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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：被害防止のための教育 

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 

【学校における安全教育】 

子ども自身が危険を予測・回避する能力を習得できるよう、学校・家庭・地域が

連携して学校における安全教育を実施。 

○地域における「防犯教室」、「交通安全教室」、「防災教室」の開催を支援。 

○小中高校生を対象とした防犯や交通安全の内容も含めた教材を作成。 

○東日本大震災の教訓を踏まえ、地震・津波発生時の対応に関する共通事項をま

とめた「学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き」や、防災教育

の系統的・体系的な指導内容を整理し、学校現場にわかりやすく示した「生き

る力を育む防災教育の展開」を作成・配布。 

○「実践的防災教育総合支援事業」として、防災教育の手法の開発・普及、ボラ

ンティア活動の推進・支援、学校防災アドバイザーの活用を防災関係機関、研

究機関等が一体的に推進。 

【情報モラルの育成】  

学校・家庭・地域が連携して情報モラルの育成や普及啓発を実施。 

○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。 

○携帯電話やスマートフォン等の安全・安心な使い方を普及啓発するリーフレッ

トの作成・配布や PTA と連携したシンポジウムの開催。 

○「春のあんしんネット・新学期一斉行動」として、青少年・保護者に対してス

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

育委員会など各方面に普及啓発。 

 

（２）進捗に係る自己評価 

○「実践的防災教育総合支援事業」の実施（H25 年度）：42 道府県・政令市 

○リーフレット「ちょっと待って！ケータイ＆スマホ」ダウンロード数（H25 年度）：18,370 件  

○情報モラルに関する教員向け手引書の配布（H25 年度）：全都道府県・市区町村教

育委員会  

 

（３）現在認識している課題 

○防災教育を含む安全教育の指導時間を全ての学校において一定量確保。 

○スマートフォン等の通話アプリや SNS 等を使用したいじめなど新たな課題への対応。 

 

（４）今後の方向性 

○中央教育審議会の部会において、学校安全の推進方策を検討。 

○引き続き、教育委員会、学校・PTA、家庭、地域、民間事業者等と連携・協力

しつつ、情報モラルを育成。 



学校安全教室・防災教室の推進
前年度予算額 39,060千円 （学校安全教室） / 17,115千円 （防災教室）
2６年度予算額 39,711千円（学校安全教室） / 13,100千円（防災教室）

防犯教室 ※学校安全教室 防災教室 ※防災教室

交通安全教室 ※学校安全教室 心肺蘇生法実技講習会
（ＡＥＤの取扱いを含む。）

※学校安全教室

・教職員や児童生徒の防犯、交通安全、防災に関する意識の向上
・児童生徒等が危険を予測し、回避する能力の向上
・教職員や児童生徒の防犯、交通安全、防災に関する意識の向上
・児童生徒等が危険を予測し、回避する能力の向上

・通学路で子どもたちが巻き込まれる事件・事故
・学校への不審者の侵入

・交通事故の発生

【講習会の内容】

防犯訓練による学校への不審者侵入
時の子どもの安全確保の方法 など

【パンフレット作成】

小学校低学年向け防犯教室用
パンフレットを作成・配布

【講習会の内容】

防災訓練等による自然災害発生時の
適切な避難方法、子どもとつくる地域
防災マップの事例 など

【講習会の内容】

蘇生法訓練用人体模型（シミュレ
ーター）を用いた実技講習 など

【講習会の内容】

道路交通法の改正のポイントを
踏まえた学校における自転車教室
での効果的な指導方法 など

防犯教室や交通安全教室、防災教室の講
師となる教職員等を対象とした講習会を実
施するとともに、応急手当に必要な技能と
して、心肺蘇生法（ＡＥＤの取扱いを含
む。）の実技講習会を実施する。

