
                  府省名：警察庁 
     

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）１ 学校における教育・啓発の推進 

（３）学校における啓発活動の推進 
 
１ 主な施策の取組状況 

・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 取組結果に対する評価 

・近年、スマートフォンの急速な普及等を背景に、コミュニティサイトに起因して犯罪被害に遭った児

童が増加傾向にあるほか、インターネット上における違法情報・有害情報が依然として後を絶たない現

状にあることなどから、今後もより一層、インターネット利用に起因する犯罪被害から児童を守るため

の広報啓発を行うことが重要である。 

 

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、インターネット利用に起因する犯罪被害から児童を守るため、犯罪被害の実態やインター

ネットの危険性等に関して、リーフレットの作成、警察庁ホームページへの掲載等による広報啓発活動

を推進する。 

 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

・平成 27年度概算要求額   2,605 千円 

 出会い系サイトを利用した犯罪に対する抑止対策用リーフレット 

 （女子中・高校生及びその保護者に、出会い系サイトやコミュニティサイトの利用に起因する児童の 

犯罪被害の実態や被害に遭わないための対策について周知し、児童の犯罪被害の防止を図ることを目 

的としている。） 
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                            府省名：警察庁 
     

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 

（１）地域・民間団体・事業者による教育・啓発活動への支援 
 
１ 主な施策の取組状況 

・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 取組結果に対する評価 

・近年、スマートフォンの急速な普及等を背景に、コミュニティサイトに起因して犯罪被害に遭った児

童が増加傾向にあるほか、インターネット上における違法情報・有害情報が依然として後を絶たない現

状にあることなどから、今後もより一層、インターネット利用に起因する犯罪被害から児童を守るため

の広報啓発を行うことが重要である。 

 

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、インターネット利用に起因する犯罪被害から児童を守るため、犯罪被害の実態やインター

ネットの危険性等に関して、リーフレットの作成、警察庁ホームページへの掲載等による広報啓発活動

を推進する。 

 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

・平成 27年度概算要求額   2,605 千円 

 出会い系サイトを利用した犯罪に対する抑止対策用リーフレット 

 （女子中・高校生及びその保護者に、出会い系サイトやコミュニティサイトの利用に起因する児童の 

犯罪被害の実態や被害に遭わないための対策について周知し、児童の犯罪被害の防止を図ることを目 

的としている。） 
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                    府省名：警察庁 
     

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 

（３）サイバー防犯ボランティア育成・支援の推進 
 
１ 主な施策の取組状況 

・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。 

 

２ 取組結果に対する評価 

・新たなサイバー防犯ボランティアを育成・支援する活動を推進した結果、平成 26年４月１日現在で 

把握しているサイバー防犯ボランティア団体は 141団体、5,337人であり、平成 25年４月１日現在（75 

団体、3,858 人）と比べて、大幅に増加した。 

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） 

・サイバー防犯ボランティアにあっては、引き続き新規団体の結成支援等、裾野の拡大、活動の活性化

に向けた支援を推進していく。 

 

 

 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

・サイバー防犯ボランティア団体数等 

平成24年 平成25年 平成26年
団体数 67 75 141
活動人員 3,440 3,858 5,337  
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                 府省名：警察庁 
     

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）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 

・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 取組結果に対する評価 

・近年、スマートフォンの急速な普及等を背景に、コミュニティサイトに起因して犯罪被害に遭った児

童が増加傾向にあるほか、インターネット上における違法情報・有害情報が依然として後を絶たない現

状にあることなどから、今後もより一層、インターネット利用に起因する犯罪被害から児童を守るため

の広報啓発を行うことが重要である。 

 

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、インターネット利用に起因する犯罪被害から児童を守るため、犯罪被害の実態やインター

ネットの危険性等に関して、リーフレットの作成、警察庁ホームページへの掲載等による広報啓発活動

を推進する。 

 

