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④ネット安全安心全国推進フォーラムについては、直前までリ
アル開催を検討したものの、再び緊急事態宣言が発出されたこ
ともあり、完全オンラインでの開催となった。リアルで開催をやる
場合よりも全国から多くの問い合わせがあり、申込は334名と
例年の2倍程度となった。当日は、LIVE配信で200名程度が常
時視聴するなど好評だった。アーカイブ配信については1週間
の限定公開（申込者のみ）としたが、696回の視聴数を獲得する
ことができた。「保護者にはもっと家にいてほしい」との言葉が心
に残った。参加者には一つの答えを示せたのではないか。

ネットモラルキャラバン隊

本事業の問合わせ先
株式会社メディア開発綜研 （担当：西川）
〒162-0835 東京都新宿区中町10 TEL：03-5261-8927 FAX：03-5261-8928 
Email：nishikawa@mdri.co.jp

事業の概要

事業のねらい

生活インフラとして広く普及しているインターネットは、すでに低年齢層の保護者は自らが学生時代からインター
ネットを利用してきた世代となってきている。しかしながら、インターネットはスマートフォンやデバイスの進化とともに、
その役割も多様化し、保護者世代と青少年世代ではその在り方や使い方も大きく変化しているのが現状だろう。
平成23年度から「情報モラル」の重要性を各地域に届けてきた。その中で気づかされたのは青少年の「情報モラ
ル」だけでなく、その保護者の「情報モラル」をいかに高めていくことができるか、が重要であるということである。
ネット利用は保護者を含めた家庭環境の影響を大きく受けている。そのため、本事業ではいかに青少年を有害環境
から守るかをテーマにしつつ、参加者となる保護者自身の「情報モラル」の向上に資するよう、全国でシンポジウム
を開催するものである。

事業の内容

全国3カ所のシンポジウムは2カ所がオンライン開催となった。
①栃木県はシンポジウムの内容を事前収録し、期日より3か月間
配信を行った。事前収録には栃木県より登壇者を招き、また事前
に集めた質問等に講師から回答してもらった。
②岡山県は幸いにもリアルで開催を行うことができた。75名の参
加者に参加いただくことができ、非常に評価も高かった。
③神奈川県川崎市は、川崎と兵庫にいる講師をオンラインで繋ぎ、
収録を行った。川崎市の小中高、各1名ずつの生徒とともに話し
合った。動画公開は1年程度を見込んでいる。

（実行委員会の構成）
委員長： 竹内和雄 兵庫県立大学 環境人間学部 准教授
委員：上沼紫野 弁護士

江口研一 電気通信事業者協会（TCA） 業務部長
尾花紀子 ネット教育アナリスト
小原良 安心ネットづくり促進協議会
加藤寿一 秋田市教育委員会 委員

オブザーバー：
文部科学省、警察庁、総務省、
日本PTA全国協議会、全国高等学校PTA連合会、
安心ネットづくり促進協議会、
全国国公立幼稚園・こども園PTA連絡協議会

POINT１：初のオンラ
イン開催
新型コロナウイルスの影響に
より、急遽オンラインで開催す
ることになったが、感染対策を
十分に取りながら、収録にて
対応することとなった。内容面
ではリアルと遜色のないもの
が提供できた。

事業のねらいに対する成果

令和2年度事業は【理解度】（分かりやすかったか）、【有
用度】（参考になったか）の項目はで4カ所すべてで90%
以上を獲得するなど非常に満足度の高い結果となった。
一方で留意する必要があるのが、回答率だ。リアル開催
と違い、オンライン開催ではアンケートの回収率が大きく
低下してしまうため、アンケート結果の扱いについては、
慎重にならざるを得ない。
リアル開催となった岡山県の結果を右に記すが、非常に
高い評価となっている。
コロナ禍というキーワードを扱わざるを得なかったが、内
容面では参加者から一定の評価を得られたと考える。

①栃木県でのオンライン配信は 令和2年9.15（火）に撮影を行い、その後編集工程を経て、令和2年11月14日
（土）～令和3年2月13日（土）の約3か月間を公開期間とし、限定配信を行った。今回は、栃木県で開催された、
日本PTA全国協議会の関東ブロック大会の分科会の1つとして開催した。関東ブロック大会がオンライン開催と
なったため、ネットモラルキャラバン隊についてもそれに倣い、収録を行った。現地事務局には事前に参加者よ
り質問を集めていただき、当日は講師と栃木からの登壇者を交え、ディスカッションを行った。
②岡山県では直前に現地でクラスターが発生したにも関わらず、多くの人に参加してもらえた。感染防止対策の
為、会場と協議の上、座席間隔を1つ空ける、入り口でのアルコール消毒などを行った。参加者も久しぶりの集
まりということもあって、非常に熱のこもったシンポジウムとなり、参加者からも帰り際に多くの言葉をいただくこ
とができ、内容面でも充実していたと実感している。
③神奈川県川崎市は兵庫にいる講師と会場に集合した現地の生徒や保護者とをオンラインで繋ぎ、それを撮
影し動画配信を行った。当日は回線のトラブルなど問題などもあったが、編集にて対応し、なんとか形にするこ
とができた。川崎市は現地の小中高校生が各1参加することとり、貴重な機会となった。すでに青少年のなかで
もネットへの考え方の違いなども浮き彫りになり、貴重な機会となった。

本年度事業については、急遽オンライン開催になったため、手探りで行なう部分が大きかった。配信や・撮影など
技術面の反省点は多かった。一方内容面では、前述した通り、参加者には非常に高い評価を得たが、リアルと違
い参加者との生のやりとりが行なえず、非常にもどかしかった。視聴者にどの程度内容が伝わったのか、その全
体を今回のアンケート結果からは得ることが難しく、今後も精査が必要だろう。
また、コロナ禍という状況を念頭に伝える必要があり、当初想定していた内容とは違ったものになるケースもあっ
た。青少年を取り巻く環境も大きく変わり、オンライン授業なども始められているため、それに即した形で伝えていく
ことが重要であるため、内容面でも改善の余地があると考える。その中でも、重要になるのが生徒たちからの生の
声だ。川崎市およびネット安全安心全国推進フォーラムでは生徒に登壇をしてもらった。青少年の真摯な声が聴け
たことは、参加者にとっても貴重な機会となっただろう。今後もしばらくこうした状況が続くことを考えると、オンライ
ンでの開催にも対応できるよう準備をし、参加者にとって有益な情報をスムーズに提供するように努めていく必要
がある。そのために、本年度得られた知見を今後に活かしていきたい。

課題と今後の展望

POINT２：現地との連
携
令和2年度は川崎市で現地の
小中高の生徒が1名ずつ参加
しシンポジウムを開催した。そこ
では、年齢ごとに伝わり方が違
うことを改めて認識することが
できた。これも、現地事務局と
のスムーズな連携が取れたか
らこそ実現できた。

POINT３：様々な業種
とコラボレーション
ネット安全安心全国推進フォー
ラムには、ユニセフやCESA、
SMAJの代表に登壇いただい
た。ネットの問題は、保護者・教
員・地域に加えて各団体、事業
者が一体となって取り組むため
の体制が必要であるため。それ
らを構築すべく、連携を取った。

全国3か所でのシンポジウムに加え、ネット安全安心全国推進フォーラムを開催した。令和2年度は、新型コロナウ
イルスの影響により、3カ所中2カ所をオンラインで開催した。対象としては、幼稚園の保護者向け1か所、小・中学
生の保護者向け1か所、高校生の保護者向け1か所となっている。また、ネット安全安心全国推進フォーラムもオン
ラインで開催し、その後1週間のアーカイブ配信を行った。

全国3か所
（①栃木県②岡山県③神奈川県川崎市でシン
ポジウムを開催）
・開催地区
①栃木県：小・中学生の保護者向け
②岡山県：低年齢（幼稚園の保護者）向け

③神奈川県川崎市：小・中・高校生の保護者向
け
・内容：①栃木県③神奈川県川崎市はシンポジ
ウムの内容を動画撮影し、その後配信を行った。
撮影には現地の登壇者も参加した。②岡山県は
現地開催を行った。

2020年11月14日（土） 2020年12月15日（火） 2021年1月23日（土） 2021年2月16日（火）

栃木県 岡山県 神奈川県川崎市 東京都

（小・中学生向け） （低年齢向け） （小・中・高向け） ネット安全安心全国推進
フォーラム

2,584回 75人 887回
（2021年2月末時点）

LIVE配信約200人
アーカイブ視聴696回

【令和2年度：開催地】



（Ａ４見開き２頁）

よこおっ子Ｃ－ＮＥＴ（長崎県）

１ 未就学児の保護者へのアプローチ

・乳幼児の保護者向けリーフレットの作成・配布

２ 小中学生の保護者を含む地域住民へのアプローチ

・各小中学校やＰＴＡ等と連携した講演会等

・小中学生から募集した標語等による「のぼり」作成

３ 地域全体の機運づくり

・「よこおっ子Ｃ－ＮＥＴフォーラム」等

本事業の問合わせ先
長崎県福祉保健部こども政策局こども未来課 ＴＥＬ０９５－８９５－２６８４
（事務局・・・長崎県青少年育成県民会議 ＴＥＬ０９５－８２４－７５１０）

事業の概要

事業のねらい

○コンセプト

長崎市内の中学校区にモデル地区を設定し、地域で取り組むインターネット対策モデルの確立を目指す。

○ねらい

これまで学校教育では届かなかった未就学児の保護者や地域住民に対し、電子メディア機器の利用が子

どもの成長・発達へ及ぼす影響やインターネット利用の危険性について啓発し、地域全体で青少年のイン

ターネット利用に関する問題を考える契機とする。

事業の内容

１ 未就学児の保護者へのアプローチ

・ 未就学児の保護者に対して、保育所・幼稚園を通して利用実

態の調査を行った。

・ 未就学児の保護者への啓発として、リーフレット「乳幼児の

保護者のみなさまへ～子どもと電子映像メディアのこと～」を

作成し、保育所・幼稚園を通して各世帯に配布した。

（実行委員会の構成）

事業のねらいに対する成果

本事業の実施にあたっては地域で取り組むということをベースとした。
これまでも各学校ごと、各家庭ごとの取組はすすめられていたが、それぞれの取組を子どもの育ちの視点を
もって、地域ぐるみですすめること、また低年齢化する電子メディアの使用への対応を踏まえて取り組むことを
目指した。
そのための地域の核となる団体として「横尾中学校区青少年育成協議会」と「横尾小学校区コミュニティ連絡
協議会」と連携を図り事業をすすめることで、保育所、幼稚園、小学校、中学校、保護者、子ども指導者等が問
題意識を共有することができた。
実態調査アンケートによって、子どもの利用のしかたの現状や課題が見えた。「よこおっ子Ｃ－ＮＥＴフォーラ
ム」では直接、小学生と中学生の生の声を聴き、保護者、大人としての課題も見えてきた。
このような積み重ねにより、地域の核となる方々が子どもの電子メディア利用への関心が高まったことは、次
年度につながる成果であると考える。

（４）啓発用のぼり作成のための標語・イラスト募集

地域内の横尾小６年生と横尾中２年生に募集し、児童生徒の作品を使用した啓発用のぼりを作成した。

３ 地域全体の機運づくり

（１）「よこおっ子Ｃ－ＮＥＴフォーラム」

テーマ：ゲーム、ネット、スマホとの関わり方を子どもと大人で考える

実態調査アンケートにより、大部分の子どもたちは、大きな問題を抱えることなく利用している実態がみられた。
しかし、一部であるがネット依存傾向が疑われる子どもがみられること、子どもと保護者の認識のずれ（ルール
や利用時間）がみられること、ＳＮＳを通じで知らない大人と会おうとした子どもがいる実態等も明らかになった。

今後は、本事業を通して地域の核となる方々の子どもの電子メディア利用への関心が高まったことにより、次
年度も継続して取り組む予定である。

さらに、長崎っ子のためのメディア環境協議会事務局が、地域実践団体の相談窓口となり、今回のモデルを
他地域でも広げ活動の支援を行う。

課題と今後の展望

POINT２ 低年齢化への対応と連携

● 電子メディア利用の低年齢化への対応として、
地域内の保育所、幼稚園と連携して、未就学児
の保護者への啓発に取り組んだ。

● 小学校と中学校で、それぞれの年代に見合っ
た取組を実施し、保育所、幼稚園、小学校、中学
校と発達段階に応じた啓発を行い、地域としての
取組モデル構築に努めた。

● このモデルを次年度は他地域でも実施予定。

長崎っ子のためのネット対策地域スタートアップ事業
地域の関係団体が連携し、電子メディアのよりよい使い方とトラブル防止への関心を高め、保護者の適

切な関わりの中で子どもたちが成長・発達に見合った利用する力を身に付けることをめざしています。

２ 小中学生の保護者を含む地域住民へのアプローチ

○児童生徒並びにその保護者に対して、小学校・中学校を通して利用実態の調査を行った。

○各小中学校、ＰＴＡ等と連携して次のとおり実施した。

（１）横尾中学校 「ネットトラブル講演会」（生徒・教職員・地域関係者向け）

講師 ＮＰＯ法人子どもとメディア常務理事 古野 陽一 氏／長崎県警察本部少年課係長 白濵 駿 氏

（２）横尾小学校 「メディア講習会」（保護者向け ３回）

講師 長崎県メディア安全指導員 横山 祐美 氏、福田 浩之 氏ほか

長崎県警察本部少年課係長 白濵 駿 氏（ＤＶＤ講話）

（３）横尾小学校 「メディア教育講話」（児童向け・保護者向け 各１回）

講師 KARADA CONDITIONING「THANKS」代表（理学療法士） 杉野 伸治 氏

POINT１ 地域ぐるみ“Ｃ－ＮＥＴ”

● 「よこおっ子Ｃ－ＮＥＴ実行委員会」…横尾地区

の関係団体が連携し、電子メディアのよりよい使い

方とトラブル防止への関心を高め、保護者の適切

な関わりの中で子どもたちが成長・発達に見合った

利用する力を身に付けることをめざす。

● Ｃ－ＮＥＴ…Community-based Network

Education Trainingの略で、地域をベースに連携

して、インターネットに関する教育やトレーニング

に取り組むことを表現した造語。

横尾小６年２名、横尾中３年２名、保護者代表１名、

地域代表１名、学校職員代表１名によるパネルディスカ

ッションを行い、「子どもがどのように使っているか、まず

大人は知ること」「子どもと大人が共に考えるきっかけづ

くり」とした。

（２）横尾小学校区コミニュニティ連絡協議会

広報紙「よこおびと」の活用

地域内の季刊発行の広報誌と連携し、本取組を掲載し

周知を図った。

「よこおっ子Ｃ－ＮＥＴ実行委員会」（１～３で構成）

１ 横尾中学校区青少年育成協議会
・各地区子ども会、小学校、中学校、ＰＴＡ等で構成

２ 横尾小学校区コミュニティ連絡協議会
・各自治会、老人クラブ、保育所等の代表により構成

３ 長崎っ子のためのメディア環境協議会
・県、県教委、事業所、育成団体等で構成

⇔連携・助言 長崎市青少年問題協議会
・学識経験者、教育関係者等で構成



③小松市小中学生サミット（フォーラム）の開催
日 時：令和２年１１月２１日（土）
場 所：小松市教育研究センター，市内10中学校，兵庫県立大学
参加者：小松市ＰＴＡ連合会、市内小中学生、市内小中学校教員

