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インターネット上の違法・有害情報対策の広報啓発活動インターネット上の違法・有害情報対策の広報啓発活動

「生活安心プロジェクト」で取りまとめられた「緊急に講ずる施策」の４つの国民運動
の一つとして、「青少年を有害情報環境から守るための国民運動」を掲げ、インター
ネット上の違法・有害情報対策に取り組むための国民レベルの意識を醸成することを目
的とした普及啓発活動を行うなど、政府や関係団体の広報啓発活動を推進している。

インターネット上の違法・有害情報への具体的対策や

関係省庁及び関係団体の取組等について、総合的な情

報収集が可能な「インターネット上の違法・有害情報

対策」ポータルサイト( http://www.it-anshin.go.jp/ )
として、近日中に大幅リニューアル予定。

普及啓発リーフレット 具体的取組

普及啓発リーフレット配布のほか、「青少年を有害情

報から守るための国民運動」のホームページ

( http://www.it-anshin.go.jp/ )を開設し、違法・有害
情報対策に係る各種取組の紹介等を行っている。

上記ウェブページのリニューアルについて
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ＩＴ戦略本部
構成 内閣総理大臣を本部長とし、その他すべての国務大臣を構成員とする
事務局 内閣官房

インターネット上の違法・有害情報等に対する枠組みインターネット上の違法・有害情報等に対する枠組み

インターネット上の違法・有害情報対策官民実務家インターネット上の違法・有害情報対策官民実務家ラウンドテーブルラウンドテーブル（仮称）（仮称）

構成員 関係府省
自治体関係団体、教育関係団体、経済関係団体、コンテンツ事業者、第三者機関、
通信事業者団体、消費者団体、報道関係団体、法曹界等の関連業界団体

事 務 局 内閣官房

ＩＴ安心会議
【局長会議】
構成員 内閣府、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、経済産業省の局長級
※必要に応じて、ＩＴ担当大臣及びＩＴ担当大臣が要請した関係閣僚が出席

事務局 内閣官房

国内外のインターネット上の違法・有害情報やＩＴに関連する様々な社会問題の実態把握や対処方法、国民への周知等のう
ち広く各省庁に関連するものについて、当該省庁間の緊密な連絡・連携を図る

官民横断的な情報連絡・共有体制の整備により、インターネットに関する違法・有害情報関連の問題発生状況や対
策について、迅速かつ正確な情報共有を実現

報告

国内外のインターネット上の違法・有害情報に係る基本的対策（注）のうち重要なものについて、今後の政策の方向性等の
議論を深め、認識の共有化及び連携の強化を図る

【連絡会議（課長級）】
構成員 内閣府、公正取引委員会、警察庁、金融庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、

経済産業省、国土交通省、環境省の課長級
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 内閣官房情報ｾｷｭﾘﾃｨｾﾝﾀｰ、内閣府政府広報室
事務局 内閣官房

(注) ＩＴ業界における対策、違法・有害情報に対する相談窓口、情報モラル教育の充実強化等
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背景

インターネット上における
有害情報の氾濫

違法・有害情報へのアクセ
スによる青少年の非行・児
童買春等の犯罪被害

青少年ネット環境整備法成立

平成２０年６月、議員立法
により「青少年が安全に安
心してインターネットを利
用できる環境の整備等に関
する法律」成立

青少年ネット環境整備法成立

青少年インターネット環境整備法施行にかかる広報啓発事業

平成２１年６月までに施行
（法施行後３年内に見直し）

携帯事業者、プロバイダー、
パソコンメーカー等のフィ
ルタリング提供義務 等

広報啓発事業

青少年ネット環境整備法の施行に
係る広報啓発

・有害情報の内容及びその危険性
が、保護者、学校関係者に十分に
理解されていない

ポスター・リーフレットを作成し、
保護者、中高生、行政機関、事業
者等に配布

見込まれる効果

・広報その他の啓発活動を行うもの
とする法律上の要請（法第１５条）

青少年ネット環境整備法の
趣旨、目的の浸透

フィルタリングの活用によ
り青少年が適切にインター
ネットを利用できるように
なり、青少年の権利の擁護
に資する
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Ministry of Internal Affairs and Communications － ICT Policy