・地震や風水害などの自然災害の発生



主なポイント

学校防災のための参考資料「『生きる力』を育む防災教育の展開」改訂概要

第１章 学校防災の意義とねらい

東日本大震災の教訓を踏まえつつ、防災教育・防災管理・防災に関する組織活動を
通じて、学校における災害安全を推進すべきという基本的考え方を明記。

第２章 学校における防災教育

幼稚園から高等学校に至る幼児児童生徒の発達の段階を踏まえた防災教育の目標
を示すとともに、教科等にまたがる防災教育の内容を体系的に行うための指導上の留
意点を提示。

第３章 学校における防災管理

学校における防災管理に関し、①災害発生に備えた安全管理（事前の危機管理）、
②災害発生時の対応（発生時の危機管理）、③災害発生後の対応（事後の危機管理）
の各段階ごとの対応の留意点を明記。

第４章 防災教育・防災管理に関する組織活動例

防災教育・防災管理を効果的に推進するため、①校内推進体制の整備、②組織的
な教職員研修の充実、③家庭・地域社会との連携など、組織活動の重要性や留意点
について記述。

第５章 学校における防災教育の展開例

各学校における系統的・体系的な防災教育の実施を促すため、学校段階ごとの防災
教育年間指導計画例や具体的な授業展開例を例示。
・幼稚園 （日常生活における指導，引き渡し訓練 等）
・小学校（地域社会における災害の学習，緊急地震速報を利用した訓練等）
・中学校（自然の恵みと災害の学習，竜巻への対応 等）
・高等学校（安全に配慮した住生活，地域と連携した避難訓練 等）
・特別支援学校（障害のある児童生徒等の災害時に予想される困難と支援例 等）

改訂の趣旨
○東日本大震災等近年の自然災害等により、学校現場に提示された新たな課題を踏
まえ、今後の学校における防災教育・防災管理等の在り方を示す参考資料として作
成したもの（H10作成資料を改訂）。
○作成に当たっては、現行の学習指導要領における安全に関する記述を基に、「東日
本大震災を受けた防災教育・防災管理等に関する有識者会議」の報告（H24.7）を踏
まえ、「主体的に行動する態度」「安全で安心な社会づくりに貢献する意識」等を育成
する視点を盛り込んだ。
○特に、「学校保健安全法」「学校安全の推進に関する計画(H24.4閣議決定)」を踏ま
え、防災教育に関する指導時間を確保し、指導を充実するため、防災教育の系統
的・体系的な指導内容を整理し、学校現場にわかりやすく示すものとした。

（国公私立の幼小中高及び特別支援学校等へ各１冊ずつ、３月末に配布）



実践的防災教育総合支援事業

我が国においては、地震・津波をはじめとする自然災害が数多く発生しており、東日本大震災
における教訓を踏まえ、学校における実践的な防災教育の充実が喫緊の課題である。特に、南海トラフ巨大地震に
よる被害については、東日本大震災を超える甚大な人的・物的被害が発生し、我が国全体の国民生活・経済活動に
極めて深刻な影響が生じる巨大災害になるものと想定されており、重点的に対策を行う必要がある。

趣旨・背景

事業概要

○優良な実践事例の学校及び学校の設置者による共有
○学校等及び地方公共団体等による取組の増加 ○全国的な防災教育の質の向上

成果発表会の開催等による普及

一体的に実施

◆ボランティア活動の推進・支援

被災地へのボランティア活動等を推進し、支援
者としての視点から、安全で安心な社会づくりに
貢献する意識を高める。

◆学校防災アドバイザーの活用

外部有識者の学校への派遣等を通じて、危険
等発生時対処要領等に対するﾁｪｯｸ・助言体制
を構築し、学校の災害対応能力を強化する。

前年度予算額：109.396千円
26年度予算額：122,233千円

◆防災教育の手法の開発・普及
○防災教育において、児童生徒等が自らの命を守り抜こうとする「主体的に行動する態度」の育成、児童生徒等
が支援者となる視点から「安全で安心な社会づくりに貢献する意識」の向上、地域住民や保護者・関係機関との
連携体制を構築・強化する防災訓練等の手法を開発・普及する。
・緊急地震速報等を活用した訓練 ・各種情報ツールや防災に関する科学技術を活用した防災教育
・災害時要援護者との避難訓練 ・学校待機及び引き渡し訓練 ・安否確認訓練 等