市内高等学校生徒会役員，中学生サミット実行委員OB
（高校生） 合計 ６７名参加

ファシリテーター：兵庫県立大学環境人間学部 竹内和雄准教授
ソーシャルメディア研究会 学生

（Ａ４見開き２頁）

小松市小中学生サミット（石川県）

①市内小中学生を対象にネットアンケートの実施
対象：市内小学４年生～中学３年生（合計 5,863名）

②小中学生サミット実行委員会の開催（全2回）
参加者：市内小中学校33の代表児童生徒（86名）

市内小中学校33校の担当教員（33名）
③小松市小中学生サミット（フォーラム）の開催
参加者：小松市長、市ＰＴＡ連合会、市内小中学生

市内小中教員，市教育委員会関係
合計６７名参加

④情報モラル出前授業の実施
市内小中学校 １８校で実施

本事業の問合わせ先
事務局：小松市教育委員会 未来の教育課

石川県小松市小馬出町１番地 小松市教育研究センター内
ＴＥＬ：0761-24-8174 ＦＡＸ：0761-23-7974 Ｅ-ｍａｉｌ：kec-k@kec.hakusan.ed.jp

事業の概要

事業のねらい

小松市では、増加傾向にあるネットトラブルに対して、「中学生サミット」を通じて話し合い活動を行い，少しずつ改
善の様子が見られる。一方で，ネットトラブルの低年齢化が進んでいる。そこで，話し合いに小学生も参加し，小中
連携した取組を行うこととした。話し合いのテーマも，「より良い人間関係を築くために」とし，ネットトラブルだけでなく，
日常の人間関係構築も含めた内容とした。児童生徒自身が、身近な所で起きている自分たちの問題であることを認
識し、主体的に問題解決に取り組むことが必要不可欠であると考え、市内の小中学校の代表児童生徒が集まって
意見を交わし、提言等を発信していくフォーラムとして，「小松市小中学生サミット」を開催することとした。
小松市内の小中学生からなる実行委員会で方策を立て、市内小中学校に発信していく活動により，児童生徒の
自治的活動の活性化を図る。また，ファシリテーター役を担う小中学校教員の育成もねらいとしている。

事業の内容

①市内小中学生を対象にネットアンケートの実施
◇実施時期：令和２年７月
◇対象：市内小学４年生～中学３年生（合計5,863名）
◇内容：携帯所持、ネットの利用時間等使用状況につ
いて

②小中学生サミット実行委員会の開催（全４回）
開催方法：オンライン会議
参加者：市内１０中学校の代表児童生徒（86名）

市内１０中学校の担当教員（33名）
小松市教育委員会関係者

アドバイザー：兵庫県立大学 環境人間学部
竹内和雄准教授
ソーシャルメディア研究会 学生

【実行委員会の構成】
・小松市内小中学校３３校の代表児童生徒
・小松市内小中学校３３校の担当教員
・市ＰＴＡ連合会
・小松市教育委員会 未来の教育課
・小松市教育委員会 学校教育課
（有識者）
・兵庫県立大学環境人間学科

竹内和雄 准教授
・ソーシャルメディア研究会 学生

POINT１
■児童生徒主体の実行委
員会の開催
年２回の小中学生サミット実
行委員会は、児童生徒が主
体となり様々な意見交換や学
校間交流がなされた。

事業のねらいに対する成果

・より良い人間関係づくりやネットトラブル未然防止について，今年度は特に，小中連携の意識向上のため，中
学校区で活動内容を話し合い，取組を進めることができた。中学校が小学校に出向いて授業を行ったり，中学
校区でテーマを決め，中学校が中心となって小学校にも働きかけたりしながら，他校と交流できたことは喜びや
達成感があった。
・小中学生サミット（フォーラム）後に実施したアンケートにおいて、すべての参加児童生徒が「実行委員会に参
加したことは、有意義であった」と回答している。実行委員が人間関係の構築やネットトラブルに対する意識の
向上はもちろんのこと、自ら課題を見つけ、課題解決のために主体的に取り組む力の向上も見られた。
・情報モラル出前授業では、児童生徒に身近な動画をもとに、児童生徒が、「ＳＮＳでのコミュニケーションの難し
さ」「ネット依存の恐ろしさ」「ネットの危険性」を再認識し、正しいネット利用について考える良い機会となった。

■第３回実行委員会
日時：令和２年７月２２日（水）
場所：各小中学校，小松市教育研究センター，

兵庫県立大学
内容：◇小中学生サミットの取組を推進している２つの中学校区の

代表が，自校の取組経過，取組方法等を紹介
◇各学校からの質問及び今後の取組について発表

課題と今後の展望

POINT２
■小松市小中学生サミット
（フォーラム）の開催
各中学校の取組発表や啓発
動画を使っての模擬授業の発
表、パネルディスカッションを通
じて、ネットトラブルの未然防止
の啓発を行った。

POINT３
■各小中学校独自の取組
の活性化
実行委員会や小松市小中学
生サミットでの活動をもとに、
各小中学校の実行委員が中
心となり、各学校独自の取組
が活性化した。

小松市では、昨年度までの中学校のみの取組から，市内全小中学校の代表児童生徒が集まり、ネットトラブルに
関する問題や人間関係の構築について意見を交わし、提言等を発信していく「小松市小中学生サミット」を開催する
こととした。その取組を通じて，より良い人間関係を築くためにはどうしたらよいのか（ネットトラブルやいじめの未然
防止を含む）を考え，児童生徒の自治的意識や主体性の向上を図る。

オンラインでの発表

■第４回実行委員会
日時：令和２年１０月２日（金）
場所：各小中学校，小松市教育研究センター，兵庫県立大学
内容：◇各中学校区の取組状況把握，小中学生サミット当日に向けて

中学校区の代表より取組紹介のようす

児童生徒の自治的意識や主体性の向上を図るために，小中連携の活性化に努める。具体的には，サミットの
テーマにもとづいて，中学校区のテーマを校区で話し合って決める。各学校では，学校の課題をもとに，取組内
容を話し合い，小学校と中学校で情報交換しながら，取組を進めていく。連携の中で，小学校と中学校がそれぞ
れの主体的な姿を見たり，自分の意見を述べたりし，児童生徒が自分の成長を感じられるものととらえている。
また，教員のファシリテート能力の育成にも力を注いでいく。

内 容：◇10中学校による各中学校区の取組発表 ◇パネルディスカッション （感想・意見交流）

④情報モラル出前授業の実施
ソーシャルディア研究会の学生が講師となり、市内小中学校１８校において、ＳＮＳトラブル・ネットの危険性・

ネット依存をテーマとした情報モラル出前授業を実施した。

■第２回実行委員会
日時：令和２年７月６日（月）
場所：各小中学校，小松市教育研究センター，兵庫県立

大学
内容：◇実行委員の自己紹介

◇小中学生サミットの取組状況を中学校区で報告，
実行委員の交流

■第１回実行委員会
日時：令和２年６月１６日（火）
場所：各小中学校，小松市教育研究センター，兵庫県立大学
内容：◇サミットの趣旨，小中連携について

オンラインでの様子



④事業者等からの取組発表
（株）任天堂の方からはゲーム機のペアレンタ
ルコントロール機能の説明と、京都府警察の
方からは、児童ポルノ被害が増加している現
状や、SNSを介したトラブル防止の取組につ
いて説明がありました。
⑤パネルディスカッション
参加生徒、保護者、警察の三者による安全
なネット利用に関するパネルディスカッション
を行いました。

青少年いいねット京フォーラム(京都府)

本事業の問合わせ先
オール京都で子どもを守るインターネット利用対策協議会事務局（京都府健康福祉部家庭支援課）
電話：０７５－４１４－４３０５ FAX：０７５－４１４－４５８６ E-mail：kateishien@pref.kyoto.lg.jp

事業の概要

事業のねらい

スマートフォンなどのインターネット接続機器の普及により、インターネット利用者の低年齢化が進む中、青少年が
SNSに起因するトラブルの当事者になったり、児童ポルノ等の被害者になるなどの事例が年々増加しています。
京都府でも児童ポルノ事件の被害が過去最多となっており深刻な状況となっています。
青少年を守るためには、青少年にインターネットリテラシーを身につけさせることが重要な喫緊の課題であり、当事
業は、青少年自身が問題意識を持ち、自分事として捉え、お互いに意見交換することにより、トラブルを起こさない、
巻き込まれない能力を身につけることや、参加した青少年が他の青少年に対して情報発信することなどを当事業の
ねらいとしています。

事業の内容

１ 青少年のインターネット利用に関するアンケート（６月～８月）
京都府内の中学生、高校生を対象としたアンケート調査を行い、
1580件の有効回答を得ました。
この結果から、学年毎のインターネットへの接続端末、利用頻
度、利用用途などが分かりました。

２ 事前学習会
日時：令和２年9月18日（土）１４：００～１６：３０
方法：オンライン方式

オール京都で子どもを守るインターネット利用対策協議会
●総務省近畿総合通信局●法務省地方法務局●京都府●京都
府教育委員会●京都府警察●京都市●京都市教育委員会●京
都府市長会●京都府町村会●京都府市町村教育委員会連合会
●京都府私立中学高等学校連合会●京都府ＰＴＡ協議会●京都
市ＰＴＡ連絡協議会●京都府立高等学校ＰＴＡ連合会●京都府私
立中学高等学校保護者会連合会●公益社団法人京都府青少年
育成協会●公益財団法人京都市ユースサービス協会●京都府少
年補導連絡協議会●京都市少年補導委員会●公益社団法人京
都府少年補導協会●公益社団法人京都府防犯協会連合会●全
国大学生協連京滋・奈良ブロック●一般社団法人電気通信事業
者協会●一般社団法人安心ネットづくり促進協議会●株式会社
ドコモＣＳ関西●KDDI株式会社●ソフトバンク株式会社●任天堂
株式会社●デジタルアーツ株式会社●株式会社ディー・エヌ・エー
●ピットクルー株式会社●京都弁護士会

POINT１
アンケートによる実態
把握

対策の対象となる中学生、高校
生にアンケートを実施したこと
により、利用実態・傾向が明ら
かになり、青少年に注意を呼び
かけるべきポイントを把握する
ことができました。

事業のねらいに対する成果

参加者からは「自分たちがスマホに関して思っていることを大人に伝えられて良かった。」「同世代の人の意見を
聞くことができて良かった。」「大人の意見を聞くだけでなく、一緒に話し合いをすることができて良かった。」「子
ども自身スマホ以外の遊びを求めていることが分かった。」「親の立場から一方的に押しつけるのではなく、理由
を示して、しっかり話し合ってルールを作ることが重要だと分かった。」等の意見が寄せられました。
また、京都府立鳥羽高等学校では、フォーラムに参加した生徒が、自分たちで更にインターネットやスマートフォ
ンの適正な使い方について話し合い、ショートムービーなどを作った上で、1年生のロングホームルームでワー
クショップを行いました。
インターネットやスマートフォンに関する問題を自分事として捉え、考えを更に深化させ、それを仲間に伝えてく
れました。当事業が契機となり、参加者の意識の変容と行動に繋がったものと思われます。

３ 令和２年度 青少年いいねット京フォーラム
主催：オール京都で子どもを守るインターネット利用対策協議会
日時：令和２年11月８日（日） １４：００～１６：３０
方法：オンライン方式
参加者：京都府内の中学生、高校生19人（高校生18人、中学生１人、参加校６校）
コーディネーター：兵庫県立大学環境人間学部准教授竹内和雄氏
ファシリテーター：（一社）ソーシャルメディア研究会
内容：①開催方法

Zoomよるオンライン方式により開催し、その状況をYouTubeでライブ配信しました。
②アンケートの結果と事前学習会のまとめ
一般視聴者向けに、上記１のアンケートの結果及び上記2での各グループからの意見のまとめ等を
を提示し、適宜参加者から意見を発表してもらいました。
③各校からの提言発表
国・自治体、企業、保護者など、５つの対象に対する提言を、各参加校毎に発表しました。

今年度は、新型コロナウイルスの影響により、オンラインで開催しました。オンラインで討論という初めての試みで
はありましたが、参加した中学生、高校生は活発に意見を発表してくれました。彼らから「大人と子どもとで、イン
ターネットに対する認識の違いを解消する必要がある。」「大人もインターネットに関する知識と関心を高めてほし
いという意見がありました。
今後、インターネットは、更に高速で大容量のデータ送受信ができるようになり、各業界においてIT技術を取り入れ
た様々な革新が起こると思われます。
そのような時代を迎えるにあたり、大人も子どもも、インターネットを正しく、適正に使う能力がより必要になるので
はないでしょうか。
まずは、次代を担う青少年が、トラブルを起こさない、巻き込まれないための意識を高め、能力を身につけることを
目的としてフォーラムを開催していますが、これからは大人もインターネットに関する知識、能力を身につけ、各家
庭でインターネットに関する話し合いの機会が増えるよう、教育機関等と連携し、取組を深化発展させていきます。

課題と今後の展望

POINT２
青少年が自ら考える
機会に

アンケートにより明らかになった
注意すべきポイントを青少年に
提示し、インターネットやスマー
トフォンの適切な利用を自ら考
える機会となりました。

POINT３
自立に向けた契機に

アンケートやフォーラムから得
られた情報を盛り込んだ啓発
動画を作成し、青少年や保護
者などに視聴してもらい、ネット
の問題を自分事として捉える機
運を醸成し、地域の自立した取
組に繋げます。

インターネットに起因するトラブル防止のために、府内の中学生、高校生が自分たちで考え、意見交換することによ
るインターネットリテラシーの向上を目的として、ワークショップと、生徒、関係機関、保護者による公開討論会を行
いました。

参加者：府内の中学、高校生13人（中学生２人、高校生11人、参加校５校）
コーディネーター：兵庫県立大学環境人間学部准教授竹内和雄氏
ファシリテーター：（一社）ソーシャルメディア研究会
内容：①開催方法

