
 
                     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 

・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 

・啓発資料の作成・配付に加え、文部科学省ホームページ上からのダウンロード数も増加しており、家

庭における教育・啓発の推進について一定の成果を得ているものと考えている。 

【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、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。 

 

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）    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  

（１）効果的な情報教育の実施への支援             
 
１ 主な施策の取組状況 

・子供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、情報教育の推進等に関する調査研究を実施している。 

・この調査研究は、平成 24 年度から実施しており、平成 24年度は情報活用能力調査の問題の作成や予

備調査、平成 25 年度は小・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、基礎データを取得した。 

・平成 26 年度においては、当該調査結果の分析を踏まえ、調査結果報告書を作成中であり、10 月末に

公開予定。また、指導資料については、平成 27 年 1 月末に、教育委員会や学校など関係者に周知を

図るとともに、文部科学省主催の研修会や広報誌などにおいて情報提供を行い、その活用を促す。 

 また、高等学校生徒を対象とした本調査のための評価の枠組み作成や予備調査の準備を開始してい

る。 

 

２ 取組結果に対する評価 

・概ね予定通りに進捗しており、より効果的な情報教育の実施に向けて、引き続き取り組んでいくべき

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、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】 

（情報教育の推進等に関する調査研究） ４２百万円（新規） 

 高等学校段階における情報活用能力の実態を把握するため、予備調査の状況等を踏まえ、本調査のた

めの問題、質問紙等を作成し、それらを用いて本調査を実施する。また、今後の情報教育の在り方等に

ついて検討を行う。 

 

【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 

・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、子供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ている。 

・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ている。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ている。 

・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地域に支援している。 

・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、以下のとおり学習・参加型のシンポジウムを開催している。 

ネットモラルキャラバン隊実施箇所数 

【H２３】６か所 

【H２４】６か所 

【H２５】１２か所 

・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 

関係事業者及びＰＴＡその他関係団体等と連携しながら、学習・参加型のシンポジウムである「ネッ

トモラルキャラバン隊」を始めとした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全国的な普及啓発に努めているが、スマートフォンを所有する青少年の割合の

急増など急速なインターネット利用環境の変化もあり、スマートフォン等の利用方法についてルールを

決めている家庭の割合は横ばいとなっている。 
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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慮した啓発活動の

実施・推進を行う必要がある。 

 

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）（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 

 

 

 

 

 

文部科学省　22 / 29 ページ



 
                     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）    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  
 
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 

啓発資料の作成・配付に加え、文部科学省ホームページ上からのダウンロード数も増加しており、家

庭における教育・啓発の推進について一定の成果を得ているものと考えている。 

【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。 

 

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）    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  
 
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、上記の取組を実施することにより、例えば「ネットモラルキ

ャラバン隊」の９割以上の参加者が「とても参考になった」、「参考になった」と回答しており、青少年

がインターネット活用能力を習得するための地域における活動に対する支援が着実に進展していると

ころ。 

【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ついて相談等に対する支援  
 
１ 主な施策の取組状況 

・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、以下の取組を実施することにより、青少年のインターネット

上の問題の相談等に対する支援が着実に進展しているところ。 

・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、インターネットの有効な活用方法などについて、青少年自らが

研修し発信するワークショップを新たに追加し、地域における有害情報対策推進事業を実施してい

る。 

【H24】5地域 

【H25】6地域 

【H26】7地域 

 

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の支援を行う必要がある。 

 

 

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】 

（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 

・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、上記の取組を実施することにより、例えば「ネットモラルキ

ャラバン隊」の９割以上の参加者が「とても参考になった」「参考になった」と回答するなど、地方公

共団体、事業者及び民間団体との連携体制の活用が一定程度進展しているところ。 

 

【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％ 
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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、地方公共団体、事業者及び民間団体との連携体制の活用を行う必要がある。 

 

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】 

（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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