成果

■防災関係機関・団体 ■研究機関・団体等

南海トラフ巨大地震津波被害想定地域は重点的に実践地域を支援



●学校及び教育委員会を対象に実施。
教育委員会等による事故後の対応に関する実態 など
（事故後の対応例も含む）

（１）再発防止に向けた学校事故調査の体系化、第三者委員会
など検証組織の必要性の検討

（２）学校事故後の教育委員会等による被害者・遺族等への説
明責任の明確化

（３）学校の危機管理の改善
（４）学校事故に関する情報共有のあり方 等

【背景】
平成２４年度に、通学路における児童生徒等の死亡事故や学校設備による死亡事故が発生し、さらに平成２５年度にも不審者が児童
を切りつける事件が発生するなど、全国で学校現場における重大事故が発生している。
このような最近の学校の管理下で発生した事件・事故への学校及び設置者の対応に対して、情報公開や原因の検証に関し、保護者
等から厳しい目が向けられるケースがある。

学校事故対応に関する調査研究 （新 規）

26年度予算額：11,554千円

〔主な検討事項〕
１.学校で発生した事件・事故災害の調査、
２.学校や教育委員会における子供たちや家族・遺族に対するケア
３.教員等周囲の関係者に対するメンタルヘルスや危機管理のあり方 など

Ⅰ 有識者会議の開催 Ⅱ 調査の実施

都道府県等へ普及啓発を図り、学校等の事故後対応の一層の充実に資する。

教育委員会等の事故対応について、国民の関心が高まっている。

調査結果をフィードバック

学校及び教育委員会の事件・事故後の対応に関する信頼回復が重要！！



◆子供の携帯電話等の使用状況
・携帯電話やスマートフォンを持つ小中学生は平成21年度と比較して増加
・携帯電話やスマートフォンで通話やメールをほぼ毎日している小中学生も平成21年度と比較して増加

◆月曜日～金曜日のインターネットの使用状況
・小中学生とも、１日当たり１時間以上インターネットを利用する児童生徒の割合は増加傾向（月～金曜日）

◆携帯電話等の使い方について家の人との約束の状況
・携帯電話やスマートフォンの使い方について、家の人と約束したことをきちんと守っている児童生徒の割合
小学生：60.9％（H25）
中学生：36.4％（H25）

◆パソコンや携帯電話を通じたいじめの状況
・「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」において、「いじめの態様」の一つとして以下の項目を毎年調査。
・小・中・高・特別支援学校において「パソコンや携帯電話等で嫌なことをされる」件数／いじめ認知件数

7,855件／198,108件 （H24）

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

１．実態の把握

○（小学生）月～金曜日の１日当たりの１時間以上インターネット利用時間 ○（中学生）月～金曜日の１日当たりの１時間以上インターネット利用時間

○（小学生）携帯電話やスマートフォンで通話やメールをしているか ○（中学生）携帯電話やスマートフォンで通話やメールをしているか

「全国学力・学習状況調査」より

「全国学力・学習状況調査」より

「全国学力・学習状況調査」より

平成２６年３月 文部科学省
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◆いじめ防止対策推進法の施行・いじめ防止基本方針の策定
・「いじめ防止対策推進法」（平成25年法律第71号）
○いじめの定義…「インターネットを通じて行われるものを含む」と規定。

（第２条第１項）
○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（第１９条）

・「いじめの防止等のための基本的な方針」（H25.10.11文部科学大臣決定）
○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、ネット上のいじめに対処する体制を整備。
○地方公共団体は、ネットパトロールの実施など、ネット上のいじめに対処する
体制の整備に努めるとともに、児童生徒がネット上の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。
また、児童生徒及びその保護者に対する必要な啓発活動を実施する。

