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1.情報・消費環境の変化に対応した知識・能
力の習得支援
� メディアを活用する能力の向上

ア　情報教育の推進

（72ページ，第2章第2節2�及び82ペー

ジ，第2章第3節4�参照）

イ 地域社会における有害環境に対する取

組の促進

メディア上の性，暴力等の有害情報など

青少年を取り巻く有害環境については，青

少年に対する悪影響が懸念されることか

ら，政府全体で様々な取組を行っていると

ころである。

文部科学省では，平成16年度から，地

域における有害環境に対する取組を促進

するため，子どもとその保護者を対象にイ

ンターネット上におけるコミュニケーション

マナーやルール，情報発信の責任等につ

いて学ぶ機会の提供などを行う事業や地

域の実情に応じたフォーラムを開催したり，

子どもや保護者向けのメディア接触に関す

る注意事項などを盛り込んだリーフレット

を作成・配布する啓発活動事業を行うモ

デル事業を実施している。

� 消費者教育

経済社会が高度化・多様化し，事業者が

提供する商品・サービスも多様かつ複雑にな

る中で消費者が事業者との間でトラブルに遭

うケースが近年増加している。そのため，早

い段階から消費者として必要な基礎的な知

識を身に付け，悪質な消費者被害から身を

守ることが重要である。平成16年に改正さ

れた消費者基本法（昭43法78）においても，

消費者教育を受けることが消費者の権利の

一つとして規定され，消費者教育が一層重要

となっている。また，同法において規定され

た消費者基本計画において，平成19年度ま

でに，消費者教育の体系化を図り，これに基

づく消費者教育の推進方策について検討し

ていく旨が盛り込まれた。

ア　学校教育

学校教育においては，消費者としての正

しい態度や知識を身に付けるため，社会

科，家庭科等を中心に児童生徒の発達段

階に応じた指導が行われている。そして，

平成14年度より実施されている学習指導

要領において，例えば，中学校では，社会

科の公民的分野において「国民生活と福

祉」の中で「消費者の保護」を，技術・家庭

科の家庭分野において「家庭生活と消費」

を扱うこととしている。

イ 社会教育

社会教育においても，青少年をはじめ，

成人，高齢者等，生涯の各時期における

消費者問題等に関する多様な学習機会の

提供等が図られるよう，大学等の公開講座

において，消費者問題に関する学習機会

が設けられている。また，社会人が消費者

教育を受ける機会については，各地の消

費生活センター内で各種の講座が開催さ

れているほか，独立行政法人国民生活セ

ンターにおいては，消費者及び地方公共

団体職員等を対象とした研修講座を開催

するとともに，地方公共団体における消費

者教育に係る講師としての人材の資質の

向上を図っている。

ウ 消費者教育専門家派遣制度

内閣府では，都道府県等の申請に基づ

き，学校（小学校，中学校，高等学校等）に

おける消費者教育を支援するため，消費

生活センター等の消費者行政担当部局が

実施する事業に対して消費者教育の専門

家を派遣している。主な業務内容として①

消費者教育に関する各種講座の実施及び
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指導・助言②消費者教育関連資料の作成