 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

・平成 27年度概算要求額   2,605 千円 

 出会い系サイトを利用した犯罪に対する抑止対策用リーフレット 

 （女子中・高校生及びその保護者に、出会い系サイトやコミュニティサイトの利用に起因する児童の 

犯罪被害の実態や被害に遭わないための対策について周知し、児童の犯罪被害の防止を図ることを目 

的としている。） 
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                 府省名：警察庁 

     
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３ 青少年有害情報フィルタリング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）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 

（１）フィルタリング提供義務等の実施徹底 
 
１ 主な施策の取組状況 
 
・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かけ。 

・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

る働きかけの強化を指示。 

・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かけを実施。 

２ 取組結果に対する評価 

・インターネットカフェにおけるフィルタリング導入状況も年々向上しており、各事業者による意識も 

浸透しつつあると思われることから、引き続き、日本複合カフェ協会を中心に業界による自主的な取組 

を促進し、青少年有害情報対策の更なる普及に努める。 

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） 

・平成 26 年７月１日、日本複合カフェ協会が一般社団法人化されるとともに、兵庫県支部が設置され

た。これを契機に各都道府県単位で同協会の支部化に向けた準備が進められており、同組織化に向けて

都道府県単位で側面的支援を行うなど、同協会のガイドラインに基づく会員制による本人確認の徹底、

フィルタリングの導入等自主的な取組を促進していく。 

 

 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

○ H26.9.30  第 14回日本複合カフェ協会総会にて、現状と対策について講演、健全化に向けた取

組を要請（サイバー課 対策担当補佐） 

○ インターネットカフェ調査データ 

 H21 H22 H23 H24 H25 

フィルタリング機能付加装置端末設置店舗の割合 32.5% 33.0% 36.6% 39.8% 42.3% 

無線ＬＡＮでフィルタリング等の措置店舗 ※未実施（H24から） 31.9% 34.9% 
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                 府省名：警察庁 

     
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３ 青少年有害情報フィルタリング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）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 
 
 
１ 主な施策の取組状況 

・一般利用者等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。 

 

  

 

 

２ 取組結果に対する評価 

・インターネット・ホットラインセンターが、通報された情報について、各種フィルタリングサービス 

を提供する事業者に対し、定期的に情報提供を行ったことにより、青少年に有害な違法情報・有害情報 

の排除を推進した。 

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、フィルタリングサービスを提供する事業者と連携し、インターネット上の違法情報・有害

情報の排除を推進する。 

 

 

 

 

 

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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                  府省名： 警察庁 
     

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３ 青少年有害情報フィルタリング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 

・平成 25年 12月、コミュニティサイト等に起因する福祉犯被害の増加等を踏まえ、警察庁より、各都

道府県警察あてに、保護者への啓発活動の強化、携帯電話事業者に対する要請の徹底、児童に対する情

報モラル教育の推進等を指示。 

・平成 26 年３月、保護者向けの啓発用リーフレット「STOP！ネット犯罪」を約 270 万部作成し、全国

の保護者に配布。 

・平成 26 年１月、携帯電話事業者に対し、携帯電話契約時における保護者へのフィルタリングの説明

強化について要請。 

・平成 26 年９月から携帯電話販売店におけるスマートフォンのフィルタリング推奨状況等に係る実態

調査を実施。 

２ 取組結果に対する評価 

・ コミュニティサイトに起因する犯罪被害児童数は、平成 22年度に 1,239人、平成 24年度には 1,076

人と減少傾向にあったが、平成 25年度には 1,293人に増加した。 

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） 

・児童へのスマートフォン等の普及状況を踏まえ、関係省庁等と連携し、保護者への啓発活動、児童に

対する情報モラル教育を更に推進する。 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

・平成 27年度概算要求    8,545 千円 

有害環境から児童を保護するための啓発資料等    
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                  府省名： 警察庁 
     

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） ３ 青少年のインターネット上の問題に関する相談等に対する支援  
             