◆学校ネットパトロールに関する調査研究
・「学校ネットパトロールに関する取組事例・資料集（教育委員会等向け）」の
取りまとめ・都道府県教育委員会等へ配布（H24.9）

◆地域における啓発活動
・「ネットモラルキャラバン隊」

インターネット上のマナーや家庭でのルールづくりの重要性を周知

するキャラバン隊を結成し、学習・参加型のシンポジウム等を開催。
・「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などについて、青少年

が研修・発信するワークショップを展開。
・「地域における有害情報対策推進事業」

日々進化・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

保護者に対し普及啓発するとともに、学校・家庭・地域が連携した取

組を充実させ、地域における有害情報対策を推進。

◆春のあんしんネット新学期一斉行動
・春の卒業・進学・新入学の時期に合わせ、スマートフォン等の安
心・安全な利用のための啓発活動を集中的に実施するため、関係
府省庁が連携し、各方面へ協力依頼（H26.2)

◆スマートフォン対策を含むリーフレットの作成・配布
・「ちょっと待って！ケータイ＆スマホ」【小中学生向け】（全小中学校）
・「ちょっと待って！スマホ時代の君たちへ」【高校生向け】（全新入学生）

◆「e-ネットキャラバン」
・総務省、文部科学省及び通信関係団体等が連携し、子供たちのインター

ネットの安心・安全な利用に向けて、保護者、教職員及び児童生徒を対象
とした啓発講座を実施。

◆中高生を中心とした子供の生活習慣づくり
・中高生を中心とした子供の生活習慣づくりに関する検討委員会の開催。

◆学習指導要領等の実施
・小中高の学習指導要領の「総則」において、各教科等の指導に当たって
は、児童・生徒が「情報モラルを身に付け」ることを規定。「道徳」（小）、
「技術・家庭」（中）、「情報」（高）においても、情報モラルについて記述。
・「教育の情報化に関する手引」の作成（H21.3策定、H22.10改訂）
＝学習指導要領を踏まえ作成。情報モラル教育の具体的な事例等を掲載。

・「情報モラル教育実践ガイダンス」の作成（H23.3策定）
＝国立教育政策研究所において、小中学校教員向けの指導資料を作成。

◆情報モラル教育に関する指導力の向上
・（独）教員研修センターと連携し、各地域で情報教育の中核的な役割を担う教員等を
対象とした研修を平成22年度より実施。
・ネット依存やスマートフォン・ＳＮＳの普及等、情報化の進展に伴う新たな課題に対し
て、学校において適切に指導を行うための教員用の手引書を作成。（平成25年度）

◆携帯電話等をめぐる問題への取組の徹底
・「学校における携帯電話の取扱い等について（通知）」（H21.1.30発出）
＝小中学校への原則持込み禁止、高等学校の校内での使用制限等の
指針を示した。

２．情報モラル教育の推進

３．ネット上のいじめへの対応

５．子供や保護者への啓発

４．学校での携帯電話の取扱い



 

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：被害防止のための教育 
省庁名：警察庁  

（１）大綱策定（平成 22 年７月）から現在までの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）進捗に係る自己評価 

 

 

 

 

 

 

（３）現在認識している課題 

 

 

 

 

 

 

 

（４）今後の方向性 

 

 

 

