
 
                     府省名：文部科学省 
     

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  

（１）情報モラル教育等の推進    
 
１ 主な施策の取組状況 

・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事例の紹介や、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） 

 

２ 取組結果に対する評価 

・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

指導要領が着実に実施されている。 

 

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、検討課題等） 

・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引き続き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 
【平成２７年度概算要求】 

（情報モラル教育推進事業） ６０百万円（新 規） 

 スマートフォンの急速な普及に伴い、子供が被害者や加害者となる深刻な事案が発生しており、情報

化の影の側面に対応した指導の充実を図るための取組を実施することにより、情報モラル教育の一層の

充実を図る。 

 

【総務省又は文部科学省における第三者評価・行政事業レビュー等】 

・なし 
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                     府省名：文部科学省 
     

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  

（２）情報モラル等の指導力の向上  
 
１ 主な施策の取組状況 

・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

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等を作成し、全国の教育委員

会に配布した。 

 

２ 取組結果に対する評価 

・上記の取組をすすめることにより、情報モラル等の指導力の向上に着実な進展が図られているものと

認識している。 

※ 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） 

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） 

・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ことが必要である。 

 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 
【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 24年度：24.5％、平成 25年度：25.2％ 

・「ややできる」・・・・・平成 24年度：50.3％、平成 25年度：50.9％ 

・「あまりできない」・・・平成 24年度：20.5％、平成 25年度：19.8％ 

・「ほとんどできない」・・平成 24年度： 4.7％、平成 25年度： 4.2％ 

（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 24・25年度）」） 
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【平成２７年度概算要求】 

（情報モラル教育推進事業） ６０百万円（新規）、（再掲） 

 スマートフォンの急速な普及に伴い、子供が被害者や加害者となる深刻な事案が発生しており、情報

化の影の側面に対応した指導の充実を図るための取組を実施することにより、情報モラル教育の一層の

充実を図る。 

 

【総務省又は文部科学省における第三者評価・行政事業レビュー等】 

・なし 
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                     府省名：文部科学省 
     

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 

・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供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

介する子供向けリーフレット「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。 

・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している。 

・平成 26 年 8 月末より、子供たちのスマートフォン等の利用に関するトラブルに対応するため、スロ

ーガン「考えよう 家族みんなで スマホのルール」とロゴマークを制作し、教育委員会や関係団体、

企業等とともに、子供たちの情報モラルを育成ための「子供のための情報モラル育成プロジェクト」

を開始している。 

 

２ 取組結果に対する評価 

・学校における「ホームルーム」、「入学時のオリエンテーション」等の時間を活用した児童生徒への啓

発のほか、保護者への啓発に際して、配布したリーフレットが活用され、全国の小中学校や教育委員

会等から追加の配布希望が寄せられるなど大変好評となっており、学校における啓発活動の推進が着

実に進展している。 

・各都道府県教育委員会や関係機関において、有害情報に係る犯罪被害、トラブルの対応事例に関する

啓発活動が進められており、その中では配布された啓発用映像資料なども活用されている。 

 

【指標：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 
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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をするために、啓発

資料の作成・提供を行う必要がある。 

 

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】 

（情報モラル教育推進事業） ６０百万円（新規）（再掲） 

 スマートフォンの急速な普及に伴い、子供が被害者や加害者となる深刻な事案が発生しており、情報

化の影の側面に対応した指導の充実を図るための取組を実施することにより、情報モラル教育の一層の

充実を図る。 

（青少年を取り巻く有害環境対策の推進） ４４百万円（前年度３８百万円） 

 インターネット上の違法・有害環境サイトを通じた犯罪やいじめ等に青少年が巻き込まれるととも

に、「ネット依存」による生活習慣の乱れなどが課題となっていることから、関係府省庁と連携し、保

護者と青少年に直接働きかける啓発と教育活動を推進する。 

 

【総務省又は文部科学省における第三者評価・行政事業レビュー等】 

・なし 
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                     府省名：文部科学省 
     

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 
 
【平成２７年度概算要求】 

・なし 

 

【総務省又は文部科学省における第三者評価・行政事業レビュー等】 

・なし 
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                     府省名：文部科学省 
     

