
地域における連携体制の構築と周知啓発活動の展開

【地域】
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地域における草の根的な連携体制

総合通信局総務省

（電気通信事業者、ＩＳＰ事業者、端末メーカー、フィルタ

リング事業者、コンテンツ・アプリ事業者、ＯＳ事業者）

体制整備や運営の支援

○ スマートフォンの普及を受け、各地域で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に向けて総務省が中心的役割となり推進。

周
知
啓
発
活
動
の
実
施

①総務省等
による取組

②PTA等の内部
会合での説明

③関係事業者
における取組
（携帯電話事業者等）

→①②合計 約1,600件
（平成24年度）



青少年のインターネットリテラシーとアンケート調査結果
～青少年のインターネットリテラシー指標（ＩＬＡＳ：Internet Literacy Assessment indicator for Students）より～

インターネット上の危険・脅威への対応に必要な能力

【保有するインターネット接続機器（複数回答）】

・青少年の99％がインターネット接続機器を保有。
・スマートフォン保有者は昨年度(59％)から大幅に増加(84％)。
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１．インターネット上の違法コンテンツ、有害コンテンツに適切に対処できる能力
ａ．違法コンテンツの問題を理解し、適切に対処できる。
ｂ．有害コンテンツの問題を理解し、適切に対処できる。

２．インターネット上で適切にコミュニケーションができる能力
ａ．情報を読み取り、適切にコミュニケーションができる。
ｂ．電子商取引の問題を理解し、適切に対処できる。
ｃ．利用料金や時間の浪費に配慮して利用できる。

３．プライバシー保護や適切なセキュリティ対策ができる能力
ａ．プライバシー保護を図り利用できる。
ｂ．適切なセキュリティ対策を講じて利用できる。

【青少年に必要なリスク対応能力（ＯＥＥＣＤのリスク分類を参照し作成）】

【テスト及びアンケート調査の概要（平成２５年度）】

期間：平成25年６月～７月（平成２４年度に引き続き２回目）

対象：全国24の公立・私立の高等学校等
約3,500名の１年生相当
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○すべての分類において平成24年度より平均点が向上。

違法情報への対応（違法コンテンツの問題を理解し、適切に対応できる。）
料金や時間の浪費への配慮

適切な商取引（電子商取引の問題を理解し、適切に対処できる能力）
適切なセキュリティ対策（適切なセキュリティ対策を講じて利用出来る能力）

相対的
に高い

相対的
に低い

家庭で話し合いをしている青少年のﾘﾃﾗｼｰが高い
→保護者への啓発を推進することで、家庭での話し合いを喚起してい
くことが重要。
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ｅ-ネットキャラバンの概要

◆対象者 ：保護者・教職員等。平成23年度から児童・生徒も対象。
◆実施主体 ：一般財団法人マルチメディア振興センター（FMMC）

◆協力団体 ：通信事業者等民間団体（233社）、公益法人（12団体※）、

政府・自治体（2省・22団体）、その他（42団体） ※FMMCを含む。

◆講師 ：認定講師 1,780名
◆講演内容 ：ケータイ依存、ネットいじめ、ネット誘引、ネット詐欺など、子どもに迫るネット危機

の実態を正しく知り、予防と対策法を学ぶ。

◆開始年度 ：平成18年４月から実施。

◆実績 ：

子どもたちのインターネットの安全な利用を目的に、インターネットの「影」の部分の存在も理解し、 適切に対
応可能とするための講座を、情報通信分野等の企業・団体と総務省・文部科学省が協力して全国で開催。企業・
団体は、無償で職員を講師に派遣する等、CSR（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）活動と
して参画。

●総務省のウェブページ：
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho‐ka/e‐netcaravan.html

（平成26年3月31日現在）

平成18年度 実施件数 453件
平成19年度 実施件数 1089件
平成20年度 実施件数 1208件
平成21年度 実施件数 624件
平成22年度 実施件数 557件
平成23年度 実施件数 900件
平成24年度 実施件数 1524件
平成25年度 実施件数 2073件