【防犯教育】 

・警察では、子供に身の危険を察知する能力等を身につけさせるため、学校等と連

携し、防犯教室等を開催して子供の被害防止教育を推進している。 

【交通安全教育】 

・交通安全教育指針（平成 10 年国家公安委員会告示第 15 号）を基準として、学校

等関係機関と連携し、幼児から成人に至る各年齢層を対象に、交通社会の一員とし

ての責任を自覚させるような交通安全教育を実施している。 

・平成 24 年４月以降、登下校中の児童等が死傷する交通事故の連続発生を受けて

実施した通学路の緊急合同点検（文部科学省及び国土交通省との連携）の結果を踏

まえ、トラックの死角体験等を盛り込むなど、効果的な交通安全教育を実施してい

る。 

・自転車を使用することが多い児童、中学生及び高校生に対し、スタントマンによ

る事故の再現や自転車シミュレーターを活用するなど、参加・体験・実践型の自転

車安全教育を実施している。 

・平成 24 年度中の全国小学校（総数 21,460 校）における被害防止教室の実施状況

は、開催校数約 20,000 校、実施(開催)回数約 25,000 回であり、９割以上の小学校

と連携して被害防止教室を開催した。 

・平成 25 年中の交通事故死傷者数は、平成 21 年に比較して、年齢層別で 15 歳以

下では 19.3％、16 歳から 24 歳では 22.8％減少するなど、一定の成果が見られた。

・子供が被害となる犯罪は、行為者が甘言や詐言を用いたり、車両を使用して略取

する等、巧妙、悪質化の傾向にあり、子供が危険な事案に遭遇した場合に実践でき

るような防犯教育を推進していく必要がある。 

・自転車乗用中の死傷者のうち違反のある者の割合は、15 歳以下の年齢層では７

割以上と他の年齢層に比べて高く、児童・生徒に対する自転車安全教育を更に推進

する必要がある。 

・学校等において防犯教室等を実施する際には、子供が危険な事案に遭遇した場合

に実践できるよう、具体的事例に基づいて、考えながら行う参加・体験型の被害防

止教育を推進していく。 

・引き続き、学校等関係機関と連携し、交通安全教育指針に基づき、段階的かつ体

系的に参加・体験・実践型の交通安全教育を推進する。 



子供・若者の被害防止のための交通安全教育

学校等関係機関と連携した交通安全教育の実施

学校等と連携した交通安全教育

○ 交通安全教育指針（平成10年国家公安委員会告示第15号）を基準として、学校等
関係機関と連携した、幼児から成人に至る各年齢層に対する交通社会の一員とし
ての責任を自覚させるような交通安全教育

○ 登下校中の児童等が死傷する交通事故の連続発生を受けて実施した通学路の緊
急合同点検（文部科学省及び国土交通省との連携）の結果を踏まえた、トラックの
死角体験等を盛り込むなどの効果的な交通安全教育

○ 自転車を使用することが多い児童、中学生及び高校生に対する、スタントマンによ
る事故再現や自転車シミュレーターを活用するなどの参加・体験・実践型の自転車
安全教育

トラックの死角体験 スタントマンによる事故再現

＜登下校中の児童等が死傷する交通事故の連続発生＞
・ 平成24年４月23日 京都府亀岡市（３人死亡、７人重軽傷）
・ 平成24年４月27日 千葉県館山市（１人死亡）
・ 平成24年４月27日 愛知県岡崎市（２人重軽傷）
・ 平成25年９月24日 京都府八幡市（５人重軽傷）

交通事故の情勢

年齢層別交通事故死傷者数の推移

年齢層別自転車交通事故死傷者数（平成25年）

○ 平成25年中の交通事故死傷者数は、平成21年に比較して、年齢層別で15歳以下
では19.3％、16歳から24歳では22.8％減少するなど一定の成果

○ 自転車乗用中（第１・２当事者の死傷者のうち違反のある者の割合は、15歳以下
の年齢層では７割以上と他の年齢層に比べて高く、児童・生徒に対する自転車安全
教育の更なる推進が必要

今後の取組の方向性

○ 学校等関係機関と連携し、交通安全指針に基づき、段階的かつ体系的に参加・体験・実践型の交通安全教育を推進
・ 幼 児～交通ルールや交通マナー等道路の安全な通行に必要な基本的な知識・技能を習得させるための安全教育
・ 児 童～歩行者及び自転車の利用者として必要な技能・知識を習得させるとともに、道路交通における危険を予測し、これを回避して安全に通行する意識及び能力を高めるた
めの安全教育
・ 中学生～ 自転車で安全に道路を通行するために必要な技能・知識を習得させるとともに、自己の安全だけでなく他人の安全にも配慮できるための安全教育
・ 高校生～ 二輪車の運転者及び自転車の利用者として必要な技能・知識を習得させるとともに、交通社会の一員としての責任を持った行動ができるための安全教育
＜自転車利用者に対するルールの周知と安全教育の取組＞
・ 児童・生徒のほか、教育が不十分な大学生等への自転車安全教育の機会の提供（学校、企業、自転車販売店等との連携）

