
 
                     府省名：総務省 

     
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 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 

・児童生徒・保護者・教職員等を対象とした子供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)を実施している。 

 

２ 取組結果に対する評価 

・e-ネットキャラバンの実施 

主に保護者及び教職員を対象とした啓発講座の受講人数は、平成 24 年度の 23 万人から平成 25 年度

には 33万人へと増加し、学校における啓発活動の推進が着実に進展しているところ。 

【指標：実施件数、受講人数】 

平成 24年度実施件数：1,524件、受講人数：約 23万人 

平成 25年度実施件数：2,073 件、受講人数：約 33万人 

 

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、検討課題等） 

・引き続き、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を実施

する必要がある。 

 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 
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                     府省名：総務省 

     
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 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 

・児童生徒・保護者・教職員等を対象とした子供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)を実施している。 

 

２ 取組結果に対する評価 

・e-ネットキャラバンの実施 

主に保護者及び教職員を対象とした啓発講座の受講人数は、平成 24 年度の 23 万人から平成 25 年度

には 33万人へと増加し、学校における啓発活動の推進が着実に進展しているところ。 

【指標：実施件数、受講人数】 

平成 24年度実施件数：1,524件、受講人数：約 23万人 

平成 25年度実施件数：2,073 件、受講人数：約 33万人 

 

 

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、検討課題等） 

・引き続き、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を実施する必要がある。 

 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 
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                     府省名：  総務省   

     
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 

総務省で運営する「国民のための情報セキュリティサイト」において、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適宜作成し、国民に対する情報提供を行っている。 

２ 取組結果に対する評価 

平成 25 年度においては「国民のための情報セキュリティサイト」のトップページに対して、月平均

117,673 アクセスがあるなど、普及啓発において一定の成果を挙げている。 

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、「国民のための情報セキュリティサイト」を通じた国民への普及啓発を実施する。 

 

 

 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

平成 27年概算要求額：情報通信技術の利活用に関する調査研究（53,999千円の内数） 

新たな情報セキュリティ上の脅威の動向等について調査を実施し、調査結果について、運営する「国

民のための情報セキュリティサイト」を通じて国民への周知啓発を行うもの。 
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                     府省名：総務省 

     
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 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（再掲） 

・児童生徒・保護者・教職員等を対象とした子供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)を実施している。 

 

２ 取組結果に対する評価 

・e-ネットキャラバンの実施 

主に保護者及び教職員を対象とした啓発講座の受講人数は、平成 24 年度の 23 万人から平成 25 年度

には 33万人へと増加し、学校における啓発活動の推進が着実に進展しているところ。 

【指標：実施件数、受講人数】 

平成 24年度実施件数：1,524件、受講人数：約 23万人 

平成 25年度実施件数：2,073 件、受講人数：約 33万人 

 

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、検討課題等） 

・引き続き、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を実施する必要

がある。 

 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 
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                                府省名：     総務省      

     
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）４．迷惑メール対策の推進 
 
１ 主な施策の取組状況 

【法の着実な執行その他の総合的な対策実施】 

第 2 次基本計画策定以降の特定電子メール法に基づく法律の行政処分件数は、平成 24 年度 8 件、平

成 25年度 7件となっている。 

また、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ている。 

平成 26年 9月に第 7回迷惑メール対策推進協議会が開催され、「迷惑メール対策ハンドブック 2014」

の作成及び公表について議論が行われるとともに、今後は送信ドメイン認証技術の導入促進以外の技術

的課題等についても検討することとされた。 

 

【国際連携の推進】 

国際連携の推進については、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っている。 

第 2 次基本計画策定以降の実績としては、平成 25 年 5 月からベトナムとの間で迷惑メールの送信者

に関する情報交換を開始している。 

また、平成 26年 10月には、10回目となる LAP（※）の定期会合を東京で開催し、多国間・二国間の

場で迷惑メール対策に関する情報交換を行った。 

 

※LAP 

LAP（ロンドン・アクション・プラン（London Action Plan） ／国際的スパム執行協力に関するロン

ドン行動計画）会合は、平成 16 年に執行当局間の情報共有や連携、官民対話の促進などを目的として

合意された行動計画であり、主要国の迷惑メール対策執行当局が参加し、定期的に情報交換を実施して

いる。 

 

【チェーンメール対策の周知啓発】 

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、第 2次基本計画策定以降も、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している。 

