象の特性に応じ地方公共団体等における連携・情報共有等を充実強化する必要。 

○青少年インターネット環境整備推進課長会議等を効果的に開催するなど、｢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｣等に基づく取組が

効果的に推進されるよう、国における関係機関の連携・情報共有等を更に充実強化する必要。  
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４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

○「青少年の非行・被害防止全国強調月間」「青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム」 

の概要等 

○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のための保護者に対する重点的な

啓発活動要請文書（２６年２月２１日付） 

○ 非行被害防止全国強調月間協力依頼文書（２６年５月２１日付） 

○ 青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム協力依頼文書（２６年６月３０日付） 

○ ２７年度予算要求資料（周知啓発資料） 

○「子どもの権利とビジネス原則」及びインターネット上の子どもの保護に関するガイドライン 
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                     府省名： 内 閣 府           

     

第２次基本計画に関する施策の評価等について 

４ 

（分野名） 第２．教育及び啓発活動の推進に係る施策に関する事項    

（施策名） ５． 国民運動の展開                  

１ 主な施策の取組状況 

○子ども・若者育成支援推進本部の下で、｢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｣ （平成 21 年 6 月 30 日決定・平成 24 年 7 月 6 日改

訂）のフォ ローアップを実施し、関係省庁が連携して青少年の安全で安心なインターネット利用

環境の整備を推進。 

○青少年を取り巻くインターネット利用環境が急速に変化していること等を踏まえ、｢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、基本計画の見直しに向けた議論を開始。 

○「青少年の非行・被害防止全国強調月間」や｢青少年のインターネット利用環境づくりフォーラ

ム｣等の機会を捉えて、関係機関・団体と連携して青少年が犯罪被害やトラブルに遭うことのない

ように、広報・啓発活動を推進。  

○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。 

 

・２７年度予算要求額 5,967千円の内数（フォーラム） 

・２７年度予算要求額 5,630千円の内数（広報啓発）       

２ 取組結果に対する評価 

○地域の情勢・訴求対象の特性等に応じ、青少年の安全で安心なインターネット利用環境の整備に

向けた取組が効果的に推進されるように、国・地方公共団体・関係団体等における連携・情報共

有等を充実強化する必要。 

３ 今後の方向性、検討課題等（基本計画の見直しに際して盛り込むべき取組等） 

○スマートフォンを始めとする新たな機器・サービスが急速に浸透するなど、青少年を取り巻くイ

ンターネット利用環境が急速に変化しており、被害防止対策の観点から、インターネットの危険性

及び適切な利用について、青少年や保護者等、訴求対象の特性を踏まえて、目的意識的な普及啓発

活動のプログラム化を推進するとともに、定着度・浸透度の向上に重点を指向した広報・普及啓発

を充実強化する必要。 

○青少年及びその保護者の子育てに係るライフサイクルを見据えた取組が必要。 

○「子どもの権利とビジネス原則」等を踏まえ、民間における自主的かつ主体的な青少年の安全で

安心なインターネット利用環境の整備に向けた取組が一層推進されるよう、関係団体・事業者等と

の連携・情報共有等を充実強化する必要。 

○地方公共団体の先進的な取組等に係る情報を集約し、情報共有の促進等を図るなど、地域の情

勢・訴求対象の特性に応じ地方公共団体等における連携・情報共有等を充実強化する必要。 

○青少年インターネット環境整備推進課長会議等を効果的に開催するなど、｢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｣等に基づく取組が

効果的に推進されるよう、国における関係機関の連携・情報共有等を更に充実強化する必要。  

 

 

内閣府　7 / 26 ページ



４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

○「青少年の非行・被害防止全国強調月間」「青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム」 

の概要等 

○ 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のための保護者に対する重点的

な啓発活動依頼文書（２６年２月２１日付） 

○ 非行被害防止全国強調月間協力依頼文書（２６年５月２１日付） 

○ 青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム協力依頼文書（２６年６月３０日付） 

○ 26年度予算要求資料（周知啓発資料及びフォーラム） 

○「子どもの権利とビジネス原則」及びインターネット上の子どもの保護に関するガイドライン 
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                     府省名： 内 閣 府           

     

第２次基本計画に関する施策の評価等について 

５ 

（分野名） 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  

（施策名） ５． フィルタリング普及促進のための啓発活動等  

 