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 

・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し、教育委員

会等において実施されている。 

･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し、教育委員会等において実施されている。 

・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している。 

・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している。 

・平成 26 年 8 月末より、子供たちのスマートフォン等の利用に関するトラブルに対応するため、スロ

ーガン「考えよう 家族みんなで スマホのルール」とロゴマークを制作し、教育委員会や関係団体、

企業等とともに、子供たちの情報モラルを育成ための「子供のための情報モラル育成プロジェクト」

を開始している。 

 

２ 取組結果に対する評価 

・都道府県教育委員会等に対して、具体的な課題認識と対応の方向性を示した結果、青少年、教職員、

保護者等に対する啓発活動が着実に進展しているものと認識している。 

 

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、検討課題等） 

・引き続き、学校における保護者等に対する啓発活動の実施を推進する必要がある。 
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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 

 

【平成２７年度概算要求】 

（情報モラル教育推進事業） ６０百万円（新 規）（再掲） 

 スマートフォンの急速な普及に伴い、子供が被害者や加害者となる深刻な事案が発生しており、情報

化の影の側面に対応した指導の充実を図るための取組を実施することにより、情報モラル教育の一層の

充実を図る。 

 

【総務省又は文部科学省における第三者評価・行政事業レビュー等】 

・なし 
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                     府省名：文部科学省 
     

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         

（４）「ネット上のいじめ」に対する取組等の推進  
 
１ 主な施策の取組状況 

・「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。 

・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、ネット上の不適切な

サイトや書き込み等を発見するためのネットパトロールなど、インターネットを通じて行われるい

じめに対処する体制を整備すること 

地方公共団体は、児童生徒がインターネットを通じて行われる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するとともに、インターネットを通じて行われ

るいじめに関する事案に対処する体制を整備すること。また、学校の設置者として、当該学校に在

籍する児童生徒及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のイン

ターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを

防止し、及び効果的に対処することができるよう、これらの者に対する、必要な啓発活動を実施す

ること 

等が盛り込まれた。 

・いじめの問題等に対して適切に対応できるよう、外部人材を活用した教育相談や関係機関との連携強

化等により早期発見・早期対応を図るという観点から、「いじめ対策等総合推進事業」の一環として、

スクールカウンセラーの配置拡充を行っている。配置人数の実績は、 

  平成 21年度：6,140人 22 年度：6,227人 23年度：6,376人 24年度：6,263人 

     25年度：7,065人 26 年度：7,302人（集計中） 

・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実施している。 

文部科学省　9 / 29 ページ



２ 取組結果に対する評価 

国における法整備、通知の発出等により「ネット上のいじめ」に対する取組等の推進には、一定の進

展があったものと考えている。 

・いじめの態様のうち、「パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる」ものの割合は、 

  平成 20年度：5.3％ 21年度：4.4％ 22年度：3.9％ 23年度：4.3％ 24年度：4.0％ 

 であり、横ばいである。引き続き、ネット上のいじめも含めた、いじめの問題の早期発見・早期対応

に努めてまいりたい。 

・スクールカウンセラーに関しては、配置拡充を図ってきている。今後も、児童生徒が抱える問題につ

いて相談できる体制の整備を推進してまいりたい。 

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、「ネットいじめ」をはじめとしたインターネット上のトラブルに対する取組を推進する。 

 

（検討課題等） 

・学校ネットパトロール等は、第三者からのアクセスが可能なインターネット上のサイト等の対策であ

り、メール等の個人同士のやりとりまでを把握するものではない。このため、情報モラル教育の推進や

家庭に対する普及啓発など、様々な取組を並行して進めることが必要である。 

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】 

 いじめ対策等総合推進事業 

・インターネットを通じたいじめ問題等に対応する体制を構築するため、学校ネットパトロール等への支

援（１／３補助事業）（1,500万円） 

●学校ネットパトロール等への支援   10地域×＠4,410千円×1/3 

 （ネット監視員に係る報酬、研修会指導者謝金等） 

※各自治体が民間委託することも可能とする予定。 

 ・学校における教育相談体制の充実を図るため、スクールカウンセラーを配置拡充（１／３補助事業） 

（63億8，000万円） 

公立中学校への配置：全校配置（10，000校） 

  週5日相談体制の拡充    200校→400校 

  小中連携型配置の拡充  中学校200校→400校 

 公立小学校への配置：13,400校に加え、 

  小中連携型配置の拡充  小学校400校→800校 
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                     府省名：文部科学省 
     