具体的には、迷惑メール相談センターのホームページにて周知啓発を行うほか、「撃退！迷惑メール」

「撃退！チェーンメール 対策 BOOK」「撃退！チェーンメール 新聞版」といった冊子等を配布している。 

２ 取組結果に対する評価 

【法の着実な執行その他の総合的な対策実施】 

特定電子メール法が施行された平成 14年から平成 20年度までの行政処分件数が合計 6件であったこ

とと比べると、単年度で平成 20 年の特定電子メール法改正以前の処分件数を上回っており、着実に法

執行を行っていると評価できる。 

また、技術的対策の促進等に関する取組についても、状況の変更に合わせた議論を行っているところ

であり、総合的な対策が実施されていると評価できる。 
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【国際連携の推進】 

国際連携の推進については、多国間・二国間の場で迷惑メール対策に関する情報交換を行うなど、迷

惑メール対策について国際的な連携を図るため取組が行われていると評価できる。 

 

【チェーンメール対策の周知啓発】 

チェーンメールについては、迷惑メール相談センターにより、適切にチェーンメールの対処方法等の

周知啓発が実施されていると評価できる。 

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） 

【法の着実な執行その他の総合的な対策実施】 

迷惑メール対策については、行政処分件数に比例して迷惑メール数が減少するという性質のものでは

ないが、法律に違反して迷惑メールを送信する者に対しては、継続的に行政処分等を実施していくこと

で一定の抑止効果が期待できる。 

また、迷惑メールの送信を防止するための技術的対策についても継続的に検討していく必要がある。 

 

【国際連携の推進】 

国際連携の推進については、日本で流通している迷惑メールの大部分が海外からのものである現状に

鑑み、引き続き施策を実施していく必要がある。 

 

【チェーンメール対策の周知啓発】 

チェーンメールは、メール受信者の不安感や好奇心を逆手にとり、メール受信者に転送させることで

次々と連鎖していく迷惑メールであるため、チェーンメール受信者が次のチェーンメール送信者になら

ないように教化する取組が必要となる。よって、チェーンメールについては、迷惑メール相談センター

を通じて、引き続き対処方法の周知啓発が実施されることが期待される。 

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：総務省         

     
第２次基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）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 
 
（施策名）青少年のインターネット利用に関するリテラシー向上 
 
１ 主な施策の取組状況 

【「スマートフォン安心安全強化戦略」の取りまとめ】 

平成 25 年 9 月に「利用者視点を踏まえたＩＣＴサービスに係る諸問題に関する研究会（座長：堀部

政男一橋大学名誉教授）」において、「スマートフォン安心安全強化戦略」を取りまとめた。その中で、

青少年による安心・安全なソーシャルメディア等の利用のための対応方策として「スマート・ユース・

イニシアティブ」を取りまとめ、青少年のインターネット・リテラシーの可視化、地域における自律的

な周知活動の展開、ソーシャルメディアガイドラインの普及促進などの方針を打ち出した。 

 

【「スマートフォン安心安全強化戦略」を踏まえての具体的施策】 

（１）青少年のインターネット・リテラシーの可視化 

青少年の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、平成 24

年度に引き続き、平成 25 年度及び平成 26 年度においても、全国の高等学校一年生相当に対し、「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(Internet Literacy 

Assessment indicator for Students)」に基づくテストを実施し、その結果を集計、分析の上、公表を

行った（平成 26年度は 9月 30日に報道発表）。 

また、安心ネットづくり促進協議会において、新たに、平成 25年度から、低年齢層向け等の ILASの

開発を行った上で、小中学校や保護者に対してテストを実施し、報告書を取りまとめ、公表した。引き

続き、平成２６年度もテストの作成・実施し、報告書を取りまとめ、公表予定である。 

 

（２）地域における自律的な周知活動の展開 

各地域の総合通信局を中心に各地域で PTA、自治体等の地域の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を推進し、e-ネットキャラバンをはじめとす

る啓発講座や各種研修会等を全国で開催している（平成24年度は計1,653回実施。平成25年度は計2,232

回実施。なお、e-ネットキャラバンの実施状況等については、別葉参照。）。 

 また、民間における活動についても、安心ネットづくり促進協議会を中心とした活動を支援している。 

 