Zoomによるオンライン方式により開催、アウトブレイクルーム機能を使用し、参加者をそれぞれ他校の
生徒と組み合わせて複数のグループを作り、それぞれファシリテーターが付いてサポートしました。
②ワークショップ
上記１のアンケート結果を題材とし・適切なインターネット利用時間・使用用途と課金について・長時間
使用による影響・知らない人とのやりとりや実際に会うことについて討議を行い、討議後竹内准教授の
進行により、グループ毎に意見発表を行いました。

③フォーラムに向けた準備
学びをより深くするために、各学校ごとに、国・自治体、企業など５つの対象に対する提言をフォーラム
で発表してもらうことにしました。

みやこ

①青少年のネット利用に関するアンケート
②事前学習会
③フォーラムの開催
・対象・実施地域：京都府内全域
・実施主体：オール京都で子どもを守るインターネッ

ト利用対策協議会
・コーディネーター
兵庫県立大学環境人間学部竹内和雄准教授
・ファシリテーター（一社）ソーシャルメディア研究会）
・対象者：京都府内の小・中・高校生とその保護者、

教員、青少年ボランティア団体



【桑名市PTA連合会 ネット利用についての学習会】（９／３０） 講師：高橋 大洋
演題： 「小中学生の長時間ネット利用の傾向と対策」
昨年同様、高橋先生にPTA連合会会長会の会場をオンライン会議システムでつなぎ、保護者が
関心あるテーマで講演をいただいた。講演後は、連合会会長の進行のもとグループ単位での家庭内の課題の
共有とディスカッション、高橋先生と会場のQ＆A形式で、保護者は「スマートフォン利用、長時間利用につなが
る本質的な課題」など学びあうことができた。

「スマホをうまく使おうねット」の取組（三重県）

①実行員会の開催（２回）
②２つの事業推進の中学校ブロックによる事業
対象：中学校２年生、小学校６年生、保護者、教職員
③子どものネットとの出会いを考えるフォーラム
対象：保護者、教職員
④子どもとネット被害と加害問題を考えるフォーラム
対象：保護者、教職員
⑤リーフレットの作成
保護者、園、学校、協力関係機関等へ

・実施地域：桑名市全域
・実施主体：スマホをうまく使おうねット実行委員会

桑名市教育委員会事務局学校支援課 生徒指導係 （スマホをうまく使おうねット実行委員会事務局）
電話：0594(24)1241 メール：gkyoikum@city.kuwana.lg.jp

事業の概要

事業のねらい

事業の内容

【明正ブロック】中学校１校、小学校３校
「外部有識者：ピットクルー（株）

インターネット利用者行動研究室室長 高橋 大洋」
①校内実行委員会向け意見交換（９／１５・２４）
・ 「ネットを使う方法・うまく使うとはどういうことか」
・グループ討議「私たちが主体的にネット問題を捉えるために、

学校でできることは何か」
②小・中学生及び教職員向け講義（９／２８・２９）
・「うまく使うとはどういうこと？」 ・「利用のレベルを考える」
③中学生・保護者向け講義及びワークショップ（１０／１２）
・「ネットをうまく使おう！ってどういうこと？」
・「自分のネット利用の目的とその効果」
④ワークショップⅡ（小学６年生と中学２年生の意見交流）（１１／１８）
・「LINEの成功と失敗から学ぶ」
「ネットをうまく使うために気をつけること」「自分の思いを伝えるために気をつけること」

（実行委員会の構成）
桑名市PTA連合会
事業推進モデル中学校ブロック
桑名警察署
子育て支援民間ネットワーク
ケーブルテレビ会社
外部有識者
大学研究者
桑名市教育委員会
桑名市

POINT１
低年齢層に焦点を当てた

フォーラムの開催
昨年同様、ネットに出会うであ
ろう低年齢層に関わる保護者・
教職員向けの研修が重要と考
え、外部有識者の講演をもとに、
子どもとコミュニケーションをと
りながら一緒に使っていくことを
学ぶ機会とした。

☆外部有識者による講演・講義・助言やワークショップ等、前後の意識の変化
（ネットやスマホへの向き合い方を問う自己チェック：各問4点満点）
・全体的な特徴として、事後の数値が児童生徒・保護者・教職員とも事前に比べ、肯定的に捉えた数値が高く
なり、中でも保護者の意識は66.1%から94.3%へと大きく変化したと捉えることができた。

☆児童生徒の意識向上、行動化に向けて
・中学校内で有志のネット対策実行委員を組織し、自主的な活動として校内の学習会や小学生との交流を実
施した。自分たちで啓発のチラシを作成し、保護者への啓発にも努めることができた。
・保護者と実際にテーマを共有し、議論することでお互いの考えを交流し、どのように使っていくことで目的を
達成できるのかを一緒になって考えることができた。

☆保護者の意識向上、行動化に向けて（学習会後の感想から）
・時間という尺度でのみ利用の時間を決め、子どもを怒ることが多かったが、睡眠や学習、余暇のバランスを
根拠に子どもと一緒に考える必要性は大きな発見だった。
・親自身がスマホ以外の楽しみを見出し、体を使った遊びなどを共有することが自分の生活から全く抜けてい
ることに気づくことができた。
・親として考えたうえでルールを決めてきたが、どう決めてよいのか、何を決めればよいのかといったポイント
が分からなかったが、今日の講演を基に、今やらなくてはならないことの整理につながった。

☆教職員の意識向上、行動化に向けて（学習会後の感想から）
・保護者としても、教職員としても、デジタル機器について話をする際の自分の考え方を、今回の講演から固め
ることができた。生活の中や方法と目的のバランスをとりながら、自分自身がモデルとなるようにしたい。

〇桑名市では昨年度に引き続き、低年齢層の子どもを持つ保護者や日々関わっている教職員に焦点をあて
たフォーラムを開催した。参加者にとっては、「寝る時間とのバランス」や「子どもとのコミュニケーションをとりな
がら一緒に使っていく」といった方向性を継続して啓発する機会とした。昨年から継続して参加する保護者や
教職員も増えたがまだまだ広く周知するためにも、学習会の確保や実施ブロックの拡大を図る必要があると考
えている。

課題と今後の展望

POINT２
中学校ブロックでの取り組み

地域における自走的な取組とし
て、保護者や地域と連携すると
ともに、小学生と中学生、保護
者や地域住民が一緒に考える
場の設定を図り、地域一体とな
る取組とした。

POINT３
PTA連合会会長会との連携

桑名市PTA会長会にて外部有
識者の講演会をすることで、
ネットに対する問題意識を各校
のPTA会長自らが持つことに
よって、各校の会員へ広げる取
組とした。

市内９中学校ブロックのうち、２つを事業推進モデルブロックとして、アドバイザーによる支援を実施し取組の核と
する。また、市全体の取組として「ネットの出会わせ方」をテーマに、低年齢層の子どもを持つ保護者を中心にした
意見交流の機会を作るとともに、子どものネット利用に対する問題意識の向上を図った。

【成徳ブロック】中学校１校、小学校３校
「大学研究者：江戸川大学メディアコミュニケーション学部

情報文化学科教授玉田 和恵」
①準備会及び中学生向け学習会（９／２８）
・講義「ネット社会をどういきるか」
②小学校向け学習会Ⅰ（１０／９）
・「インターネットとはどういうものか」 ・「正しい判断をするために」
③準備会及び小学校向け学習会（１０／１３）
・「オンラインでの学習・講義の方法」
・「インターネットとはどういうものか」 ・「正しい判断をするために」
④小学校向け学習会Ⅰ（１０／１４）
・「インターネットとはどういうものか」 ・「正しい判断をするために」

桑名市では、ネット・スマホ対策を喫緊の課題と捉え、子どもや保護者と進めるネット対策として平成２８年１月から
全市的に子どもも大人もネットやスマホとの距離を振り返ってみようという運動を展開してきた。しかし、多様に変化
するネット環境の下、小中学生のネット・スマホ等の使用時間は決して短くないことが分かっている。ネットが絡んだ
生徒指導上の問題も多いことから、昨年度より「スマホをうまく使おうねット」と題し、ネットに潜む危険性を踏まえつ
つ、各家庭・地域・学校単位で、子どもや保護者の主体性とより結びつく形で、取組を継続している。令和２年度も、
昨年度同様、取組の単位を中学校ブロックに分け、“受け手を意識した発信”と“大人が見せる自らの背中”をキー
ワードにスマホやネットをうまく使うとはどういったことかというテーマについて子どもと保護者との協働学習等を展
開し、それぞれの学びや思いを基にした行動の変化を促す目的で事業を展開する。

【子どものネットとの出会いを考えるフォーラムⅠ】（１２／５） 講師：高橋 大洋
演題：「低年齢の子どものネット利用と〇と×」
低年齢層に子どもを持つ保護者や関わっている教職員が参加し、「早期の対策の重
要性」や「対応のポイントやコツ」に関して、チェックリストを基に考えた。今すぐできる
ことと少しずつ改善していくことを明確にしながら、子どもと一緒になって考え、利用す
ることの重要性を確認した。

事業のねらいに対する成果



兵庫県では、県内すべての人々が青少年のインターネット利用に関する基準（ルール）づくりを支援する努力義務
や、フィルタリング利用・有効化措置の原則義務化を青少年愛護条例に規定するなどして青少年のインターネット利
用対策に取り組んでいる。その一環として、青少年が主体となってインターネット利用の現状への具体的な対応策
を考えるワークショップとその活動結果を発表する全県大会「スマホサミットinひょうご」を開催し、青少年が安全に
安心してインターネットを利用できるよう、大人と子どもがともに考え、学び、取組の輪を広げる機会としている。

令和２年度文部科学省委託事業「有害環境から子供を守るための推進体制の構築（ネット対策地域スタートアップ事業）」

ひょうごネットトラブル防止ワークショップ（兵庫県）

本事業の問合わせ先
公益財団法人兵庫県青少年本部 企画部県民運動担当
Address: 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県企画県民部女性青少年局青少年課内
Tel: 078-362-3142 E-mail: seishonen@pref.hyogo.lg.jp Web: http://www.seishonen.or.jp/

事業の概要

事業のねらい

①青少年が、安全に安心してインターネットを利用するために必要となる視点等について学ぶワークショップを開催し、
青少年による主体的な取り組みを推進する。

②大人と子どもが一緒になって考える全県大会を開催し、青少年が考えた安全・安心なケータイ・スマホの使い方や、
効果的なルールづくりのポイントに関する提言を行い、地域での青少年による主体的・効果的なルールづくりの取
組を推進する。

事業の内容

①ひょうごネットトラブル防止ワークショップ
■第１回ワークショップ 令和２年９月13日(日) ※オンライン開催
○参加者 小５～高３ 8校1団体 49名（小学生:2名、中学生：15名、高校生：32名）
○内 容 ◇スマホ・ネットの良いところ、悪いところについて各学校で話し合い、発表

◇スマホ・ネットを安全に安心して使うために「これからどのような事に取り組み
たいか」について検討
・ワークショップで話した内容を学校に戻ってみんなに知らせたい、共有したい。
・専門家（警察など）の意見を聞いて、考えたい。
・普段のｹﾞｰﾑの時間などを考え直したい、ｹﾞｰﾑ会社の人に話を聞いてみたい。
・依存対策や、体や心への悪影響を知りたい。
・YouTube、Instagram等でルールづくりの広告をしたい。

■第２回ワークショップ 令和２年10月11日(日) ※オンライン開催
○参加者 小５～高３ 7校1団体 39名（小学生:3名、中学生：14名、高校生：22名）
○内 容 ◇専門家によるオンライン講義・質疑応答

・兵庫県警「SNSに起因する子どもの犯罪被害について」
・幸地クリニック「ネット依存・ゲーム障害について」
・任天堂「ゲーム機の進化とNintendo Switchのﾍﾟｱﾚﾝﾀﾙ･ｺﾝﾄﾛｰﾙ」
◇専門家からの話を聞いたうえで、各学校や個人、グループで取り組みたい
内容について検討

◇スマホサミットへ向けて、「ひょうごスマホ宣言2021」の候補案を共有

（青少年のネットトラブル防止大作戦推進会議の構成）
・兵庫県立大学環境人間学部 竹内 和雄 准教授【座長】
・神戸親和女子大学発達教育学部 金山 健一 教授
・神戸大学大学院医学研究科 曽良 一郎 教授
・幸地クリニック
・兵庫県立神出学園
・兵庫県青少年団体連絡協議会
・兵庫県ＰＴＡ協議会
・こころ豊かな人づくり500人委員会阪神南ＯＢ会
・地方青少年本部（東播磨）
・兵庫県立いえしま自然体験センター
・株式会社サンテレビジョン
・日本放送協会神戸放送局
・株式会社神戸新聞社
・株式会社朝日新聞社阪神支局
・株式会社ドコモＣＳ関西神戸支店
・兵庫県教育委員会事務局教育企画課
・神戸市教育委員会事務局学校教育部学校教育課
・兵庫県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課、少年課
・兵庫県企画県民部女性青少年局青少年課
・公益財団法人兵庫県青少年本部【事務局】

POINT１
■ワークショップのオンライン
開催・YouTubeライブ配信

ｺﾛﾅの感染拡大防止のためﾜｰ
ｸｼｮｯﾌﾟのｵﾝﾗｲﾝ開催、ｽﾏﾎｻﾐｯ
ﾄの無観客開催、YouTubeのラ
イブ配信を実施。動画再生回数
はこれまでの観客数の2倍以上
となり幅広い啓発につながった。

事業のねらいに対する成果
・ワークショップでの話し合いや警察、医療関係者などの話を聞くことで、子どもたちの中でこれまで漠然としていたスマホ・
ネット利用に関する課題や危険性などを改めて認識することができ、どのようにネットと付き合っていけば良いのかを考える良
いきっかけとなった。
・ワークショップでの取組やスマホサミットを通して、子どもたちはスマホ・ネットの問題を自分事として捉え、「学んだことを自分
たちでとどめるのではなく、学校で広めたい。」「自分たちが主体となって同じようなワークショップをする。」「学校で新しいスマ
ホのルールを決めることができた。」など、ネットの問題にどのように取り組んでいけば良いのかを具体的にイメージし、それを
実行するところまで経験できたことは、今後各学校において取組を進めていく上でも非常に有意義な経験となった。
・スマホサミットで発表したネット利用に関する子どもたちからの提言では、「先生と一緒にルールをつくりたい。」「ルールは一
方的に決めず、一緒に考えて欲しい。」「話し合ってルールを決める。」など、学校でも家庭においても、話し合いを行ったうえ
で一緒にルールをつくりたいという提言が多く見られ、効果的なルールづくりのポイントのひとつとして「話し合いによるルール
づくりの取組」を引き続き推進していきたい。