 

１ 主な施策の取組状況 

○「青少年の非行・被害防止全国強調月間」や｢青少年のインターネット利用環境づくりフォーラ

ム｣等の機会を捉えて、関係機関・団体と連携してフィルタリングに対する普及・啓発活動を推進。

○子ども・若者育成支援推進本部の下で、｢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｣ （平成 21 年 6 月 30 日決定・平成 24 年 7 月 6 日改

訂）のフォローアップを実施し、関係省庁が連携して青少年の安全で安心なインターネット利用環

境の整備を推進。 

○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（参加者数のべ：2,570人）。 

○平成 26年度については全国６か所（秋田、神奈川、新潟、兵庫、徳島、佐賀）において、「青少

年のインターネット利用環境づくりフォーラム」を開催予定。 

（参考） 

【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%  

 

・２７年度予算要求額 5,967千円の内数（フォーラム） 

・２７年度予算要求額 24,567千円の内数（青少年インターネット利用環境実態調査）   

２ 取組結果に対する評価 

○地域の情勢・訴求対象の特性等に応じ、青少年の安全で安心なインターネット利用環境の整備に

向けた取組が効果的に推進されるように、国・地方公共団体・関係団体等における連携・情報共

有等を充実強化する必要。 

３ 今後の方向性、検討課題等（基本計画の見直しに際して盛り込むべき取組等） 

○スマートフォンを始めとする新たな機器・サービスが急速に浸透するなど、青少年を取り巻くイ

ンターネット利用環境が急速に変化しており、被害防止対策の観点から、インターネットの危険性

及び適切な利用について、青少年や保護者等、訴求対象の特性を踏まえて、目的意識的な普及啓発

活動のプログラム化を推進するとともに、定着度・浸透度の向上に重点を指向した広報・普及啓発

を充実強化する必要。 

○青少年及びその保護者の子育てに係るライフサイクルを見据えた取組が必要。 

○「子どもの権利とビジネス原則」等を踏まえ、民間における自主的かつ主体的な青少年の安全で

安心なインターネット利用環境の整備に向けた取組が一層推進されるよう、関係団体・事業者等と

の連携・情報共有等を充実強化する必要。 

○地方公共団体の先進的な取組等に係る情報を集約し、情報共有の促進等を図るなど、地域の情
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勢・訴求対象の特性に応じ地方公共団体等における連携・情報共有等を充実強化する必要。 

○青少年インターネット環境整備推進課長会議等を効果的に開催するなど、｢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｣等に基づく取組が

効果的に推進されるよう、国における関係機関の連携・情報共有等を更に充実強化する必要。  

 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

○「青少年の非行・被害防止全国強調月間」「青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム」 

の概要等 

○ 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のための保護者に対する重点的

な啓発活動依頼文書（２６年２月２１日付） 

○ 非行被害防止全国強調月間協力依頼文書（２６年５月２１日付） 

○ 青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム協力依頼文書（２６年６月３０日付） 

○ ２７年度予算要求資料（周知啓発資料及びフォーラム） 

○「子どもの権利とビジネス原則」及びインターネット上の子どもの保護に関するガイドライン 
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                     府省名： 内 閣 府           

     

第２次基本計画に関する施策の評価等について 

６ 

（分野名） 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 

（施策名） ６．フィルタリング普及状況等に関する調査研究             

 

１ 主な施策の取組状況 

○青少年のインターネット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２５年度以降においても、継続して実施。 

○２６年度調査においては、サンプル数を３千から５千に引き上げるとともに、オンライン調査を

併用する形で実施。 

（参考） 

【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%  

 

・２７年度予算額 5,967千円の内数（フォーラム） 

・２７年度予算額 24,567千円の内数（青少年インターネット利用環境実態調査）    

２ 取組結果に対する評価 

○地域の情勢・訴求対象の特性等に応じ、青少年の安全で安心なインターネット利用環境の整備に

向けた取組が効果的に推進されるように、国・地方公共団体・関係団体等における連携・情報共

有等を充実強化する必要。 

 