 
１ 主な施策の取組状況 

・警察では、公益社団法人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、活動経費の補助やセミナー開催への後援支援等により協力。 

・「インターネット利用による少年サポート活動」は、インターネット上に氾濫する少年の健全育成を

阻害する有害情報から少年を保護し、あるいは少年が不健全な性的行為等に関わろうとするのを止めさ

せるため、インターネット利用による少年サポート活動指定員（サイバーボランティア）が、少年に対

し注意を喚起するメールを送信したり、メールで相談に乗ったりするなどの活動であり、指定員は、平

成 26年４月１日現在 111人。 

・平成 26年７月７日、東京で開催された「インターネット利用に係る非行及び被害防止対策セミナー」

への後援。 

  

２ 取組結果に対する評価 

・平成 25年度中の「インターネット利用による少年サポート活動」による注意喚起メール件数は 21,929

件と、平成 16 年６月に全国で活動を開始して以降増加傾向にあり、活発な活動により少年の犯罪被害

や非行防止が図られている。 

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、公益社団法人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、運用・予算の両面から協力していく。 

 

（検討課題等） 

・指定員の知識向上に向けて、その時々の情勢に応じた研修の充実等について、適切な協力を行ってい 

く必要がある。 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 
・平成 27 年度概算要求   2,976千円  謝金等 

 
○ 注意喚起メールの状況（平成 17 年度～平成 25年度） 

年度 件数 年度 件数 

平成 17 年度 954件 平成 22年度 14,873 件 

平成 18 年度 5,472件 平成 23年度 20,268 件 

平成 19 年度 12,877 件 平成 24年度 23,302 件 

平成 20 年度 7,883件 平成 25年度 21,929 件 

平成 21 年度 3,878件  

※ 公益社団法人全国少年警察ボランティア協会調べ 
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                  府省名：警察庁 
     

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）１ サイバー犯罪の取締り等の推進 

（１）取締り推進及び体制強化 
 
１ 主な施策の取組状況 

・出会い系サイト規制法違反及び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。 

・サイバー犯罪の取締り体制を強化。 

 

２ 取組結果に対する評価 

・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。 

・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、 

違法情報・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した。 

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の強化を図る。 

 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

○参考資料 

・平成 25年中のサイバー犯罪の検挙状況等について(広報資料、平成 26年３月 27日) 

・平成 25 年中の「インターネット・ホットラインセンター」の運用状況等について（広報資料、平成

26年４月 24日） 
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                  府省名：警察庁 
     

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）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 
 
１ 主な施策の取組状況 

・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。 

２ 取組結果に対する評価 

・平成 24年度総合セキュリティ対策会議の提言を受けて、警察庁において、ウイルス対策ソフト提供 

事業者等との情報共有枠組みを活用しているほか、都道府県警察においては、プロバイダ連絡協議会等 

の機会を通じて、プロバイダに対してサイバー犯罪が行われた通信経路の事後追跡を可能とする環境整 

備を働きかけるなど、捜査等のための良好な協力関係を構築している。 

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） 

・今後も事業者等との連携の在り方について検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

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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                  府省名：警察庁 

     
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 違法・有害情報の削除等の対応依頼の推進 

（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 
 
１ 主な施策の取組状況 

・平成18年６月から運用を開始したインターネット・ホットラインセンターでは、インターネット利用

者等から、インターネット上の児童ポルノやわいせつ画像等の違法情報・有害情報に関する通報を受け

付け、警察への通報や、サイト管理者等への削除依頼等を実施。 

・平成20年10月から、サイバーパトロール業務を民間に委託し、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。 

２ 取組結果に対する評価 

・平成25年中にインターネット・ホットラインセンターが受理した通報件数は130,720件であり、分析

の結果30,371件を違法情報、3,428件を有害情報と判断した。そのうち、違法情報12,796件をサイト管

理者等に削除依頼し、うち12,341件（96.4％）が削除され、有害情報1,262件を同じく削除依頼し、う

ち964件（76.4％）が削除され、違法情報・有害情報の削除依頼を推進。 

・平成 25年中に、サイバーパトロール業務委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 11,138 件の通報を実施。 