（３）ソーシャルメディアガイドラインの普及促進 

 安心ネットづくり促進協議会におけるソーシャルメディアガイドラインのひな形の作成を支援した

上で、上記（２）の周知活動や同協議会のホームページ等を通じて周知を図り、各学校や家庭でのルー

ルづくりを促進している。 

  

【春のあんしんネット・新学期一斉行動の実施】 

 多くの青少年が初めてスマートフォン等を手にする、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、関係団体等と協力して、関係事業者へのフィルタリングの説明等の徹底

や、青少年・保護者等のリテラシー向上のための取組を集中的に行う「春のあんしんネット・新学期一

斉行動」を平成２６年春に初めて実施し、平成２７年春も実施すべく準備を行っている。 

具体的には、総務省から、各種団体等への取組についての要請を行うとともに、各地の総合通信局を

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や地元メディアへの取材対応、イ

ベントの開催等の周知啓発を実施した。 
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【青少年インターネットセッション議長レポートの取りまとめ】 

平成 26年 7月に「ICT サービス安心・安全研究会」（議長：新美育文（明治大学教授）において、2020

年代に向けた青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備の在り方について、近年における環境

変化も踏まえ、「青少年インターネットセッション議長レポート」を取りまとめた。 

２ 取組結果に対する評価 

 青少年のインターネット・リテラシーの可視化については、平成 24年度から継続的に ILASを実施す

ることで実現されており、リテラシーの向上も着実に進んでいることが裏付けられている。 

 地域における自律的な周知活動の展開については、e-ネットキャラバンをはじめとする啓発講座や各

種研修会等の全国での実施件数が、平成 25年度が過去最高となり、年間 30万名を超える青少年や保護

者、教職員等が出席をした。また、平成 26年度に入ってからも、平成 25年度を大幅に上回るペースで

実施が進んでいる。また、安心ネットづくり促進協議会を中心とした活動も活発に行われている。 

 ソーシャルメディアガイドラインの普及促進についても、地域的な取組等もあり、学校等において、

徐々に浸透している。 

「春のあんしんネット・新学期一斉行動」の実施については、フィルタリングの重要性などへの注意

を改めて喚起するという点で非常に意義が大きかったが、本年が初めての取り組みであり、関係省庁や

関係団体間での連携について課題があったと考えている。 

 

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） 

「スマートフォン安心安全強化戦略」で提言された、青少年のインターネット・リテラシーの可視化、

地域における自律的な周知活動の展開、ソーシャルメディアガイドラインの普及促進などの取組は継続

的な実施が重要であり、来年度以降も引き続き、積極的に実施していくことが必要と考えられる。 

また、「春のあんしんネット・新学期一斉行動」についても継続的な実施が必要であり、来年以降も

実施していくこと適当であるが、来年以降の実施に当たっては、関係省庁や関係団体間の連携を強める

必要があり、内閣府が主導的な役割を果たしていくことを期待する。 

 さらに、平成 26 年 7 月に「ICT サービス安心・安全研究会」（議長：新美育文（明治大学教授）にお

いて取りまとめられた「青少年インターネットセッション議長レポート」では、今後のリテラシーの向

上に関し必要な取組に関し、 

① 「地域の自主的・持続可能な枠組みの構築に向けたアプローチ」として、従来の垂直的啓発モデル

に加え、保護者同士による水平的な議論を行うような「水平的交流モデル」が有効であること、 

② 「地域におけるリテラシー向上に向けた効率的・効果的枠組みの具体的な在り方」として、地域で

主導できる「人材」として、青少年に年齢が近い大学生や時間に比較的余裕のある高齢者等が考え

られること、 

③ 「地域の自主的・持続可能な枠組みの実効性確保に向けた支援の在り方」として、地域の求めに応

じ、正しい情報が迅速に得られるような「プラットフォーム」が必要であることや、周知啓発の効

果を測定するような取組も重要であること、 

が提言されており、こうした方向についてさらに取組や検討を進めることが必要と考えられる。 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

・スマートフォン安心安全強化戦略（平成２５年９月） 

・青少年インターネットセッション議長レポート（平成２６年７月） 

・ILAS 報道発表資料（平成２６年９月３０日） 

・一斉行動報道発表資料（平成２６年３月１２日） 
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                     府省名：総務省         
     