３ 今後の方向性、検討課題等（基本計画の見直しに際して盛り込むべき取組等） 

○国内外の官民の関連ある調査に係る分析手法等を調査するともに、地域の特性、訴求対象に応じ

た取組や持続可能な啓発サイクルの構築に資するよう、エビデンスの収集のあり方を質・量とも

充実させるなど、見直し高度化の必要。 

○スマートフォンを始めとする新たな機器・サービスが急速に浸透するなど、青少年を取り巻くイ

ンターネット利用環境が急速に変化しており、被害防止対策の観点から、インターネットの危険

性及び適切な利用について、青少年や保護者等、訴求対象の特性を踏まえて、目的意識的な普及

啓発活動のプログラム化を推進するとともに、定着度・浸透度の向上に重点を指向した広報・普

及啓発を充実強化する必要。 

○青少年及びその保護者の子育てに係るライフサイクルを見据えた取組が必要。 

○「子どもの権利とビジネス原則」等を踏まえ、民間における自主的かつ主体的な青少年の安全で

安心なインターネット利用環境の整備に向けた取組が一層推進されるよう、関係団体・事業者等

との連携・情報共有等を充実強化する必要。 

○地方公共団体の先進的な取組等に係る情報を集約し、情報共有の促進等を図るなど、地域の情

勢・訴求対象の特性に応じ地方公共団体等における連携・情報共有等を充実強化する必要。 

○青少年インターネット環境整備推進課長会議等を効果的に開催するなど、｢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｣等に基づく取組

が効果的に推進されるよう、国における関係機関の連携・情報共有等を更に充実強化する必要。 
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４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

○ ２７年度予算要求資料（青少年インターネット利用環境実態調査） 

○「子どもの権利とビジネス原則」及びインターネット上の子どもの保護に関するガイドライン 

○行政事業レビュー資料 
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                     府省名： 内 閣 府           

     

第２次基本計画に関する施策の評価等について 

７ 

（分野名） 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                             

（施策名） ４． その他のインターネット利用環境整備に向けた活動に対する支援         

 

１ 主な施策の取組状況 

○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

の支援を実施。 

２ 取組結果に対する評価 

○地域の情勢・訴求対象の特性等に応じ、青少年の安全で安心なインターネット利用環境の整備に

向けた取組が効果的に推進されるように、国・地方公共団体・関係団体等における連携・情報共

有等を充実強化する必要。 

 

３ 今後の方向性、検討課題等（基本計画の見直しに際して盛り込むべき取組等） 

○スマートフォンを始めとする新たな機器・サービスが急速に浸透するなど、青少年を取り巻くイ

ンターネット利用環境が急速に変化しており、被害防止対策の観点から、インターネットの危険性

及び適切な利用について、青少年や保護者等、訴求対象の特性を踏まえて、目的意識的な普及啓発

活動のプログラム化を推進するとともに、定着度・浸透度の向上に重点を指向した広報・普及啓発

を充実強化する必要。 

○青少年及びその保護者の子育てに係るライフサイクルを見据えた取組が必要。 

○「子どもの権利とビジネス原則」等を踏まえ、民間における自主的かつ主体的な青少年の安全で

安心なインターネット利用環境の整備に向けた取組が一層推進されるよう、関係団体・事業者等と

の連携・情報共有等を充実強化する必要。 

○地方公共団体の先進的な取組等に係る情報を集約し、情報共有の促進等を図るなど、地域の情

勢・訴求対象の特性に応じ地方公共団体等における連携・情報共有等を充実強化する必要。 

○青少年インターネット環境整備推進課長会議等を効果的に開催するなど、｢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｣等に基づく取組が

効果的に推進されるよう、国における関係機関の連携・情報共有等を更に充実強化する必要。 
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４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

○「青少年の非行・被害防止全国強調月間」「青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム」 

の概要等 

○子ども・若者育成支援推進大綱（「子ども・若者ビジョン」）の総点検報告書 
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                     府省名： 内 閣 府           

     

第２次基本計画に関する施策の評価等について 

８ 

（分野名） 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  

（施策名） （２）事業者や民間団体の効果的な閲覧防止策の支援 

 

