
 
 

                            府省名： 経済産業省        
     

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 21 年度以降継続して、青少年のインターネット利用に係る効用、トラブル、フィルタリングの

概要等についてとりまとめた啓発資料を作成し、青少年・保護者・教職員を対象として、学校等で開

催したフィルタリング普及啓発セミナーの際に利用。 

○平成 24 年度からは、フィルタリング普及啓発セミナーに加え、地域の指導者等向けセミナーを開催

し、インターネット接続機器等に関する理解促進を支援。 

○警察庁、都道府県警察、ＮＰＯ等の協力の下、「インターネット安全教室」を開催。 

 

２ 取組結果に対する評価 

○平成 26 年度フィルタリング普及啓発セミナー後のアンケートにおいて、セミナー内容を理解したと

する回答は、保護者・教職員：89.4％、小学生：96.1％、中高生：98.0％と、いずれも高く、セミナ

ーは計画の要請を満たすものであると考えられる。 

○フィルタリング普及啓発セミナーの実施回数及び受講人数は、平成 24 年度：30 回・3,709 人、平成

25年度：15回・1,772人、平成 26年度：27回・2675人、地域の指導者等向けセミナーの実施回数及

び受講人数は、平成 24 年度：11回・247人、平成 25 年度：20回・478人、平成 26年度：8回・159

人であり、計画の要請を満たす規模であると考えられる。 

○インターネット安全教室の実施回数及び受講人数は、平成 24年度：150回・9,050 人、平成 25年度：

120 回・7,968 人、平成 26 年度：95 回・4542 人であり、計画の要請を満たす規模であると考えられ

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） 

○フィルタリング普及啓発セミナー等について、インターネット利用環境の変化に応じ、啓発資料及び

啓発講座の内容を更新しつつ、引き続き開催し、関係者の理解促進に努める。 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

○平成 27年度予算額 370,000千円の内数 
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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 
 
（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 

○平成 21 年度以降継続して、青少年のインターネット利用に係る効用、トラブル、フィルタリングの

概要等についてとりまとめた啓発資料を作成し、青少年・保護者・教職員を対象として、学校等で開

催したフィルタリング普及啓発セミナーの際に利用。 

○平成 24 年度からは、フィルタリング普及啓発セミナーに加え、地域の指導者等向けセミナーを開催

し、インターネット接続機器等に関する理解促進を支援。 

○警察庁、都道府県警察、ＮＰＯ等の協力の下、「インターネット安全教室」を開催。 

○セミナー及び安全教室において「インターネットにおけるルール＆マナー検定」に係る情報提供を実

施。 

 

２ 取組結果に対する評価 

○平成 26 年度フィルタリング普及啓発セミナー後のアンケートにおいて、セミナー内容を理解したと

する回答は、保護者・教職員：89.4％、小学生：96.1％、中高生：98.0％と、いずれも高く、セミナ

ーは計画の要請を満たすものであると考えられる。 

○フィルタリング普及啓発セミナーの実施回数及び受講人数は、平成 24 年度：30 回・3,709 人、平成

25年度：15回・1,772人、平成 26年度：27回・2675人、地域の指導者等向けセミナーの実施回数及

び受講人数は、平成 24 年度：11回・247人、平成 25 年度：20回・478人、平成 26年度：8回・159

人であり、計画の要請を満たす規模であると考えられる。 

○インターネット安全教室の実施回数及び受講人数は、平成 24年度：150回・9,050 人、平成 25年度：

120 回・7,968 人、平成 26 年度：95 回・4542 人であり、計画の要請を満たす規模であると考えられ

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） 

○フィルタリング普及啓発セミナー等について、インターネット利用環境の変化に応じ、啓発資料及び

啓発講座の内容を更新しつつ、引き続き開催し、関係者の理解促進に努める。 

 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

○平成 27年度予算額 370,000千円の内数 
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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 
 
（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 21 年度以降継続して、青少年のインターネット利用に係る効用、トラブル、フィルタリングの