第２次基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）フィルタリングの推進等について 
 
（施策名）フィルタリングの推進等について 
 
１ 主な施策の取組状況 

【スマートフォン安心安全強化戦略の取りまとめ】 

平成 25 年 9 月に「利用者視点を踏まえたＩＣＴサービスに係る諸問題に関する研究会（座長：堀部

政男一橋大学名誉教授）」において、「スマートフォン安心安全強化戦略」を取りまとめた。その中で、

青少年による安心・安全なソーシャルメディア等の利用のための対応方策として「スマート・ユース・

イニシアティブ」を取りまとめ、スマートフォンのフィルタリング環境の一層の整備のために、それぞ

れの関係者に求められる役割として、以下の方針を打ち出した。 

① 携帯電話インターネット接続役務提供事業者においては、新規契約時の説明等や既存契約者への

周知を徹底し、フィルタリングの実利用状況を正確に把握できる方策を検討すること 

② 第三者機関（ＥＭＡ）においては、社会情勢の変化も踏まえながら、多くの関係者の参加が得ら

れる形で、適正な運営がなされること 

③ アプリケーション提供事業者、コンテンツ配信事業者においては、第三者機関による認定制度の

仕組みに積極的に対応するなどフィルタリングに関する仕組みへ対応を行うとともに、利用者の

年齢認証の取組や個人間メッセージの内容確認を行っていくこと、 

④ 保護者・青少年においては、特に保護者における、一層のリテラシー向上が求められる状況の中

で、最新の情報を積極的に情報共有していくこと。 

 

【スマートフォンにおけるフィルタリング提供の徹底】 

スマートフォン利用の場合において、無線ＬＡＮによりインターネットにアクセスする場合やアプリ

を利用する場合に有効なフィルタリングの提供について、携帯電話事業者からの提供の徹底を図った。 

 

【春のあんしんネット・新学期一斉行動の実施】 

 多くの青少年が初めてスマートフォン等を手にする、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、関係団体等と協力して、関係事業者へのフィルタリングの説明等の徹底

や、青少年・保護者等のリテラシー向上のための取組を集中的に行う「春のあんしんネット・新学期一

斉行動」を平成２６年春に初めて実施し、平成２７年春も実施すべく準備を行っている。 

フィルタリングの推進に関しては、総務省から、各種団体等への取組についての要請を行うとともに、

各地の総合通信局を中心に関係団体と協力して、青少年、保護者向けの周知活動を行った。 

 

【青少年インターネットセッション議長レポートの取りまとめ】 

平成 26年 7月に「ICTサービス安心・安全研究会」（議長：新美育文（明治大学教授）において、2020

年代に向けた青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備の在り方について、近年における環境

変化も踏まえ、「青少年インターネットセッション議長レポート」を取りまとめた。 

 

２ 取組結果に対する評価 

「スマートフォン安心・安全強化戦略」で打ち出された方向については、概ね、その方向での取組が

進んでいるが、携帯電話インターネット接続役務提供事業者におけるフィルタリングの実利用状況の正

確な把握や、アプリケーション提供事業者、コンテンツ配信事業者におけるフィルタリングに関する仕

組みへの対応の進展がさらに期待される。 

スマートフォン利用の場合において、無線ＬＡＮによりインターネットにアクセスする場合やアプリ
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を利用する場合に有効なフィルタリングの提供については、主要携帯電話事業者（ＮＴＴドコモ、ＫＤ

ＤＩ、ソフトバンク）において、平成２４年 11 月以降順次提供が開始され、平成２６年３月に全ての

対応が完了した。 

「春のあんしんネット・新学期一斉行動」の実施については、フィルタリングの重要性などへの注意

を改めて喚起するという点で非常に意義が大きかったが、本年が初めての取り組みであり、関係省庁や

関係団体間で一層の連携が必要であると考えている。 

 