構成率 構成率 構成率 構成率 構成率
違反あり死傷者 14,163 71.6 17,163 65.8 30,186 60.0 14,144 64.6 75,656 64.0
違反なし死傷者 5,624 28.4 8,927 34.2 20,162 40.0 7,756 35.4 42,469 36.0
合計 19,787 100.0 26,090 100.0 50,348 100.0 21,900 100.0 118,125 100.0

15歳以下 合計65歳以上25～64歳16～24歳

平成26年４月

警察庁交通局

交 通 企 画 課

21年 22年 23年 24年 25年

年齢層・状態別 増減数 増減率 指数
15歳以下 69,029 66,749 63,165 59,189 55,698 7.1% -13331 -19.3% 81
16～19歳 59,544 57,542 53,460 50,313 46,046 5.9% -13498 -22.7% 77
20～24歳 92,215 88,491 82,062 76,964 71,071 9.0% -21144 -22.9% 77

16～24歳 151,759 146,033 135,522 127,277 117,117 14.9% -34642 -22.8% 77
25～29歳 86,754 84,903 81,197 77,503 72,593 9.2% -14161 -16.3% 84
30～39歳 174,311 170,967 161,356 155,090 144,247 18.4% -30064 -17.2% 83
40～49歳 135,402 138,529 138,661 139,421 136,864 17.4% 1462 1.1% 101
50～59歳 114,521 109,886 103,338 100,043 95,470 12.1% -19051 -16.6% 83
60～64歳 57,828 59,660 59,354 56,129 50,257 6.4% -7571 -13.1% 87
65～74歳 81,261 79,047 72,336 71,395 70,749 9.0% -10512 -12.9% 87
75歳以上 45,318 45,442 44,344 43,760 42,872 5.5% -2446 -5.4% 95

65歳以上 126,579 124,489 116,680 115,155 113,621 14.5% -12958 -10.2% 90
計 916,183 901,216 859,273 829,807 785,867 100.0% -130316 -14.2% 86

構成率
対21年

年



 

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：被害防止のための教育 

 
省庁名：総務省      

 

（１）大綱策定（平成 22 年７月）から現在までの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）進捗に係る自己評価 

 

 

 

 

（３）現在認識している課題 

 

 

 

 

 

（４）今後の方向性 

 

 

 

 

携帯電話等の普及により、インターネットが身近になる中で、トラブルや

犯罪等に巻き込まれないための基本的な知識や、利用に当たってのモラルや

マナーを醸成するとともに、ICT を積極的に活用するためのメディアリテラ

シーを育成することを目的に、以下の取組を実施した。 

① 平成 23 年度は有識者による検討委員会を組成し、モデルシステムの構

成、育成すべきリテラシーの指標、具体的内容等について検討を行い、報

告書を取りまとめた。 

② 平成 24 年度は報告書を踏まえたモデルシステムを構築し、リテラシー育

成コンテンツを作成。その上で、図書館・公民館等公共施設に子どもや高

齢者でも使いやすい端末を配備し、自分でインターネット等各種メディア

を主体的に読み解く能力等を向上させるための学習効果の高いコンテン

ツ、利用環境の検証を行った。 

③ 平成 25 年度は、PDCA サイクルによるシステムの改善、育成コンテンツ

の更新等に取り組み、より実効性の高い普及モデルの検討を行った。 

（１）の取組により、リテラシー育成コンテンツ及び実証結果等をとりま

とめた報告書を作成した。公表の準備も進めており、普及に向けた取組は着

実に進捗している。 

スライドや動画を中心とするリテラシー育成コンテンツは充実したが、よ

り実践的な学習のためのシミュレーター型のコンテンツが少なく、さらなる

拡充が必要と認識している。 

新たなシミュレーター型のリテラシー育成コンテンツの開発等を通じ、引

き続きリテラシー向上のための取組を推進する。 



ICTリテラシー育成のための実践的な枠組みに関する調査（平成２３年度～平成２５年度）

(1) システム要件の検討・検証 不特定多数の利用者がアクセスすることを前提に、個人情報の
保護、セキュリティを確保するためのネットワーク、システム構成
の適切性。

