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会 長 報 告 � 野上　泰造�会長
皆様、こんにちは。会長報告を申し上げます。

橋本ロータリーの石脇様、ようこそお出で下さいました。ごゆっくりとお過ごし下さい。

ニュージーランド、クライストチャーチでマグニチュード６．３の地震があり、３０名の日本人の安否が

不明です。ニュージーランドの面積は日本の約３分の２で、人口は３０分の１です。親日的で治安が良

く、気候も日本とよく似ています。年間に約１４万人の日本人が訪れますが、その内の２千人が留学生です。日本と同

様に地震大国で、地震に対する研究は進んでいますが、古くからの建物には補強の義務が無いようです。何れにしても、

行方不明の方々の一刻も速い救出をお祈りするばかりです。

さて県警本部から、昨年の県内の落し物の集計が発表されました。拾得件数は１０万件で、傘が１万３千件、履物

９千件、財布６千件と続き、遺失件数は２０万件で、財布、携帯電話、鍵、免許証の順です。ちなみに現金の遺失届

けは２億２千万円で、拾得届けは１億１千万円。戻ってくる確率は半分です。

幹 事 報 告 � 古屋　光英�幹事
地区から２６４０地区大会記録ＤＶＤが届いております。ご覧になりたい方は事務局までお申し出下さ

い。これをもちまして地区大会事務局は閉鎖致します。…回覧します。

奄美豪雨災害義援金の御礼状が届いております。…回覧します。

次週３月３日（木）は休会です。お間違いのないようお願いします。

●卓話「成年後見制度について」
 和歌山地方法務局戸籍課戸籍課長　小坂　雄二さん

●皆出席表彰
村田　昌之さん　１年皆出席通算２８年
八幡　建二さん　１年皆出席通算２２年

●ピアノ演奏
思いでのアルバム（本多　鉄磨）
旅立ちの唄（Ｍｒ．ｃｈｉｌｄｒｅｎ）

本日の例会 � 3月10日（木）

●卓話「犯罪被害者の現状と支援について」
 紀の国被害者支援センター　事務局長　浅利　武さん

次回の例会 � 3月17日（木）

●卓話「インターネットを介した人権侵害等について」
和歌山地方法務局人権擁護課人権擁護係長
 行平　和正さん

●ロータリーソング� 真野　賢司ソング副委員長
「我等の生業」

●ビジター紹介� 乾　敦雄 親睦副委員長
橋本Ｒ．Ｃ．　石脇　正雄　さん

●出席報告� 真野　賢司 出席副委員長
会員数  ５０名（内出席規定適用免除会員１１名）

2月24日（本　日） ３３名 ７３．３％
2月10日（メーキャップ後） ４４名 ９３．６％

前回の例会 � 2月24日（木）
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ク ラ ブ 名 日　　時 内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ． 3月10日（木） 卓話 「植樹祭とはどんな祭り？」 

和歌山県農林水産部森林・林業局　全国植樹祭推進課副課長　岡　和久さん
和歌山南Ｒ．Ｃ． 3月11日（金） 卓話 「海外研修に参加させて頂いて」 開智高校インターアクトクラブ
和歌山中Ｒ．Ｃ． 3月11日（金） 第３回Ｉ．Ｄ．Ｍ．発表
和歌山北Ｒ．Ｃ． 3月14日（月） クラブフォーラム「第３回Ｉ．Ｄ．Ｍ．発表」
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 3月14日（月） 卓話 「自己紹介＆近頃考える事」 三木　民生会員
和歌山Ｒ．Ｃ． 3月15日（火） 休会
和歌山サンライズＲ．Ｃ． 3月15日（火） 　
和歌山西Ｒ．Ｃ． 3月16日（水） 卓話 「ライラセミナーに参加して」 和歌山大学留学生　プッタワン君他２名
和歌山東南Ｒ．Ｃ． 3月16日（水） 新会員卓話