概要等についてとりまとめた啓発資料を作成し、青少年・保護者・教職員を対象として、学校等で開

催したフィルタリング普及啓発セミナーの際に利用。 

○警察庁、都道府県警察、ＮＰＯ等の協力の下、「インターネット安全教室」を開催。 

２ 取組結果に対する評価 

○平成 26 年度フィルタリング普及啓発セミナー後のアンケートにおいて、セミナー内容を理解したと

する回答は、保護者・教職員：89.4％、小学生：96.1％、中高生：98.0％と、いずれも高く、セミナ

ーは計画の要請を満たすものであると考えられる。 

○フィルタリング普及啓発セミナーの実施回数及び受講人数は、平成 24 年度：30 回・3,709 人、平成

25年度：15回・1,772人、平成 26年度：27回・2675人であり、計画の要請を満たす規模であると考

えられる。 

○インターネット安全教室の実施回数及び受講人数は、平成 24年度：150回・9,050 人、平成 25年度：

120 回・7,968 人、平成 26 年度：95 回・4542 人であり、計画の要請を満たす規模であると考えられ

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） 

○フィルタリング普及啓発セミナー等について、インターネット利用環境の変化に応じ、啓発資料及び

啓発講座の内容を更新しつつ、引き続き開催し、関係者の理解促進に努める。 

 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

○平成 27年度予算額 370,000千円の内数 
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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 
 
（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  

（２）青少年の発達段階に応じた保護者の管理（ペアレンタルコントロール）への支援  
 
１ 主な施策の取組状況 

○平成 21 年度以降継続して、青少年・保護者・教職員を対象としたフィルタリング普及啓発セミナー

を開催。 

○警察庁、都道府県警察、ＮＰＯ等の協力の下、「インターネット安全教室」を開催。 

○インターネット接続機器メーカーにおける、パッケージ等を用いた保護者に対する啓発を推進。また、

販売店を通じて、ゲーム機メーカー３社作成のペアレンタルコントロール普及・啓発チラシの配布（平

成 25 年度・平成 26 年度）や、フィルタリング利用促進に関するポスター掲示（平成 25 年度）を実

施。 

 

２ 取組結果に対する評価 

○平成 26 年度フィルタリング普及啓発セミナー後のアンケートにおいて、セミナー内容を理解したと

する回答は、保護者・教職員：89.4％、小学生：96.1％、中高生：98.0％と、いずれも高く、セミナ

ーは計画の要請を満たすものであると考えられる。 

○フィルタリング普及啓発セミナーの実施回数及び受講人数は、平成 24 年度：30 回・3,709 人、平成

25年度：15回・1,772人、平成 26年度：27回・2675人であり、計画の要請を満たす規模であると考

えられる。 

○インターネット安全教室の実施回数及び受講人数は、平成 24年度：150回・9,050 人、平成 25年度：

120 回・7,968人、平成 26 年度：8回・159人であり、計画の要請を満たす規模であると考えられる。 

○ゲーム機メーカー３社作成の普及・啓発チラシを平成 25年度及び平成 26年度にそれぞれ約 150万部

配布するとともに、フィルタリング利用促進に関するポスター掲示を平成 25 年度に家電量販店約

6,500店舗で実施しており、計画の要請を満たす規模であると考えられる。 

 

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） 

○インターネット利用環境の変化に応じ、啓発資料及び啓発講座の内容を更新しつつ、引き続き、フィ

ルタリング普及啓発セミナー等を開催するとともに、機器メーカー及び販売店による普及・啓発の取

組を支援する。 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

○平成 27年度予算額 370,000千円の内数 
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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 
 
（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 

○青少年・保護者等を対象としたフィルタリング普及啓発セミナーを開催するとともに、警察庁・都道

府県警察・ＮＰＯ等の協力の下「インターネット安全教室」を開催。 

○インターネット接続機器メーカーにおける、パッケージ等を用いた保護者に対する啓発を推進。また、

販売店を通じて、ゲーム機メーカー３社作成のペアレンタルコントロール普及・啓発チラシの配布（平

成 25 年度・平成 26 年度）や、フィルタリング利用促進に関するポスター掲示（平成 25 年度）を実

施。 

○平成 23 年度から継続して、インターネット接続機器について、青少年によるインターネット利用状

況調査を実施。 

 