１ 主な施策の取組状況 

○犯罪対策閣僚会議において、｢児童ポルノ排除総合対策｣（平成 22年 7月 27日決定）を策定し、毎年

フォローアップを実施するとともに、「児童ポルノ排除対策推進協議会」及び「公開シンポジウム」を

開催し、関係機関・団体と連携して児童ポルノ根絶に向けた国民運動を推進。 

○青少年を取り巻くインターネット利用環境が急速に変化する中で、児童ポルノ事犯の被害が深刻化し

ていること等を踏まえ、新たに｢第二次児童ポルノ排除総合対策｣（平成 25年 5月 28日犯罪対策閣僚会

議決定）を策定し、官民一体となって児童ポルノの排除に向けた総合的な活動を推進。 

○「青少年の非行・被害防止全国強調月間」や｢青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム｣等

の機会を捉えて、関係機関・団体と連携して青少年が児童ポルノ事犯等の犯罪被害やトラブルに遭うこ

とのないように、広報・啓発活動を推進。 

○平成 26 年６月 15 日、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の

一部を改正する法律」（平成 26 年６月 25 日法律第 79 号）が成立し、同年７月 15 日から施行されたこ

とを踏まえ、関係機関・団体と連携して児童ポルノの未然防止・拡大防止や被害児童の保護・支援の充

実等に向けた対策を推進。 

（参考） 

○平成 26年 7月 18日、薬物乱用対策推進会議において、いわゆる「脱法ドラッグ」の乱用の根絶のた

めの緊急対策を策定し、指定薬物に係るインターネットでの違法・有害情報対策等を強化。 

○平成 26年９月 19日、薬物乱用対策推進会議において危険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対策フ

ォローアップなどを実施。 
２ 取組結果に対する評価 

○地域の情勢・訴求対象の特性等に応じ、青少年の安全で安心なインターネット利用環境の整備に

向けた取組が効果的に推進されるように、国・地方公共団体・関係団体等における連携・情報共

有等を充実強化する必要。 

３ 今後の方向性、検討課題等（基本計画の見直しに際して盛り込むべき取組等） 

○スマートフォンを始めとする新たな機器・サービスが急速に浸透するなど、青少年を取り巻くイ

ンターネット利用環境が急速に変化しており、被害防止対策の観点から、インターネットの危険

性及び適切な利用について、青少年や保護者等、訴求対象の特性を踏まえて、目的意識的な普及

啓発活動のプログラム化を推進するとともに、定着度・浸透度の向上に重点を指向した広報・普

及啓発を充実強化する必要。 

○青少年及びその保護者の子育てに係るライフサイクルを見据えた取組が必要。 

○「子どもの権利とビジネス原則」等を踏まえ、民間における自主的かつ主体的な青少年の安全で

安心なインターネット利用環境の整備に向けた取組が一層推進されるよう、関係団体・事業者等

との連携・情報共有等を充実強化する必要。 

○地方公共団体の先進的な取組等に係る情報を集約し、情報共有の促進等を図るなど、地域の情

勢・訴求対象の特性に応じ地方公共団体等における連携・情報共有等を充実強化する必要。 

○青少年インターネット環境整備推進課長会議等を効果的に開催するなど、｢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｣等に基づく取組

が効果的に推進されるよう、国における関係機関の連携・情報共有等を更に充実強化する必要。 
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４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

○ 児童ポルノ排除対策推進協議会資料 

○ 児童ポルノ排除総合対策資料 

○「子どもの権利とビジネス原則」及びインターネット上の子どもの保護に関するガイドライン 

○ 青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム協力依頼文書（２６年６月３０日付） 

○ 危険ドラッグの乱用の根絶のやめの緊急対策 

○ 危険ドラッグの乱用の根絶のための緊急対策フォローアップ 
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                     府省名： 内 閣 府           

     

第２次基本計画に関する施策の評価等について 

９ 

（分野名） ２．教育及び啓発活動の推進に係る施策に関する事項    

（施策名） ５． 国内外における調査           

 

１ 主な施策の取組状況 

○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、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。   