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） 

・今後も、関係機関、団体と連携し、インターネット上の違法情報・有害情報の排除を推進する。 

・インターネット上に拡散した違法情報・有害情報の排除については、迅速な対応が求められるところ、

通報窓口であるインターネット・ホットラインセンターの周知を図っていく。 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

○参考資料 

・平成 25 年中の「インターネット・ホットラインセンター」の運用状況等について（広報資料、平成

26 年４月 24日） 

 

○インターネット・ホットラインセンターにおける違法情報等の受理件数等 

・受理件数 

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年
件数 130,586 175,956 176,254 196,474 130,720  
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・違法情報 

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年
件数 27,751 35,016 36,573 38,933 30,371
削除依頼件数 16,496 16,422 14,924 17,503 12,796
削除完了件数 14,518 12,450 9,543 15,872 12,341
削除率 88.0% 75.8% 63.9% 90.7% 96.4%  

・有害情報 

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年
件数 6,217 9,667 4,827 12,003 3,428
削除依頼件数 1,971 2,860 913 7,738 1,262
削除完了件数 1,546 1,470 447 6,167 964
削除率 78.4% 51.4% 49.0% 79.7% 76.4%  

 

○ 平成 26年行政事業レビュー 

・インターネット・ホットライン業務とは、広く一般のインターネット利用者等からインターネット上

の違法情報・有害情報に関する多数の通報を受理し、ガイドラインに基づいて10種類の違法情報と３種

類の有害情報に分類整理し、警察庁に通報して違法情報等の捜査の端緒を提供するとともに、プロバイ

ダや電子掲示板の管理者等に削除を依頼する。また、児童ポルノの情報を児童ポルノ掲載アドレスリス

ト管理団体に提供する業務である。平成27年度の概算要求額は136,546千円である。 

・サイバーパトロール業務とは、一般のインターネット利用者からの通報が期待できないインターネ 

ット上の特定の違法情報等の検索収集、違法情報等のインターネット・ホットラインセンターへの通報、

及び書込み内容から 18 歳未満と判断される出会い系サイト利用者に対する警告メールの発信等の業務

である。平成 27年度の概算要求額は 22,214千円である。 
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                     府省名： 警察庁 

     
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．違法・有害情報の削除等の対応依頼の推進  
     （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 

・平成 22年 12月、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。同委員会では、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セーフティ協会（ICSA）

を選定。 

・警察庁は、実効性のあるブロッキングの導入に向けた環境整備を協力。 

２ 取組結果に対する評価 

・平成 23年４月から一部の ISPがブロッキングを自主的に導入し、平成 26年４月１日時点では、ISP48

社、検索エンジンサービス事業者３社、フィルタリング事業者３社に対して児童ポルノ掲載アドレスリ

ストが提供されるなど、一定の成果が出ている。 

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） 

・関係省庁・団体・事業者と連携して、ブロッキングの実効性向上に向けた諸対策（ブロッキングの実

効性向上に向けた環境整備、ＩＳＰによる実効性のあるブロッキングの自主的導入の促進、一般ユーザ

ーに対するブロッキングの趣旨・重要性についての広報・啓発等）を実施する。 

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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                 府省名：警察庁 
     

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

席したほか、同年11月、ICPOアジア南太平洋IT犯罪専門家会合に出席するなどして、違法・有害情報対

策等に関する情報交換を推進。 

２ 取組結果に対する評価 

・上記国際会議に出席するなどして、違法・有害情報対策等に関する情報交換を適切に推進することが

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） 

・今後も引き続き、各種国際会議に出席するなどして、違法・有害情報対策等に関する情報交換を推進

する。 

 

 

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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