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はじめに
青少年のスマートフォン等のインターネット接続機器を通じてインターネットを利

用する割合及び平均的な利用時間が増加傾向にあり、いわゆるネット依存への対策が
喫緊の課題となっています。「青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事業」は、
文部科学省の委託事業として、ネット依存傾向の青少年を対象に、青少年教育施設を
活用して自然体験や宿泊体験プログラムの実施をするもので、平成26年度から６年間
当機構が受託し実施してきました。
実施に当たっては、独立行政法人国立病院機構久里浜医療センターと連携し、治療

としてだけでなく、教育的観点も取り入れた体験活動プログラムを実施し、教育と治
療の融合による事業を行ってきました。また、青少年教育施設、学校関係者、医療関
係者、行政機関等の方に企画運営委員に入っていただき、事業の企画立案、運営、評
価を行いました。さらに、心理系大学やボランティア経験のある大学生を中心とした
メンターを組織し、参加者に寄り添い、支援を行いました。
プログラムは、メインキャンプとして８泊９日の宿泊体験事業を中心に、同じ参加

者を対象としたフォローアップキャンプ、そして前年度までの参加者を対象としたセ
カンドフォローアップキャンプと、年間３回のキャンプを国立青少年教育施設におい
て実施しました。実施場所は、１年目が国立中央青少年交流の家、２～３年目及び６
年目は国立赤城青少年交流の家、４～５年目は国立信州高遠青少年自然の家で実施し、
年々改善を重ねて実施してきました。
今回、６年間実施した成果を「ネット依存対策キャンプ　実施運営マニュアル～企

画・立案を中心として～」として、昨年度の「～メンターの役割を中心として～」*に
引き続きまとめました。このマニュアルでは、このようなネット依存対策キャンプを
どのように作っていくかのポイントを記載しています。ネット・ゲームを取り巻く現
在の状況としては、久里浜医療センターの松崎先生に執筆いただいているように、令
和元年５月の世界保健機関総会において承認された国際疾病分類（ICD-11）では、ゲー
ム障害がギャンブル障害と同様に、嗜癖行動に分類されました。このマニュアルが活
用され、インターネット依存対策が推進されていくことを期待しています。
最後に、本マニュアルの執筆に当たり、久里浜医療センター樋口院長をはじめご協

力いただきました皆様に深く御礼を申し上げます。
� 令和２年２月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
� 国立青少年教育振興機構理事長　鈴木みゆき

＊　�平成30年度文部科学省委託事業「ネット依存対策キャンプ� �
実施運営マニュアル～メンターの役割を中心として～」平成31年２月� �
国立青少年教育振興機構　調査研究報告書検索ページ� �
https://www.niye.go.jp/kenkyu_houkoku/
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■ ネット・ゲーム依存とは？  
2000年代前後の我が国や世界におけるインターネット（以下、ネットとする）の急速な普及により、ネッ
トはいまや日常生活に欠かせないインフラとなりました。また情報通信機器の著しい進歩により、かつてパ
ソコン（以下、PCとする）で利用されていたネット環境は、持ち運びできるスマートフォン（以下、スマ
ホとする）において、時間や場所を選ばず手軽に利用できるようになりました。そしてスマホの高機能化や、
ゲーム機の小型軽量化等により、かつて据え置きの専用ゲーム機やハイスペックなPC等で愉しまれていた
ゲームにおいてすら、携帯ゲーム機やスマホ、タブレット端末等を利用してオンラインで気軽に愉しめるよ
うになりました。このようにネットやゲームはまたたく間に我々の生活に深く浸透し、その利便性が享受さ
れています。
ネット依存・ゲーム依存とは、そのような便利で生活に欠かせないネットやゲームをやりすぎて日常生活
に支障が出てしまい、それが長く続いている状態（およそ12か月）をさします。単に「好き」でやりすぎ
ることと「依存」は明確に区別しなければいけません。
依存は嗜癖（addiction）とほぼ同義であり、2013年にアメリカ精神医学会が発表した「精神疾患の診
断と統計の手引き第５版」（DSM-５）では、精神疾患のひとつとして定義されています。１）嗜癖は、アルコー
ルや薬物などの物質使用障害（substance�use�disorder）と、ギャンブルや窃盗、買い物などの行動嗜癖
（behavioral�addiction）に分けられます。ネット・ゲームの依存はこのうちの行動嗜癖に分類されますが、
DSM-５の発表時には、ゲーム依存のみ「ゲーム障害」として今後の研究のための病態の項目に追加されま
したが、SNSや動画、インターネット電話などのオンラインコンテンツについては、研究報告が少ないとし
て、項目に含まれませんでした。しかし、2019年５月世界保健機関総会において承認された国際疾病分類
（ICD-11）では、ゲーム障害がギャンブル障害と同様に、嗜癖行動による障害（disorders�due�to�
addictive�behavior）に分類されました。２）

■ ネット・ゲーム依存の現状  
総務省情報通信白書によると、情報通信機器の保有状況では、スマホはPC、タブレットやゲーム機と比
較しても右肩上がりで上昇を続け、2017年には75.1%が保有していました。同年のインターネット利用率
（個人）は80.9%で、端末別のインターネット利用率は、スマホ（59.7%）が最も高く、PC（52.5%）の
利用率を上回りました。３）わが国の中高生の飲酒及び飲酒状況等について横断的に調査した厚生労働科学研
究において、ネットの過剰使用についても調査されました。これによると、2012年と比較して、2017年
では、ネットの病的使用が疑われる割合は中学、高校男女ともに上昇しており、中学男女計では12.4%、
高校男女計では16.0%でした。この結果をもとにネット依存疑い者数を推計したところ、2012年に52万
人だった数値が2017年には93万人と増加していました。４）2019年のネット・ゲーム使用と生活習慣につ
いての調査では、過去12ヶ月間に、85.0％（男性92.6％、女性77.4％）がゲームを経験しており、主にオ
ンラインでゲームをすると答えた割合は48.1％と約半数にのぼりました。平日における１日当たりのゲー
ム時間は、男性では３時間以上が24.6％（うち６時間以上は3.7％）、女性では３時間以上が10.4％（うち
６時間以上は1.6％）で、男性のほうが長くなる傾向にありましたが、休日における１日当たりのゲーム時
間は、男女とも平日に比べて長くなっていました。ゲームの影響として、例えば、睡眠障害や憂うつ、不安
などといった心の問題が起きていてもゲームを続けた者の割合は、ゲームの利用時間が長いほど高い傾向が
みられました。５）

ネット・ゲーム依存では、ネット・ゲームをやりすぎてしまい、様々な問題が出現します。にもかかわら
ず、やりたいという衝動や誘惑を抑えることができません。WHOによるICD-11では、ゲームを対象に以
下のような臨床的特徴が挙げられています。２）

ネット・ゲームを取り巻く現在の状況
～最近の状況・動きを中心に～ 久里浜医療センター　松崎 尊信

2



○ゲームのコントロールができない。
○他の生活上の関心事や日常の活動よりゲームを選ぶほどゲームを優先する。
○問題が起きているがゲームを続ける。またはより多くゲームをする。�
重症度は
○�ゲームのためにひどく悩んでいる。または個人の家族の社会における学業上または職業上の機能が充分
に果たせない。

期間は
○�上記４項目が12ヶ月以上続く場合に診断する。しかし４症状が存在し、しかも重症である場合にはそ
れより短くとも診断可能である。

また、ネット・ゲーム依存により、結果として、
◎体力低下、運動不足、骨密度低下などの身体的問題
◎睡眠障害、ひきこもり、意欲低下などの精神的問題
◎遅刻、欠席、成績低下などの学業上の問題
◎浪費や借金などの経済的問題
◎家庭内の暴言・暴力などの家族問題
などを引き起こすことがあります。６）