ＩＣＴメディアリテラシー育成プログラムの調査・開発

【学習者】
• 子ども

【学習の特徴】
• １テーマ４５～１３５分で構成し、体験活動を重視
した学習

• テーマに応じ個人学習とグループ学習

• 学習テーマに沿った学びを通じ、ICTメディアリテ
ラシーを楽しく習得

【【学習者学習者】】
• 子ども

【【学習の特徴学習の特徴】】
• １テーマ４５～１３５分で構成し、体験活動を重視
した学習

• テーマに応じ個人学習とグループ学習

• 学習テーマに沿った学びを通じ、ICTメディアリテ
ラシーを楽しく習得

セミナー学習
【学習者】
• 子ども
• 保護者

【学習の特徴】
• １日２０分程度の会話をベースとした復習・補習

• 子どもが保護者との対話でセミナー学習の内容理
解を深めることをねらいとする

• 保護者が子どもとの対話や家庭学習用ガイドブッ
クにより、ICTメディアリテラシーの必要性に気づく
ことをねらいとする

【【学習者学習者】】
• 子ども
• 保護者

【【学習の特徴学習の特徴】】
• １日２０分程度の会話をベースとした復習・補習

• 子どもが保護者との対話でセミナー学習の内容理
解を深めることをねらいとする

• 保護者が子どもとの対話や家庭学習用ガイドブッ
クにより、ICTメディアリテラシーの必要性に気づく
ことをねらいとする

家庭学習

ティーチャーズガイド 家庭学習用ガイドブック

インターネット補助教材学習テキスト 学習ワークブック

着実な理解のため、セミナーなどでの学習と家庭での復習を組合せ

指導者・保護者のＩＣＴメディアリテラシーへの理解促進と子どもへの指導のため、具体的な指導方法のガイド
（ティーチャーズガイド、家庭学習用ガイドブック）を作成

子どもの興味・関心をひきつけるため、体験学習の手法を導入

小学校５，６年向きのＩＣＴメディアリテラシーを育成するプログラムを開発し、普及を図る

開発した教材等を公開し、広く普及することにより、全国的にICTメディアリテラシーの向上を図る

復習

補習
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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。要望があれば児童・生徒も対象。

◆協力団体 ：通信事業者等民間団体（206社）、公益法人（10団体）、

政府・自治体（13体）、その他（30団体） *

◆講師 ：認定講師 1,280名*

◆講演内容 ：インターネットを通じた犯罪に関する情報や、迷惑メール、
架空請求詐欺等の実態や対処方法等。

◆実施期間 ：平成18年４月から３年間（平成17年11月から関東・東海を
中心に試行実施）。

◆事務局 ：（財）マルチメディア振興センター

◆実績 ：平成18年度の実施件数：453件

：平成19年度は、実施件数1089件

：平成20年度は、実施件数634件（申込935件）*

：年間1,000件の講座開催を目標

子どもたちのインターネットの安全な利用のため、インターネットの「影」の部分についての保
護者・教職員向けの講座を、通信業界と総務省が協力して開催。通信業界は、無償で職員を
講師に派遣する等、各企業のCSR（Corporate Social Responsibility）活動として参画。また、
実施にあたっては、文部科学省とも連携。

http://www.fmmc.or.jp/e-netcaravan/

*平成20年09月末現在

総務省の広報ビデオ：http://www.soumu.go.jp/menu_00/media/070514_1.html
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親子のICTメディアリテラシー向上支援