4月以降開催
受付445件

（平成26年3月31日現在）



子ども・若者育成支援推進大綱（「子ども・若者ビジョン」）
点検・評価シート 

項目：有害環境等への対応
省庁名：文部科学省

（１）大綱策定（平成 22 年７月）から現在までの取組

青少年インターネット環境整備法及び基本計画（第２次）等に基づき、子供や

保護者等に対する啓発活動等を実施。 

【スマートフォン等をめぐる問題への取組】 

○学習指導要領に基づき、情報モラルが身に付くよう、インターネットの適切な

利用方法などについて各学校において指導。

○「ネット依存」やスマートフォン・SNS 等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を作成・配布。

○地域における啓発活動

・ 有識者による「ネットモラルキャラバン隊」を結成し、保護者等を対象と

したシンポジウムを開催。

・ 「青少年安心ネット・ワークショップ」を開催し、有効なインターネット

の活用法について青少年が自ら研修・発信。

・ 「ネット対策地域支援」により地域における先進的な取組を支援。

○ 普及啓発リーフレットを作成し、携帯電話やスマートフォン等を通じたトラブ

ルや犯罪被害の例、対処方法のアドバイス等について児童・生徒に周知。

○ 「春のあんしんネット・新学期一斉行動」として、青少年がスマートフォン等

を初めて手にする卒業・進学・新入学の時期に特に重点を置き、スマートフォ

ン等の安心・安全な利用を促すために、関係府省庁が連携して、教育委員会や

PTA などの各方面に協力依頼。

○ 「ネット依存」傾向の青少年を対象に、青少年教育施設を活用し、インターネ

ットから離れて規則正しい生活や自然体験活動等を行う研究事業の実施。

（２）進捗に係る自己評価

○青少年を取り巻く有害環境対策の推進事業 H22 ： 25 か所 → H25 ： 37 か所

○普及啓発リーフレットダウンロード数  H24 ： 8,666 件 → H25 ： 18,370 件 

（３）現在認識している課題

○教員の指導力の向上などを含め、情報モラル教育を一層充実させる必要がある。 

○スマートフォンを含めた新たな情報通信機器に対応した普及啓発を実施する必

要がある。

○ネット依存傾向の青少年への対応方法について検討する必要がある。

（４）今後の方向性

○引き続き、学校における情報モラル教育を充実させるとともに、青少年・保護

者向けシンポジウムの開催やリーフレットの作成・配布による普及啓発を図る。 

○青少年教育施設を活用したネット依存対策プログラム研究事業の実施。



◆ スマートフォンを所有する青少年が増加。青少年による携帯電話を通じたインターネット利用が長時間化。
○青少年が所有する携帯電話のうちスマートフォンの占める割合は、小学生では１割弱、中学生では２割半ば、高校生では５割半ば。さらに、携帯電話でインターネットを利用して

いる青少年のうち、３割半ばが２時間以上インターネットを利用。平均時間は約100分。（H24：「青少年のインターネット利用環境実態調査」内閣府調）
◆ 青少年インターネット環境整備法がＨ21.4.1に施行されたが、法律名、保護者の義務、責務に対していずれも知らないという保護者は６割以上となっている。
○法律名や保護者の義務、保護者の責務を知らないという保護者は、62.7％（H23：56.4％）（H24：「青少年のインターネット利用環境実態調査」内閣府調）

◆ 青少年インターネット環境整備法に基づき、青少年インターネット環境整備基本計画がH21.6.30に策定された。
この基本計画は3年毎に見直され、H24.7.6に基本計画（第2次）として決定された。
○フィルタリング利用率は、やや伸び悩み傾向にあるほか、スマートフォンを始めとする新たな機器が出現し、今後青少年に急速に普及していくことが予測される