ネット・ゲーム依存は比較的新しい疾病概念であり、まだ標準的な治療法が確立しているとはいえません。
しかし、医学的には行動嗜癖のひとつに分類されており、これまでの行動嗜癖の知見が生かされています。
ネット・ゲームへの依存行動は、対象者が抱える様々な問題が原因となって表れている可能性があります。
対象者の背景にある問題を理解するため、身体的・精神的な問題、学業・仕事への影響、経済的問題、家族・
対人関係の問題を詳細に聞き取ります。また、注意欠如・多動性障害（ADHD）などの発達障害や精神障
害を合併しているケースがありますが、それらを鑑別することで、個々の特性に合わせたアプローチが可能
となります。他の依存と同様に、ネット・ゲーム依存でも、治療への動機づけが回復には重要であるため、
動機づけを促すようなさまざまな支援を行います。精神科医による個人療法、臨床心理師によるカウンセリ
ングをはじめ、個人や集団を対象とした認知行動療法、SST（Social�Skills�Training;�社会生活技能訓練）を
含むデイケアへの参加、入院治療、治療キャンプなどがあります。

■ ネット・ゲーム依存の対策  
ネット・ゲーム依存では、広く社会における包括的な対策が求められます。一般の人に対する知識の普及
啓発を促すことにより、ネットを利用する全ての人が、ネット・ゲームのメリットだけでなくデメリットも
十分に理解し、適切に利用できるようなリテラシー教育が求められます。青少年に対しては、教育現場にお
ける啓発・教育やカウンセリング、医療においては、全国で適切な医療が受けられるよう専門医療機関を増
やすなどの資源の充実、人材育成や治療法の開発等が今後求められるでしょう。

参考文献
１）�American�Psychiatric�Association,�Diagnostic� and�Statistical�Manual�of�Mental�
Disorders：DSM-5,�2013

２）�https://icd.who.int/�
３）総務省情報通信白書、2018
４）�尾崎米厚他：飲酒や喫煙等の実態調査と生活習慣病予防のための減酒の効果的な介入方法の開発
に関する研究、2017

５）https://www.ncasa-japan.jp/pdf/document15.pdf
６）中山秀紀、樋口進：インターネット依存、精神科26（４）、263-267、2015
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第１節　�ネット依存対策事業における運営体制作りについて

■ １．企画運営の核となる組織を作ろう  
（１）　どのようなメンバーを集めたらよいのか
メンバーの選定においては、様々な視点から多角的に検討を行っていくことが出来るように、各
関係機関の有識者を選定していくことが重要です。

　【国立青少年教育振興機構（以下：青少年機構）のキャンプでは】

【ネット依存対策に取り組む医療機関等の参考情報】
ネット依存対策に取り組む医療機関の情報を以下に掲載します。機構と連携している医療機関で

ある久里浜医療センターのホームページおいて、「インターネット依存・ゲーム障害治療施設リス
ト�（2018年版）」が掲載されていますので、参考にしてください。

　「インターネット依存・ゲーム障害治療施設リスト （2018年版）」
https://kurihama.hosp.go.jp/hospital/net_list.html

※�このページに掲載されているリストは、各都道府県・政令指定市の精神保健福祉センターからの情報�（2018年）
を基に作成されています。このリストにない地域の医療機関をお探しの場合、各都道府県・政令指定市の精神
保健福祉センターに問い合わせてみてください。

　「全国の精神保健福祉センター　一覧（厚生労働省）」
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/mhcenter.html

この他、久里浜医療センターが事務局となり、「依存症対策全国センター」のサイト
が運営されています。関係する最新情報が掲載されていますので、参考にしてください。

　「依存症対策全国センター」
https://www.ncasa-japan.jp/

１．【ネット依存分野】　�国立病院機構久里浜医療センター院長
２．【医療分野】　国立病院機構久里浜医療センター医師
３．【心理分野】　国立病院機構久里浜医療センター心理療法士
４．【教育分野】　東京学芸大学教育学部教授
５．【有 識 者】　�安心ネットづくり促進協議会、モバイルコンテ

ンツ審査・運用監視機構扶助会員）
　平成26年度に、上記５名を委員として選定した。（所属は当時
のもの）現在は、選定メンバーを絞り、スリム化を図っている。

＊メンバーの構成例＊
１．青少年教育施設
２．学校関係者
３．医療関係者
４．行政関係者
５．有識者
６．その他関係者等
※�平成31年度「青少年教育施設
を活用したネット依存対策推
進事業」に関する公募要領より

「ネット依存対策事業」の企画・立案について

  第１章  

執　筆　　第１・２節　国立青少年教育振興機構　事業課
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（２）　検討委員会の設置について
メンバーの選定後は、検討委員会を設置し、事業の企画・立案、運営を行い、事業実施後には、
評価検証を行います。

【青少年機構のキャンプでは】

　青少年機構のキャンプでは、事業を実施するにあたり、事業企画運営委員会（検討委員会）
を設置し、以下の内容について検討した。

日　時 検討委員会の概要

5月26日
第1回事業企画運営委員会（青少年教育振興機構本部）
・本事業の基本方針（ねらい及び到達指標）について
・本事業の共通プログラムについて　　・本事業の共通評価指標について

7月 3日
第2回事業企画運営委員会（青少年教育振興機構本部）
・事業の到達目標と共通評価指標について　・インターネット依存度を図る方法（指標）について
・プログラム中におけるネット等の断絶レベルについて　・プログラム中の取材のあり方について
・事業実施施設からの報告及びプログラムの視察について

2月20日
第3回事業企画運営委員会（青少年教育振興機構本部）
・事業報告（メインキャンプ、フォローアップキャンプ）について
・研究結果について　・平成27年度事業について

※平成26年度文部科学省委託事業「青少年教育施設を活用したネット依存対策研究事業」報告書より

■ 2．実施運営体制を整えよう  
企画体制が整った後は、実施運営体制についても検討していく必要があります。事業の方向性に

よって、より適した連携体制を取ることが重要です。参加者の人数や状況等に応じて、体制や人員
を整える必要があります。
例）予防に重点を置いて不登校児対象とする場合は、教育委員会との連携を強化するなど

【青少年機構のキャンプでは】

　青少年機構のキャンプでは、久里浜医療センターに通
院・入院する方を対象としており、治療的な意味合いが
大きいキャンプとなる。運営においては、教育と医療の
融合を目指し、柔軟に対応しています。　
◎主な役割分担について
国立青少年教育振興機構本部
事務局として、各種委員会の取りまとめや報告書の作成などマネジメント業務を行う。
また、事業運営の要となるメンターの募集も担っています。
国立〇〇青少年自然・交流の家
事業の開催施設として、各種体験活動プログラムの進行等を行う。
また、メンターへの指導助言やケアなども担っています。
久里浜医療センター
事業運営における医療的側面（カウンセリングや認知行動療法等）を担当する。また、事業の参加者募
集や家族会なども担っています。
メンターについて
機構のキャンプにおけるメンターは、単なる補助的な人員ではなく、参加者と共に楽しみ、考え、悩み、
語り合う仲間的存在であり、当事業における重要なスタッフです。
看護師について
参加者及びメンターの健康管理と服薬管理（参加者の中には、発達障害などの薬を服用しているものも
いる）を担っています。

※ キャンプ準備

運営 運営運営 募集

サポート

サポート

キャンプ後のフォロー

※ キャンプ当日

国立〇〇青少年
自然・交流の家久里浜医療センター

保護者 参加者 メンター

機構
本部

看護師
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第２節　ネット依存対策事業の企画・立案について

■ １．事業の基本方針を検討しよう 
（１）　対象とねらいについて
ネット依存対策推進事業を企画・立案し、運営をしていく中で、ネットゲームを取り巻く時代背
景や各地域の現状を把握し、実態に合わせた対象の選択とねらいを定めていくことは非常に重要で
す。対象が決まることで、事業期間の長短や連携体制など、事業の方向性が定まっていきます。

（２）　事業が目指すもの（仮説）を検討しよう。
参加の対象が決まったら、もしその事業を実施した場合に、参加者へどのような効果が期待でき
るのかという仮説を立て、ねらいへと繋げていきます。

例）青少年教育施設を活用したキャンプ（長期宿泊体験）をすることで…。
・インターネットの使用時間が減少する。
・インターネット以外の活動の興味関心の幅が広がる。
・学校の友達との関係がよくなる、学校（授業）での過ごし方が変化する。
・家族との関係がよくなる�等

【青少年機構のキャンプでは】

　青少年機構のキャンプでは、久里浜医療センターに通院・入院をしている方を対象と
しています。それにより、キャンプは治療の意味合いも大きく、事業期間については、
８泊９日と長期間に設定しています。また、３ヵ月後には、２泊３日のフォローアップ
キャンプ、さらに、過年度参加者対象のセカンドフォローアップキャンプも実施してい
ます。