○平成 26 年度においては、特にスマートフォン等に関する近年の動向について、アメリカ・イギ

リス・カナダ・オーストラリア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。  

○平成 27 年度については、欧米・アジア地域においてグローバルに展開する事業者の「子どもの権利

とビジネス原則」等を踏まえた取組の実態やその自主的・自発的な取組を促進するための環境整備の

在り方について、有識者に対する意見聴取、文献・インターネットによる調査等を予定。 

 平成２７年度要求額 4,182千円 

２ 取組結果に対する評価 

○地域の情勢・訴求対象の特性等に応じ、青少年の安全で安心なインターネット利用環境の整備に

向けた取組が効果的に推進されるように、国・地方公共団体・関係団体等における連携・情報共

有等を充実強化する必要。  

３ 今後の方向性、検討課題等（基本計画の見直しに際して盛り込むべき取組等） 

○国内外の官民の関連ある調査に係る分析手法等を調査するともに、地域の特性、訴求対象に応じ

た取組や持続可能な啓発サイクルの構築に資するよう、エビデンスの収集のあり方を質・量とも

充実させるなど、見直し・高度化が必要。 

○スマートフォンを始めとする新たな機器・サービスが急速に浸透するなど、青少年を取り巻くイ

ンターネット利用環境が急速に変化しており、被害防止対策の観点から、インターネットの危険

性及び適切な利用について、青少年や保護者等、訴求対象の特性を踏まえて、目的意識的な普及

啓発活動のプログラム化を推進するとともに、定着度・浸透度の向上に重点を指向した広報・普

及啓発を充実強化する必要。 

○青少年及びその保護者の子育てに係るライフサイクルを見据えた取組が必要。 

○「子どもの権利とビジネス原則」等を踏まえ、民間における自主的かつ主体的な青少年の安全で

安心なインターネット利用環境の整備に向けた取組が一層推進されるよう、関係団体・事業者等

との連携・情報共有等を充実強化する必要。 

○地方公共団体の先進的な取組等に係る情報を集約し、情報共有の促進等を図るなど、地域の情

勢・訴求対象の特性に応じ地方公共団体等における連携・情報共有等を充実強化する必要。 

○青少年インターネット環境整備推進課長会議等を効果的に開催するなど、｢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｣等に基づく取組

が効果的に推進されるよう、国における関係機関の連携・情報共有等を更に充実強化する必要。 
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４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

○ 27年度概算要求資料（諸外国調査） 

○「子どもの権利とビジネス原則」及びインターネット上の子どもの保護に関するガイドライン 
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                     府省名： 内 閣 府           

     

第２次基本計画に関する施策の評価等について 

１０ 

（分野名） 第６．推進体制等        

（施策名） １ 国における推進体制           

 

１ 主な施策の取組状況  

○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。 

○青少年インターネット環境整備推進課長会議等の子ども・若者育成支援推進関連の会合を随時開

催。 

 

２ 取組結果に対する評価  

○地域の情勢・訴求対象の特性等に応じ、青少年の安全で安心なインターネット利用環境の整備に

向けた取組が効果的に推進されるように、国・地方公共団体・関係団体等における連携・情報共

有等を充実強化する必要。 

３ 今後の方向性、検討課題等（基本計画の見直しに際して盛り込むべき取組等） 

○スマートフォンを始めとする新たな機器・サービスが急速に浸透するなど、青少年を取り巻くイ

ンターネット利用環境が急速に変化しており、被害防止対策の観点から、インターネットの危険性

及び適切な利用について、青少年や保護者等、訴求対象の特性を踏まえて、目的意識的な普及啓発

活動のプログラム化を推進するとともに、定着度・浸透度の向上に重点を指向した広報・普及啓発

を充実強化する必要。 

○青少年及びその保護者の子育てに係るライフサイクルを見据えた取組が必要。 

○「子どもの権利とビジネス原則」等を踏まえ、民間における自主的かつ主体的な青少年の安全で

安心なインターネット利用環境の整備に向けた取組が一層推進されるよう、関係団体・事業者等と

の連携・情報共有等を充実強化する必要。 

○地方公共団体の先進的な取組等に係る情報を集約し、情報共有の促進等を図るなど、地域の情

勢・訴求対象の特性に応じ地方公共団体等における連携・情報共有等を充実強化する必要。 

○青少年インターネット環境整備推進課長会議等を効果的に開催するなど、｢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｣等に基づく取組が

効果的に推進されるよう、国における関係機関の連携・情報共有等を更に充実強化する必要。 
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４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

○子ども・若者育成支援推進大綱（「子ども・若者ビジョン」）の総点検報告書 
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                     府省名： 内 閣 府           

     

第２次基本計画に関する施策の評価等について 

１１ 

（分野名） 第６．推進体制等        

（施策名） 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             

 