委員会報告

本日、ＩＤＭの案内を入れています。班長、副班長さんには宜しくお願いします。

2012～2013年度ロータリー財団国際親善奨学生募集です。心当たりのある方は宜しくお願いします。

ロータリー情報規定委員会� 岡野　年秀�委員長

ロータリー財団委員会� 島　公造�委員長

島　　公造さん ２月２４日６６才になりました。ユーツ！！

岡野　年秀さん 新入会員歓迎会には多数の参加ありがとうございました。

谷口　文利さん 行平様本日宜しくお願いします。

宮本　和佳さん 行平様、本日の卓話楽しみにしています。

野上　泰造さん 本日、駐車場の件で御迷惑をおかけしました。

古屋　光英さん 行平さん卓話よろしくお願いします。

山本　進三さん 今日は駐車場がいっぱいで皆様にご迷惑をおかけしました。

阪神タイガース応援団一同

 あと少しでオープン戦、楽しみです。

 新会員歓迎会（２/１７）残金です。

ありがとうございました

本日の累計  ２８，０１０円（計７名 ９件）（お誕生日お祝い ４６５，０００円  皆出席表彰 ９０，０００円  その他 １，７５８，０９５円）  累計額  ２，３１３，０９５円
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2. みんなに公平か

1. 真実かどうか

4. みんなのためになるかどうか

3. 好意と友情を深めるか

『本ガイドラインは、特定電気通信役務提供者の損
害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

（平成13年法律第137号。以下「プロバイダ責任制限法」
又は単に「法」という｡）3条を踏まえ、特定電気通信によ
る情報の流通により名誉を毀損され、又は、プライバシー
を侵害された申立者らの送信防止措置の要請を受けた

場合に特定電気通信役務提供者（以下「プロバイダ等」と
いう。）のとるべき行動基準を明確化することにより、申立
者、発信者及びプロバイダ等それぞれの関係者の利益
を尊重しつつ、プロバイダ等による迅速かつ適切な対応
を促進し、もってインターネットの円滑かつ健全な利用を
促進することを目的とする｡』
⑵「プロバイダー責任制限法　発信者情報開示関係ガイ
ドライン」
・目的（発信者情報開示関係ガイドラインの本文から）
『本ガイドラインは、特定電気通信（法2条1号の「特定
電気通信」をいう。以下同じ。）による情報の流通によって
権利侵害を受けた者（以下「被害者」という。）が、当該情
報の発信者の特定に資する情報（以下「発信者情報」とい
う。）の開示を請求する権利を規定した法第4条の趣旨を
踏まえ、被害者、情報発信者、プロバイダ等のそれぞれ
が置かれた立場等を考慮しつつ、発信者情報開示請求
の手続や判断基準等を、可能な範囲で明確化するもの
である。これにより、法第4条に基づく発信者情報開示手
続の円滑な運用がなされることを促し、もってインターネッ
トの円滑かつ健全な利用を促進することを目的とするも

のである｡』

5	 人権侵害情報への具体的な対応について
⑴人権侵害情報の削除依頼
インターネット上に自分の名誉を毀損したり、プライバ
シーを侵害したりする記事が掲載されても、発信者がだ
れか分からないため、被害者が独力で損害を回復する
のは困難となります。そこで、上記3の「プロバイダ責任
制限法」により、被害者は、プロバイダ等に対し、人権
侵害情報の発信者（電子掲示板等に書き込んだ人）の情
報の開示を請求したり、人権侵害情報の削除を依頼した
りすることができます。開示請求や削除依頼は、証拠と
して保存するために、メールや文書で行うようにします。
ただし、電子掲示板等に直接、削除の依頼を書き込む
ことは、その依頼を無視されたり、関係のない議論に巻
き込まれたりすることがあります。
⑵法務省の人権擁護機関による対応
ア 　インターネット上での情報での被害者に対して、人
権侵害情報をプロバイダ等に、削除を依頼する具体的
な方法について助言します。
イ 　人権侵害情報を書き込みした人物（発信者）を捜し出
し、名誉毀損で訴えたり、損害賠償を請求したり、ま
た刑事告訴したい場合は、プロバイダー責任制限法に
基づく発信者情報の開示請求の方法を、説明します。
ウ 　被害者自らが、被害の回復を図ることが困難な事情
（被害者が削除依頼を行ったが応じてもらえない場合
など）があるなど、一定の場合に限られるとともに、問
題となる情報が、法令・判例に照らし人権侵犯性があ
ると認められる場合、法務局が直接プロバイダ等に、
削除の依頼を行います。

1		インターネット利用の現状について
日本のインターネットの利用者数は、
平成21年末では約9、400万人となって
おり、人口普及率は78．0％に達してい
ます。