事業のねらいについては、下記の３点となっています。

１．ネット依存状態からの脱却（ネット以外の他の活動への興味）のきっかけづくり
２．集団宿泊生活による失われた基本的生活習慣の回復
３．仲間と共に活動することによる低下したコミュニケーション能力の向上

（３）評価方法について
事業においては、事業を経験したことにより、参加者にどのような変化があったのか、どのよう
なプログラムが効果的であったのか等、評価を行い、より効果的で効率的な事業運営を目指してい
く必要があります。
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【青少年機構のキャンプでは】

　青少年機構のキャンプでは、文部科学省から委託を受け、公募要領の内容をもとに、
下記の通り調査を行っており、下記調査を含めた成果については、報告書及びマニュア
ルとして作成・配布し、事業の周知徹底に努めています。

１．調査目的 
参加者の生活習慣、コミュニケーション等の状況をキャンプの前、後、約１、３
か月後の状況を比較することで、メインキャンプの有効性を検証する。

２．調査方法  
（１）調査用紙
　　　①参加者
　　　　�「青少年の体験活動等に関する実態調査（高校生用）」、「子供の生活力に

関する実態調査」で使用された生活習慣、コミュニケーション等の調査
項目を活用する。

　　　②保護者
　　　　�同上。但し、回答部分のみ変更する（保護者の視点から参加者の変化を

推察するため）。
（２）時期
　　　①参加者
　　　　事前：メインキャンプ１日目オリエンテーション後に実施
　　　　事後：メインキャンプ９日目終わりの会で実施
　　　　１か月後：メインキャンプ後、約１か月後に郵送して実施（10月上旬）
　　　　３か月後：メインキャンプ後、約３か月後のフォローアップキャンプで実施
　　　②保護者
　　　　メインキャンプ後、約１か月後に郵送して実施（10月上旬）
（３）検証方法
　　　①�「青少年の体験活動等に関する実態調査（高校生用）」、「子供の生活力に

関する実態調査」と参加者のメインキャンプ前の生活習慣、コミュニケー
ション等の比較を行い、参加者の状況を把握する。

　　　②�メインキャンプ前後で生活習慣、コミュニケーション等の比較を行い、
キャンプの有効性を検証する。

　　　③�メインキャンプ後の生活習慣、コミュニケーション等の参加者と保護者
の意識比較を行い、キャンプの有効性を検証する。

　また、この他にも、参加者やメンター等に対して、事業内容についてのアンケートも
実施しており、検討事項などがあれば、企画運営委員会の中で協議を行うなどし、事業
の改善に努めています。
　さらに、連携する久里浜医療センターでは、メインキャンプの最初と最後、フォロー
アップキャンプの最初に対象者への対面調査と質問調査（インターネット/ゲーム使用時
間の変化、日本語版�Internet�Addiction�Test（IAT）、日本語版�Diagnostic�Questionnaire
（DQ）、日本語版�Internet�Gaming�Disorder�Test（IGDT-10）、The�Stages�of�
Change�Readiness�and�Treatment�Eagerness�Scale�（SOCRATES）�ネット/スマ
ホ使用に関する質問票等）を行っています。
※�青少年機構の調査結果については、「令和元年度　文部科学省委託事業青少年教育施設を活用したネット依存対
策推進事業報告書」のP.７を久里浜医療センターの調査結果については、P.５を参照してください。
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■ ２．事業内容について具体的に検討しよう 
（１）キャンプの実施時期について
キャンプの実施時期については、人的要素、環境要素など様々な面から考慮し、適正な時期を設
定していく必要があります。

【青少年機構のキャンプでは】

　青少年機構のキャンプでは、全部で３つのキャンプが行われています。実施時期につ
いては、下記の通りとなっています。
・メインキャンプ……………………………�夏休みなど参加者が比較的長期の休みを取り

やすい８月頃に８泊９日で実施
・セカンドフォローアップキャンプ………�次年度メインキャンプ参加者にとって１年後

のキャンプ参加となるように、９月頃に２泊
３日で実施

・フォローアップキャンプ…………………�メインキャンプから約３か月後の11月頃に
２泊３日で実施

※過年度キャンプ参加者対象のキャンプ

（２）キャンプ参加者を募集しよう
キャンプの参加対象者が決定したら、参加者の募集を行ってきます。　対象に合わせて、各関係
機関と連携を図りながら、効果的かつ効率的な広報を行っていくことが重要です。

【青少年機構のキャンプでは】

　青少年機構のキャンプでは、連携先の医療機関である久里浜医療センターに通院・入
院している方を参加対象としており、参加者の募集は、久里浜医療センターが担ってい
ます。
※�参加者募集の詳細については、P.12�第２章�事業運営�第１節�「参加者募集及び事前説明会の内容例と進め方」
を参照してください。

（３）参加者・保護者に向けた事前説明会を実施しよう
参加募集にあたって、参加者・保護者は、キャンプ参加に対する不安・期待も大きいことが想定
されます。そこで、キャンプの詳細等を事前に説明する機会を設けることは、参加者・保護者の不
安を和らげるという点や事業の意義等を共有することが出来るという点でも非常に重要であるとい
えるでしょう。

【青少年機構のキャンプでは】

　青少年機構のキャンプでは、久里浜医療センターを会場として、約１か月前に参加者・
保護者事前説明会を実施しています。説明会では、前年のキャンプの様子を動画で紹介
するなど、より事業の様子が分かりやすくなるような工夫を行っています。
※�事前説明会についての詳細は、P.13�第２章�事業運営�第１節「参加者募集及び事前説明会の内容例と進め方」２．
事前説明会を参照してください。
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（４）メンターを募集しよう
メンター（Mentor）とは、「指導者」「助言者」「支援者」などの言葉を意味しており、ネット
依存対策推進事業においては、参加者と共にキャンプを過ごす身近な仲間であり、重要なスタッフ
であるといえます。

【青少年機構のキャンプでは】

　青少年機構のキャンプにおけるメンターは、法人ボランティア（青少年機構が定めた
共通カリキュラムを受講したボランティア）や、心理学を学ぶ学生、これまでのネット
依存対策キャンプ参加者（回復者）などに募集をかけ、面接などで適性を見て決定します。
※�メンターについての詳細は、別冊「ネット対策キャンプ実施運営マニュアル～メンターの役割を中心として～」
を参照してください。

（５）メンター研修会を開催しよう
メンターは、事業運営に関わる重要なスタッフであり、その役割も多岐にわたります。メンター
に、より効果的な働きを担ってもらうためには、事前の研修会を実施して、キャンプの趣旨・概要
の理解をしてもらうことはもちろん、アイスブレイク等を行うことにより、メンター同士の関係性
を構築することも重要です。

【青少年機構のキャンプでは】

　メンターに対しては、キャンプの約１～２か月前に事前研修会を開催しており、研修
は、青少年機構の職員と久里浜医療センターの心理療法士が中心になって行います。
※�メンター研修会についての詳細は、別紙冊「ネット対策キャンプ実施運営マニュアル～メンターの役割を中心と
して～」を参照してください。

（６）プログラムについて検討しよう
プログラムについては、趣旨やねらいなどに合わせて、効果的なものを選択していくことが重要
です。また、その際開催施設の既存のプログラムなども有効に活用していくために、開催施設側と
もうまく連携をしていくことが、より良いプログラムを選択していくうえでのポイントとなるで
しょう。

プログラムの内容（例）
・自然体験活動や宿泊体験活動
・コミュニケーションを通じた活動
・自主的にスポーツに取り組む活動
・規則正しい生活と健康的な食事の指導
・参加者に付き添うメンターによる指導

　　※平成31年度「青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事業」に関する公募要領より
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【青少年機構のキャンプでは】

　青少年機構のキャンプは、プログラムの企画にあたって、韓国で先行して取り組まれ
ていた「レスキュースクール（11泊12日）」を参考にしました。
　メインキャンプ、フォローアップキャンプの他に、過年度参加者・メンター等を対象
とした、セカンドフォローアップキャンプを実施しているのも特徴です。また、プログ
ラムにおいては、施設職員による自然体験活動等の指導の他に、久里浜医療センター職
員による医療的プログラム（認知行動療法、ワークショップ、ネット依存学習）なども
組み込まれています。
　野外炊飯などの自然体験活動と、久里浜医療センターの医療スタッフにより認知行動
療法をはじめとした医療プログラムが融合した「治療キャンプ」であるということが言
えます。