■第３回ワークショップ 令和２年12月13日(日) 午前
○参加者 中１～高３ 6校 35名（中学生:15名、高校生:20名）
○内 容 ◇これまでのワークショップで良かったこと、課題・反省点について発表

◇ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟメンバーからの提言
（①国・自治体へ②企業へ ③先生へ ④保護者へ ⑤自分へ）について検討

◇午後からのｽﾏﾎｻﾐｯﾄでの役割ごとに、打合せや進行確認、リハーサルを実施。

②スマホサミットinひょうご2020 令和２年12月13日(日) 午後 場所：兵庫県民会館パルテホール
青少年が安全に安心してインターネットを利用できるよう、青少年による主体的なインターネット利用のルー
ルづくりについて、大人と子どもがともに考え、学び、取組の輪を広げる全県大会を開催。
※新型コロナ感染防止対策のため、無観客開催、YouTubeライブ配信（総再生回数 約800回(2/16現在)）

○参加者 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加校・団体より6校（1校 ｵﾝﾗｲﾝ参加）35名、ｵﾌﾗｲﾝｷｬﾝﾌﾟ参加者より2名、大人代表2名
○内 容 ◇スマホサミットへの道のり

◇「ひょうごネットトラブル防止ワークショップ」活動発表
・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟでの内容をふまえ各学校で行った取組について、各校3分程度で発表。

◇「人とつながるオフラインキャンプ2020」結果報告
・ｵﾌﾗｲﾝｷｬﾝﾌﾟ参加者と学生メンターによるキャンプの概要説明や、参加者の感想などを報告。

◇大人と子どもの公開討論会
・参加校から各1名、大人代表（お父さん、お母さん）各1名に、神戸大学大学院医学研究科 曽良一郎教授を
交え、子どもたちのスマホ・ネット利用に関する実態や思い、提言について意見交換。

◇ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加者が考えた「ひょうごスマホ宣言2021」発表

課題と今後の展望

POINT２
■青少年の主体的な取組
ワークショップやスマホサミット
を通じてネット利用の問題点や
取組について考え、各学校に持
ち帰り実践することで、自らが
主体的に取り組むことの楽しさ
や重要性を認識できる良い機
会となった。

POINT３
■大人と子どもがともに考える
ｽﾏﾎｻﾐｯﾄの公開討論会では、大
人も交えて意見交換を行い、子ど
もたちの大人に対する正直な意
見も引き出すことができた。「大人
対子ども」の構図ではなく、「大人
と子ども」で一緒に考える重要性
を共有できた。

青少年のネットトラブル防止大作戦

①ひょうごネットトラブル防止ワークショップ（全３回）
※第1回、第2回はZOOMによるｵﾝﾗｲﾝ開催
・参加対象兵庫県内に在住、在学の小・中・高校生
・参加者 小５～高３ 8校１団体 63名

(小学生:3名、中学生:21名、高校生:39名)

②スマホサミットinひょうご2020
※無観客開催、YouTubeライブ配信
・参加者 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ参加団体より6校（1校 ｵﾝﾗｲﾝ参加）

ｵﾌﾗｲﾝｷｬﾝﾌﾟ参加者より2名、大人代表2名

《実施主体》
・主催 公益財団法人兵庫県青少年本部、兵庫県
・共催青少年のネットトラブル防止大作戦推進会議
・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ兵庫県立大学環境人間学部 竹内和雄准教授
・ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ (一社)ソーシャルメディア研究会 14名

・子どもたちの提言からも見てとれるように、「使い過ぎをなくす法律を作って欲しい」「制限機能のあるアプリを作って欲しい」
「時間がきたら自動的に動画を終わらせて欲しい」「親にもっと注意して欲しい」と、子どもたちのネット利用の現状は、もはや
自分たちでは手に負えず、大人の強制力を必要としている状況になりつつある。大人の意見と、自分自身が納得できるルー
ルを、大人と一緒に考えながらルールづくりを進めていくことが、今後の課題であり、理想的なルールづくりのかたちでもある。
・現状では、ネットの利用時間を減らすことばかりに目を向けがちであるが、「ネットの利用時間を減らした後の空いた時間に
何をするのか」を考えることが重要であり、「ネット問題の解決の糸口は、ネットの中ではなくリアルの中にある」というコーディ
ネーターの言葉のとおり、好きな読書をする、将来の夢に向かって勉強する、趣味で楽器を始めるなど、リアルの世界での充
実というシンプルなものである。話し合いによる効果的なルールづくりと合わせ、子どもたちがリアルの世界の充実に目を向け
ていけるような働きかけも、今後の重要な取組のひとつとして推進していく必要がある。



②OSAKAスマホアンケート2020の実施
調査人数：142校 27,118人（小学生14,137人、中学生8,749人、高校生4,232人）
調査時期：令和2年9月～10月

③「事業報告書＆適切なネット利用のための事例・教材集」の作成・配付
各学校や地域に取組を普及・定着させるために、本事業報告と併せて取組手法（教職員等が児童・生徒に指導する
ための情報・素材・手引）や各関係機関が行っている事業、トラブル時の相談先等をまとめた報告書＆事例・教材集を
作成し、府内全ての小中高校と支援学校、市町村、ＰＴＡ団体等に配付

（Ａ４見開き２頁）

大阪の子どもを守るネット対策事業（大阪府）

①ＯＳＡＫＡスマホサミット2020の開催
②ＯＳＡＫＡスマホアンケート2020の実施
③「事業報告書＆適切なネット利用のための事例・教材
集」の作成・配付

・対象・実施地域
大阪府内全域

・実施主体
大阪の子どもを守るネット対策事業実行委員会
事務局：大阪府青少年・地域安全室青少年課

・対象者
教職員、ＰＴＡ、保護者、児童生徒、青少年指導者、
警察職員、学校、地域、青少年関係団体 など

本事業の問合わせ先
事務局：大阪府青少年・地域安全室青少年課 ＴＥＬ06-6941-7681 ＦＡＸ06-6944-6649
Web ： http://www.pref.osaka.lg.jp/koseishonen/nettaisaku/index.html

事業の概要

事業のねらい

スマートフォンなど多機能なインターネット接続端末の急速な普及に伴い、青少年がインターネットを通じた犯罪・
トラブル・いじめ等に巻き込まれる事例が後を絶たないことから、青少年が適切にインターネットを利用できるよう
フィルタリングの更なる普及啓発に努めるとともに、青少年のネット・リテラシー向上に向けた取組を充実させる。

事業の内容

①ＯＳＡＫＡスマホサミット2020の開催
青少年自身がスマートフォンの適切な使い方を議論し、各企業等に質問をして学んだことや、今後自分たちが
取り組みたいインターネットの適切な使い方について発表した。

日時：令和2年12月6日（日）午後2時～午後4時20分
場所：大阪市立阿倍野区民センター

総来場者数：約100名
（新型コロナウイルス感染症感染拡大により関係者のみで実施）

【実行委員会の構成団体】
（座長）兵庫県立大学准教授 竹内和雄
・大阪府青少年・地域安全室青少年課
・大阪府教育庁小中学校課、地域教育振興課、
高等学校課、私学課
・大阪市教育委員会
・堺市教育委員会
・大阪府／大阪市／堺市 各PTA協議会
・大阪府立／大阪市立 各高等学校PTA協議会
・大阪府警察本部少年課、サイバー犯罪対策課
・青少年育成大阪府民会議
・株式会社ＮＴＴドコモ
・ＫＤＤＩ株式会社
・ソフトバンク株式会社
・デジタルアーツ株式会社
・株式会社ディー・エヌ・エー
・グリー株式会社
・総務省近畿総合通信局
・大阪市こども青少年局企画部青少年課
・大阪府消費生活センター

POINT１
●青少年への働きかけ
身近なツールであるスマート
フォンを切り口に、ネットリテラ
シーの向上に加え、子どもの
生きる力（議論する力、意見を
まとめて発表する力、課題を
見つけ出す力等）や自らが啓
発していくという当事者意識を
養成することができた。

事業のねらいに対する成果

・スマホサミット来場者へのアンケートでは、「他校で実施していることを自分の学校でも取り入れたいと思った」（参
加中学生）「子どもと大人が一緒になって考えるこのような機会が大切だと思った」（来場者40代）といった声があった。
・今年度は産学官の連携を強化し、警察や通信事業者、ゲーム会社、依存症専門クリニックに青少年が質問を行い、
そこで学んだことをリテラシー向上に向けた取組を考える上での材料とした。青少年が、現実に起きている問題を
知った上で今後の活動を考えたことで、より実効性の高い取組になった。
・報告書&事例・教材集を、各学校等に配付することで府内全体に様々な取組を周知した。

⇒これらによりフィルタリングの設定普及啓発及び青少年のネットリテラシー向上に向けた取組の充実につながった。

■第１回児童・生徒向けワークショップ 8月2日（日） スマートフォンやネットの良い点と悪い点の議論
普段使用しているスマートフォンやネットの良い点や悪い点を出し合って発表したり、SNSやネット利用に当たり
どのような対策が必要かを考えました。
（新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、オンライン会議システムで各学校を繋いで開催）

■第２回児童・生徒向けワークショップ 11月15日（日） 各関連企業等へのインタビュー
今年度のOSAKAスマホアンケートの結果から考えられることについて議論するとともに、警察や通信事業者、
ゲーム会社、依存症クリニックに対してインタビューをしました。
（新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、オンライン会議システムで各学校・企業等を繋いで開催）

■保護者向けワークショップ 第１回7月20日（月）、第2回10月20日（火）
各家庭でスマートフォンに関して困っていることや、その解決法について話し合ったり、青少年の間で流行ってい
るアプリについて学び、保護者は何ができるのかを議論しました。

青少年が適切にインターネットを利活用するためには、継続的に関係機関と連携した情報発信や保護者を巻き
込んだ啓発を行うことが重要である。引き続き、実行委員の企業等がそれぞれの専門性を発揮し、ネットリテラ
シーを高める取組や被害防止に向けた取組を推進していく。また、青少年を取り巻くインターネット環境は年々進
歩しており、青少年の利用実態に合わせた指導を行うために、大人側もインターネットの機能に関する知識やアプ
ローチの手法の更新を続けていく。

課題と今後の展望

POINT２
●大人への働きかけ
この分野は大人に苦手意識があ
るため、無関心或いは子どもへの
一方的な押しつけになってしまう。
保護者向けワークショップを通し
て、大人の知識や意識を高めると
ともに、子どもと議論をすることで
大人も一緒にスマートフォン利用を
考える契機とする事ができた。

POINT３
●指導教材・先進事例の充実
児童生徒を指導する際の教
材や、各校で実践している先進
事例、各関係機関が行っている
事業やトラブル時の相談先等を
収録した報告書を作成し、各学
校に配付することで、各校での
適切なネット利用の機運を醸成
することができた。

令和２年度は、青少年が企業や関係機関に取材を行い、ネット依存、ネットトラブル及びSNSを通じた犯罪被害の
現状やそれぞれの防止に関する取組を学ぶ機会を設けた。

児童・生徒向けワークショップの様子 保護者向けワークショップの様子

＜プログラム＞
第１部
○OSAKAスマホアンケート2020結果発表
○「適切なネット利用の実践事例プレゼンコンクール」優秀事例の発表
第２部
○保護者と生徒によるパネルディスカッション（ワークショップ参加校の発表）
○「適切なネット利用の実践事例プレゼンコンクール」最優秀賞の表彰



事業の概要

事業のねらい

事業の内容

課題と今後の展望

青少年がインターネットを安全に安心して利用できる環境整備とインターネット・リテラシー向上
のため「奈良コンソーシアム」を組織し、関係団体・関係機関が相互に連携し、「①フィルタリング②
家庭・学校で話し合いルールをつくる」を合い言葉として青少年・保護者のインターネット・リテラ
シーの向上を目指す。

【「奈良コンソーシアム」構成団体】（令和２年6月時点）
・奈良県子ども・若者支援団体協議会【会長】
・奈良県ＰＴＡ協議会
・奈良県高等学校ＰＴＡ協議会
・株式会社ドコモＣＳ関西奈良支店
・ＫＤＤＩ株式会社関西総支社
・ソフトバンク株式会社人事総務統括ＣＳＲ本部ソーシャルビジネス部
・一般社団法人安心ネットづくり促進協議会
・一般財団法人草の根サイバーセキュリティ運動全国連絡会
・奈良県文化・教育・くらし創造部教育振興課
・奈良県教育委員会事務局学校教育課【幹事】
・奈良県教育委員会事務局人権・地域教育課
・奈良県警察本部生活安全部少年課【幹事】
・奈良県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課
・奈良県文化・教育・くらし創造部青少年・社会活動推進課【幹事・事務局】

○ 児童・生徒に年齢等が近い大学生による教育・啓発活動の実施

実施地域：奈良県内各市町村の小・中学校

実施主体：青少年を有害環境から守る奈良コンソーシアム
（奈良県文化・教育・くらし創造部青少年･社会活動推進課）
対象者：小学生、中学生、教員

①児童・生徒にインターネット利用によるトラブルが身近に起こりえることとして捉えてもらうため、
年齢や視点が近い大学生が出前講習会の講師となり、児童・生徒を対象に講習会を実施する。

②講師となる大学生自身についても、インターネット・リテラシーに関する知識を習得することで、
自身のインターネット・ＳＮＳに対する向き合い方を考えると共に、事業終了後も周囲に影響を与える
ことができる人材に養成する。

③近年、スマートフォン・タブレット等の利用開始年齢が低下していることに伴い、小学校低学年の
児童に対しても積極的に事業を展開する。

→以上により、青少年､大学生、教員等の意識醸成とインターネット・リテラシーの向上を図る。

POINT 大学生ボランティア指導員養成事業（反省検討会での大学生からの意見より）
・年齢や視点が近い大学生自身が講師となり、自身の経験を交えて話すことで児童・生徒に受け入れ
られ易く、より効果的な講習会とすることができた。
・大学生自身も、事業を通じて「インターネットの危険性」や「安全・安心な利用方法」を学ぶことで指
導者としての人材育成に繋がった。