に関する指導・助言③その他消費者教育

のための各種事業に関する指導・助言，

等を行っている。

エ　消費者教育支援センター

消費者教育の総合的かつ効果的な推進

を支援する役割を担う機関として，�消費

者教育支援センターが設けられており，行

政，消費者，教育関係者，企業の四者の協

力の下に，消費者教育シンポジウム等の

開催や各種教材作成，消費者教育講座講

師派遣，各種表彰（消費者教育実践・消費

者教育教材資料），各種情報提供等を

行っている。

オ　教育・啓発用資料

経済産業省では，平成16年度は，青少

年が消費者トラブルに巻き込まれることを

防止するため，学校用副教材用資料として，

契約の概念や最近の悪質商法等を取り上

げたビデオ及び冊子を作成し，要望の

あった全国の高等学校等に配布した（ビデ

オ約3,100本，冊子50万部）。また，新成人，

新社会人，大学生への消費者啓発を推進

するためのパンフレットを作成し，要望の

あった全国の地方自治体，企業，大学に配

布した（約115万部）。

平成17年度も引き続き，青少年が消費

者トラブルに巻き込まれることを防止する

ため，青少年向け消費者教育用ビデオ及

び冊子，パンフレットの作成を行い，全国

の高等学校や地方自治体等に配布し，青

少年に対する消費者教育の充実を図って

いくこととしている。

2.青少年を取り巻く有害環境への対応
� 各種メディア等を通じた有害情報対策

メディアが提供する情報には有用なものも

多い反面，特に性・暴力表現に関する情報

などは，子どもに悪影響を及ぼす場合があ

るとの指摘もあるなど懸念される状況にあ

る。青少年を取り巻く有害情報対策には，何

よりまず関係業界自身が自主規制を図ること

が大切である。

そのため，政府としても，これまでたびた

び業界団体等に対して自主規制の要請を

行ってきた。平成16年4月にも，青少年育成

推進課長会議の「青少年を取り巻く環境の整

備に関する指針―情報化社会の進展に対応

して―」の申し合わせを受け，各種メディア

を通じた有害情報に対する関係業界団体や

事業者の自主規制の徹底を促進するため，

各種メディアの特性を踏まえ，青少年の健全

な育成に配慮した自主的な取組を講ずるよ

う要請した。

なお，現在行われているマスコミはじめ関

係業界の自主規制の状況は，第2－4－3表

のとおりである。

警察では，有害図書類の少年への提供に

ついて，関係機関や地域住民と連携して業

界の自主的措置を促進するよう指導を強化

するとともに，悪質な業者に対する取締りの

強化を図っている。

文部科学省では，地域における有害環境

に対する取組を促進するため，�日本PTA

全国協議会が平成10年度から実施している

テレビ番組の全国モニタリング調査を支援し

ている。

さらに，メディアが子どもに与える影響に

ついての実態調査や海外の先進的事例に関

する調査研究を実施している。

� インターネット上の違法・有害情報への対

応

最近は，インターネットを始めとするコン

ピュータ・ネットワーク等の新たなメディアを

通じて有害情報が家庭に入り込むという問

題が現出するなど，青少年が有害情報に接

する場面が，急速に拡大しつつある。

経済産業省では，有害サイトの評価データ
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第2-4-3表　関係業界の自主規制の状況  

関係業界 事　　　項 

マ ス コ ミ 
全 般  

出 版  
 

映画・ビデオ・ 
コンピューター 
ソ フ ト 等  

放 送  

広 告  
 

興 業  
 

カ ラ オ ケ  
ボ ッ ク ス 

イ ン タ ー  
ネ ッ ト 

インターネットカ 
フェ・まんが喫茶 

携 帯 電 話 ・ 
P H S

○新聞，放送，出版，映画，広告及びレコードの各業界によりマスコミ倫理懇談会全国協議会が設置され，マスコミと青少年との
かかわり方に関する研究協議等を実施 

○出版倫理協議会が，有害出版物の取扱いについて独自の自主規制措置を実施（同協議会に加入している4団体もそれぞれの
倫理綱領を定めている） 

○出版倫理懇話会（成人娯楽雑誌等を刊行する37社により組織）が，青少年の保護育成を勘案した自主規制の編集倫理綱領を
定め活動 

○露骨な性描写を内容とした少年少女向けコミック誌，単行本等の出版物について，販売店における区分けを可能にするための
帯紙措置の実施 

○成人向け雑誌マーク，出版ゾーニングマークの表示 
○成人コーナーの設置 
○対面販売の実施　 
○日本雑誌協会の編集倫理委員会に，倫理専門委員会を設け，毎月2回，協会加盟誌の通覧作業を実施 

○映画倫理活動の自主規制機関として映倫管理委員会を設置し，「映画倫理規程」に基づき劇場で公開される映画の審査を実
施している。青少年に影響を及ぼすと認められる作品について，「R－18」（18歳未満入場禁止），「R－15」（15歳未満－中学生
以下－入場禁止），PG－12（12歳未満－小学生以下－は親又は保護者の同伴が望ましい）に指定する。 