【プログラム企画のポイント】
メインキャンプ
・参加者自身が規則正しい生活習慣を取り戻すため、６時起床、22時には消灯とした。
・青少年に必要な量の食事と睡眠がとれるようプログラムに適度な運動を取り入れた。
・�ゆとりのあるスケジュールを設け、参加者の負担を軽減する。また、自由時間にどの
ように過ごすか、参加者自身に考えさせる機会を設けた。
・�認知行動療法を通し、現状の生活を見つめ直すとともにキャンプ後の生活や将来の目
標を考える機会を持たせた。
・�同世代のメンターが共に生活することで、コミュニケーションを図る機会を多く設け
るとともに、キャンプ時の相談相手となるようにした。

フォローアップキャンプ
メインキャンプのプログラムに加えて、次の点に留意した。
・�メインキャンプの焚火の会や終わりの会で各自が立てた目標や家庭に戻ってからの生
活がどう改善したかを報告し合う機会を設け、現状認識と意欲の持続・向上を促した。
・�メインキャンプで関係性が構築されているため、話し合う機会を多く持てる内容とし
た。
・メインキャンプ時に感じた気持ちを思い起こせるようなプログラムとした。

セカンドフォローアップキャンプ
・�平成26～30年度メインキャンプ参加者が規則的な生活時間で過ごせること、近況を
語れるようにゆったりとしたスケジュールとした。
・�前回のキャンプ後、インターネットとの付き合い方が変わったきっかけやキャンプ後
に新たなスタートを踏み出せるように目標を立てられるプログラムとした。
・�現在抱えている悩みや葛藤等、セカンドフォローアップキャンプまでの生活の様子を
分かち合った。

※�プログラム例については、別紙冊「ネット対策キャンプ実施運営マニュアル～メンターの役割を中心として～」
P.８～P13を参照してください。
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■ 3．　その他運営上の留意点等について  
（１）　家族への支援について
ネット依存脱却のためには、参加者自身の努力はもちろんのこと、一緒に暮らす家族との関係は、
非常に重要です。家族同士の意見交換を行ったり、ネット依存に関する家族向けの講義（親と子の
思いのギャップを知ってもらう等）を行うなど、家族を勇気づけるための家族支援プログラムを実
施することも検討していく必要があるでしょう。
【青少年機構のキャンプでは】

　青少年機構のキャンプでは、メインキャンプの初日と最終日（もしくは最終日前日）
に家族で集まってもらい、意見交換や講義を行うなど、家族支援のための「家族会」を
実施しています。
※家族会については、P.22第２章�事業運営�第４節「家族会の内容例と進め方」を参照してください。

（２）個人情報等の取り扱いについて
参加者の個人情報については、参加者のプライバシーを配慮するために、慎重に取り扱わなけれ
ばなりません。

【青少年機構のキャンプでは】

　青少年機構のキャンプでは、以下を留意しています。（一例です）
１．�事業実施期間中は、参加者のプライバシーを配慮する点からも、マスコミ取材は一

切受け入れていません。
２．�事業後のトラブル等を避けるために、参加者及びメンター間の連絡先の交換等は禁

止しています。キャンプでの再会に意味があると位置付けています。
３．�写真の取り扱いは慎重に行い、報告書やマニュアル等に使用する写真は参加者個人

の顔が識別できないものに限ります。
４．�キャンプ終了後のトラブルを避けるため、メンター同士はキャンプネームで活動を

し、本名を参加者へ伝えないようにしています。

（３）　持ち物の取り扱いについて
ネット依存対策キャンプにおいては、事業のねらいに合わせて、キャンプ中のスマートフォンな
どの電子機器の取り扱いについて、ルールを決めることが大切です。

【青少年機構のキャンプでは】

　青少年機構のキャンプでは、キャンプ中の電子機器の利用は一切禁止しています。キャ
ンプ開始前に、金属探知機を使った持ち物検査を実施しています。
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第１節　参加者募集及び事前説明会の内容例と進め方

■ １．参加者募集  
（１）　方法
当キャンプでの参加者募集方法は、基本的には久里浜医療センターを受診した方で、精神科主治医によ
り「ゲーム障害」と診断された方で、８泊９日間の集団生活に耐えうると判断された方に主治医よりお声が
けしている。その際に、過年度の事業報告書などもお見せしながら、内容や雰囲気、ルール等をお伝えする。

（２）　適応
久里浜医療センターインターネット依存専門治療外来を受診する者の平均年齢が17歳前後であり、当
キャンプもそのあたりの年齢層を対象としている。17歳前後を中心として、低年齢者に関しては「集団に
入ったときにほぼ対等に話ができるか」「認知行動療法の内容についてこられるか」「登山やスポーツといっ
たプログラムの活動内容に体力的についてこられるか」、高年齢者に関しては「大学生のメンターがサポー
トとしてついたときに本人のプライドが傷つかないか」といったことを考えて参加を促してゆく。これま
での６回のキャンプでは、最低年齢が13歳、最高年齢が24歳まで参加している。ある程度は年齢の幅があっ
たほうが、動機づけの乏しい年齢の低い子供たちが、ゲームがやめられないことで問題が生じて苦しんで
いる先輩の姿から学んだり、年上の参加者が、年下にしめしがつかないとリーダーシップを発揮して頑張
る姿が見られ、集団力動が活性化しやすいようである。性別は、宿泊場所の問題や、体力的・内容的にプ
ログラムを共有できるかを考え、現在までのところ男性のみとなっている。もしも将来的に女性も参加さ
せるのならば、好きなゲームやゲームに求めることの違い、ゲーム以外に楽しいと思える活動内容、体力
などの違いから、男女別にキャンプをしたほうが、参加者がプログラムから得られるものが大きいと思っ
ている。また、あまりにも対人緊張が高く、集団生活が負担だと思われる方、鬱や躁などの気分障害があ
る方、希死念慮や自殺企図の経歴のある方、粗暴行為がある方、本人が参加したくないという方も、原則
として参加させない方がよい。しかし、最初は絶対に参加したくないと言っていた方で、時間をかけて医
療機関、家族が説得し、ややしぶしぶであっても参加した方も、キャンプが終わるころにはすっかりみん
なと仲良くなり、フォローアップキャンプを楽しみにするようになる参加者も多い。周囲から見て是非と
思う方には、時間をかけて参加を促してみることが大切である。
定員についてであるが、当キャンプでは事業の効果や安全面、メンターや指導者の数などの人的要素を考慮し、

20名を最大としている。プログラムは基本的にメンターも参加するため、参加者15名以上で実施すると、全体の
参加者はメンター含め30名以上となり、スタッフの人数等にもよると思うが、認知行動療法などいくつかの活動は
２グループに分かれて行うことになり、全員が一つのグループという感じが乏しくなるようである。実際には、20
名＋２～３名に声をかけるが、直前までキャンセルが入るなど、人数調整に追われ、確定に時間がかかることが多い。

「ネット依存対策事業」の事業運営について

  第２章  

執　筆　　第１節　国立病院機構　久里浜医療センター　三原　聡子
　　　　　第２節　�国立赤城青少年交流の家、� �

　　　　　　　　国立青少年教育振興機構事業課
　　　　　第３節　国立病院機構　久里浜医療センター　前園　真毅
　　　　　第４節　国立病院機構　久里浜医療センター　北湯口　孝
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■ ２．事前説明会  
（１）目的
当キャンプでは、キャンプの約１か月～１か月半前に、候補者とその家族を対象として「事前説明会」
を実施している。事前説明会実施の目的は①候補者にキャンプの内容や様子を知ってもらい、心配な点が
あれば聞いていただいて、安心して納得したうえで参加してもらえるようにすること②保護者にもキャン
プの内容や様子を知っていただき、安心して参加に同意いただけるようにすること③参加者確定にむけて
同意書の回収の開始である。保護者が参加しやすいよう、土曜日か日曜日に２時間ほどで開催している。

（２）配布資料
「参加者名簿（お越しいただいた家族に連絡先を記入していただく名簿）」「本人同意書」「保護者同意書」
「健康状況シート（保護者記入用）」その他、会場施設パンフレットなどである。

