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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

（1）メディアを活用する能力の向上

ア　情報教育の推進

子どもたちにコンピュータやインターネッ

トを使う技能を習得させるとともに，あふれ

る情報の中から必要な情報を取捨選択し，自

らの情報として主体的に発信できる能力（情

報活用能力）を育成するため，学校教育にお

いては，学習指導要領に基づき発達段階に応

じた体系的な情報教育を行っている。

また，総務省では，「放送分野における青

少年とメディア・リテラシーに関する調査研

究会」を開催し，メディア・リテラシーの向上

に向けた施策の方向性について検討を行った。

�（78ページ，第2章第2節2（6）及び88ペ
ージ，第2章第3節4（2）参照）

さらに，子どもがインターネット等を安心

して利用できるようにするため，ICTメディ

ア・リテラシーを養うプログラムについて，

平成18年度から調査，開発を行い，平成19

年度から広く普及を図ることとしている。

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，「青少

年を取り巻く有害環境対策の推進」を実施し，

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

ォーラムを開催するなど，地域における有害

環境に対する取組を促進している。

平成19年1月の中央教育審議会答申「時代

を担う自立した青少年の育成に向けて」の提

言を受け，同年2月に，携帯電話のインター

ネット利用に際しての留意点やトラブルの

例，対応方法のアドバイスなどを盛り込んだ

啓発リーフレットを作成し，全国の小学校6

年生に配布している。

さらに，携帯電話のフィルタリングの利用

促進を図るため，同年2月，文部科学省，総

務省及び警察庁は合同で，都道府県知事，都

道府県教育委員会及び都道府県県警等に対し

て，啓発活動に取り組むよう依頼している。

（2）消費者教育

ア　消費者教育の意義

消費者基本法第17条では，国及び地方公

共団体が消費生活に関する教育を充実するこ

ととされている。

現在求められている消費者教育は，経済社

会における消費者及び消費生活の意義と在り

方といった一般的な内容とともに，消費者取

引についての基本的な知識，判断力，合理的

な生活設計能力及び契約に対する責任感が養

われるような内容を含むものである。

経済社会の高度化・多様化が進む中で，豊

かな生活を実現していくためには，個々の消

費者が，早い段階から経済行為の主体たる消

費者としての基礎的な知識を身に付けるとと
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また，事業者，市民，民間団体等のあらゆる

主体のパートナーシップによる取組の支援や交

流の機会を提供するための地方環境パートナー

シップオフィスを整備している（平成18年度

までに7か所設置）。

さらに，文部科学省では，引き続き，地域に

おける環境教育の充実を図るため，関係省庁と

も連携し，継続的な体験型環境学習等，多様な

体験活動の機会の充実と場の整備を図るととも

に，社会教育施設が中核となった地域における

環境保全等に関する課題解決のための環境学習

等に対して，支援を行うこととしている。
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もに，社会としては，主体的に責任を持って

意思決定を行いうる能力を持った新しい消費

者を育成していくことが重要である。

イ　消費者教育の現状

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。

平成14年度から実施されている学習指導

要領においては，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。

社会教育においても，青少年を始め，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，公民館等の社会教育施設の講座等に

おいて，消費者問題に関する学習機会が設け

られている。

内閣府における具体的施策としては，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，平成9年度から消費生活センター