(2) リテラシー育成コンテンツの作
成・検証

子どもから高齢者まで、効果的にＩＣＴリテラシーを育成するため
に望ましいコンテンツ（教材）の在り方。

(3) 基礎的プログラムの開発・検証 利用者の学習履歴の管理等に必要な機能の在り方。

○ 安全・安心なインターネット利用を促進するため、図書館・公民館等公共施設に子どもや高齢者でも使いやすい情報
通信端末を配備し、自己学習（ｅ-ラーニング等）を通じたＩＣＴリテラシー育成のためのモデルシステムの実証研究を実施。
○ 成果を広く公表し、各地域での自主的な取組へと展開。

■実証研究における主な検証項目

■モデルシステムのイメージ

■実施場所

団体 施設

福島県会津若松市 会津若松市生涯学習総合センター

山梨県甲府市 北公民館

長野県小布施町 小布施町立図書館まちとしょテラソ

パス取得
（合格証）

■各年度の事業概要

・平成２３年度（予算額：１７百万円）
有識者検討委員会にてICTリテラシー育成
の指標及び具体的内容を検討、取りまとめ

・平成２４年度（予算額：３１百万円）
ICTリテラシー育成のためのモデルシステ
ム、育成コンテンツの開発、実証の実施（※）

・平成２５年度（予算額：２６百万円）

２４年度の実証を踏まえたモデルシステム
の改修（インターフェイス）、コンテンツの拡充
を通じ、実証を実施（※）

※ 実証に当たっては、３名の有識者を選定し、
助言を得て実施。
・赤堀侃司（白鴎大学教授） 座長
・岡本敬三（ニフティ（株））
・近藤則子（老テク研究会）



学習の主な内容
欲しい情報を的確に検索し、必要な情報を取捨選択できるように
なる。
インターネットを安全に利用するための情報セキュリティ対策が
わかり、安全にICT機器を使えるようになる。

【自己利用】
検索・安全な利用

ネットワーク社会のルールを理解して、適切にコミュニケーショ
ンができるようになる。
電子メールやブログ、マイクロブログやSNSなどを、賢く使いこ
なせるようになる。

【他者との交流】
コミュニケーション

ネットショッピングをする際に気をつける点がわかり、安心して
利用できるようになる。
よくあるトラブルや対処方法を知ることで、トラブルを避けて安
全に利用できるようになる。

【社会経済活動】
買い物・有料サービス

安全に賢くインターネットを使いこなすことができる！



 

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：被害防止のための教育 

 
省庁名：気象庁     

 
※一の省庁につき原則１枚以内で簡潔に記載してください。  

※項目に関係する政策（子ども・若者白書や関係予算調べに記載しているもの）を、個別

施策・事業ごとに別葉にせず、全体として１枚以内にまとめてください。  

※補足資料を添付してください（様式自由）。           

 

（１）大綱策定（平成 22 年７月）から現在までの取組 

    ※政策評価などで用いている関連データ（アウトカム・アウトプット指標）の推移も付記してください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）進捗に係る自己評価 

 

 

 

 

 

（３）現在認識している課題 

 

 

 

 

（４）今後の方向性 

 

 

 