◆ インターネット等が自分の意思ではやめられないいわゆる「インターネット依存」は、全国の中高生で５１万８千人。（Ｈ25､8：「厚生労働省研究班」）

現 状

青少年を取り巻く有害環境対策の推進

● 青少年がインターネットを適切に利用できるよう、情報活用能力を育成し情報モラルを身に付けさせるとともに、インターネット上の有害情報の閲覧を制限するフィルタリング利用
の普及を促進するなどして青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境を整える。

● 基本計画（第2次）では、特に留意すべき課題として①スマートフォンを始めとする新たな機器への対応、②保護者に対する普及啓発の強化及び③国、地方公共 団体、民間団体
の連携強化があげられている。

● スマートフォンの普及により、青少年のネット依存の増加が予想されるが、日本ではインターネット依存を解消する対策方法が確立されていない。

課 題

（ 前年度予算額 ： 64,706千円 ）

平成２６年度予算額 ： 38,399千円

フィルタリングの利用増加・携帯電話やスマートフォンなどの正しい利活用・有害サイトによる被害児童の減少 青少年のネット依存対策

青少年教育施設を活用したプログラムの実施

【概要】
参加者がインターネットから離れて、規則正しい集団生活を体験
（１週間程度）
【プログラム（例）】
◆自然体験活動
◆コミュニケーションを通じた活動
◆自主的にスポーツに取り組む活動
◆規則正しい生活と健康的な食事の指導

※併せて家族支援プログラムの実施や、プログラム終了後のフォローアッ
プを実施。

ネット安全安心全国推進フォーラム
○普及・啓発方策の検討 ○全国フォーラムの実施
○啓発資料（リーフレット）の作成・配布
ネットモラルキャラバン隊

携帯電話やスマートフォンなどによる情報モラルや家庭でのルールづくりの
重要性を周知するため、キャラバン隊を結成し、保護者等を対象とした学習・参
加型のシンポジウムを開催する。
青少年安心ネット・ワークショップ

インターネットにつながる新たな機器への対応や緊急時に有効なインターネッ
トの活用方法などについて、青少年が自ら研修し、発信するワークショップ事業
等を展開する。
ネット対策地域支援

スマートフォンなど日々進化し急速に普及するネット環境に対応するため、先
進的な取組を充実させ、地域における有害環境対策を推進する。

有害環境から子供を守るための推進体制の構築 青少年教育施設を活用したネット依存対策研究事業



（１）ネットモラルキャラバン隊（平成23年～）

青少年インターネット利用に関する普及啓発事業 【事例】

【平成25年度事例：ネットモラルキャラバン隊～福島県福島市～】
●日 程：平成26年2月11日（火・祝）13：30～16：00
●主 催：（株）情報通信総合研究所、文部科学省、福島市小中学校ＰＴＡ連合会
●場 所：福島県福島市 福島県文化センター
●参 加 者：保護者・教育関係者等、約190名
●主なプログラム：
①行政説明（文部科学省「子供の携帯電話やインターネットをめぐる問題に関する取組」

総 務 省「ソーシャルメディアガイドラインの普及促進について）

②有識者による講演：尾花紀子氏（ネット教育アナリスト）
「ネットに依存しない子、ネットを賢く安全に使える子を育てる
～今なにが起きているかを知り、なにができるのかを考えよう～」

③有識者・行政・ＰＴＡ・教育関係者によるパネルディスカッション
「見えてきた！「青少年ネット課題」にどう向き合う？」

【平成25年度事例：中学生ワークショップ「かしこく使おう！インターネット」（静岡県）】
●実行委員会の構成：静岡大学、静岡市教育委員会、

静岡市ＰＴＡ連絡協議会等
●参 加 者：静岡市及び近隣市町村の中学生（30名）及び大人 計約60名
●主なプログラム：
○ワークショップ「かしこく使おう！インターネット

～ネット依存チェックアプリをつくろう～」
・「ネット依存」をテーマに自由な意見や発想を導き出し、「依存の
尺度」と「改善へのアドバイス」についての意見を共有
・「中学生が作ったネット依存度チェックアプリ」を制作し、公開