（３）内容
①関連機関・担当スタッフの紹介
②動画放映（昨年度事業の様子）（５分）
　・�昨年度のキャンプ中の写真で、参加者の顔が映っていないもの、キャンプ中の楽しい様子が伝わる
写真を編集し、動画を作成しておく。

③久里浜医療センターからの説明（10分）
　・�主に昨年度のキャンプの活動内容や雰囲気を説明
④過年度参加者からの話（15分）
　・�依存に至ったきっかけや、依存時の生活の様子、キャンプに参加する前の不安、参加してどうだっ
たか、その後の生活の変化などを話してもらう

⑤過年度メンター（回復者）からの説明（15分）
　・�依存に至ったきっかけや、依存時の生活の様子、キャンプにメンターとして参加してどうだったか、
キャンプのお勧めな点、現在の生活の様子などを話してもらう

⑥国立青少年教育振興機構からの説明（10分）
　・�キャンプ参加にあたってのルールや留意事項などである。「電子機器類の持ち込みは禁止」「参加初
日には持ち物検査がある」「ルールが守れない場合は途中でお帰りいただくこともある」等、同意を
求める前にルールを説明しておく必要がある。

⑦青少年交流の家からの説明（20分）
　・主に施設の説明など
⑧質疑応答

（４）その他実施上の留意事項
対象者の中には、家族に強引に連れてこられた者もおり、「説明会で少しでも嫌な感じだったら絶対に参
加しない」「できれば参加したくない」と、参加しない理由を見つけに来ていて険しい表情で参加していた
り、ずっとスマホを触っている子もいる。このような子でも、休憩時間や説明会終了後に、過年度メンター
から笑顔で声を掛けられ、話しているうちに「参加してみようかな」「家でずっと家族といるよりは面白い
ことがあるかも」と気持ちを変えてくれる子も多い。こちらから上手に近づいて少しでも話ができると参
加者のキャンプに対する気持ちを前向きにしてくれることを忘れてはならない。キャンプに参加したこと
をきっかけとしてその後の回復が大幅にはかどった参加者をたくさん見てきたので、なるべく多くの人が
参加したいと思ってもらえる工夫をしていくことが大切であると思っている。
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参加者募集用チラシ
　

参加者募集用チラシ（表） 参加者募集用チラシ（裏）

過去の報告書

　各事業報告書のダウンロードはこちらから　
国立青少年教育振興機構　調査研究報告書検索ページ
http://www.niye.go.jp/kenkyu_houkoku/

報告書
ダウンロード

報告書
ダウンロード

平成29年度　青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事業
セルフディスカバリーキャンプ
【場所】国立信州高遠青少年交流の家（長野県）
【日程】�①メインキャンプ� �

　平成29年８月19日（土）～８月27日（日）　８泊９日� �
②フォローアップキャンプ� �
　平成29年11月３日（金）～11月５日（日）��２泊３日� �
③セカンドフォローアップキャンプ　※過年度メインキャンプ参加者対象� �
　平成29年９月30日（土）～10月２日（月）��２泊３日

　

平成30年度　青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事業
セルフディスカバリーキャンプ
【場所】国立信州高遠青少年交流の家（長野県）�
【日程】�①メインキャンプ� �

　平成30年８月18日（土）～８月26日（日）　８泊９日� �
②フォローアップキャンプ� �
　平成30年11月23日（金・祝）～11月25日（日）��２泊３日� �
③�セカンドフォローアップキャンプ　※過年度メインキャンプ参加者対象� �
平成30年９月22日（土）～９月24日（月・祝）��２泊３日

  参考資料 
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第２節　体験活動プログラムの運営・安全管理について
　

■ １．体験活動プログラムの運営  
（１）　運営のポイント
ネット依存対策キャンプにおける教育的観点を取り入れた体験活動プログラムの運営のポイント
について、令和元年度に国立赤城青少年交流の家（以下:赤城）において行ったプログラムを例に
説明していきます。

【実施施設が中心となって行う体験活動プログラム】（赤城例）
①生活体験プログラム
・�コミュニケーションプログラム（アイスブレイク・あかぎアドベンチャープログラム）
　※�アイスブレイクは、キャンプの序盤に参加者同士、参加者とメンターが知り合う機会として

実施しました。本人の意思なく参加した参加者もいることから、楽しく参加できるアクティ
ビティを中心に行い、積極的に参加できない参加者については、無理して参加させずに、参
加できない気持ちを尊重しながら運営しています。� �
あかぎアドベンチャープログラムは、中盤に実施し、アイスブレイクの続きの要素とグルー
プで協力する活動を通して、グループでの関係性を深めています。

・�野外炊事（流しそうめん・カレー作り・お切り込みうどん作り・オリジナル料理作り・バーベ
キュー）
　※�ゲームに熱中してしまい、食事をおろそかにしている参加者もいることから、キャンプ後の

生活習慣改善もねらいとして、８泊９日を通じて５回の炊事プログラムを実施しました。ま
た、野外炊事は様々な役割があり、参加者の協力が必要不可欠なプログラムと言えます。そ
のため、簡単な料理から繰り返し実施することで、料理についての知識やスキルの向上と、
みんなで協力して作ったものをみんなでおいしく食べるということを大切にして運営してい
ます。

・創作活動（かんな箸作り・フォトフレーム作り）
　※�ゲームやネット以外の楽しみを見つけるためのものづくり体験と、持って帰ってこのキャン

プのこと思い出してもらうための思い出作りとして実施しています。作ったものを見せ合い
ながら工夫を褒めるなど、みんなで楽しく作ることを大切に運営しています。

②社会体験プログラム
・食材の調達（オリジナル料理の材料を近隣のスーパーで買い出し）
　※�炊事プログラムの集大成として、自分たちで作るメニューを考え、みんなで工夫してオリジ

ナル料理を作るために必要な買い物をするプログラムを実施しています。決められた予算の
中で材料を選び、予算が余ればご褒美的な買い物をすることができるといったような工夫も
しています。

③自然体験プログラム
・オリエンテーリング、登山体験（地蔵岳）、魚釣り体験
　※�適度に体を動かすことで、必要な食事や睡眠をとることができるようにしています。また仲

間と楽しく話をしながら歩いたり、達成感を感じる体験をしたり、自分で釣った魚を食べて
みる体験をしたりと、ネットやゲーム以外に楽しいことを見つけるためのプログラムとして
運営しています。
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④その他
・フリータイム
　※�できるだけ参加者とメンターが落ち着いてゆっくりと話せる時間と場所を作るために、休憩

時間とフリータイムを多く設定しています。また、５日目には、キャンプの日曜日として体
育館等で自由に運動したりできる日も設定しています。５日目の疲れてきた頃、またキャン
パー同士が仲良くなってきた頃に設定することで、気分転換とキャンパー同士で自主的な活
動が生まれるようにしています。

【事業の前半、中盤、後半での運営のポイント】
①事業前半

本人の意思なく参加したり、長期間ゲームができないことによるストレスなどで、キャンプの
前半はモチベーションが低い参加者が多いです。また、中にはキャンプからの逃走を考えている
参加者もいるため、参加者を１人にしないことも大切です。
この時期は、できるだけ楽しい活動や楽しい雰囲気づくりをして、キャンプに対するモチベー
ションを上げる工夫が大切です。活動への参加を拒む参加者もいるので、その気持ちを尊重しな
がら、信じて待つという姿勢で運営しましょう。メンターとこの考え方を共有して、運営するこ
とが大切です。

②事業中盤
参加者は環境や人間関係に慣れてきて、参加者同士や参加者とメンターの関係性も構築され始
め、活動への積極性を示してくる時期です。また、３日目には、参加者とメンターでグループを
作って活動していきます。
この時期になるとメンターの疲れが出始め、参加者との関わり方について悩みが大きくなるメ
ンターが多くなってきます。これにより夜のミーティングが長くなる傾向があり、メンターの体
力を奪っていく危険があります。ミーティングでメンターの話を聞き、アドバイスをしていくこ
とも重要ですが、効率的にミーティングを行い休息時間を確保することも大事です。青少年機構
のキャンプでは、本部職員、赤城職員と久里浜医療センター職員で事前にミーティングを行い、
課題を整理した上で、メンターとのミーティングを行うという２段階のミーティングを行ってい
ます。
メンターが強い悩みを抱えている場合には、教員籍の職員や久里浜医療センターのスタッフが
対応しています。