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。専

門家の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。

また，近年の若年層における消費者トラブ

ルの増加にかんがみ，平成14年度から消費

者問題の専門家を全国各地に派遣し，若者ら

を対象とした講座で消費者問題の現状及び対

処法等を分かりやすく説明すること等を通じ

て若年層の消費者被害の予防・拡大防止を図

っている（消費者問題出前講座）。

ウ　消費者基本計画における消費者教育の取組

消費者基本法において消費者政策の基本理

念として消費者の自立支援が規定されたこと

を受け，消費者基本計画（平成17年4月8日

閣議決定）では，消費者教育の推進体制を強

化する必要があるとされている。

また，履修者，実施場所等に応じて消費者

教育を行うことができる専門家の役割が重要

である。このため，消費者教育専門家を育成

するとともに，消費者教育に携わる者が自由

に活用できる教材やパンフレット等の充実，

更には，消費者の生涯にわたる学習機会の充

実に向けて，消費者教育の体系化を図る必要

があるとされている。

① 内閣府・文部科学省間の連携の強化

両府省間の連携を強化することによ

り，下記②から⑤の施策を強力に推進す

るとともに，地方公共団体等との意見交

換，消費者教育の先進事例の普及等を行

っている。

② 消費生活センターと教育委員会との連

携強化

消費者教育を推進するために，平成

17年度に消費生活センターと教育委員

会との連絡協議会を設置するよう都道府

県等に対し要請した。

また，先進事例の普及に努めている。

③ 「出前講座」実施の専門家育成

独立行政法人国民生活センター及び消

費生活センターにおける消費者問題講座

修了者が学校や社会教育施設等で専門家

として消費者教育を実施できるよう，平

成19年度までにその育成プログラムの

策定方針について一定の結論を得る。

④　消費者教育の基盤整備

学校，地域，家庭，職域等において活

用できる消費者問題の変化に即応した教

材及びパンフレットや指導書等を平成

12年度から作成し，関係機関に活用を

促している。

また，各省庁等で作成された消費者教
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育関連の教材及び実践事例，消費者教育

専門家に関する情報等を集約したポータ

ルサイトを平成20年度までに関係機関

の協力を得て構築することとしている。

⑤　消費者教育の体系化

消費者教育を幅広く，かつ，効率的・

効果的に実施していくために，広く関係

機関の協力を得て，平成17年度及び平

成18年度と消費者教育の体系化のため

の研究会を立ち上げ，消費者教育の推進

方策について検討を進めている。

（参考）

詳細は内閣府ホームページ「消費者の窓」

（http://www.consumer.go.jp）

エ　財団法人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，（財）消費者教

育支援センターが設けられており，行政，消

費者，教育関係者及び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

金融庁では，金融を取り巻く環境がめまぐ

るしく変化している中，金融に関する知識が

不十分なために，金融取引に関するトラブル

に巻き込まれることがないように，平成16

年12月に，これから新社会人になる者を対

象としたパンフレット「はじめての金融ガイ

ド」を作成し，平成17年2月に，全国の高等

学校へ配布した。平成19年2月には，金融に

関するトラブル事例，トラブル防止策，困っ

たことがあった際の相談先等を盛り込むな

ど，一般社会人にも役立つよう大幅に改訂し，

全国の高等学校のほか，大学生協，消費生活

センター，ハローワークなどに広く配布した。

また，ホームページ「一般のみなさんへ」

のコーナーで消費者に気を付けてほしい情報

等をタイムリーに提供しているほか，平成17

年7月に「金融サービス利用者相談室」を開

設し，消費者から寄せられた相談等の事例や

受付状況等について四半期ごとに公表してい

る。今後も，こうした取組を通じ，消費者教

育の充実を図っていく。

経済産業省では，平成18年度は，ネット

ショッピングに関するトラブルを防止するた

めのインターネット教材「これで安心！ネッ

ト通販＆ネットオークション」を公開すると

ともに，高等学校の家庭科等の授業における

活用を促している。

また，インターネットを利用して，消費者

トラブルの未然防止及び早期解決に役立つ情

報を分かりやすく，かつ，幅広く提供するた

め，特定商取引法の執行状況や法解釈，マン

ガによる消費者トラブル事例を紹介したパン

フレットや動画コンテンツ，消費者トラブル

についての相談窓口等を紹介する情報サイト

「消費生活安心ガイド」を制作，公開した。

平成19年度も引き続き，青少年の消費者

トラブル被害を防止するために，インターネ

ット等を通じた情報提供等を行い，トラブル

の未然防止及び早期解決を図っていく。

2．青少年を取り巻く有害環境への対応
（1）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，度々，

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（179ページ，参考資料4参照）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。
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また，平成18年11月，内閣府特命担当大臣