○フォーラム（約90名参加）
・作成したアプリの体験
・「ネット依存」をテーマにラウンドテーブル（ディスカッション）

【平成25年度事例：奈良コンソーシアムの取組（奈良県）】

●実施主体：青少年を有害環境から守る奈良コンソーシアム
（奈良県、奈良県PTA協議会、携帯電話事業者等）

●事業内容：
①地域の大人が子供を守る取組

各学校や地域に出張し、ワークショップ等を行う講習会の開催

②メディア対応能力を育成する事業
専門家を講師に招き、教職員や青少年指導員を対象にしたセミナーの開催

③ネットパトロール事業
帝塚山大学と協働し、ネット上の問題ある書き込みを発見し、個人等が特定された書き込みは、

県教育委員会を通じ、各学校へ情報を提供

（２）青少年安心ネットワークショップ（平成24年～）

（３）地域における有害情報対策推進事業（平成24年～）



平成２６年５月 

「春のあんしんネット・新学期一斉行動」について 

 

【趣 旨】 

○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、事業者や学校等の関係者が連携

して、青少年･保護者に対して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を集中的に展開。 

【時 期】 

○本年２～３月にかけて、関係省庁が連携して各方面に協力依頼。 

内閣府、総務省、経済産業省、内閣官房 IT総合戦略室、警察庁、 

消費者庁、法務省、文部科学省 

【依頼先（予定を含む）】 

① 全国の教育委員会、学校等 （２／１９ 通知） 
② 日本PTA全国協議会      （２／１９ 通知） 
全国高等学校PTA連合会  （２／６ 通知） 

③ 全国の青少年担当部局     （２／１９ 通知） 
④ 事業者その他 

【各学校・PTA等への依頼事項】 

○卒業式・入学式・入学説明会・保護者会、総合的な学習の時間、ホー

ムルームの時間等を活用した啓発活動や注意喚起。 

（１）保護者に対して 

◆スマートフォン等購入時におけるフィルタリングの徹底等 

◆家庭におけるルールづくりの推奨 

（２）児童生徒に対して 

◆ネット依存などの新たな課題に関する教員向け手引書等を

活用した情報モラルに関する指導 

◆e-ネットキャラバン（出前講座）など啓発講座の活用 

◆児童生徒用リーフレットの活用 

◆児童生徒同士や学級、学年、学校でのソーシャルメディア

を使用する際のガイドラインづくり 

○入学前・入学後の各学校PTAの会合における積極的周知 

【普及啓発リーフレットの配布】 

○小中学生用 約５万２千部 

○高校生用   約１３２万部（全国の高校入学者へ配布）         



○事業計画及び運営体制の
検討
○各プログラムの内容協議
○事業の検証
○報告書の作成

社会的な能力を身につけることで、ネットの使用時間を
自ら調整する力を育む

【概要】
◆参加者がインターネットから離れ
て、規則正しい集団生活を体験
（１週間程度）
【プログラム（例）】
◆自然体験活動
◆コミュニケーションを通じた活動
◆自主的にスポーツに取り組む活動
◆規則正しい生活と健康的な食事の

指導

プログラム終了後のフォローアップ
プログラム終了後も定期的に臨床心理士、メンターなど
が家庭訪問を実施 ※メンター：心理系大学の学生ボランティア

（新 規）
26年度予定額：6,696千円

青少年教育施設を活用したネット依存対策研究事業

● 若い世代は、「オンラインゲーム」、「ソーシャルゲーム」などに依存しやすい。
● スマートフォンの普及により、青少年のネット依存の増加が予想される。
● 日本ではインターネット依存を解消する対策方法などが確立されていない。

課 題

事業の実施

プログラムの
企画立案・評価検証

青少年教育施設を活用したプログラムの実施

※併せて家族支援プログラムを実施

青少年教育施設

行政機関

医療機関学識経験者

学校関係者

検討委員会
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