③事業後半
キャンプも終わりが見え始め、日常に帰る準備をしていく時期です。ネット依存学習により冷
静に自分がどのような状態だったのかを見つめ直し、認知行動療法でもキャンプ終了後の生活に
ついて扱います。体験活動プログラムもこれまでの活動を活かし、日常生活に戻ってからも活か
せる活動が増えていきます。参加者同士やメンターとの関係も深くなる時期です。
参加者にとっては、このキャンプが自分にとってどうだったのか、キャンプから日常生活に戻っ
てどうしたいのかを考える時期ですが、これが人によってうまくできる参加者とそうでない者に
分かれていきます。これにより、メンターも担当する参加者によって、悩みが多様になります。
このキャンプのゴールは参加者それぞれで異なるため、その参加者にとって最善のゴールにたど
り着けるようにサポートする必要があります。
ゴールと書きましたが、参加者にとっては、日常生活に戻ってからが始まりなので、キャンプ
で設定した目的を果たせるように応援していること、そして３か月後に「また会おうね」と伝え
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ることが大切です。これにより、まずは３か月という短期的な目標を設定してあげることになり
ます。

④事業全体
参加者とメンターの関係性ができることがこのキャンプの重要なポイントです。そのために青
少年機構のキャンプでは、参加者とメンターの日誌の交換をしています。
スケジュールについては、想定通り進行しないことを前提に構成する必要があります。モチベー
ションの低下や疲れからのトラブルなどで予定通り進行しないことが多いので、余裕のあるプロ
グラムを構成する必要があります。また、時間を守ろうといってもなかなか守れない場合は、な
ぜ守れないのか、どうしたら守ることができるかを一緒に考える時間を作ることも大事です。
プログラムを計画通り運営するのが大事なのではなく、設定した目的を達成することが重要で
あり、上記で記載したようなポイントを大切にしながら、臨機応変に運営していく必要がありま
す。

（２）　事前準備
８泊９日のキャンプを実施するにあたり、以下に示すような準備をすることが大切です。

【食事関係】
　・�食数の確認→注文（キャンプ当日まで人数変更が予想されるため、常に食数の確認が必要。）
　・�外部での活動には熱中症対策として、ペットボトルドリンク等を準備。
　・施設内ではジャグを用意し、自由にお茶やスポーツドリンク等が飲める場を設置。
【生活関係】
・宿泊場所の確保（期間内、仲間と協力して生活できる場の用意）
・緊急時（夜間の体調不良等）の宿泊・休憩場所の確保
・洗濯機・物干し場の設置（長期キャンプでは必ず必要）

【プログラム関係】
・メインとなる会場（研修室等）の確保
・メイン会場内の準備（プロジェクター・パソコン・アンプ等）
・各プログラムに必要な物品の準備
・赤城は炊事場が遠いため、メイン会場付近に野外炊事用のかまどを設置
・メイン会場の外に憩いの場としてベンチを設置

【その他】
・事業視察者及びスタッフの宿泊場所の確保
・外部機関との連絡調整（バス会社・釣り堀・図書館等）
・参加者への二次案内の送付

（３）　運営上の課題と対応について
実際の運営については、予定通りプログラムが進むとは限りません。常に臨機応変に対応できる

よう想定しておくことが大切です。次ページに、実際に発生したトラブルの事例とその対応策につ
いて示していきます。
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　Q．参加者は遠方から来るため、渋滞等でバスが予定時刻に到着しなかった。� 　
　　A．赤城に着いてからのプログラムの時間に余裕をもたせておく。　

　Q．参加者の急なキャンセルがあった。　�
　　A．事前にキャンセルがあることを想定し、すぐに対応できるようにしておく。　

　Q．参加者の持ち物検査等に予定していたよりも時間がかかった。� 　
　　A．持ち物検査等の時間に余裕をもたせておく。　

　Q．前半は参加者の動きが緩やかなため、プログラムに時間がかかりすぎた。� 　
　　A．前半のプログラムは活動時間を十分に確保し、ゆとりをもたせる。　

　Q．体調不良でプログラムに参加できない参加者がいた。� 　
　　A．看護師についてもらう。　

　Q．微妙な天候で判断に困る事態や天候不良によりプログラムに影響が出た。　�
　　A．雨天プログラムの計画・準備を入念にしておく。　

　Q．天候が悪く、洗濯物がなかなか乾かなかった。　�
　　A．乾燥機を有効に活用する。また、衣類等は多めに準備させる。　

　Q．本名は使わない（個人情報管理）ため、キャンプネームだと参加者の情報がわかりづらかった。�　
　　A．スタッフには事前に参加者の情報を伝え、入所時に把握できるようにする。　

　Q．夜なかなか眠れない参加者が多くいた。� 　
　　A．スタッフが同室で就寝し、静かに眠れるようにする。　

■ ２．安全管理  
（１）　プログラム中のスタッフの安全管理
スタッフは活動全てに気を配り、参加者の安全を維持するために、参加者を一人にしない（必ず
メンターが近くにいるようにする）ことが最も重要です。その他、以下に示すような事項を心がけ
ることも大切です。

【プログラム活動中の安全管理】
・運動不足の参加者が多いため、体を動かすプログラムでは、準備運動を入念に行う。
・�ナタやノコギリなどの刃物を扱うとき（流しそうめん）は、必ずメンターが横でサポートする。
・火を使うときは、事前に火の回りでふざけない、火から目を離さないように指導する。
・登山や外部での自然体験活動では、班ごとにまとまって行動する。

【休憩中の安全管理】
・自由に行動できる範囲をあらかじめ決めておく。
・�ホワイトボードに居場所を明示するなど、自由時間に参加者それぞれの居所を明らかにして
おく。

【就寝中の安全管理】
・スタッフ数人が同じ部屋（大部屋）に一緒に宿泊する。
・すぐに看護師に連絡できるよう、近くに内線電話等を用意する。
・一人１つの布団を使用する。または布団を離し、できるだけ布団同士の間をあける。
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（２）　プログラム中のメンター及び看護師による安全管理
参加者の安全管理において、メンター及び看護師は重要な役割を担います。

【メンターによる安全管理】
・基本的生活習慣（早起き・整理整頓など）において、メンターは参加者の良い手本となる。
・�メンターのもつ自然体験活動に関する基本的な技術・知識を活かし、参加者とともに安全に
プログラムを進める。
・メンターはキャンプ中の参加者の心の支えとなる存在である。
・�メンターは常に参加者と活動をともにしているので、参加者の行動が危険と感じたらすぐに
止める。
・キャンプ中に知り得た情報は、キャンプ後も口外しない。

【看護師による安全管理】
・事前に参加者の健康調査票を把握しておく。
・参加者の服用する薬の管理を行う。（一人ずつ薬を小分けして管理する）
・名簿等にチェックし、確実に飲み忘れがないように、食後や就寝前に声をかける。
・�参加者やメンターの安全管理のため、野外での活動や野外炊事などには帯同する。その他の
プログラムについては、近くで参観する。
・体調不良者の看護を行う。
・参加者等がけがをした場合の処置を行う。

（３）　緊急時の連絡体制について
事業中の不測の事態に備えて、緊急時の連絡体制を整えることは、参加者の安全を守るために非
常に重要です。青少年機構のキャンプでは、緊急時対応表を作成し、緊急時に備えています。

SDiC緊急時対応表

緊急時対応（病気・事故・天災等）

本部 担当部長、課長
※久里浜医療センターと赤城と意向試案
※教育事業部への報告　　※保護者連絡

久里浜医療センター（担当職員）
※本部と赤城と意向試案
※院長へ状況報告

機構本部・赤城青少年交流の家（参加者対応）・
久里浜医療センター（事業担当職員補助）

※時系列の報告書作成　　※その他の補助
本部担当職員

文部科学省
（男女共同参画共生社会学習・

安全課） ※担当職員に指示

久里浜医療センター
（院長）

本部担当部長
（00-0000-0000）
※最終判断
※文部科学省へ状況報告

※�万が一、本人の意志及び事故等により、リタイヤを判断する場合は原則的に施設で保護者への引き渡しを行うが、保護者への
医療的な状況報告を久里浜医療センター、教育的な状況報告を機構本部が実施する。