（青少年育成）・情報通信技術（IT）担当大臣から，

携帯電話事業者3社に対して，青少年が用いる

携帯電話のフィルタリングサービスの一層の普

及に向けた取組の推進について依頼した。

�（226ページ，参考資料16参照）
なお，現在行われているマスコミ始め関係業界

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，放送業界における自主規制

の徹底を促すため，（社）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。

（2）インターネット上の違法・有害情報への対応

最近は，インターネットを通じて違法・有害

情報が家庭に入り込み，青少年出会い系サイト

などで被害に遭ったり，有害情報を利用して犯

罪を起こす事案などが発生している。

政府では，このような問題に対応するため，

関係省庁からなる「インターネット上における

違法・有害情報等に関する関係省庁連絡会議

（通称：IT安心会議）」を設置し，インターネ

ット上の違法・有害情報への対策を講じている

ところであり，平成17年6月には，「インター

ネット上における違法・有害情報対策につい

て」を取りまとめたところである。

本取りまとめは，

①　フィルタリングソフトの普及等

②　プロバイダ等による自主規制の支援等

③ 違法・有害情報対策に関するモラル教

育の充実

④　相談窓口の充実等

の4つの柱からまとめており，これに基づき，

各府省において適切に施策を講じてきている。

経済産業省では，多様なコンテンツ（性，暴

力等）に対応したフィルタリングの基準の策定

を進めるとともに，同基準に基づいて開発され

たフィルタリングソフトの無償配布や，学校関

係者，保護者向けのフィルタリングセミナーの

開催を通して，普及啓発を行っている。

また，経済産業省及び総務省の協力の下，民

間関係事業者は「フィルタリングの普及啓発アク

ションプラン」を平成18年3月に取りまとめ，フィ

ルタリングの普及に向けた取組を推進している。

総務省では，インターネット上の有害な情報か

ら未成年者を保護するため，平成18年11月に総

務大臣から携帯電話事業者等に対し，フィルタリ

ングの普及促進に関する要請を行った。

また，平成19年2月には，総務省，警察庁及び

文部科学省が合同で，携帯電話のフィルタリン

グについて，学校関係者や保護者を始めとする

住民に対し周知啓発活動に取り組むよう，都道

府県知事，教育委員会及び都道府県警察等に依

頼を行うなど，フィルタリングの普及促進活動

を推進している。

さらに，平成17年8月から開催していた「イ

ンターネット上の違法・有害情報への対応に関

する研究会」において，インターネット上の違

法・有害情報に対する自主的措置及びこれを効

果的に支援する方策等について検討し，平成18

年8月に最終報告書を取りまとめた。これを受

け，総務省の支援の下，電気通信事業者団体に

おいて検討を行った結果，平成18年11月に

「インターネット上の違法情報への対応に関す

るガイドライン」及び「違法・有害情報への対

応等に関する契約約款モデル条項」が策定され

た。

おって，通信業界団体及び文部科学省と連携

し，インターネットの一般ユーザーの啓発のため

の取組として，児童生徒を保護・教育する立場に

ある保護者及び教職員を主な対象として講座を

実施する「e-ネットキャラバン」（「e-ネット安心講座

通信業界キャラバン」の略称。）を実施している。

e-ネットキャラバンは，平成17年度の関東及び東

海地域での試行実施を経て，平成18年度から3

年間の予定で，全国規模で展開している。
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関係業界 内　　　　　　　　　容 

○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35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　   

○（社）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，（社）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，（社）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。 

○日本放送協会は，「日本放送協会番組基準」の「国内番組基準」（昭和34年制定）において青少年等に配慮した一般的基準を設
けるとともに，児童向け番組等の個別の番組に関する各種番組基準を設けている。 
○（社）日本民間放送連盟は，「日本民間放送連盟放送基準」（昭和26年制定）において「児童および青少年への配慮」，「家庭と社
会」，「教育・教養の向上」，「暴力表現」，「犯罪表現」，「性表現」などを設け，加盟各社の自主規制を促している。また，同基準に準
ずる申し合わせとして，「児童向けコマーシャルに関する留意事項」，「アニメーション等の映像手法について」（NHKと共同で制定），「消
費者金融CMの取り扱いに関する放送基準審議会見解」などを通じて特に配慮が必要と思われる事項についての考え方を示している。 
○日本放送協会及び（社）日本民間放送連盟は，①青少年向けの放送番組の充実，②メディアリテラシーの向上，③青少年と放送に関
する調査等の推進，④第三者機関等の活用，⑤放送時間帯の配慮，⑥番組に関する情報提供の充実，について具体的に推進して
いる。具体的には，①：青少年向け放送番組を積極的に編成するゾーンの新設（NHK），青少年に見てもらいたい番組を選定し週3時
間以上放送（民放連），②：学校向けビデオの貸出等（NHK），メディアリテラシープロジェクトの実施等（民放連），③：放送と青少年
に関する委員会における「青少年へのテレビメディアの影響調査」報告書取りまとめ，④：放送と青少年に関する視聴者からの意見を
審議し，その結果や放送局の対応策を公表する等の機能を有する自主的機関である「放送と青少年に関する委員会」の設置（NHK，
民放連），⑤青少年の見やすい番組を意識した編成の実施（NHK），青少年に配慮する時間帯として17時から21時までを設定（民放
連），⑥番組情報の充実化（NHK，民放連），番組情報の事前表示に関する考え方の取りまとめ（民放連）等の取組を行っている。 
○CSデジタル放送においては，（社）衛星放送協会がコンプライアンス委員会内に倫理部会を設け「成人向けエンターテイメント放送
基準」を制定，さらに「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
実施し，専門的な部会を設けて倫理規準の維持，高揚に努めている。また，成人番組の審査についての基準を示し，「CS放送成人
番組倫理委員会モザイクサンプル」を作成配布 