インターネットは、知りたい情報を、だれでも簡単に、
すぐに手に入れられる情報メディアとして、今の私たちの
生活にはなくてはならない存在となっています。インター
ネットによりコミュニケーションの輪が広がり便利になる

一方で、インターネットの環境の中では、自分の名前や
顔を知られることなく発言することができます。そのため、
インターネットを悪用した行為が増えており、他人への
中傷や侮蔑、無責任なうわさ、特定の個人のプライバシー
に関する情報の無断掲示、差別的な落書きなど、人権や
プライバシーの侵害につながる情報が流れています。
インターネットは、だれでも簡単に情報を得ることがで

きるため、電子掲示板などに書き込みを行うと、その内
容が不特定多数の人々にすぐに広まってしまいます。事
実無根の誹誇中傷や他人に知られたくない事実が、知
れ渡ることになり、そのような情報を書き込まれた人は、
尊厳を傷つけられ、社会的評価をおとしめられるなど、
回復が困難なほどに重大な損害を被る危険があります。
法務省のホームページで公開されている統計資料で

は、インターネットを利用した人権侵犯事件の推移は、
平成17年は272件でしたが、平成21年には786件と急増
しています。なお、平成21年の事件の内訳ですが、プラ
イバシー侵害の割合が約49．7％、名誉殴損の割合が約
37．5％になっています。

2	 法務省の人権擁護機関による取組について
法務省の人権擁護機関では、啓発活動年間強調事項

に「子どもの人権を守ろう」及び「インターネットを悪用し
た人権侵害は止めよう」を掲げ、個人の名誉やプライバ
シーに関する正しい理解を、深めるために啓発活動を推
進しています。
具体的な啓発活動は、小中学生向けに人権啓発教材

「知ってる!？ ケータイやインターネットも使い方ひとつで…」
を作成しています。これはマンガを使用して、携帯電話
やインターネットの正しい利用方法を解説しています。

また、人権擁護局のホームページには、「はなまる人
権学校」を掲載し、インターネットの適切な利用につい
て、クイズ形式で学べるようになっています。内容は、イ
ンターネット上の人権侵害情報に対する法務省の人権擁

護機関の取組や、人権侵犯情報の具体例をクイズにし、
回答についての解説も掲載されています。
さらに、パソコン及び携帯電話から24時間相談を受け
付ける「インターネット人権相談受付窓口」を、大人用だ
けでなく子ども用も開設するなど、青少年のインターネッ
ト利用環境の向上に取り組んでいます。

3	 	特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及
び発信者情報の開示に関する法律」

（プロバイダ責任制限法）の概要
⑴発信者情報の開示
プロバイダ等に対し、人権侵害情報の発信者（電子掲
示板等に書き込んだ人）の氏名、メールアドレス、住所
等の情報の開示を請求することができます（同法第4条1
項）。また、発信者に対して民事訴訟を起こしたり、刑
事告発したりすることも可能です。
⑵被害者による削除依頼
被害者はプロバイダ等に対し、人権侵害情報の削除
依頼を行うことができます（同法第3条2項2号）。
⑶プロバイダ等の責任の制限等
プロバイダ等は、インターネット上で人権侵害が行わ
れていることを知っていた場合または知ることができたと

認めるに足りる相当の理由がある場合には、被害者に対
し損害賠償責任を負うことがあります（同法第3条1項）。
また、インターネット上の情報を削除した場合に、そ
の情報が人権侵害にあたると信じるに足りる相当の理由

があったときには、必要な限度の範囲内で削除したこと
について発信者から責任を問われることはありません（同
法第3条2項）。

4	 	プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会発
行の各種ガイドラインについて

⑴「プロバイダー責任制限法 名誉毀損・プライバシー関
係ガイドライン」・目的（名誉毀損・プライバシー関係ガ
イドラインの本文から）

インターネットを介した人権侵害等について� 和歌山地方法務局�人権擁護課�人権擁護係長 行平　和正さん

卓　話

２６４０地区ライラ
２０１１年３月５日（土）、６日（日）��於�高野山恵光院他

参加者（敬称略）

上中　崇司、岡野　年秀、笹島　良雄
島　公造、野井　晋、野上　泰造、
古屋　光英、こばと学園より２名