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） 

「スマートフォン安心安全強化戦略」で提言された、関係者に求められる役割については、引き続き、

その役割が果たされるような取組を進めていくことが必要と考えられる。 

また、「春のあんしんネット・新学期一斉行動」についても継続的な実施が必要であり、来年以降も

実施していくこと適当であるが、来年以降の実施に当たっては、関係省庁や関係団体間の連携を強める

必要があり、内閣府が主導的な役割を果たしていくことを期待する。 

さらに、平成 26 年 7 月に「ICT サービス安心・安全研究会」（議長：新美育文（明治大学教授）にお

いて取りまとめられた「青少年インターネットセッション議長レポート」では、今後のフィルタリング

の推進に関し必要な取組として、 

① 「携帯電話事業者における取組の強化」として、フィルタリング推進の枠組みにおいて、より積極

的な役割を果たし、フィルタリングの解除に係る仕組みについて早急な対応を求めること、 

② 「多様なサービスや事業者において求められる取組」として、無線ＬＡＮにおける対応をより積極

的に進めることや、ＭＶＮＯ事業者によるスマートフォンサービスのような場合におけるフィルタ

リングの技術面・運用面を含めた提供方法を早期に確立すること 

③ コンテンツ等のサービスに関する利用者に分かりやすい評価システム（レイティング）の構築 

などが提言されており、こうした方向についてさらに取組や検討を進めることが必要と考えられる。 

 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

・スマートフォン安心安全強化戦略（平成２５年９月） 

・青少年インターネットセッション議長レポート（平成２６年７月） 

・一斉行動報道発表資料（平成２６年３月１２日） 
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                              府省名：     総務省      

     
第２次基本計画に関する施策の評価等について 

 
（分野名）違法・有害情報への対応に関する支援等 

（施策名）違法・有害情報への対応に関する支援等 

 
１ 主な施策の取組状況 

【契約約款策定の支援等】 

「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項（※）」等を策定している「違法情報等対

応連絡会（（一社）テレコムサービス協会など４事業者団体により構成）」にオブザーバとして参加する

などにより、同モデル条項等の改訂等の取組を継続的に支援している。また、インターネット上に流通

した情報による被害に関係する一般利用者、学校等からの相談を受付、具体的な削除要請の方法等につ

いて、アドバイス等を行う「違法・有害情報相談センター」を設置・運営している。 

※ 掲示板管理者と利用者との間で適用される契約約款のモデル。他人を誹謗中傷する書き込み、わい

せつ、児童ポルノ等を表示する行為を禁止事項として定め、これに反する場合には削除等の措置があ

ること等に言及。 

 

【児童ポルノサイトブロッキング】 

児童ポルノサイトのブロッキングはインターネット利用者の通信の秘密や表現の自由に不当な影響

を及ぼさない運用に配慮することが重要であり、ISP の規模に見合った精度の高いブロッキング方式の

開発・実証を行い、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」を実施した。 

２ 取組結果に対する評価 

「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項」は、各プロバイダに円滑に活用されてい

るものと考えている。 

また、「違法・有害情報相談センター」も、青少年対策を含め、各プロバイダへの相談窓口等として

機能していると考えている。 

 「児童ポルノサイトブロッキング」については、ブロッキングの実効性向上に向けた環境整備を行う

ものであり、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

策を支援したものと評価できる。 

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）  

契約約款策定の支援としては、引き続き、上記モデル条項等の改訂等の取組を支援していくことが適

当と考えている。 

また、相談窓口については、上記センターの相談件数は年々大幅な増加傾向にあるなど、ニーズが高

く、引き続き施策を実施していく必要があると考えている。 

 さらに、児童ポルノサイトのブロッキングについては、児童ポルノ対策の必要性及びその一環として

のブロッキング導入の具体的方策についての普及啓発を実施していく必要があると考えている。 

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：総務省         
     

第２次基本計画に関する施策の評価等について 
 
（分野名）国際展開等について 
 
（施策名）国際展開等について 
 
１ 主な施策の取組状況 

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、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)を開発し、そうし

た我が国での取組状況も含め、インターネット上の青少年の保護に関わる施策について、各国との間で

相互理解・情報共有を進めている。 

具体的には、インターネットエコノミーに関する日米政策協力対話(平成 24 年 10 月及び平成 26 年 9

月)、日星 ICT 政策対話（平成 25 年 9 月）、日 EU・ICT 政策対話(平成 24 年 11 月及び平成 25 年 12 月)

及び ITU 青少年保護作業部会（平成 26 年 2 月）、日仏 ICT 政策協議(平成 26 年 2 月)などにおいて我が

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、各国との相互理解・情報共有を

進めた。 

２ 取組結果に対する評価 

 様々な機会を捉えて我が国の取組を紹介し、各国との相互理解・情報共有が進んでいる 

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） 

 インターネットは国際的なネットワークであることから、国際的な相互理解・情報共有を進めること

は引き続き重要であり、継続的に推進していくべきである。 

また、推進に当たっては、内閣府や外務省などの関係省庁や、関係団体との連携がより強化されるこ

とが望ましいと考えられる。 

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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