１ 主な施策の取組状況  

○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、11月及び 26年６月に開催した。 

○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（参加者数のべ：2,570人）。 

○平成 26年度については全国６か所（秋田、神奈川、新潟、兵庫、徳島、佐賀）において、「青少

年のインターネット利用環境づくりフォーラム」を開催予定。 

・２７年度予算額 5,967千円の内数（フォーラム） 

・２７年度予算額 24,567千円の内数（青少年インターネット利用環境実態調査）  

２ 取組結果に対する評価 

○地域の情勢・訴求対象の特性等に応じ、青少年の安全で安心なインターネット利用環境の整備に

向けた取組が効果的に推進されるように、国・地方公共団体・関係団体等における連携・情報共

有等を充実強化する必要。 

３ 今後の方向性、検討課題等（基本計画の見直しに際して盛り込むべき取組等） 

○スマートフォンを始めとする新たな機器・サービスが急速に浸透するなど、青少年を取り巻くイ

ンターネット利用環境が急速に変化しており、被害防止対策の観点から、インターネットの危険性

及び適切な利用について、青少年や保護者等、訴求対象の特性を踏まえて、目的意識的な普及啓発

活動のプログラム化を推進するとともに、定着度・浸透度の向上に重点を指向した広報・普及啓発

を充実強化する必要。 

○青少年及びその保護者の子育てに係るライフサイクルを見据えた取組が必要。 

○「子どもの権利とビジネス原則」等を踏まえ、民間における自主的かつ主体的な青少年の安全で

安心なインターネット利用環境の整備に向けた取組が一層推進されるよう、関係団体・事業者等と

の連携・情報共有等を充実強化する必要。 

○地方公共団体の先進的な取組等に係る情報を集約し、情報共有の促進等を図るなど、地域の情

勢・訴求対象の特性に応じ地方公共団体等における連携・情報共有等を充実強化する必要。 

○青少年インターネット環境整備推進課長会議等を効果的に開催するなど、｢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｣等に基づく取組が

効果的に推進されるよう、国における関係機関の連携・情報共有等を更に充実強化する必要。  
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４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

○青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム概要資料 

○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のための保護者に対する重点的な

啓発活動依頼文書（２６年２月２１日付） 

○非行被害防止全国強調月間協力依頼文書（２６年５月２１日付） 

○青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム協力依頼文書（２６年６月３０日付） 

○行政事業レビュー資料    
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                     府省名： 内 閣 府           

     

第２次基本計画に関する施策の評価等について 

１２ 

（分野名） 第６．推進体制等        

（施策名） ３ 国際的な連携の促進                             

 

１ 主な施策の取組状況  

○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・通信政策委員会に内閣府から出席。 

○ユニセフ他国際機関が制定した「子どもの権利とビジネス原則」及び同原則を基にユニセフとＩＴ

Ｕ（国際電気通信連合）が共同で制定した「インターネット上の子どもの保護に関するガイドライン」

について、地方公共団体・関係団体等に紹介。 

 

２ 取組結果に対する評価 

○地域の情勢・訴求対象の特性等に応じ、青少年の安全で安心なインターネット利用環境の整備に

向けた取組が効果的に推進されるように、国・地方公共団体・関係団体等における連携・情報共

有等を充実強化する必要。 

 

３ 今後の方向性、検討課題等（基本計画の見直しに際して盛り込むべき取組等） 

○国内外の官民の関連ある調査に係る分析手法等を調査するともに、地域の特性、訴求対象に応じ

た取組や持続可能な啓発サイクルの構築に資するよう、エビデンスの収集のあり方を質・量とも

充実させるなど、見直し・高度化が必要。 

○スマートフォンを始めとする新たな機器・サービスが急速に浸透するなど、青少年を取り巻くイ

ンターネット利用環境が急速に変化しており、被害防止対策の観点から、インターネットの危険

性及び適切な利用について、青少年や保護者等、訴求対象の特性を踏まえて、目的意識的な普及

啓発活動のプログラム化を推進するとともに、定着度・浸透度の向上に重点を指向した広報・普

及啓発を充実強化する必要。 

○青少年及びその保護者の子育てに係るライフサイクルを見据えた取組が必要。 

○「子どもの権利とビジネス原則」等を踏まえ、民間における自主的かつ主体的な青少年の安全で

安心なインターネット利用環境の整備に向けた取組が一層推進されるよう、関係団体・事業者等

との連携・情報共有等を充実強化する必要。 

○地方公共団体の先進的な取組等に係る情報を集約し、情報共有の促進等を図るなど、地域の情

勢・訴求対象の特性に応じ地方公共団体等における連携・情報共有等を充実強化する必要。 

○青少年インターネット環境整備推進課長会議等を効果的に開催するなど、｢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｣等に基づく取組