○ビデオソフト倫理活動のため，日本ビデオ倫理協会（業界の自主審査機関として組織）において，「映像ソフト倫理規程」を設け，
独自の審査を実施（成人指定（18歳未満映示，貸出，販売禁止），R－15（15歳未満映示，貸出，販売禁止），一般（規制無し）
の3区分に指定する等）また平成5年2月自動販売機による販売自粛通達（事実上禁止） 
○その他 
・一般向けのオリジナルビデオや劇場未公開のビデオ関係では，映像倫理協議会（映倫管理委員会と日本ビデオ倫理協会で構成）
において審査を実施 
・パーソナルコンピュータソフト関係では，コンピュータソフトウェア倫理機構 
・ゲームセンター設置ゲーム機及び同ソフト関係では，日本アミューズメントマシン工業協会 
・家庭用ゲームソフト関係では，コンピュータエンターテインメント協会（CESA）が，業界の自主規制として年齢別レーティング制度
を採用し実施している。制度の運用はNPO法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構が行い，倫理規定を定め審査
を実施している。 

○日本放送協会および（社）日本民間放送連盟は▽青少年向け放送番組の充実▽メディアリテラシーの向上▽青少年と放送に
関する調査等の推進▽第三者機関等の活用▽放送時間帯の配慮▽番組に関する情報提供の充実―について具体的に推進。
特に，放送と青少年に関する視聴者からの意見を審議し，その審議結果や放送局の対応策を公表するなど，視聴者と放送局を
結ぶ「回路」として機能する自主的機関「放送と青少年に関する委員会」を平成12年に設置。そのほか，平成11年から，青少年
とテレビのかかわりを考える特集番組を『NHK・民放連共同企画番組』とし，年2回（NHKと民放が1本ずつ）制作・放送 
○（社）日本民間放送連盟は，「放送時間帯に応じ，児童および青少年の視聴に十分，配慮する」との放送基準を設けたほか，『青
少年に見てもらいたい番組』（週3時間以上）を民放テレビ各社で年2回公表するなど，放送と青少年問題への対応策を自主的
に推進。メディアリテラシーについては，全国4地区で民放テレビと地元の学校などと共同で実践研究を行うとともに報告会を開
催 

○CSデジタル放送においては，（社）衛星放送協会が倫理委員会を設け「成人向けエンターテイメント放送基準」を制定，さらに平
成15年度制定の「広告放送のガイドライン」に青少年保護条項を設けるなど，放送倫理の高揚に努める。また，毎年の夏休み
期間中には，青少年向け番組推奨キャンペーンを実施。このほか，倫理委員会においては，毎年，放送基準と番組審議会の運
用実態をチェックする「倫理アンケート」を実施して会員各社の自覚をうながすと共に，月一回委員会を開いて，青少年問題に関
する情報交換と対応策の協議を行っている。 
○CS放送成人番組倫理委員会（成人向け番組を提供するCS放送事業者により組織）においては，「放送番組倫理規定」及び「番
組審査基準」並びに「番組審査に関するガイドライン」，「番組宣伝・広告などに関するガイドライン」などを定めて厳正な自主審
査を実施するかたわら，専門的な部会を設けて倫理基準の維持，高揚に努めている。この自主審査の対象は，CS放送の中の成
人番組だけでなく，この組織に加入するブロードバンド放送の中の成人番組をも対象に加えている。また，成人番組の審査につ
いての基準を示し，全体としての自主規制の実をあげるための「CS放送成人番組倫理委員会モザイクサンプル」を作成し，メン
バー各社に配付するなど対策を講じている。 

○各関係団体が，自主規制基準をそれぞれ設けているほか，広告主，新聞，放送，出版，広告制作，広告業の各社が共同して日本
広告審査機構（JARO）を設立し，青少年問題の観点を含めた広告に対する苦情の処理等を実施 