１．家庭・地域・学校における情報モラル教育１．家庭・地域・学校における情報モラル教育１．家庭・地域・学校における情報モラル教育

２．ペアレンタルコントロールの促進２．ペアレンタルコントロールの促進２．ペアレンタルコントロールの促進

３．第三者機関等による利用者啓発活動促進３．第三者機関等による利用者啓発活動促進３．第三者機関等による利用者啓発活動促進

４．有害情報が青少年に与える影響の調査４．有害情報が青少年に与える影響の調査４．有害情報が青少年に与える影響の調査

関係府省庁と協力し、家庭・地域・学校における情報モラル教育強

化策を展開

家庭や教育現場において、インターネット上の違法・有害情報への

対応に迷ったときに、対応の仕方やそれをサポートする政府や民

間の取組がワンストップで理解できる仕組みの構築

親権者の意思確認による携帯電話フィルタリングの導入促進

子どもに携帯電話やＰＣを利用させる際の親子のメディアリテラ

シーを強化する仕組みの検討

コンテンツ事業者等が一体となって利用者啓発活動を行う組織を立ち上げ

ることにより個別では社会貢献活動に取り組むことが難しい中小コンテンツ

事業者の参画を促進

関係府省庁と協力し、インターネット上の有害情報が青少年の心身の発達

に 与える影響を明らかにすることで、ネット上に生起する様々な事象に、

迅速・ 的確に対応する基盤としてのナレッジベースを構築

■ 迷惑メールや児童ポルノ、自殺サイト等のインターネット上の違法有害情報が社会問題化されてい
ることを踏まえ、第169回国会において「青少年インターネット環境整備法」及び「改正特定電子
メール法」が成立。その施行に向け、関連施策の具体化への早急な着手が必要。 また、インターネッ
ト上の違法・有害情報対策を効果的・効率的に推進するとの観点から、民間の自主的取組の一層の促進
とICTメディアリテラシーの強化が要請。

■ このため、総務省においては、国際的視野も持ちつつ、違法・有害情報対策の包括的政策パッケー
ジとして「安心ネットづくり」促進プログラムの策定に着手。７月中旬から、総務省の「インターネッ
ト上の違法・有害情報への対応に関する検討会」において検討を開始し、本年中に策定予定。

■ 迷惑メールや児童ポルノ、自殺サイト等のインターネット上の違法有害情報が社会問題化されてい
ることを踏まえ、第169回国会において「青少年インターネット環境整備法」及び「改正特定電子
メール法」が成立。その施行に向け、関連施策の具体化への早急な着手が必要。 また、インターネッ
ト上の違法・有害情報対策を効果的・効率的に推進するとの観点から、民間の自主的取組の一層の促進
とICTメディアリテラシーの強化が要請。

■ このため、総務省においては、国際的視野も持ちつつ、違法・有害情報対策の包括的政策パッケー
ジとして「安心ネットづくり」促進プログラムの策定に着手。７月中旬から、総務省の「インターネッ
ト上の違法・有害情報への対応に関する検討会」において検討を開始し、本年中に策定予定。
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「国民のための情報セキュリティサイト」

①ウィルス対策サービス・ソフトの導入 ②パーソナルファイアウォールの利用 ③最新のセキュリティパッチの適用

○ セキュリティリスクを極小化するための三原則 （初心者向けコンテンツ）

【URL】
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/security/index.htm

○国民一般に対して、インターネットと情報セキュリティに関する知識の習得に役立ち、利用方法に応じた情報
セキュリティ対策を講じるための基本的な情報を提供することを目的としたウェブサイトとして、平成１５年
３月に開設。

○周知啓発効果を高めるため、エンドユーザー、ホームページ開設者、企業・組織等の対象者別にコンテンツを
用意するとともに、年少者向けにはイラストやアニメーションを交えて分かりやすく情報提供しており、多く
の国民に利用されている。（年間約３０万アクセス）

○毎年、最新の情報セキュリティ動向を踏まえたコンテンツの追加・更新を実施しており、今後は、サイト利用
者が情報セキュリティに関する知識の取得状況を自己診断できる「情報セキュリティ診断テスト」機能を追加
する予定。

○国民一般に対して、インターネットと情報セキュリティに関する知識の習得に役立ち、利用方法に応じた情報
セキュリティ対策を講じるための基本的な情報を提供することを目的としたウェブサイトとして、平成１５年
３月に開設。

○周知啓発効果を高めるため、エンドユーザー、ホームページ開設者、企業・組織等の対象者別にコンテンツを
用意するとともに、年少者向けにはイラストやアニメーションを交えて分かりやすく情報提供しており、多く
の国民に利用されている。（年間約３０万アクセス）

○毎年、最新の情報セキュリティ動向を踏まえたコンテンツの追加・更新を実施しており、今後は、サイト利用
者が情報セキュリティに関する知識の取得状況を自己診断できる「情報セキュリティ診断テスト」機能を追加
する予定。

コンテンツ事例
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