２ 取組結果に対する評価 

○平成 26 年度フィルタリング普及啓発セミナー後のアンケートにおいて、セミナー内容を理解したと

する回答は、保護者・教職員：89.4％、小学生：96.1％、中高生：98.0％と、いずれも高く、セミナ

ーは計画の要請を満たすものであると考えられる。 

○フィルタリング普及啓発セミナーの実施回数及び受講人数は、平成 24 年度：30 回・3,709 人、平成

25年度：15回・1,772人、平成 26年度：27回・2675人、インターネット安全教室の実施回数及び受

講人数は、平成 24 年度：150回・9,050人、平成 25年度：120回・7,968 人、平成 26年度：8回・159

人であり、計画の要請を満たす規模であると考えられる。 

○ゲーム機メーカー３社作成の普及・啓発チラシを平成 25年度及び平成 26年度にそれぞれ約 150万部

配布するとともに、フィルタリング利用促進に関するポスター掲示を平成 25 年度に家電量販店約

6,500店舗で実施しており、計画の要請を満たす規模であると考えられる。 

○インターネット利用状況調査の結果、機器全体における青少年のフィルタリング利用率は、平成 23

年度：21.8％、平成 24 年度：19.8％、平成 25 年度：21.7％、平成 26 年度：24.9％となっており、

計画の要請を満たす水準であると考えられる。 

 

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） 

○インターネット利用環境の変化に応じ、啓発資料及び啓発講座の内容を更新しつつ、引き続き、フィ

ルタリング普及啓発セミナー等を開催するとともに、機器メーカー及び販売店による普及・啓発の取

組を支援する。 

○機器ごとのインターネット利用実態調査の結果を踏まえつつ、引き続き、効果的な普及・啓発の取組

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年度予算額 370,000千円の内数 
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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 
 
（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）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 

○平成 24 年度から年２回、事業者によるインターネット接続機器ごとのフィルタリング対応状況の調

査を実施。 

○平成 23 年度から継続して、インターネット接続機器について、青少年によるインターネット利用状

況調査を実施。 

２ 取組結果に対する評価 

○平成 26年 11月に実施したインターネット接続機器ごとのフィルタリング対応状況調査の結果、パソ

コン対象機種 161 機種、デジタルテレビ対象機器 128機種について、全てが措置済となっており、こ

れは、計画の要請を満たす結果であると考えられる。 

○インターネット利用状況調査の結果、機器全体における青少年のフィルタリング利用率は、平成 23

年度：21.8％、平成 24 年度：19.8％、平成 25 年度：21.7％、平成 26 年度：24.9％となっており、

計画の要請を満たす水準であると考えられる。 

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） 

○引き続き、機器ごとのフィルタリング対応状況調査を実施し、事業者によるフィルタリング提供義務

の徹底を推進する。 

○機器ごとのインターネット利用実態調査の結果を踏まえ、引き続き、青少年がフィルタリングを利用

しやすい環境の整備を推進する。 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

○平成 27年度予算額 370,000千円の内数 
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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 
 
（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）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  

（２）保護者への説明等の推進  
 
１ 主な施策の取組状況 

○青少年・保護者等を対象としたフィルタリング普及啓発セミナーを開催するとともに、警察庁・都道

府県警察・ＮＰＯ等の協力の下「インターネット安全教室」を開催。 

○インターネット接続機器メーカーにおける、パッケージ等を用いた保護者に対する啓発を推進。また、

販売店を通じて、ゲーム機メーカー３社作成のペアレンタルコントロール普及・啓発チラシの配布（平

成 25 年度・平成 26 年度）や、フィルタリング利用促進に関するポスター掲示（平成 25 年度）を実

施。 

 