が効果的に推進されるよう、国における関係機関の連携・情報共有等を更に充実強化する必要。 
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４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

○「子どもの権利とビジネス原則」及びインターネット上の子どもの保護に関するガイドライン 

○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のための保護者に対する重点的な

啓発活動依頼文書（２６年２月２１日付） 

○ 非行被害防止全国強調月間協力依頼文書（２６年５月２１日付） 

○ 青少年のインターネット利用環境づくりフォーラム協力依頼文書（２６年６月３０日付） 
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第２次基本計画に関する施策の評価等について 

１３ 

（分野名） 第６．推進体制等             

（施策名） ４．基本計画の見直し          

 

１ 主な施策の取組状況 

○平成 24 年 4 月に開催された第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 日に開催された子ども・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。 

○平成 26 年２月に開催された第２１回検討会から、基本計画（第２次）の見直しに向けた検討を

開始。 

 

２７年度予算要求額：5,630千円 

２ 取組結果に対する評価 

○地域の情勢・訴求対象の特性等に応じ、青少年の安全で安心なインターネット利用環境の整備に

向けた取組が効果的に推進されるように、国・地方公共団体・関係団体等における連携・情報共

有等を充実強化する必要。 

 

３ 今後の方向性、検討課題等（基本計画の見直しに際して盛り込むべき取組等） 

○基本計画の見直しに係るＰＤＣＡサイクルの実効性を高めるためには、評価手法に応じた効果等の測

定のあり方を含め、定性的・定量的なエビデンスを集約・評価等するための各種調査等を充実強化する

必要。 

○スマートフォンを始めとする新たな機器・サービスが急速に浸透するなど、青少年を取り巻くイ

ンターネット利用環境が急速に変化しており、被害防止対策の観点から、インターネットの危険性

及び適切な利用について、青少年や保護者等、訴求対象の特性を踏まえて、目的意識的な普及啓発

活動のプログラム化を推進するとともに、定着度・浸透度の向上に重点を指向した広報・普及啓発

を充実強化する必要。 

○青少年及びその保護者の子育てに係るライフサイクルを見据えた取組が必要。 

○「子どもの権利とビジネス原則」等を踏まえ、民間における自主的かつ主体的な青少年の安全で

安心なインターネット利用環境の整備に向けた取組が一層推進されるよう、関係団体・事業者等と

の連携・情報共有等を充実強化する必要。 

○地方公共団体の先進的な取組等に係る情報を集約し、情報共有の促進等を図るなど、地域の情

勢・訴求対象の特性に応じ地方公共団体等における連携・情報共有等を充実強化する必要。 

○青少年インターネット環境整備推進課長会議等を効果的に開催するなど、｢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｣等に基づく取組が

効果的に推進されるよう、国における関係機関の連携・情報共有等を更に充実強化する必要。 
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４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

○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のための保護者に対する重点的な

啓発活動要請文書（２６年２月２１日付） 

○非行・被害防止強調月間協力要請文書 

○青少年インターネット利用環境づくりフォーラム協力要請文書 

○行政事業レビュー資料 
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                               府省名： 内閣官房ＩＴ総合戦略室    

     
第２次基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）第２ 青少年のインターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進に係る施策に

関する事項 
 
（施策名）２ 社会における教育・啓発の推進 
      (2)  ポータルサイト等を活用したわかりやすく速やかな情報提供  
 
１ 主な施策の取組状況 

  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。  

  

 

 

２ 取組結果に対する評価 

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関して、ポータルサ

イト「インターネット上の違法・有害情報対策」に掲載している情報につき、必要に応じてその取組

状況に併せた更新を行うとともに、新たな情報を追加掲載するなど、適時・適切な情報提供を実施で

きた。 

 

３ 今後の方向性、検討課題等（基本計画の見直しに際して盛り込むべき取組等） 

 

（今後の方向性） 

  引き続き、当該ポータルサイトを活用して、随時必要な情報提供を実施する。 

 

 

（検討課題等） 

  インターネット上の違法・有害情報に関する官民の取組状況を、より幅広かつ分かりやすく提供で

きることが課題。 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 
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