※緊急を要する場合は、上記の限りではない。
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第３節　ワークショップとネット依存学習

■ １．ワークショップについて  
ワークショップは、設定された課題をグループで取り組み、キャンプ内の人間関係を深めること

や、課題の達成を通した対人関係スキルのトレーニングを目的としている。そのため、課題はグルー
プのメンバーがお互いに協力し合えるものを設定している。このような他者と協力して課題を乗り
越えた経験は、キャンプ中の参加者同士の交流の助けとなるうえ、キャンプ後の生活にも活きてい
くと考えている。
また、平成30年度から、新たな取り組みとして、ネット依存から回復してメンターとして参加

している人に、ネット依存の経験を話してもらう時間を設けている。キャンプ全体のプログラムの
中にワークショップの時間は２枠あるが、これは、キャンプ後半のワークショップで行っている。
次に実際のワークショップの内容について説明する。

ワークショップ例
・アサーショントレーニング
　アサーションとは、自分も相手も大切にした自己表現のことである。アサーショントレーニ
ングでは、いくつかの場面を設定し、それぞれの場面に対してアサーティブな言い方（自分の
ことをまず考えるが他者への配慮も忘れない）、ノンアサーティブな言い方（非主張的：自分
よりも他人を優先し、自分はあとまわし）、アグレッシブな言い方（自分のことだけを考えて
他人のことなどお構いなし）の３通りについて考えてもらう。場面は日常の中でありがちな場
面を設定する。このワークショップ後には「その言い方アサーティブだね」などお互いに言い
合う場面なども見られ、その後のコミュニケーションに良い影響を与えている。

・ストロータワー
　12本のストローを使いタワーを作成し、高さを競うものである。用意するものはストロー
とはさみのみである。４～６人程度のグループになり、最初はグループで話し合い、タワーを
建てるための作戦を練る。その後実際にタワーの制作にとりかかる。壁を使ったり、手で押さ
えることは禁止で、自立したタワーを作る。SDiCで工夫している点は、アサーショントレー
ニングの後にストロータワーを行うことで、グループでの話し合いの意見交換の際にアサー
ティブな言い方を意識してもらうことが出来る。

・ネット依存経験者の話
　ネット依存経験者に、ネットやゲームの依存に至る経過、回復した理由、参加者に伝えたい
事などを話してもらう。参加者はネット依存経験者であるメンターの話を、スタッフが伝える
言葉よりも、熱心に耳を傾けている。実際の参加者の感想は「自分の経験と照らし合わせて聞
いていた」「メンターの人にも自分と同じような経験があって驚いた」など様々である。キャ
ンプの後半は、メンターとの距離が縮まっていて、より仲間意識が高まっている時である。メ
ンターも辛い時期があったことや、そこから今に至る経過を聞くことで、メンターとの距離を
さらに身近に感じることが出来、実際にネット依存から抜け出せている姿は、参加者に希望を
与えている。

■ ２．ネット依存学習について  
ネット依存学習はネット依存の専門医による講義である。令和元年度はメインキャンプの４日目、

６日目、７日目に実施した。講義の内容は「依存について」「睡眠について」「ネット依存との向き
合い方」であり、どのテーマもネット依存には重要なテーマである。キャンプの中盤から後半にか
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けて実施する理由としては、序盤では参加者の否認が強い場合もあるが、キャンプ序盤～中盤にか
けての認知行動療法が、参加者同士自分の状況を共有し、自分だけではないという体験を促すセッ
ションであるため、キャンプ中盤にはネット依存の問題を自分のこととして考えられる参加者が多
い。そのため自分の身体や心で起きていたことを素直に受け入れやすいということがある。実際の
講義でも、参加者からの質問が多く、驚かされる。また、講義後の認知行動療法の時間では、講義
の内容を踏まえて感想を共有するなど、認知行動療法の進み具合とネット依存学習の内容を連動さ
せるなどの工夫を行っている。
以下に簡単ではあるが、講義内容例について記載した。

・依存について
　依存のメカニズムとネット依存の概要。特に依存症の脳内で起きていることや、ゲームやネッ
トから抜け出せなくサイクルについて説明している。キャンプ中は、ネットやゲームと離れて
いるため、自分に起きていたことを客観的に考えることが出来る。

・睡眠について
　ネット依存症には睡眠障害が起きやすいため、ネットやゲームが睡眠に与える影響について
説明する。参加者の多くは、昼夜逆転の生活や引きこもりの生活で、睡眠についてあまり気に
かけていない。しかしキャンプ中は、規則正しい生活をしているので、睡眠の大切さを実感す
ることが出来る。

・ネット依存との向き合い方
　ネット依存に起きやすい問題について説明し、参加者に実際に起きていた問題について尋ね
共有する。また、回復した人の例を説明し、回復するための方法を考えるきっかけ作りを行う。
この講義はキャンプ後半で実施するため、キャンプ後の生活でネットやゲームの使い方をどう
するか考える際に大いに役立っている。
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第４節　家族会の内容例と進め方

■ １．はじめに  
家族は、依存から派生する子どもからの暴力・暴言を受けていたり、経済的問題（度重なる課金、

複数回学校を変えるなど）、学業（不登校など）・健康（昼夜逆転、不摂生な食事など）・将来への
不安を慢性的に抱え心身ともに疲弊しきっている要支援者であるとともに、日常生活の中で子ども
に最も関わる機会を有している最重要キーパーソンです。そのために子どもと同様にキャンプ中に、
安心して十分な休息をとってもらい、キャンプ終了後に適切な対応が図れるよう家族に対して心理
教育的な機会を持つことが肝要です。家族会の実際の運営は、そのスタッフのマンパワーはプログ
ラムの構成に柔軟に合わせたものになります。そのためここでは、これまで実施してきた家族会を
内容とその意図を紹介しています。実際に各地で家族会を企画運用する際に活用していただければ
と思います。

■ ２．家族会の目的  
名称は、参加しやすい「家族会」としています。一般に、家族会というと家族がお互いの状況や

体験談の分かち合いが主となりますが、ここでの家族会は、スタッフが中心となり、家族の過度な
自責感、自己否定感、無力感を少しでも軽減し、家族のこれまで、できてきた対応を評価し、本人
が体験し学ぶキャンプの様子を伝えることで、家族が安心してキャンプ中に休息がとれ、その中で
これまでの対応と今後の対応を考え、キャンプ後に自己批判や本人の依存行動にとらわれ過ぎず、
新しい家族対応を続けていく意欲を持ち続けることを目的としています。中でも、「キャンプに連
れてこれた今日を」をみんなで評価することは大切です。たとえ、騙したり、取引したりして連れ
てきたとしても、途中、逃げ出しても見つけて連れてきたとしてもそれは、連れてこれて、今本人
は参加しているという状況は、確かな一つの評価といえるでしょう。
本事業が参考としている韓国のRescue�School（レスキュースクール）では、家族間の関係修復
等を目的に、参加者と家族が一緒に取り組まないと解決できないような課題に取り組むプログラム
をキャンプ中に含めることもあります。

■ ３．回数と時間  
これまでの事業では、キャンプ初日と最終日（ないし最終日前日）の２回実施を基本としていま

す。それに加え、フォローアップキャンプの初日に行うこともありました。参加は任意（無理ない
参加）としています。その理由の一つが、参加者が全国から来られることで、家族は、前日や当日
早朝から移動する必要があったり、その間、参加に消極的な本人へ必死の対応を続てけてきており、
キャンプ実施施設に到着時には疲弊困憊といった状況が少なくないためです。

■ ４．参加者層  
両親いずれかの参加、夫婦での参加が大半です。一人親家庭の場合は祖父母と参加したり、子ど

もの兄弟姉妹が親と参加する場合もあります。子どもに対して関わる家族の足並みのそろった対応
はより効果的であることから複数家族での参加が望ましいといえます。そのことをキャンプ説明会
で伝えておくことも良いかと思います。
スタッフは、事前にできるだけ参加家族の人数や参加家族の情報を収集しておくと「A家族とB