２ 取組結果に対する評価 

○平成 26 年度フィルタリング普及啓発セミナー後のアンケートにおいて、セミナー内容を理解したと

する回答は、保護者・教職員：89.4％、小学生：96.1％、中高生：98.0％と、いずれも高く、セミナ

ーは計画の要請を満たすものであると考えられる。 

○フィルタリング普及啓発セミナーの実施回数及び受講人数は、平成 24 年度：30 回・3,709 人、平成

25年度：15回・1,772人、平成 26年度：27回・2675人、インターネット安全教室の実施回数及び受

講人数は、平成 24 年度：150回・9,050人、平成 25年度：120回・7,968 人、平成 26年度：8回・159

人であり、計画の要請を満たす規模であると考えられる。 

○ゲーム機メーカー３社作成の普及・啓発チラシを平成 25年度及び平成 26年度にそれぞれ約 150万部

配布するとともに、フィルタリング利用促進に関するポスター掲示を平成 25 年度に家電量販店約

6,500店舗で実施しており、計画の要請を満たす規模であると考えられる。 

 

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） 

○インターネット利用環境の変化に応じ、啓発資料及び啓発講座の内容を更新しつつ、引き続き、フィ

ルタリング普及啓発セミナー等を開催するとともに、機器メーカー及び販売店による普及・啓発の取

組を支援する。 

○機器ごとのインターネット利用実態調査の結果を踏まえつつ、引き続き、効果的な普及・啓発の取組

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年度予算額 370,000千円の内数 
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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 
 
（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）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  

（３）望ましいフィルタリング提供の在り方を判断するための基準の普及  
 
１ 主な施策の取組状況 

○平成 24 年度から年２回、事業者によるインターネット接続機器ごとのフィルタリング対応状況の調

査を実施。 

○平成 23 年度から継続して、インターネット接続機器について、青少年によるインターネット利用状

況調査を実施。 

２ 取組結果に対する評価 

○平成 26年 11月に実施したインターネット接続機器ごとのフィルタリング対応状況調査の結果、パソ

コン対象機種 161 機種、デジタルテレビ対象機器 128機種について、全てが措置済となっており、こ

れは、計画の要請を満たす結果であると考えられる。 

○インターネット利用状況調査の結果、機器全体における青少年のフィルタリング利用率は、平成 23

年度：21.8％、平成 24 年度：19.8％、平成 25 年度：21.7％、平成 26 年度：24.9％となっており、

計画の要請を満たす水準であると考えられる。 

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） 

○引き続き、機器ごとのフィルタリング対応状況調査を実施し、事業者によるフィルタリング提供義務

の徹底を推進する。 

○機器ごとのインターネット利用実態調査の結果を踏まえ、引き続き、青少年がフィルタリングを利用

しやすい環境の整備を推進する。 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

○平成 27年度予算額 370,000千円の内数 
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                            府省名： 経済産業省        
     

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）３．新たな機器及び伝送技術への対応  

（２）青少年保護・バイ・デザインを念頭に置いた新たな機器等の設計等の支援  
 
１ 主な施策の取組状況 

○平成 24 年度から年２回、事業者によるインターネット接続機器ごとのフィルタリング対応状況の調

査を実施。 

○平成 23 年度から継続して、インターネット接続機器について、青少年によるインターネット利用状

況調査を実施。 

２ 取組結果に対する評価 

○平成 26年 11月に実施したインターネット接続機器ごとのフィルタリング対応状況調査の結果、パソ

コン対象機種 161 機種、デジタルテレビ対象機器 128機種について、全てが措置済となっており、こ

れは、計画の要請を満たす結果であると考えられる。 

○インターネット利用状況調査の結果、機器全体における青少年のフィルタリング利用率は、平成 23

年度：21.8％、平成 24 年度：19.8％、平成 25 年度：21.7％、平成 26 年度：24.9％となっており、

計画の要請を満たす水準であると考えられる。 

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） 

○青少年保護・バイ・デザインに資する情報提供の一環として、引き続き、機器ごとのフィルタリング

対応状況調査を実施する。 

○機器ごとのインターネット利用実態調査の結果を踏まえた事業者の対応を促すため、引き続き、利用

実態の調査を実施する。 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

○平成 27年度予算額 370,000千円の内数 
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                            府省名： 経済産業省        
     