「奈良コンソーシアム」の取組（奈良県）

青少年が適切にインターネットを利用するためには、継続的に児童・生徒がインターネットの危険性について
学ぶことが必要であり、家庭における保護者の見守りも重要となることから、より多くの保護者に対してインター
ネットの安全・安心な利用に関する教育・啓発活動を実施していく必要がある。
また、今後はＧＩＧＡスクール構想が浸透していくことから、より一層「オンライン化」を意識した事業展開を行う
必要性がある。特に、インターネット利用に関する危険性や安全利用に関して保護者により認識してもらうため、
市町村や教育機関と連携し、多くの保護者が参加する学校行事（ex.入学式、卒業式、参観）等で教育・啓発
活動を展開し、フィルタリングサービスのさらなる利用促進や家庭でのルールづくりを浸透させていくことで、
県全体の青少年・保護者のインターネット・リテラシーの底上げを図っていく。

○児童・生徒に年齢等が近い大学生による教育活動の実施 （対象：大学生、中学生、小学生）
【大学生ボランティア指導員養成事業】
●児童・生徒と年齢や視点が近い大学生を「インターネットの利用に伴う危険性」と「安全・安心な利用」
について伝えるための指導者として養成し、小・中学校へ講師として派遣する。

（１）大学生ボランティア指導員の養成（９月～１１月上旬）
◎専門知識の習得・出前講習会資料の作成（全２回の内容検討会、専門講師のインターネット・リテ
ラシーに関する講習会【県事業】の見学、啓発資料事前発表会）
・インターネット・リテラシーに係る知見を有する有識者から、講師として必要な知識を学んだり、講習
資料を作成する。また、大学生自身が理解を深めることで、SNS等の使い方について見直す
機会とする。

（２）出前講習会の実施（１１月下旬～翌年１月）
◎小・中学生に対して、インターネットやスマートフォンの安全・安心な利用方法を伝える出前講習会を実施。
・令和２年度開催数・受講人数→小学校：１０校約８５０名（うち、低学年については ２校 約1５0名）

中学校： ４校 約230名

本事業の問合せ先
青少年を有害環境から守る奈良コンソーシアム事務局
（奈良県文化・教育・くらし創造部 青少年・社会活動推進課内）
ＴＥＬ 0742-27-8608 ＦＡＸ 0742-27-9574

啓発資料作成の様子 啓発資料事前発表会の様子 出前講習会の様子

事業のねらいに対する成果

①受講した児童・生徒からは「インターネットやＳＮＳは便利な反面、危険と隣り合わせな面もあるということが
分かって良かった。」、「家に帰ったら、家族とフィルタリングサービスやルールのことについて話し合おうと思
う。」といった声が寄せられた。
②講師である大学生からは、「インターネット・リテラシーに関する最新の知見を有する有識者の講義を受け、
自身のスマートフォン利用に関する向き合い方を考えるよい機会となったので、この経験をふまえて、今後も周
囲に伝えていきたい。」という声が聞かれ、若年層のスマートフォンの利活用における意識向上の面においても、
非常に効果的であった。
③小学校低学年の児童への講習会については、文部科学省作成の動画を活用したり、「個人情報の保護や
家庭内でのルール作り」に焦点を絞って伝えることで、受講校の教員より、「動画を活用することで、児童が飽き
ずに受講していた。また、要点を絞った講習だったので、導入段階の啓発としても良かったと思う。」との意見が
聞かれた。



民間・行政・警察・地域の協働（千葉県）

①地域の大人が子どもを守る取組
②メディア対応能力を育成する事業
③普及啓発のための取組
④未就学児の養育関係者への啓発
⑤SOSの出し方に関する教育の普及
・対象・実施地域 千葉県内の全域
・ちば地域コンソーシアムを毎年組織している
運営事務局は、NPO法人企業教育研究会

（平成23年度～）
・対象者 未就学児・児童・生徒およびその保護者、

PTA、青少年保護団体、など

本事業の問合せ先 ちば地域コンソーシアム実行委員会・事務局 （NPO法人企業教育研究会）
住所：〒260-0044 千葉県千葉市中央区松波2-18-8 新葉ビル4階
電話：03-5829-6108 E-mail：conso@ace-npo.org Web： http://ace-npo.org/consortium/

事業の概要

事業のねらい

千葉県内の青少年が犯罪に巻き込まれることなくメディアを安全・安心に利用するため、これまで個々
に取り組んでいた県内の各関係団体を構成員として、平成19年度に「ちば地域コンソーシアム（千葉県
青少年を取り巻く有害環境対策推進協議会）」を構築。

以来、各関係団体と連携し、コンソーシアム全体として各種事業に取り組むとともに広報啓発活動の充
実と県民意識の向上を図る。また、未就学児の養育関係者に向けて、啓発を行う範囲を広げていく。

事業の内容

①実行委員会の開催（年２回）
行政・警察・民間企業・学校関係者・教育に関する有識

者・子育て支援関連団体・PTA団体など、青少年の健全育
成に関する団体が集まって協議を行う。
各団体から近況や啓発活動、課題などを聞いて情報交換

を行うとともに、年間の活動計画についても話し合う。
令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

会議室に集まる人数を減らして、オンライン会議ツールを併
用して会議を実施した。
長くなった休校期間に生活習慣が乱れがちになったことや
ネットの利用時間が長くなったことなどが話題となった。

実行委員会の構成（令和２年度）

千葉県県民生活・文化課、千葉県教育委員会（生涯学習課、児
童生徒課）、千葉市教育委員会、千葉県消費者センター、千葉
県警察本部（少年課、サイバー犯罪対策課）、千葉県インター
ネット防犯連絡協議会、一般社団法人電気通信事業者協会、株
式会社ドコモCS千葉支店、ソフトバンク株式会社、グリー株式会
社、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント、エース
チャイルド株式会社、ストップイットジャパン株式会社、株式会社
メルカリ、藤川大祐先生（千葉大学教育学部教授）、高橋邦夫先
生（千葉学芸高等学校校長）、西田光昭先生（柏市教育委員会）、
古谷成司先生（富里市教育委員会）、阿部学先生（敬愛大学国
際学部准教授）、千葉県PTA 連絡協議会、千葉青少年相談員
連絡協議会、 NPO 法人ナレッジネットワーク、ちば子ども学研
究会、NPO法人子ども劇場千葉県センター
NPO 法人企業教育研究会（事務局）
深川愛子先生（陪席・日吉台学園日吉台幼稚園園長）

POINT１
多様な団体の参画

行政や警察、携帯電話事業者
だけでなく、コンテンツ事業者や
NPO法人、PTA団体なども組

織に入っている。実行委員会は、
刻々と状況が変化する問題に
多角的な意見が飛び交う場と
なっている。

事業のねらいに対する成果

千葉県内の各地の参加者に広報啓発活動を実施し、県民意識の向上につながった。具体的には以下のとおり。
○ 「みんなで考えよう、スマホ・タブレット×育児」は、各回20～35名の教育関係者が参加した。
○ 「SOSの出し方に関する教育 研修会」は、各回15～25名の教育関係者が参加した。
※上記の2講座×3回分は、Youtubeで限定配信することで、当日参加できなかった人も学習できるようにした。

○ 「スマホ・インターネット安全教室フォーラム」は、7団体が出展。オンラインにより、新しく2つの団体が出展した。

【 「みんなで考えよう、スマホ・タブレット×育児」 受講者の事後アンケートより】
・メディアのことを乳幼児期の保護者へ伝えたくなる内容でした。
・子育ての悩みや実際に起きているハプニング等の生の声も聞けたらさらに良かったと思います。
【 「SOSの出し方に関する教育研修会」 受講者の事後アンケートより】
・スクールソーシャルワーカーが授業を行う利点がわかりました。
・来年度の計画でSOSの出し方について生徒に働きかける取組を考えていました。授業ができるか検討します。

○「みんなで考えよう、スマホ・タブレット×育児」は、オンラインで県内・県外の有識者と結んで講座を行うことがで
きたが、参加者どうしが意見交流をすることは難しかった。今後は、参加者が集まる場に県内・県外の有識者とオ
ンラインで結び、さらに次年度以降は各地で自律的に意見交換の場を設定できるように関係づくりを行う。

○「SOSの出し方に関する教育 研修会」は、①教材の使い方 ②誰が教育を行うか ③相談先の幅の広さ という
3点について、教員だけでなくスクールソーシャルワーカーの支援者が学べる素材を残すことができた。終了後は、
個別に県内の自治体から教材や教育の進め方に関する相談があった。自治体などの活動支援につなげたい。

○GIGAスクール構想が、令和３年度から実現する。１人に１台の端末が授業などで活用される実態を把握しなが
ら、有効なICT機器の活用と、情報モラルの関係を考える学習会や検討会を実施していきたい。

課題と今後の展望

POINT２
啓発講座を選べるようにする

各地域や児童・生徒の発達段
階ごとに、啓発したい内容は異
なるはずである。安全教室を開
催したい主催者の意図に即し
た講座を展開できるように、情
報を集約して、紹介できるよう
にする。

POINT３
講師の養成で啓発主体を拡大

SOSの出し方に関する教育研

修会を行うことで、講師となりう
る人材の把握や養成を行う。

参加者が最新情報を共有した
り、未就学児の保護者向けの
講演を行うなど、啓発する対象
の幅が広がっている。

青少年が利用するインターネットの環境は、刻々と変化している。千葉県では、行政・警察・企業・NPO団体・有識

者などで組織したちば地域コンソーシアムを結成して、安心安全に関する情報交換や啓発講座の講師派遣、情報
発信を行う体制を、平成19年度から構築している。

②乳幼児・未就学児の保護者・保育関係者向け「みんなで考えよう、スマホ・タブレット×育児」

乳幼児・未就学児の保護者や幼稚園教諭・保育士・保健師などの保育関係者を対象に、スマホやタブ
レットの育児への活用状況および、懸念される点を有識者から学ぶ。その後、参加者どうしで意見交換を
行い、育児の中での適切な使い方を考える場を設けた。2020年度は、オンラインで講座を３回実施した。
それぞれ３回でテーマや講師を変えて、0歳～6歳までの乳幼児の発達とデジタル機器の影響や、フィ
ルタリング・機能制限の方法、オンライン幼児教育の方法などを学ぶ機会を設定することができた。
【第1回】 2021年2月9日 「未就学児の情報機器利用・保護者向けセルフチェックリスト」について
【第2回】 2021年2月19日 「オンライン幼児教育」に挑んだ幼稚園・保育園の活動から学ぶ
【第3回】 2021年2月23日 乳幼児の発達とデジタル機器の関係を考える

④スマホ・インターネット安全教室フォーラムの開催
ちば地域コンソーシアムの活動報告や、有識者の講演と議論を行うフォーラムを開催。同日には、千葉

県内外での情報モラル啓発の取り組みの紹介や、情報モラルに関する講座を行っている団体や企業、青
少年育成関連団体が一堂に会する「見本市」を実施。2021年3月6日に、オンラインで開催した。
千葉県eスポーツ連合による講演と、安全教室見本市を実施した。

⑤Ｗｅｂサイトによる情報発信
ちば地域コンソーシアムの活動内容やイベント情報を発信する

Webサイト（http://ace-npo.org/consortium/）を維持・管理してい
る。
会議の内容やイベントの方向だけでなく、特に保護者にとって

有益な、最新の機器に関する安心・安全のための情報などをガ
イドできるようにする。

③ ＳＯＳの出し方に関する教育研修会
ネットいじめや依存などの背景にある生きづらさを訴えられるような「SOSの出し方に関する教育」の在
り方や、スクールソーシャルワーカーが授業を実践した事例などを、オンラインで講座を３回実施した。
【第1回】 2021年2月17日 「ＳＯＳの出し方に関する教育」で活用できる教材とは
【第2回】 2021年2月25日 「ＳＯＳの出し方に関する教育」を推進する取り組み

～スクールソーシャルワーカーによる授業実践～
【第3回】 2021年2月27日 青少年のＳＯＳを受け止める機関・取り組みのご紹介

令和２年度文部科学省委託事業「ネット対策地域支援」 ちば地域コンソーシアム実行委員会



つながりキャンプ （静岡県）
～ネットをちょっと一休み 新しい自分を探しに～

１ つながりキャンプの実施
○事前説明会 ８月30日（日）
①プレキャンプ ９月26日（土）～27日（日）１泊２日
②メインキャンプ 10月31日（土）～11月１日（日）１泊２日
③ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟｷｬﾝﾌﾟ 12月５日（土）～６日（日）１泊２日

・対象 ネットの利用を見直したい県内の小学５年生～中学３年生
・実施場所 県立焼津青少年の家（静岡県焼津市石津）
・参加者 プレ８名、メイン８名、フォローアップ７名
・スタッフ 医療スタッフ（公認心理師、臨床心理士、作業療法士、

看護師）５名、 大学生サポーター９名、講師（NPO）１名
２ 企画運営会議（年間４回）※第１回は書面開催
３ ネット依存対策講演会（県内３会場）

本事業の問合わせ先
静岡県教育委員会社会教育課 青少年指導班 〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町９番６号
TEL 054-221-3312 FAX 054-221-3362 E-mail kyoui_shakyo@pref.shizuoka.lg.jp

事業の概要

事業のねらい

静岡県教育委員会では、携帯電話事業者と連携した講座や、家庭でのネット利用のルール作りを促す啓発事業等
を行っているが、スマートフォンの所持率の上昇やネット利用の低年齢化が課題となっており、ＮＰＯ法人や医療関係
者等との連携により本キャンプを実施し、ネットの利用を見直したい青少年の生活改善を図る。
《キャンプの目的》インターネットやスマートフォンから離れた環境で、幅広い年代の仲間と一緒に野外活動や集団生
活を共にしながら、認知行動療法やカウンセリングを通して、これまでの生活を振り返り、ネットの利用を自分でコント
ロールする力を養う。

事業の内容

【企画運営会議】
委員長 長澤弘子

（（特非）浜松子どもとメディアリテラシー研究所 理事長）

委員 松田直子（（特非）イーランチ 理事長）

板垣 徹（（特非）静岡パソコンサポートアクティビティ 理事長）

松井一裕（医療法人十全会聖明病院 公認心理師）

今釜伸也（県PTA連絡協議会 会長）

池谷 浩（県公立高等学校PTA連合会 副会長）

県健康福祉部障害福祉課
県教育委員会義務教育課
県教育委員会高校教育課
県立焼津青少年の家

事務局 県教育委員会社会教育課

POINT１
人とのつながり、

自然とのつながり
集団生活を共にしながら、サイク
リング等の野外活動や創作活動
など多様な体験活動を実施した。
また各キャンプ初日には、レクリ
エーションを行うなど、参加者同
士がリラックスして参加できるよ
う努めた。

事業のねらいに対する成果

○キャンプ前後のスクリーニングテストの結果を比較すると、キャンプ前は全員のネット依存リスクが「中リスク」
または「高リスク」であったが、キャンプ後には、半数が「リスクなし」に改善した。