○全国興行環境衛生同業組合連合会（映画，演劇，演芸の各業種で結成）が，一般向け映画とPG－12・R－15・R－18制限付
映画の併映禁止，制限付映画の上映の際における組合の定める注意書の掲示及び制限該当者の立ち入りの禁止等を内容と
した自主規制遵守事項を制定 
○映画産業団体連合会（映画関係団体によって組織）が，制限付映画への制限該当者の観覧及び18歳未満の者の深夜興行館
への立入りを禁止すること等を内容とした「深夜興行等に関する申合せ」を制定 

○日本カラオケスタジオ協会が，青少年の利用時間の制限，未成年者の飲酒・喫煙防止，薬物の乱用防止，内鍵の不設置，外
部から室内が見渡せる開口部の取付け等を内容とした自主規制基準の制定や全国各地で管理者等を集め講習会を実施して
いる 

○（社）電気通信事業者協会が「インターネット接続サービスの提供にあたっての指針」を公表（http://www.tca.or.jp） 
○（社）テレコムサービス協会が，「インターネット接続サービス等に係る事業者の対応に関するガイドライン」，「インターネット接続
サービス契約約款モデル条項」等を公表（http://www.telesa.or.jp） 
○（財）インターネット協会が，情報の受信者側でアクセスできる情報を主体的に選択できる仕組み（フィルタリングシステム）を教
育現場等に配布。パンフレット「フィルタリングソフトのしくみ」「フィルタリングしてみよう」を掲載（http://www.iajapan.org/rating/） 

○日本複合カフェ協会が，店舗運営ガイドラインを制定。青少年の利用時間を制限するなどの基準項目を満たす店舗に対して「優
良店」マークを交付 

○関係各社が，未成年者と契約する場合は親権者の同意を得ているほか，公式コンテンツ提供に関するガイドラインの策定，カタ
ログやホームページ上などでの利用者に対する注意喚起，インターネット接続制限機能の提供，公式コンテンツを提供するプロ
バイダに対して掲示板への掲載内容の確認を依頼するなどの措置を実施 

 

資料 ： 内閣府調べ 
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ベース化と，このデータベースを参照して利