○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（社）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 
　また，各自治体に制定されている「青少年の健全な育成に関する条例」を遵守することを制定している。 
○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，e-ネットキャラバンの実施の他，「フィルタリング」の普及啓発アクションプラン，インターネット上の違
法な情報への対応に関するガイドライン，違法・有害情報への対応に関する契約約款モデル条項及びプロバイダ責任制限法発信
者情報開示関係ガイドラインをそれぞれ公表（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）に関する
専用のホームページを開設するとともに，フィルタリングソフトを無償で提供。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   

○インターネットの安全・安心な利用環境を整備するため，（社）電気通信事業者協会等の業界団体が中心となり，フィルタリングサー
ビスの普及に向けた取組及び利用者に対するインターネットの安全な利用方法に関する啓発活動等を推進 
○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  
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なお，インターネット上の違法・有害情報の

増大に対処し，利用者によるサイトの安全性の

判断に資する観点から，サイト開設者が自らの

サイトの安全性を示すマークの活用に向けての

民間における自主的な取組を平成17年度から

支援している。

警察では，違法情報に対する取締り，フィル

タリングソフト又はサービスの普及等有害情報

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。

警察庁では，平成18年4月から，有識者等か

ら成る「バーチャル社会のもたらす弊害から子

どもを守る研究会」を開催し，いわゆるバーチ

ャル社会が子どもにもたらす弊害やその対策の

現状及び問題点，今後の取組の強化に向けた方

向性等について検討し，同年12月，最終報告

書を取りまとめた。警察庁では，事業者，教育

関係者等広い範囲にそれぞれの立場での取組を

要請するなど，本報告書に沿った取組を進めて

いる。

また，警察庁では，有識者，関連事業者，

PTAの代表者等で構成する「総合セキュリテ

ィ対策会議」における，インターネット上の違

法・有害情報の通報を受け付ける「ホットライ

ン」の必要性とその運営の在り方に関する議論

を踏まえ，平成18年6月にインターネット・ホ

ットラインセンターの運用を開始した。同セン

ターでは，平成18年6月の運用開始から同年11

月までの6か月間において23,739件の通報をイ

ンターネット利用者から受理しており，プロバ

イダ等に対して924件の違法・有害情報の削除

依頼を行い，そのうち722件（78.1％）が削除

された。平成19年度から，外国のウェブサー

バに蔵置された違法情報等について，当該外国

の同種の機関に対し，削除に向けた取組を依頼

している。

さらに，警察では，子どもをサイバー犯罪に

よる被害やインターネット上の違法・有害情報

の影響から守るため，子どもやその保護者等に

対する広報啓発を推進している。特に，平成19

年は，すべての都道府県警察が，「情報セキュ

リティの日」（2月2日）の前後の約1か月の間

に，全国の小・中学校等約210か所においてサ

イバーセキュリティ・カレッジを開催した。サ

イバーセキュリティ・カレッジにおいては，子

ども，保護者，学校職員等に対し，インターネ

ット上の違法・有害情報に起因した犯罪，子ど

もを被害者とするサイバー犯罪等の具体的事例

を紹介するとともに，フィルタリングソフト又

はサービスの導入を勧めるなどしている。

都道府県警察のサイバー犯罪対策プロジェクト

等では，サイバーパトロール，民間へのサイバーパ

トロールモニターの委嘱等により，インターネット上

を流通する違法・有害情報の把握に努めている。

「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，当該サイトを利用して

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

よる当該サイト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，わいせつ画像及び

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

ノ法」第7条第4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

163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。


	第4節　情報・消費環境の変化への対応
	1．情報・消費環境の変化に対応した知識・能力の習得支援
	（1）メディアを活用する能力の向上
	（2）消費者教育

	2．青少年を取り巻く有害環境への対応
	（1）各種メディア等を通じた有害情報対策
	（2）インターネット上の違法・有害情報への対応