○認知行動療法やカウンセリング等により、これまでの生活や考え方を振り返り、今後の自分を変えるきっかけ
づくりにつながった。

○ネット依存の危険性についての認識が高まるとともに、ネット・スマホの使い方に対する意識の変化が見られた。
○家庭における親と子供との関わり方に変化が見られた。
《参加者や保護者等に対するアンケートの主な回答》

・色々な経験をしたことで、スマホ以外にも楽しいことがあることがわかった。（参加者）
・人との関係が大事であることに気づいた。（参加者）
・自分でルールを作り、それを守ろうとがんばってくれるようになった。（保護者）
・キャンプの回数を重ねるごとに、成長が感じられた。（大学生）

○今年度は２回目の開催で認知度が高まったこともあり、周知の結果、昨年度より参加者が増加したが、新型コロ
ナウイルス感染症の影響などもあり、定員には達しなかった。

○新型コロナウイルス感染症の影響により、開催可否の判断、プログラムの大幅な見直し、施設の感染対策への
対応等を行い実施した。今後も、感染症対策や新たな生活様式を考慮した計画を立てる必要がある。

○来年度に向け、今回のキャンプの成果を広く周知・啓発するとともに、引き続き学校や地域、医療・福祉関係機
関等と連携し、参加者の募集を図っていく。

課題と今後の展望

POINT２
専門性を生かした

医療プログラム
カウンセリングや講座を通して
参加者・保護者の悩みを聞き、
生活改善に向けて助言した。
認知行動療法では、個人の振
り返りに加え、ゲーム形式でス
タッフと一緒に取り組むなど、
参加しやすさも重視した。

POINT３
キャンプ経験のある

大学生サポーター
県の野外活動スタッフ養成研
修を修了した大学生を中心に
参加を呼びかけ、プログラムを
一緒になって楽しんでもらうこ
とで、参加者が安心して元気に
活動できる雰囲気づくりを心掛
けた。

ネットの利用を見直したい小中学生を対象に、野外活動や認知行動療法、カウンセリング等を取り入れた自然体験
回復プログラムを実施することにより、ネットの利用を自分でコントロールする力を養い、生活改善のきっかけとする。

（令和２年度 文部科学省委託「青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事業）

２．プレキャンプ 令和２年９月26日（土）～27日（日） 《１泊２日》

３．メインキャンプ 令和２年10月31日（土）～11月１日（日） 《１泊２日》

４．フォローアップキャンプ 令和２年12月５日（土）～６日（日） 《１泊２日》

・認知行動療法、カウンセリング、講座は医療法人十全会聖明病院（県が選定した依存症治療拠点機関）が実施
・フォローアップキャンプ初日の講座は企画運営会議委員長 長澤弘子氏が実施

４．ネット依存対策講演会（県内３会場）
・静岡県の取組紹介（つながりキャンプ 等） ・専門家による講演 ・事例紹介 ・情報交換（グループワーク）

１．事前説明会 令和２年８月30日（日）

中部会場（静岡市） 西部会場（浜松市） 東部会場（清水町）

期 日 令和３年１月11日（月・祝） 令和３年１月15日（金） 令和３年１月22日（金）

講 師 ガンホー・オンライン・エンターテ
イメント(株) 渡辺 竜太郎 氏

エンジェルズアイズ 代表
遠藤 美季 氏

群馬大学社会情報学部
教授 伊藤 賢一 氏

演 題 ゲームとの上手な付き合い方 家庭でのルールづくり コロナ禍でのゲーム依存

事例紹介 NPO法人イーランチ 理事長
松田 直子 氏

NPO法人浜松子どもとメディアリテラシー研究所 理事長
長澤 弘子 氏
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６ サポーター研修

２０２０年度「青少年問題（ネット依存）対策推進事業」

チェンジライフキャンプ（神奈川県）

１ キャンプの実施
①プレキャンプ（日帰り）
②メインキャンプ（１泊２日）
③デイキャンプ（日帰り）
③フォローアップキャンプ（１泊２日）
・対象：ゲームやＳＮＳとの付き合い方を見直したい中高
生１０人 ※昨年度、一昨年度参加者を対象とした。
・会場：県立愛川ふれあいの村／宮ヶ瀬湖畔園地
・参加人数 ①６人 ②６人 ③５人 ④４人

２ 運営体制 臨床心理士２人 学生ボランティア８人
県立青少年センター職員 ７人

３ 協力団体 (独行）国立病院機構久里浜医療センター・
県立愛川ふれあいの村・公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺
振興財団・ＮＰＯ法人きよかわアウトドアスポーツクラブ・
ＮＰＯ法人国際自然大学校

事業の概要

事業のねらい

ネット依存により生活習慣が乱れる傾向にある中高生が、自ら生活習慣を改善する必要性に気づき、行動に移
す力を育む。 また、家族がネット依存に対する理解を深め、共に生活環境の改善に取り組めるよう努める。併せて
本事業に関わるサポーターを養成する。

事業の内容

１ 事前説明会：９月２０日（日） 日帰り
主な内容：コロナ禍により個別説明・個別面談・個別相談

POINT１
参加しやすい短期キャンプ
１泊２日のメインキャンプとフォロー
アップキャンプの間に日帰りのデイ
キャンプを挟み、カヌー・カヤック体
験をした。過去の参加者やサポー
ターで構成されていたため、短期間
であったが段階を踏んだプログラム
展開により、参加者の変容を促した。
また個々の状況に応じて無理なく集
団活動に入っていくことができるよ

う、配慮した。

事業のねらいに対する成果

・キャンプ全体を通して、「非日常的な様々な活動」と「日常をふりかえるプログラム」を実施することで、短期間の
キャンプでも参加者の自己開示、課題への気付き、変わろうとする意欲を生み出すことができた。特に、チェンジ
ライフタイム（学習プログラム）を実施することにより、日常生活で役立つ、自分を知るためのスキルが、一定程
度参加者に定着した。令和２年度では将来の夢についても触れ、参加者の向上心を促進させた。

・参加者たちは、仲間と寝食を共にしながら様々な体験活動を行うことにより、自身のコミュニケーション能力を向
上させ、互いの信頼をより深めることができるようになった。

・保護者向けのプログラム（個別面談、保護者交流会、ネット依存についての講演会等）では、保護者の悩みを共
有するとともに、ネット依存に対する理解を深めたことにより、家族の関係性の改善についても変容が見られた。

・サポーターは、目の前で日に日に変化していく参加者の姿から大きな学びを得ることができた。また、サポーター
同士で支えあい、楽しみ、悩むことにより、グループ意識も芽生え、自身の新たな一面を知る契機ともなった。

課題と今後の展望

POINT２
学生ボランティアの養成
全日程にわたって参加者に寄り
添い、活動をサポートするボラン
ティアを養成した。令和２年度は
過去に参加したことのあるサポー
ターを対象に募集を行った。顔見
知りであったため、以前より更に
連携が取りやすくなり、結果として
研修や実践の場を通して更に理
解を深め、その成長を支えた。

POINT３
充実した保護者プログラム
ネット依存に対する理解を深める
ために、保護者向けの多様なプロ
グラムを組んだ。講演会、情報交
換会、個別面談などのメニューの
ほか、野外での昼食会など、参加

者との交流の機会も設けた。

ネット依存傾向にある中学生・高校生を対象に、自然体験活動、認知行動療法に基づくプログラムを取り入れた

短期キャンプを実施し、コミュニケーション能力や社会性の向上を図り、これまでの生活習慣を自ら変えるきっかけ
を作る機会とする。令和２年度はコロナ禍により新規募集はせず、昨年度、一昨年度の参加者を対象とした事後調
査を兼ねて開催した。

【事業検討委員会】
◎芳川 玲子（東海大学文化社会学部心理・社会学科教授）

〇加藤 文昭（県立愛川ふれあいの村所長）

樋口 進（(独行)国立病院機構久里浜医療センター院長）

小山 徹（県公立中学校長会書記 横浜市立末吉中学校校長）

古島 そのえ（県教育局支援部子ども教育支援課課長）

山田 正夫（県精神保健福祉センター所長）

小出 静香（県福祉子どもみらい局子どもみらい部青少年課課長）

酒井 貴子（県立青少年センター青少年サポート課 課長）

【企画運営部会】

澤口 ゆりあ（臨床心理士 公認心理師）

黒瀬 基（臨床心理士 公認心理師）

菊地 利津子（県立横須賀高等学校教諭）

２ プレキャンプ：１０月４日（日） 日帰り
主な内容：アイスブレイキング、みなとみらいウォークラリー
＜保護者＞講演会「ネット依存について」

講師：久里浜医療センター精神保健福祉士前園真毅氏

３ メインキャンプ：１０月２４日（土） ～２５日（日） １泊２日

１日目
始まりのつどい、アイスブレイキング、

講話「ネット依存について」 久里浜医療センター医師 西村 光太郎 氏、
野外炊事、チェンジライフタイム(※)

２日目
朝食（コッフェルクッキング）、ニュースポーツ体験「クッブ」、フォローアップ
キャンプに向けての参加者企画会議、終わりのつどい

※チェンジライフタイム（学習プログラム）
キャンプ中の日課として、チェンジライフタイムという時間を設定した。臨床心理士の協力のもと、ワークシートを使い、

個人の生活習慣のふりかえりや、目標の設定などに取り組んだ。また朝晩には、チェックインタイム・チェックアウトタイ

ムを設け、自分の心や体の状態を意識するセルフモニタリングの習慣づけを行った。

本事業の問合せ先
神奈川県立青少年センター 指導者育成課 〒220-0044 神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘９-１
TEL 045-263-4466 FAX 045-242-8190 E-ｍａｉｌ：seishonen.c.ikusei@pref.kanagawa.jp

キャンプのねらい
◆規則正しい生活と集
団行動

◆ネットやゲーム以外
の楽しみや人と関わ
ることの楽しさを知る

◆ネット依存に対する
理解を深める

◆次回のキャンプの計
画を立てる

５ フォローアップキャンプ：１２月１９日（土） ～２０日（日） １泊２日

１日目
始まりのつどい、アイスブレイキング、チェンジライフタイム、
＜参加者自主企画＞フリスビー＆ドッヂビー、射的、野外炊事

２日目
報告会準備、野外炊事、活動報告会（保護者見学）、チェンジ
ライフタイム、終わりの集い
＜保護者＞情報交換会

実施日 内 容

① 9月13日 (日)
チェンジライフキャンプ概要説明、講義 「ネット依存について・子どもとの関わり方について」
久里浜医療センター医師西村光太郎氏

② 9月20日 (日) 事業詳細説明、グループワーク

③ 11月29日 (日) 参加者企画の作成、フォローアップキャンプの最終打ち合わせ

４ デイキャンプ：１１月１５日（日） 日帰り

カヌー・カヤック体験、宮ヶ瀬湖畔園地内の散策、チェンジライフタイム

・「ネット依存の予防」「ネットとの付き合い方を変えるためのきっかけづくり」という目的に合った、効果的な募集方
法の検討、および、「治療」を要する参加者にも対応できるよう医師あるいは看護師の配置も検討事項である。
・宿泊設備を有しない当施設での実施にはやりづらさもあるが、関係する機関・施設・団体等と連携することにより、
様々な団体が当事業を実施することができる。
・モデル事業として3年間取り組んだため、県としては今年度で一区切りとする。これまで取り組んだノウハウを活
かして、事業実施を希望する団体等があれば運営に協力したい。



課題と今後の展望

・キャンプでは、参加者が他の参加者や大学生と協力しながらプログラムを実施することで、リアルの充実を感じるとと
もに、日々のインターネット利用を見つめ直し、行動変容を促すきっかけとすることができた

・ネットの問題は本人だけでなく家族も一緒になって取り組む必要があることから、ネット依存外来を実施している精神保
健福祉士による保護者向け講義等を、様々な機会で実施し、保護者の理解を促進するとともに、同じ悩みを持つ保護者同
士の意見交換を行ったことで、効果的に保護者へ働きかけることができた。

・オフラインキャンプ後に、学校での活動や検定受検への意欲が出た、夜パソコンの利用をやめた、家族間でスマホの話題
になることも増えたなど一定の行動改善が見られた。

・保護者アンケートでは、約７割が改善を実感し、全ての家庭で、ネット利用のルールや今後の目標等について話し合いを
行ったという回答を得た。

事業のねらいに対する成果

③フォローアップキャンプ 令和２年11月22日(日) 場所：神戸三田アウトドアビレッジＴＥＭＩＬ

POINT３
■新型コロナを踏まえた取組
新型コロナの影響により、場所、
実施時期、実施回数が変更となっ
たものの、感染症対策を講じた上
で、面談の時間を例年以上に確保
するなど、１人ひとりへの対応を
重視した効果的なプログラムを実
施することができた。

POINT２
■スマホ部屋の設置
毎日１時間のフリータイムにスマホや
ゲーム機を使える状況で「使う」のか
「使わない」のか、自分で考えられる
よう、スマホ等を主催者で預かり、毎
日１時間のフリータイムにネットを利
用できるスマホ部屋を設置した。利用
者は１日目，３日目が３名、２日目は
０名だった。

POINT１
■保護者プログラムの充実
①ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ(８月)、②ｷｬﾝﾌﾟ(９月)、
③ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ(11月)の機会を通じて、
ネット依存外来を実施している精神保
健福祉士が、ネット依存の説明や家族
としての子どもへの働きかけの講義を
実施した。また、同じ悩みを持つ保護
者同士の意見交換を行った。

本事業の問い合わせ先
公益財団法人兵庫県青少年本部 企画部（県民運動担当）
Address：〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県企画県民部女性青少年局青少年課内
Tel：078-362-3142 E-mail：seishonen@pref.hyogo.lg.jp Web：http://www.seishonen.or.jp/

①オリエンテーション 令和２年８月23日(日) 場所：兵庫県民会館

事業の内容

①キャンプ参加者が、人とのつながりを感じながら、野外炊事や川遊び等の自然体験活動に参加することで、リアルの充実
を感じるとともに、自身のネット利用等の日常生活をふりかえり、今後の目標を立てることで自身の行動変容を促すきっ
かけとする。

②「ネット問題」の背景には、リアル社会での様々な問題が原因となっていることから、ネット依存外来を開設している医
療関係者による専門的な講義や保護者同士の討論会など家族向けのプログラムを充実させ、青少年のネット依存への回避
方策について研究を深める。

③産官学民言の連携により、教育目的として、ごく普通の子ども達がネット依存から回避するための方策を考え、他地域で
も実施可能なプログラムの構築や周知啓発に引き続き取り組むとともに、必要に応じて、医療や福祉、教育などの適切な
支援につなげられる体制を検討し、青少年のネット依存対策を推進する。