用者が自主的に有害サイトを閲覧禁止可能

とするソフトウェアからなる「フィルタリングシ

ステム」の研究開発を行い，成果物の無償配

布を実施している。なお，事業は，�イン

ターネット協会に委託して実施している。

総務省では，平成16年度から，現在パソコ

ン向けに実現している有害コンテンツのフィ

ルタリング機能をモバイル（携帯電話等）向け

にも実現するための取組を推進している。

また，インターネット上の違法・有害情報の

増大に対し，利用者がコンテンツの安全性を

事前かつ容易に判断できる環境を創出する

ために，サイト開設者が自らのサイトの安全性

を示すことができる「コンテンツ安心マーク」

（仮称）制度の創設に向けた環境整備を行っ

ている。

警察では，違法情報に対する取締り，家庭

におけるフィルタリングシステムの普及等有害

情報から少年を切り離す対策の推進，プロ

バイダの自主的措置の促進等に努めている。

また，都道府県警察のサイバー犯罪対策

プロジェクト等では，インターネット上を流通

する違法・有害情報を把握するための活動

として，サイバーパトロールを実施しているほ

か，民間にサイバーパトロールモニターを委

嘱するなど効果的なパトロールを推進してい

る。

なお，「出会い系サイト」の利用に起因する

犯罪から児童を保護するため，「インターネッ

ト異性紹介事業を利用して児童を誘引する

行為の規制等に関する法律」（平15法83）が

制定されたことを受け，インターネット異性紹

介事業を利用して児童を性交等の相手とな

るよう誘引する行為等の積極的な取締りを推

進するとともに，児童によるインターネット異性

紹介事業の利用を防止するための広報啓発

や事業者への警告等を行っている。

インターネットを通じて，わいせつ画像，児

童ポルノを内容とするデータへの不特定多数

の者からのアクセスを可能とする行為につい

ては，わいせつ物公然陳列罪（刑法第175条），

児童ポルノ公然陳列罪（児童買春，児童ポル

ノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に

関する法律第7条第3項）に該当するところ，

検察庁においては，これらの犯罪について

積極的に訴追し，厳正な科刑の実現に努め

ている。

さらに，インターネットを通じてわいせつな

電磁的記録を頒布する行為等に適切に対処

するため，第159回国会に「犯罪の国際化及

び組織化並びに情報処理の高度化に対処す

るための刑法等の一部を改正する法律案」

を提出し，現在審議中である。

法務省の人権擁護機関は，インターネット

上のプライバシー侵害等の人権侵害情報に

ついて，被害を受け，又は受けるおそれがあ

る旨の申告があった場合や，関係行政機関

等からの通報，情報により事件の端緒となる

事実に接した場合においては，速やかに人

権侵犯事件として調査を行い，プロバイダ等

に当該情報の削除を要請するなどの被害者

の救済のための所要の措置を講じている。

� 風俗営業，性風俗関連特殊営業の適正化

青少年の健全育成に障害を及ぼす行為の

防止等のため，「風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律」（昭23法122。以

下「風営法」という。）及び同法施行条例によ

り，学校等の周辺や住宅地域において風俗

営業等を営むことは禁止されている。

しかし，近年，当該地域において，外国式

エステと称する，いわゆる店舗型ファッション

ヘルス営業等を違法に営む者が多数見られ

ており，警察では，風営法等による取締りを

積極的に進めている。

また，いわゆるピンクビラ等が，繁華街の

公衆電話ボックスや電柱に貼られ，さらには

一般の住宅，マンション等の郵便受けにまで
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投げ入れられ，地域の清浄な風俗環境と青