家族は状況が似ている。A家族から発言があった場合、状況の近いB家族か先輩家族になるC家族
に発言を投げてみよう。」など会運営が円滑に運べることができます。
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■ ５．時間：90-120分で構成  
時間は、参加見込み数に応じて増減できるように企画段階から多めの時間設定できるようにして

おくのが良いでしょう。例えば、15名参加した場合、一人５分（自己紹介、子どもの状況、質問等）
話をすると想定して、75分は必要となります。参加家族の中には、途中退席しなければならない
場合があります。遠方の家族は航空チケット等の関係があるでしょうし、仕事を無理して時間調整
してきている家族もあります。そのため重要事項は前半に伝えておく方がよいでしょう。
例）配布資料の説明、アンケートの説明や回収方法、初回であれば最終日の家族会の案内

■ ６．スタッフ：３～４名  
司会進行、書記、受付の役割を担うことは無論、キャンププログラムの詳細を把握しているスタッ

フの配置が必要です。また、最終日や最終日前日に行う２回目の家族会では、キャンプに参加した
スタッフ配置は必ずしてきました。キャンパー一人一人について状況を報告できるよう２名以上配
置することが家族会の効果と強く関連する印象を持ちます。家族に、家や学校では観察されない子
どもの他者との関わり、発言や活動様子、変化の過程を伝える唯一の機会であるからです。過去の
キャンプでは、メンターが家族に本人の様子を直接伝える、家族に本人たちが野外炊事に取り組ん
でいる様子を見せるという機会を作ったこともあります。

■ ７．家族会の内容構成  
（１）　キャンプ初日の家族会の場合：
①スタッフの自己紹介と会の流れと趣旨の説明。
②ワークシートとアンケートの配布。
③�各参加者から、以下の項目の中から、話したいことを話してもらう。話したくないこと（氏名
や住所など）は無理して話さなくてよいことを口頭で伝える。
・自己紹介（例：「子ども状況とキャンプ当日までのこの１か月」
・このキャンプに期待することと不安なこと。
・他の参加家族から聞いてみたいこと、キャンプの運営でスタッフに質問したいこと。
キャンプ中の不安について少しでも軽減できるような情報を伝えていくことは家族がキャンプ中
に安心して、十分な心身の回復を図っていくことになるため重要です。
特に、十代の子どもの家族が多いことから、キャンプ中への接遇（服薬、アレルギー、共同生活
で予想されるトラブルへのスタッフ対応）の質問は毎回みられるためキャンプ運営に詳しいスタッ
フの会参加は必要です。
本事業の開始初年度や２回目までは、前半、家族対応についてのミニ講義（30分程度）を行っ
ていました。しかし、参加人数が15名前後となるとすべての参加家族の発言時間の確保が困難な
ことから、最近では、キャンプで使用予定のテキストを回覧で見てもらったり、一部スライドで紹
介したり、配布資料やワークシートに家族対応のポイントを掲載して配ることを行っています。参
加人数が少ない場合は、ミニ講義も有効と思われるため、過去に行った内容を紹介します。講義で
は依存症家族の対応や発達障害家族の対応で活用されている「CRAFT（クラフト）」、「ペアレント
トレーニング」の技法をネット依存家族に改編したものを中心に行っています。講義の中でロール
プレイ（「深夜にゲームをやめるように声掛けをする」）も取り入れることもありました。

（２）　キャンプ最終日（または前日）の家族会の場合：
基本は、初日の家族会と同様であるが、初参加の参加者いることに留意します。
①スタッフの自己紹介と会の流れと趣旨の説明。
②キャンプ参加者が、写真でキャンプの様子を伝える。
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③�各参加者から、以下の項目の中から、話したいことを話してもらう。話したくないこと（氏名
や住所など）は無理して話さなくてよいことを口頭で伝える。
・参加者から、写真やスタッフからのキャンプの様子を聞いての感想。
・キャンプ中に休息できたか、またどのようなことを考えてきたか。
・キャンプ終了後に予想されることとその対応について
この最終日家族会では、写真（時に動画）を用いてのキャンプの様子を伝えることが重要な鍵に

なります。写真や具体的な他者とのコミュニケーションを聞くことで、家族が、気づかなかった、
忘れていた、諦めていた本人の様々な可能性を見出すことができます。家族に話せなかった本人の
不安、家族への感謝に通じる発言、笑顔の様子から「光がみえました。」との感想も多くみられます。
また、家族にとってキャンプ中は、メンターやスタッフが家族の代わりに24時間に近い状況で

子どもたちと関わるために、長期間ぶりに安心して休むことのできる期間となっています。何しろ、
８泊９日間、子どもと離れて生活することは、本事業以外ではなかなか得られないことです。昼夜
逆転で夜間大声を出すことがある本人が気になって安眠できず、慢性的な不眠傾向であったり、本
人が十分な食事をとらないことから家族自身も食欲低下していたりしていた状況からの休息期間で
す。その一方でキャンプ後半では、「また悪夢の日々に戻るのではないか。」「本人は果たして変わっ
ているのだろうか、変わっていても家に帰るとすぐ元に戻るのではないか。」と不安を抱えて２回
目の家族会参加しているといったことも念頭に置いておくことも大切です。

（３）　フォローアップキャンプ家族会の場合：
本人の変化と同様に、家族自身の変化を参加家族の体験談の中から、スタッフが拾いあげその評

価を伝えていけるような進行がポイントとなります。

（４）　さいごに
「家に帰ったらまた元と同じ通りになる。」「キャンプ帰りに『スマホ返せ』と車で言われたらど

うしよう。」などの不安を抱えてキャンプ終了時にお迎えに来られる家族は少なくありません。一
見の行動からは、ネット（ゲーム）中心の生活に戻ったように見えても、キャンプで過ごした８泊
９日のリアルな体験は子どもたちにとって一生忘れることのない体験です。それを提供できた家族
はそのこと自体、評価できることです。子どもたちもキャンプで「自分はネット以外でもいろいろ
チャレンジできるんだ。」などの自信とともに、キャンプ後に、また同じ状況になりやすい原因と
その対処法について学んでいます。それを家で体験し、学んだことで体験を反芻していく過程が回
復に必要と思えます。依存は、家族を巻き込む病です。本人と家族が巻き込まれている状況を逆手
にとると家族が変わると本人も変わっていける影響を受けやすいということにもなります。回復し
てきているかの一つの指標は、家族と本人との笑顔の数のように思えます。キャンプに参加したこ
と、キャンプに参加させることができたことの体験（思い出話）が笑顔の一つの機会になる。そう
したメッセージを家族会で伝えていけるようになることを望んでいます。
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家族会参考資料
　

家族会での配布資料例 家族会ワークシート①

家族会ワークシート②の１ 家族会ワークシート②の２
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～企画・立案を中心として～

文部科学省委託事業　青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事業

ネット依存対策キャンプ
実施運営マニュアル

　世界文化遺産に登録された富士山を間近に望み、首都
圏や中京圏からも近く、富士山麓トレッキングやウォー
クラリーなどの多様な自然体験ができます。また、大小
の研修室やクロスカントリーコース（1.6km）等のス
ポーツ設備も充実しており、学びや活動の場として最適
です。

国立中央青少年交流の家

〒412-0006　静岡県御殿場市中畑2092-５
TEL 0550-89-2020／FAX 0550-89-2025
URL http://fujinosato.niye.go.jp

　火山湖や高層湿原、原生林等の自然に恵まれた赤城山
の南麓、標高500mに位置し、眼下に広がる関東平野や、
榛名山、妙義山等を望めます。豊かな自然環境や地域の
教育資源を活かし登山やウォークラリー、森林環境教育
等を提供しています。

国立赤城青少年交流の家

〒371-0101　群馬県前橋市富士見町赤城山27
TEL 027-289-7224／FAX 027-289-7226
URL http://akagi.niye.go.jp

　中央・南アルプスを望み、高遠城址のコヒガンザクラ
で知られる伊那市高遠町の晴ヶ峰高原に位置し、白樺や
唐松林に囲まれたログハウスやロッジが点在していま
す。「自然の豊かさを　見つけよう　考えよう　味わお
う　楽しもう」をスローガンに様々な体験活動を支援し
ています。

国立信州高遠青少年自然の家

〒396-0301　長野県伊那市高遠町藤沢6877-11
TEL 0265-96-2525／FAX 0265-96-2151
URL http://takato.niye.go.jp
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