事業のねらい

①オリエンテーション ④電話相談等
②オフラインキャンプ ⑤メンター事前研修会
③フォローアップキャンプ ⑥事業検討委員会（３回）

・参加対象：日常生活でのネット利用を見直したい、
原則として県内在住の青少年20名程度(小学５年～18歳以下)

・参 加 者：小６～高２ 10名
（小：男２女０、中：男４女２、高：男１女１）

・会 場：神戸三田アウトドアビレッジＴＥＭＩＬ
(三田市木器字南下山１２６６－１０)

・実施主体
主催 公益財団法人兵庫県青少年本部、兵庫県
共催 兵庫県教育委員会

青少年のネットトラブル防止大作戦推進会議
一般社団法人ソーシャルメディア研究会

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 兵庫県立大学環境人間学部 竹内 和雄 准教授
メンター (一社)ソーシャルメディア研究会 10名
サポーター 同 ７名

事業の概要（青少年のネットトラブル防止大作戦推進会議の構成）
・兵庫県立大学環境人間学部 竹内 和雄 准教授【座長】
・神戸親和女子大学発達教育学部 金山 健一 教授
・神戸大学大学院医学研究科 曽良 一郎 教授
・幸地クリニック
・兵庫県立神出学園
・兵庫県青少年団体連絡協議会
・兵庫県ＰＴＡ協議会
・こころ豊かな人づくり500人委員会阪神南ＯＢ会
・地方青少年本部（東播磨）
・株式会社サンテレビジョン
・日本放送協会神戸放送局
・株式会社神戸新聞社
・株式会社朝日新聞社阪神支局
・株式会社ドコモＣＳ関西神戸支店
・県立いえしま自然体験センター
・兵庫県教育委員会事務局教育企画課
・神戸市教育委員会事務局学校教育部学校教育課
・兵庫県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課、少年課
・兵庫県企画県民部女性青少年局青少年課
・公益財団法人兵庫県青少年本部【事務局】

兵庫県では、近年社会問題化しつつあるネット依存の防止対策に取り組んでいるが、県内の青少年の実態調査では、ネッ
ト依存傾向の青少年10.3％(前年比＋0.9pt)にのぼり、依然として深刻な状況にある。このような中、青少年のネット依存防
止の一環として、「人とつながるオフラインキャンプ」を実施し、日常生活でのネット利用を見直したい県内青少年を対象
に、ネットから離れて自然体験等を行うキャンプを実施し、ネット依存の実態や回避方策等を調査・研究し、広く啓発する
こととした。

人とつながるオフラインキャンプ2020(兵庫県)

青少年のネットトラブル防止大作戦
令和２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」

CampOff-Line

①開会式
②アイスブレイク
③家族会
④チームビルディング
⑤閉会式

① ②

③ ④ ⑤

・今年度はコロナの影響もある中での開催となり、例年から場所、実施時期、実施期間が変更となった。年度途中での変更
でもあったことから参加者募集の期日も限られたものとなり、昨年度の参加者募集の課題であった「必要な人にしっかり
と周知できる効果的な手法の検討」を行うに至らなかった。この点は来年度以降の継続課題としていきたい。

・例年から様々な点での変更を行う中において、一定程度の成果を出すことが出来たことは大きな収穫である。今回の
経験を生かし、来年度以降、より効果的なプログラムについて検討を行っていきたい。

①アフタヌーンコミュニケーション
②スマホ部屋
③メンター面談
④川遊び
⑤キャンプファイヤー
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★前日作ったメニューをいただく家族向けプログラム ☆コミュニケーションを深めるための食事作り
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青少年教育施設を活用したネット依存対策推進事業

「うまホ親子キャンプ」（秋田県）

本事業の問合せ先
秋田県教育庁生涯学習課 社会教育・読書推進班
ＴＥＬ:０１８－８６０－５１８４ FAX:０１８－８６０－５８１６ E-mail:Kyou-shougai@pref.akita.lg.jp

事業のねらい

県教育委員会では、平成２５年度より、社会全体で子どもたちのイ
ンターネット健全利用を支える「インターネットセーフティ」を推進して
いる。この間、保護者等への啓発やトラブルの未然防止、様々な団
体や機関等とのネットワーク形成等、一定の成果を上げることができ
た。一方、ネット利用の低年齢化や長時間化は急速に進み、保護者
啓発、未然防止に加え、ネット依存傾向にある児童生徒への対応が
課題となっていた。
そこで、平成２８年度より、自然体験や宿泊体験に加え、認知行動
療法や家族会、メンターによるサポートを通して、生活習慣の改善を
図る「うまホキャンプ」を実施している。
今年度は、新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み１泊２日での
キャンプ実施としたが、日常生活を親と子が共に見直す場とすべく、
親子一緒に参加する形態で実施した。

事業の内容 「うまホ親子キャンプ」

１ 参加 ２家族５名（小学５年男子児童とその保護者、小学３年女子児童・中学１年男子生徒とその保護者）

２ 協力 医師１名、臨床心理士５名、大学生メンター７名

３ プログラム内容

POINT１
体験活動で活力アップ！

体験活動を通して、基本的
生活習慣の改善を図るきっか
けとする。

選択体験活動
火起こし体験
食事づくり体験

事業のねらいに対する成果

○キャンプ実施後、参加者から次のような感想があり、有効なキャンプであったことを確認することができた。

・参加児童生徒：「様々な体験ができて、とても楽しかった。これからは、新しいことにも挑戦してみたい。」「ゲーム
をやり過ぎていることや睡眠時間が足りないことを認知行動療法等の時間に知ることができたの
で、これからは気を付けたい。」

・参加保護者 ：「カウンセリング学習会や家族会に参加し、子どもへの気持ちの伝え方や親として足りない姿勢
を学ぶことができた。」「メンターさんなど多くの方と接する中で、我が子がよい方向に変わっていく
姿を見ることができてうれしかった。」

○親子一緒に参加する形態での実施により、参加児童生徒の日常生活における問題点やその改善方法を親と子が

共に考えるよい機会となったと捉えている。

○県医師会や県臨床心理士会、大学等と連携し、それぞれが役割を分担し企画・運営に携わることで、持続可能な

取組の仕組みを構築できた。

（１）体験活動

日常生活ではあまり体験できない活動をすることで、ゲームやスマホ以外にも楽しいことや楽しいものがある

ことに気付くことを目的に実施

○選択体験活動

参加児童生徒の興味・関心に応じて選択できる体験活動の実施

「七宝焼き体験（美術活動）」「かんじきトレッキング体験（体育活動）」「創作太鼓体験（音楽活動）」から選択

○食事づくり体験

基本的生活習慣の見直しや日常生活の改善を目指し、「食」に焦点を当てた体験活動の実施

「カートンドッグづくり（簡易炊飯）体験」「きりたんぽづくり（郷土食調理）体験」

（２）認知行動療法

今まで関わったものや関わったことに対する認知を自分自身で検討し、その認知を変えることで自身の行動

や感情、生活を改善しようとする治療法の実施

（３）カウンセリング

参加児童生徒と臨床心理士がこれまでの生活等について対話し、日常生活を見つめ直す機会として実施

※カウンセリング結果は、日常生活の改善に役立つように参加保護者へ伝達

○医師や臨床心理士、大学生メンター等の、必要となる外部スタッフの人員を確保することが難しい。外部スタッフと
の打合せを早い段階で実施し、開催時期や泊数、実施内容等を調整していきたい。

○医師や学校職員から、ネット依存傾向にある児童生徒が増加している現状を聞くことが多いが、本キャンプの参加
者は多いとは言えない。本キャンプの趣旨や取組、成果等について、全県域の児童生徒や保護者等に様々な機会
を捉えて周知していきたい。

課題と今後の展望

POINT２
医学的・専門的サポート！

認知行動療法やカウンセリン
グ等を通して、自分を見つめ直
す機会とする。

認知行動療法
カウンセリング
カウンセリング学習会

POINT３
家族へのフォロー！

家族会等を通して、保護
者の不安や悩みを和らげる。

家族会
親子リラクゼーションタイム

児童生徒を対象に、県青少年教育施設を会場として、体験活動や認知行動療法等を取り入れた体験

プログラムを実施することで、スマートフォンやゲーム等のインターネット環境から離れ、基本的な

生活習慣を見直すきっかけとする。また、参加児童生徒の保護者を対象に家族会等を実施し、保護者

同士が悩みや思いを共有するとともに、今後の子どもとの向き合い方について考える機会とする。

インターネットセーフティ
ＰＲキャラクター「うまホ」

１ うまホ親子キャンプの実施

(１)期日 令和２年１２月２６日（土）～２７日（日） １泊２日

(２)対象 小学校５・６年生及び中学生のうち「ゲームやスマホ等

のネット機器に向かう時間が長く、日常の生活習慣を

見直したいと考えている児童生徒」 とその保護者

(３)会場 秋田県岩城少年自然の家

２ 事業検討委員会の実施（年２回）

(１)期日 第１回：５月中旬（紙面会議）、第２回：２月上旬

(２)内容 ・事業の具体的な方策について

・関係機関・団体等の連携・協働について

・事業の企画・検証

３ プログラム検討会議の実施（年２回 紙面会議）

(１)期日 第１回：１０月中旬、第２回：１月下旬

(２)内容 ・キャンプの企画・立案

・調査結果の分析・検証

・キャンプの成果と課題の協議

事業の概要
【事業検討委員会]】
委員長 細川 和仁 （秋田大学准教授）
委 員 高橋 大洋 （子どもネット研事務局）

佐川 英美 （ＳＩＡ事務局）
小泉ひろみ （秋田県医師会副会長）
越中谷俊悦（秋田県小学校長会長）
山信田勢津子（大曲保育会 藤木保育園長）
田中 直美 （能代市家庭教育支援チーム代表）
藤山 英信（湯沢市教育委員会生涯学習課長）
村 昌之 （秋田県ＰＴＡ連合会長）

その他 県教育庁関係各課長

【プログラム検討会議】
委 員 小泉ひろみ （秋田県医師会副会長）

小松 竜平 （秋田県臨床心理士会臨床心理士）
柴田 健 （秋田大学教授）
村上まゆみ （秋田県養護教諭研究会長）

親子一緒の活動 子ども向けの活動 親向けの活動

1日目
入所式
仲間づくり（ふれあいゲーム）
親子リラクゼーションタイム

選択体験活動（七宝焼き・太鼓）
カウンセリング
火起こし体験、ペタンク交流会

家族会
カウンセリング伝達タイム
カウンセリング学習会

2日目
食事づくり体験
認知行動療法、退所式

（４）カウンセリング学習会

家庭において保護者が実施できる、子どもへのカウンセリングの方法

について学ぶ学習会を実施

（５）親子リラクゼーションタイム

子どもの不安や悩みを和らげることができるよう、リラックスできる運
動や呼吸法を親子一緒に実施

（６）家族会

医師の助言・支援のもと、子どもとの関わり方や日頃の悩み等につ

いて保護者同士が情報共有し、不安を解消することを目的に実施

親子リラクゼーションタイム

選択体験活動（創作太鼓活動）



（Ａ４見開き２頁）

依存症予防教室の開催（沖縄県）

①依存症予防教育推進事業

〇生徒向け依存症予防教室

（対象：小学5年生以上・ 中学生・高校生）

〇教師・保護向け依存症予防教室

・実施場所：県内離島を含めた各地区の学校

・実施主体：おきなわASK

・対象者：県内小・中学生・高校生と教師・保護者

本事業の問合わせ先

一般社団法人おきなわASK 〒901-0204 沖縄県豊見城市字真玉橋290-1 201号

TEL 098-996-4096 FAX 098-996-4128 E-mail ask_oki0511@yahoo.co.jp

事業の概要

事業のねらい

小・中学生の段階で、物質依存や行動依存についての正しい知識と、感情対処やストレス対処などのライフスキ

ルを伝えることで、依存症の予防につなげる。家庭で対応を促すため保護者にも同じ知識を伝える。

とくに各学校から声が上がっているゲーム・スマホ問題について、生徒、教師、保護者からの意見や質問など、現

状を把握することが今後の予防対策に活かせる。受講した生徒の感想から認識の変化を効果として実感できたこ

とを関係機関へ報告し、予防教育の重要性を共有し推進を図る。

事業の内容

（実行委員会の構成）

POINT１
小（5・6年）・中学生・高校性向け

の依存症予防教室を希望する学

校で開催した。「正しい知識とライ

フスキル」を学び、ロールプレイを

生徒が行うことで誘惑などの断り

方が実感できた。

事業のねらいに対する成果

この事業で、依存症予防教育の開始時期について、小学高学年から始める必要性を強く感じた。学校ではとくに

スマホ関連の問題が多く課題は山済みであると感じた。大人自身の依存問題が子どもへ与える影響を認識する機

会を同時に設けることが重要。正しい予防教育を推進することが、依存症を理解し依存症になった人の回復を支

援する社会を実現することにもつながると思う。引き続きこの活動を進めていきたい。

課題と今後の展望

POINT２
教師・保護者向け教室を開催し

た。生徒向け予防プログラムを

一部紹介し、子どもに対して「自

分を大切にする」ことをどう伝え

るかを考える。親自身の依存行

を振り返る機会になった。

POINT３
コロナ禍に伴い、リアル開催（収

容人数の確認）、録画収録、オ

ンライン授業などを学校と調整

して開催した。感染防止対策と

して換気や講師の体温チェック、

マスク着用を念入りに行った。

県内の飲酒に関する健康障害や社会問題は全国に比べワーストの状況であり未成年飲酒は全国の2倍と高い
現状から世代連鎖を防ぐには、小学生からの依存症予防教育の実施が重要であると考える。好奇心から依存