気象庁職員が直接的に防災に関する授業等の取組みを行うだけでは防災教育の効果は限

定的とならざるを得ないことから、以下の取組みを実施。 

・子どもへの教育を担う方々に防災教育を実施してもらうための協力、働きかけとして、

学校災害防止調査研究委員会の専門部会に委員参画、研究開発学校（防災・安全教育）

の運営指導委員参画、実践的防災教育総合支援事業等に全国各地の気象官署が協力（全

国 87 件）、健康教育指導者養成講習での防災資料配布・助言等を実施。 

・教育現場での実践的な防災教育プログラムを推進している日本赤十字社と「防災教育の

普及等の協力に関する協定」を締結し、同社が行う青少年赤十字事業（全国約 1 万３千

校加盟）への支援体制を推進。 

・中高校生を対象に大雨に遭遇した際の行動を自ら考え議論してもらうワークショップ

「経験したことのない大雨 その時どうする？」を実施するとともに、学校等が独自に

実施可能な汎用的マニュアルを作成。 

・教科書や教材へ防災に関する記述を増やしていただけるよう、教科書・教材会社を対象

とした「気象庁の取組み紹介と現場見学」を開催。 

(1)のとおり、文部科学省及び各教育委員会、学校、専門機関等と連携して、防災に係る

気象庁の取り組みや特別警報等の防災情報の紹介、防災啓発資料や防災学習プログラムの

作成・配布等を行って、防災教育の支援を実施している。このことによって、防災教育に

一定の役割を果たしていると考える。 

防災教育による効果を得るためには、広範かつ継続的に取り組みを進める必要があり、学

校現場における防災教育の実施拡大への更なる協力が必要である。 

教育関係機関や地域に密着して持続的な活動を行う団体、防災に関わる専門的な知識を有

する団体等に対し、積極的に連携を働きかけて協力体制の構築を推進し、安全知識普及啓

発や防災教育に関する各種資料・プログラムの作成・提供を行って、学校現場における防

災教育活動の裾野を広げていく。 



 

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：被害防止のための教育 

 
省庁名： 内閣府   

 
※一の省庁につき原則１枚以内で簡潔に記載してください。  

※項目に関係する政策（子ども・若者白書や関係予算調べに記載しているもの）を、個別

施策・事業ごとに別葉にせず、全体として１枚以内にまとめてください。  

※補足資料を添付してください（様式自由）。           

 

（１）大綱策定（平成 22 年７月）から現在までの取組 

    ※政策評価などで用いている関連データ（アウトカム・アウトプット指標）の推移も付記してください。  

 

 

 

 

 

 

 

（２）進捗に係る自己評価 

 

 

 

 

 

（３）現在認識している課題 

 

 

 

 

 

 

（４）今後の方向性 

 

 

 

 

 

若年層に対して指導的立場にある者を対象に、暴力の予防啓発指導者研修を

実施した。 

※活動実績 H22 年度 5 回，H23 年度 8 回，H24 年度 3 回，H25 年度 3 回 

※参加人数 H22 年度 297 人，H23 年度 510 人，H24 年度 280 人，H25 年度 172 人 

参加者等へのアンケートを通して、指導現場で直面している課題等を抽出し、

改善が必要な点を把握することにより、研修内容の充実を図ることができた。 

若年層は，暴力を含む犯罪行為に関する知識や当事者意識が薄く、また、相

談窓口に関する認知度も低いことから、今後、更なる意識付けの必要がある。 

今後とも、予防啓発指導研修を実施し、若年層に対する暴力の予防啓発活動

を推進するとともに、研修後に行ったフォローアップを活用し、より効果的

な予防啓発の在り方を検討していく。 



１．目的
若年層に対して、男女の対等なパートナーシップや暴力を伴わない人間関係を構築するための啓発を実施し、将来

において、女性に対する暴力の加害者・被害者になることを防止する。

２．指導者研修
若年層に対して教育・啓発機会を多く持つ指導者的立場にある者に対する研修を実施。

●研修プログラム

講義：

○ 交際相手からの暴力の実態と支援

○ 若年層に対して指導的立場にある者の役割 など

グループワーク：

○ 効果的な予防啓発とは～教材を用いた指導の実際

取組事例の発表

若年層を対象とする
女性に対する暴力の予防啓発
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