少年の健全育成に悪影響を与えている。警

察では，これらの行為に対して風営法等の関

係法令を多角的に適用し，印刷業者をも対

象とする厳格な取締りを進めるほか，関係機

関・団体やボランティアと連携したピンクビラ

等の除却活動に努めている。

さらに，平成17年2月，風俗営業，性風俗関

連特殊営業に対する規制の強化等を内容と

する「風俗営業等の規制及び業務の適正化

等に関する法律の一部を改正する法律案」

を第162回国会に提出した。

� 酒類・たばこの未成年者に対する販売等

の防止

ア　取締り・処分等

「未成年者喫煙禁止法」（明33法33）及

び「未成年者飲酒禁止法」（大11法20）が

平成13年に改正され，酒類やたばこの販

売者等は，年齢確認その他の必要な措置

をとるものとすることが規定された。未成

年者が酒類やたばこを容易に入手できる

ような環境を浄化するため，法令に基づく

指導取締りを徹底するとともに，関係業界

が自主的に措置をとるよう働き掛けてい

る。

検察庁においては，未成年者飲酒禁止

法，未成年者喫煙禁止法などに違反する

事案について，必要な捜査を行い，事案

に応じた処分を行っている。

イ 飲酒防止

国税庁においては，致酔性，依存性を

有する酒類の特性に鑑み，より良い飲酒環

境を形成して，消費者利益の増進と酒類

産業の健全な発展を期する観点から，従

来から，酒類業界に対し未成年者飲酒防

止に配意した販売や広告，宣伝を行うよう

要請するなど所要の措置を講じている。ま

た，酒類の自動販売機については，酒類小

売業界が取り組んでいる購入者の年齢確

認ができない従来型自動販売機の撤廃等

を支援している。

なお，酒類に係る社会的規制等関係省

庁等連絡協議会（内閣府，警察庁，総務省，

公正取引委員会，財務省，文部科学省，厚

生労働省）は，毎年4月を未成年者飲酒防

止強調月間とし，全国的な広報啓発活動

を行い，国民の未成年者飲酒防止に関す

る意識の高揚等を図っている。

平成16年度においては，平成15年に導

入された酒類の小売販売場における酒類

販売管理者の選任義務や研修受講規定，

酒類の陳列場所における「酒類の売場で

ある」及び「未成年者の飲酒は法律で禁

止されている」旨などの表示義務の遵守

について，その徹底を図ってきた。

平成17年度は，平成16年12月に公表さ

れた「酒類販売業等に関する懇談会」のと

りまとめにおいて，「地域の実情に応じた

取組や学校・家庭等における教育など，関

係省庁が連絡をより一層密にし，未成年者

の飲酒防止等のための各種施策をさらに

着実に実施していくことが求められる」と

指摘されたことを受け，酒類に係る社会的

規制等関係省庁等連絡協議会などを通じ

て，未成年者飲酒防止のための施策に着

実に取り組んでいくこととする。

ウ 喫煙防止

財務省では，これまで関係業界に対し，

未成年者と思われる者に対する年齢確認

の徹底等の要請を行ってきているが，平成

16年度においては，警察庁及び厚生労働

省との三省連名による「未成年者喫煙防止

のための適切なたばこの販売方法の取組

みについて」の要請文を関係業界に発出

したところである。

関係業界においても，未成年者喫煙防

止対策協議会への参加及びたばこ売場に

おける青少年指導員養成講座を開催する
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など未成年者の喫煙防止に積極的に取り

組んでいる。

また，たばこ小売販売業の許可にあ

たって，自動販売機の設置場所が未成年

者の喫煙防止の観点から十分な管理，監

督が期待できないと認められる場合には

許可をしないこととしており，既存の業者

については，設置場所の移動又は撤去に

ついての改善指導を行っているところであ

る。なお，平成16年度に通達改正を行い，

店舗内に設置する自動販売機についても

店員等から見える場所に設置することとし

たところである。

平成17年度においても，関係業界に対

して，購入者に対する年齢確認の徹底及

び自動販売機の適正な管理の徹底等の働

きかけを引き続き行っていくこととする。
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調査研究，青少年にもわかりやすい情報提供，広報啓発活動の推進第5節

1.調査研究
青少年育成施策の企画・立案，実施に際して，

客観的で幅広い情報を十分に活用できるように，

また，的確な事実認識を広く国民の間で共有で

きるようにするため，青少年の実態と意識等につ

いての調査研究の充実と，調査結果についての

情報提供が重要である。

内閣府では，昭和33年以来，青少年の実態，意

識，問題点等を究明するための調査研究を実施

している（参考資料17参照）。

また，内閣府では，調査研究の結果が積極的

に活用されるよう，内閣府が実施した調査の結果

をホームページ上で提供するとともに，青少年に

関する各種調査・研究報告書，その他青少年関

係の内外一般資料等を収集，整理及び保管する

とともに，庁舎内の青少年情報センターにおいて，

広く青少年問題に関心を持つ方々の利用に供し

ている。

なお，実施された調査研究の結果が積極的に

活用されるよう多様な方法で情報提供を行うとと

もに，調査データの必要な再集計，再分析が迅速

かつ円滑に行える環境整備について検討を行う。

2.青少年にもわかりやすい情報提供
内閣府では，「青少年のためのホームページ」

（http：//www8.cao.go.jp/youth2/index.html）

により青少年向けの情報提供を行っている。同

ホームページでは，全国の青少年相談機関，青少

年の国際交流，青少年団体等に関する情報を提

供するとともに，各省庁や都道府県の青少年向け

ホームページへのリンクを設けている。なお，平

成15年度には，よりわかりやすく，使いやすいもの

とするためにコンテンツとデザインの見直しを

行った。

防衛庁では，青少年にも防衛諸施策や自衛隊

の活動などを分かりやすく理解させるため，『まん

がで読む防衛白書』，『“国民の保護のための法

制”ってなんだろう』パンフレット等への協力，小中

学生向け広報ビデオ等を作成し情報の提供に努

めている。

3.広報啓発活動
� 全国青少年健全育成強調月間

内閣府では，昭和53年度から毎年11月を

「全国青少年健全育成強調月間」に定めてい

る。平成16年度は，内閣府及び�青少年育

成国民会議の主唱，関係省庁等の参加の下，

①青少年の体験活動の促進，②児童虐待問

題への対応の促進を重点事項とし，期間中

に青少年健全育成のための諸行事を集中的

に実施することにより，国民の青少年健全育

成に対する理解を深め，青少年育成国民運