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 
 
【平成２７年度概算要求】 

・なし 

 

【総務省又は文部科学省における第三者評価・行政事業レビュー等】 

・なし 
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                     府省名：文部科学省 
     

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 

・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。 

・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 【H26】3か所 

 

２ 取組結果に対する評価 

青少年を取り巻く有害環境対策として、上記の取組を実施し、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を行い、シンポジウムの

参加者の理解度や有用度も高く、一定の成果を得ているものと考えている。 

【指標：アンケートによる理解度】 

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％ 

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、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を行う必要がある。 
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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 

 

【平成２７年度概算要求】 

 （青少年を取り巻く有害環境対策の推進） ４４百万円（前年度３８百万円）（再掲） 

 インターネット上の違法・有害環境サイトを通じた犯罪やいじめ等に青少年が巻き込まれるととも

に、「ネット依存」による生活習慣の乱れなどが課題となっていることから、関係府省庁と連携し、保

護者と青少年に直接働きかける啓発と教育活動を推進する。 

 

【総務省又は文部科学省における第三者評価・行政事業レビュー等】 

・なし 
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                     府省名：文部科学省 
     

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 

・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供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

介する子供向けリーフレット「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。 

・平成 26 年 8 月末より、子供たちのスマートフォン等の利用に関するトラブルに対応するため、スロ

ーガン「考えよう 家族みんなで スマホのルール」とロゴマークを制作し、教育委員会や関係団体、

企業等とともに、子供たちの情報モラルを育成ための「子供のための情報モラル育成プロジェクト」

を開始している。 

 

２ 取組結果に対する評価 

青少年を取り巻く有害環境対策として、上記の取組を実施することにより、都道府県への配布のほか、

２５年度にはリーフレットのダウンロード数が１万８千件を超えるなど、学校等において相当程度活用

が図られており、啓発活動が着実に実施されているものと認識している。 

【指標：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 
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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、地域・民間団体・事業者による教育・啓発活動への支援を行うため、啓発資料の作成・提

供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 

 

【平成２７年度概算要求】 

（情報モラル教育推進事業） ６０百万円（新規）（再掲） 

 スマートフォンの急速な普及に伴い、子供が被害者や加害者となる深刻な事案が発生しており、情報

化の影の側面に対応した指導の充実を図るための取組を実施することにより、情報モラル教育の一層の

充実を図る。 

（青少年を取り巻く有害環境対策の推進） ４４百万円（前年度３８百万円）（再掲） 

 インターネット上の違法・有害環境サイトを通じた犯罪やいじめ等に青少年が巻き込まれるととも

に、「ネット依存」による生活習慣の乱れなどが課題となっていることから、関係府省庁と連携し、保

護者と青少年に直接働きかける啓発と教育活動を推進する。 

 

【総務省又は文部科学省における第三者評価・行政事業レビュー等】 

・なし 
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                     府省名：文部科学省 
     

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 

・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 
 
【平成２７年度概算要求】 

・なし 

 

【総務省又は文部科学省における第三者評価・行政事業レビュー等】 

・なし 
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                     府省名：文部科学省 
     

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 

・家庭教育に関する学習機会において、子供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ている。 

 

２ 取組結果に対する評価 

・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により、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しており、家庭における教育・啓発の推進が着実に進

展しているものと考えている。 

 

 

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） 

（今後の方向性、検討課題等） 

・引き続き、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する必要がある。 

・家庭教育に関する学習機会の提供において、保護者等への効果的な学習プログラムを開発することが

今後の課題である。 

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】 

 学校・家庭・地域の連携協力推進事業 ５，６５９百万円の内数（新 規） 

 地域人材の参画による、学校の教育活動等の支援など、学校・家庭・地域が協働で教育支援に取り組

む仕組みづくりを推進し、地域力の強化及び地域の活性化を図る。 

・家庭教育支援員の配置 １，０００箇所 

 

 

【総務省又は文部科学省における第三者評価・行政事業レビュー等】 

・なし 
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