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 

○青少年・保護者等を対象としたフィルタリング普及啓発セミナーを開催するとともに、警察庁・都道

府県警察・ＮＰＯ等の協力の下「インターネット安全教室」を開催。 

○インターネット接続機器メーカーにおける、パッケージ等を用いた保護者に対する啓発を推進。また、

販売店を通じて、ゲーム機メーカー３社作成のペアレンタルコントロール普及・啓発チラシの配布（平

成 25 年度・平成 26 年度）や、フィルタリング利用促進に関するポスター掲示（平成 25 年度）を実

施。 

 

２ 取組結果に対する評価 

○平成 26 年度フィルタリング普及啓発セミナー後のアンケートにおいて、セミナー内容を理解したと

する回答は、保護者・教職員：89.4％、小学生：96.1％、中高生：98.0％と、いずれも高く、セミナ

ーは計画の要請を満たすものであると考えられる。 

○フィルタリング普及啓発セミナーの実施回数及び受講人数は、平成 24 年度：30 回・3,709 人、平成

25年度：15回・1,772人、平成 26年度：27回・2675人、インターネット安全教室の実施回数及び受

講人数は、平成 24 年度：150回・9,050人、平成 25年度：120回・7,968人、平成 26年度：8回・159

人であり、計画の要請を満たす規模であると考えられる。 

○ゲーム機メーカー３社作成の普及・啓発チラシを平成 25年度及び平成 26年度にそれぞれ約 150万部

配布するとともに、フィルタリング利用促進に関するポスター掲示を平成 25 年度に家電量販店約

6,500店舗で実施しており、計画の要請を満たす規模であると考えられる。 

 

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） 

○インターネット利用環境の変化に応じ、啓発資料及び啓発講座の内容を更新しつつ、引き続き、フィ

ルタリング普及啓発セミナー等を開催するとともに、機器メーカー及び販売店による普及・啓発の取

組を支援する。 

 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

○平成 27年度予算額 370,000千円の内数 
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                            府省名： 経済産業省        
     

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）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 

○平成 23 年度から継続して、インターネット接続機器について、青少年によるインターネット利用状

況調査を実施。 

２ 取組結果に対する評価 

○インターネット利用状況調査の結果、機器全体における青少年のフィルタリング利用率は、平成 23

年度：21.8％、平成 24 年度：19.8％、平成 25 年度：21.7％、平成 26 年度：24.9％となっており、

計画の要請を満たす水準であると考えられる。 

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） 

○機器ごとのインターネット利用実態調査の結果を踏まえつつ、引き続き、効果的な普及・啓発の取組

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年度予算額 370,000千円の内数 
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                            府省名： 経済産業省        
     

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）２．ウェブサイト運営者等による青少年有害情報の閲覧防止措置の体制整備の支援  

（１）ガイドライン策定等の体制整備の支援  
 
１ 主な施策の取組状況 

○望ましいフィルタリング提供のあり方についての判断基準（平成 22 年度策定）に基づいて、平成 23

年度から継続して、インターネット接続機器について、青少年による機器ごとの利用実態調査を実施

し、調査結果を事業者にフィードバック。 

 

 

２ 取組結果に対する評価 

○インターネット利用状況調査の結果、機器全体における青少年のフィルタリング利用率は、平成 23

年度：21.8％、平成 24 年度：19.8％、平成 25 年度：21.7％、平成 26 年度：24.9％となっており、

計画の要請を満たす水準であると考えられる。 

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） 

○青少年による機器ごとのインターネット利用実態調査を引き続き実施し、その結果を事業者にフィー

ドバックすることで、望ましいフィルタリング提供のあり方についての判断基準を踏まえた事業者の

取組を支援する。 

４ 参考データ、関連政策評価・有識者会議報告書等 

○平成 27年度予算額 370,000千円の内数 
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