のリスクが高まる小学高学年以上を対象に、依存症予防教室と教師・保護者向け教室を開催し、急増している

ゲーム・スマホ依存等の問題を共有して、生徒や保護者、関係機関と連携して依存症予防の普及啓発を行う。

今成知美 NPO法人ASK 代表

小松知己 沖縄協同病院 精神科医

大田房子 （一社）おきなわASK 代表理事

村吉政秀 （一社）おきなわASK 副代表理事

仲松靖幸 （一社）おきなわASK 理事

嶺井優美 （一社）おきなわASK 理事

上原拓未 （一社）おきなわASK 理事

■依存症予防教室開催概要

各小・中・高校学校長あての「依存症予防教室の開催」募集を、沖縄県教育委員会・各地区教育委員会から発信の

協力をいただき案内した。学校へは事前に往訪して、子どもたちに起きている問題点や地域の様子、学校側が講習

に期待する内容を確認して、話し方や話す内容を工夫して講師1名が行った。

〇小学生の感想文からは

・「お酒や薬物だけでなくゲームも脳へのダメージが大きいと分かった。視力や体力、成績も下がったり、ゲー

ムのしすぎは良くないと知った」「イチゴ大福で脳の説明は分かりやすかった」「親が飲みすぎているので不安」

「今日の授業を伝える」など親のことを心配する感想が多いので保護者への教室開催は重要だと感じた。

・ロールプレイの感想では「誘惑されたときの断り方は勇気が必要と知った」 「やりたくない事は立ち去る」など

行動できるイメージを実践で学んだので、自分を大切にすること！につながったと思う。

〇中学生の感想文からは

・「行動依存にスマホ・ネット依存があることを知り、使いすぎが薬物と同じように脳に異常が起きることを知っ

たので時間を決めて自分を律していきたい」「「感情は自分からのメッセージ！という言葉が一番印象に残っ

た」「今は情報が多いので流されず自分の感情を意識していく」などライフスキルは予防教育に必須と感じた。

〇高校生の感想文から

・「スマホ・ネット依存に夢中になっていると気づいた」「将来の目標をしっかりもって強い気持ちと信念を持つこ

とが大切だと感じた」「自分を大切にするトレーニング では自分の感情をためずに泣きたいときは泣いたり、悩

んだときは信頼できる人に相談する！は胸にひびいた」「困っている人がいたら話を聞いてあげる」など、全体

で共有する時間を持つことでトいじめや孤立感を防ぐことにもつながると感じた。

〇保護者の感想

・「子どもの関係性が悪く悩んでいたが揺れ動く思春期の心を知り反省した」「正論を言う前に自分はどうなの

かを考えさせられた」「自分のお酒・ゲーム依存に気づいた」など親自身の依存問題を振り返る機会になり、家

族全体のコミュニケーション問題について大人がまず知識とライフスキルを学ぶ必要があると感じた。

開催地 対 象 学校名

1回 久米島 小学生5-6年 仲里小学校（17人）

2回 南部 中学生1年 東風平中学校（240人）

3回 北部 小学生6年 室川小学校（90人）

4回 竹富島 小学生5-6年 上原小学校（31人）

5回 石垣島 小学生5-6年 大浜小学校（107人）

6回 石垣島 小・中5-3年 川平小中学校（38人）

7回 北部 中学生2-3年 宜野座中学校（90人）

8回 北部 小・中5-3年 緑風学園（96人）

9回 南部 小学生6年 与那原東小学校（102人）

10回 南部 小学生5-6年 那覇小学校（124人）

開催地 対 象 学校名

11回 南部 中学生3年 東風平中学校（220人）

12回 南部 小学生5-6年 ①さつき小学校（98人）

13回 南部 中学生2年 東風平中学校（260人）

14回 南部 小学生5-6年 ②さつき小学校（91人）

15回 北部 小学生6年 伊波小学校（125人）

16回 中部 高校3年 美来工科高校（143人）

17回 中部 高校1-2年 美来工科高校（153人）

18回 南部 高校1-3年 首里東高校（320人）

19回 南部 中学生3年 南星中学校（167人）

20回 南部 小学生6年 津嘉山小学校（140人）

開催地 対 象 学校名

21回 南部 定時高校1年 那覇工業高校（38人）

22回 南部 小学生6年 若狭小学校（58人）

23回 北部 高校生1-3年 北山高校（306人）

24回 石垣島 小学生3-6年 野底小学校（19人）

25回 石垣島 小学生5-6年 明石小学校（12人）

26回 南部 高校1-3年 南風原高校（353人）

27回 北部 小学生5-6年 仲泊小学校（18人）

1回 南部 教師・保護者 与那原東小学校（22人）

2回 南部 教師・保護者 津嘉山小学校（21人）

3回 石垣島 教師・保護者 北部地区（32人）

内容つづき

mailto:ask_oki0511@yahoo.co.jp


（令和２年度文科省委託事業「依存症教育予防推進事業」) 依存症予防教室

「薬物・ネット・ゲーム依存症とは」オンライン・福島

①「薬物依存症とは」「ネット・ゲーム依存症と

は」というテーマで医療従事者・研究者が講演

②ネット・ゲーム・薬物依存当事者と家族の体験

談等伝える

③トークセッションで参加者との交流図る

④アンケートで講演前と後の意識の変容を調査

☆対象者

教育関係者・医療関係者・行政司法関係
者・支援者・地域住民・当事者・家族
☆実施地域

オンライン・福島・広島（中止）

本事業の問合わせ先
東京都足立区竹ノ塚 5-18-9-207

ＮＰＯ法人
全国薬物依存症者家族会連合会

電 話：03-5856-4824

yakkaren@ck9.so-net.ne.jp

http://www.yakkaren.com/

事業の概要

事業のねらい

事業の内容

依存症予防福島教室 11月8日(日） 於・郡山ユラックス熱海

POINT１
依存症問題の専門家が登壇

ネット・ゲーム依存問題では、中
学校の教諭であり研究者が、薬
物依存については第一線で支
援や治療にかかわっている専
門家が登壇し、依存の実態や
捉え方や対応策を提供。

事業のねらいに対する成果

オンライン教室は、依存症Ｈ

Ｐでの掲載や家族会々員等に

よるFB拡散等行うと共に、
ふぁみりー通信に掲載し家族

会や関係機関に送付。福島・

広島教室は開催地の県・市と

教育委員会から後援を受け、

中学校の教諭と生徒(保護者）、
保護司、関係機関にチラシ配

布すると共に地元新聞に掲載

依頼等多くの団体の協力を得

コロナ禍で初めてオンラインでの教室を実施。どこの地域からも参加でき学びを深める場としてオンライン教室は
その役割を果たせたと思うが、予防教室の最大の良さである「つながり」は作られません。福島教室では、
保護観察所を通じ県内全保護司や中学校の生徒と先生にチラシを配布、また県精神保健福祉センター職員
や病院職員の力を借り広報や準備を進めたことで、地域で依存症問題に取り組む方々の顔が見える教室に
なりました。コロナ感染拡大で急遽中止となった広島教室では、早い段階から関係機関からの申し込みも
多く、教室開催が待たれている土壌があると感じられたので、ぜひ来年度に繋げることと共に、依存症問
題の理解を広げ、予防に取り組む方々と地域住民の連携の力となるよう今後も各地で取り組んでいきたい。

課題と今後の展望

POINT２
依存症に苦しんできた当事者
や家族が登壇

ネット・ゲーム依存や薬物依存
の当事者・家族が、自らの苦し
んできた体験を語り、回復の一
歩を踏み出すために周りや社
会に何をもとめるかを発信。

POINT３
トークセッションで、双方向
型の意見交換

トークセッションで、オンラ
イン教室では申し込み時に寄
せられた質問を、福島教室で
は会場の声を取り上げ、教育
者、支援者、当事者やその家
族、市民の方々の依存症予防
への理解と連携が深まるよう
努める。

プログラム １４：００～１7：０５
１、薬物依存当事者の体験談－磐梯ダルクスタッフ
２、ネット・ゲーム依存当事者ーグレイス・ロードスタッフ
３、薬物依存者家族の体験談－郡山家族会
４、「ネット・ゲーム依存とは-コロナ禍での変化」

本間史祥 （ネットリスク研究会研究会副代表）

５「薬物依存とは-コロナ禍での変化」
小林桜児 （神奈川精神医療センター医療部長）

６、上記５人と磐梯ダルク施設長7人によるトークセッション

事業企画 検討委員会

小林 桜児 神奈川立精神医療センター 専門医療部長

本間 史祥 子どものネットリスク教育研究会研究員 間
藤田みどり 茅ヶ崎地区更生保護女性会

加藤 武士 木津川ダルク 代表

近藤 京子 一般社団法人オンブレ・ジャパン代表理事

黒川奈菜子 千葉菜の花家族会代表

松井 由美 NPO法人 薬家連 理事

川上 文子 NPO法人 薬家連 副理事長

保護者や教育関係者、行政関係者、支援者、地域住民に依存症の背景や仕組み、予防や支援
の方法についての正しい理解を深めてもらい、自分の問題として受け止めてもらうとともに、参加者
を通じ、児童や地域社会に依存症に対する正しい理解をひろげる。

オンライン当日視聴者数166名、福島教室参加者数81名、合計247名

“ダメ。ゼッタイ。”の視点だけの予防教育だけでは、 薬物に手を出してしまった若者やその家族を地

域から孤立させ、医療につながる道を閉ざしかねず、地域社会の回復力を逓減させていきます。また、ネ

ット依存やゲーム依存の広がりは大きく、保護者は大きな不安を抱えています。

薬物依存とネット・ゲーム依存をテーマに3つの自治体で「依存症予防教室」開催を目指したものの、コ
ロナ禍の状況のなかで、オンラインでの開催と1自治体での開催となったが、回復の困難さとともに依存症
は回復できる病であることを伝え、地域の相談支援体制の重要さへの理解を促し、地域の予防教育資源で

ある保護者・教育関係者・行政関係者・支援者・地域住民等の連携の一助になることを目指す。

1、 参加者の所属は （右表参照）

オンライン教室は、行政・教育・医療・福祉・司法・法曹で

55％を占め、福島教室は、当事者家族・回復支援施設・アデ

ィクション団体で55％を占めた。

2、 アンケート回答内容をみると

①「今回の依存症予防教室はいかがでしたか？」

オンライン教室は95.8％、福島教室は97％が「大変参考に

なった」と答えた。

② 受講前と受講後で、変化が大きかったもの

オンライン教室は講義後の回答が少なく、対比が難しい為

福島教室で見ると

1位：「使用障害や依存症とはどういうものか知っているか

「よくわかった」29％→57％ 28％増

「よくわかった・大体知っている」合わせると97％ 8％増
依存症予防オンライン教室 8月23日(日） 講演者/ＺＯＯＭ

一般参加者/ＹｏｕＴｕｂｅ（ユーチューブ）にて配信

プログラム １４：００～１6：1５
1、「ネット・ゲーム依存とは-コロナ禍での変化」

本間史祥 （ネットリスク研究会研究会副代表）

2、「薬物依存・アルコール依存とは－コロナ禍での変化」
小林桜児 （神奈川精神医療センター医療部長）

３、上記2人の講演者と木津川ダルク施設長、
やっかれん代表とのトークセッション

教室開催日時・場所・プログラム

オンライン教室

本間史祥氏小林桜児氏

やっかれん代表木津川ダルク施設長

コーデイネータ
ー近藤京子氏

福島教室

取り組み内容

て取り組んだが、広島教室はコ

ロナ感染拡大により中止となる。

2位：「ネットゲーム・スマホがやめられないのは本人の性格や意思の問題だと思うか」

「思わない」41％→64％ 23％増
3位：「使用障害や依存症の自助グループについて知っていますか」
「よくわかった」31％→52％ 21％増 「よくわかった・大体わかった」合わせると98％ 20％増

オンライン教室は、どこの地域からでも参加しやすい為か、回復支援業務に携わる方が多く申し込まれ
、「精神保健センター等職員に依存症に関する研修の機会を増やしてほしい」「教育のありかた、教師へ
の指導等文科省も巻き込むことが課題」「精神保健福祉士の勉強では・・依存種別程度のことしか学びま
せん」など切実な声が出され、事前申し込み者以上に参加者が増加。福島教室は県精神保健福祉センター
職員等の協力をうけ広く関係機関にチラシを配布、トークセッションでは会場から依存症治療に携わる医
師やセンター職員から県内の現状や取り組みが語られ地域連携の一助となると共に、「目からウロコ！」
「ぜひ多くの人に聞いてもらいたい内容でした」などの声がアンケートに多数寄せられました。

開催地 オンライン 福島 広島（中止）

後援団体 なし 4団体 4団体

広告掲載団体 なし 3 1

チラシ配布
先・依頼先

ふぁみりー通
信に掲載し家
族会・回復支
援施設・関係
機関等に送付

諸行政機関・保
護観察所・７病
院・15中学

校・支援団体等
36団体に依頼

諸行政機関・保
護観察所・４病
院・15中学

校・支援団体等
25団体に依頼

準備協力団体
家族会・ダル

ク等
家族会・ダルク

等
家族会・ダルク

等
チラシ枚数 1,200枚 10,000枚 10,000枚

① ②

③

④ ⑤

⑥



（Ａ４見開き２頁）

インターネット依存症予防教室（群馬県）

◆インターネット依存症予防教室（Ｗｅｂセミナー）の開催

第１部 ：有識者による基調講演

第２部 ： トークセッション

〈対象〉

未就学児を含む子どもの保護者

プレパパ・プレママ等

〈実施主体〉

群馬県生活こども部児童福祉・青少年課

本事業の問合せ先
群馬県生活こども部児童福祉・青少年課 〒３７１－８５７０ 群馬県前橋市大手町１－１－１
電話：０２７－８９７－２９６６ ＦＡＸ：０２７－２２３－６５２６ Ｅ-Ｍａｉｌ：jidosei@pref.gunma.lg.jp

事業の概要

事業のねらい

スマートフォンを持ち始めた小学生にネット依存の傾向が見られること、また、保護者のネット依存等が懸念される
群馬県の現状を鑑み、未就学児を含む子どもの保護者やプレパパ・プレママ等に対する啓発を行うことで、ネット依
存の仕組みやその危険性等について理解を深め、ネットリテラシーの向上を図る。

また、ネット依存に対する保護者等の意識の醸成を図ることなどにより、家庭での早期予防教育の促進やネット社
会における育児等に対する不安の解消を図ることがねらい。

事業の内容

◆インターネット依存症予防教室（Ｗｅｂセミナー）
ネット依存の背景や現状などについて、有識者による基調講演及び

有識者等４名によるトークセッションを実施した。
【開催状況】
当初は県内３会場に参加者を集めて開催することを計画していたが、

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンラインでの開催とした。
○配信方法

群馬県公式のYouTubeチャンネル「tsulunos」による録画配信
○配信期間

令和３年１月８日（金）から同年１月２５日（月）までの間
○視聴人数（原則、事前申込制）

約１６０名

（実行委員会の構成）

・angels eyes（代表 遠藤 美季）

・NPO法人ぐんま子どもセーフネット活動委員会

（理事長 飯塚 秀伯）

・群馬県教育委員会義務教育課

・群馬県教育委員会高校教育課

・群馬県生活こども部児童福祉・青少年課（事務局）

POINT２
○子どもを養育する立場にある

保護者等に対する普及啓発

子どもへの直接的な予防教育
を実施するのではなく、子どもを
養育する立場にある父母、祖父
母等を対象として視聴者を募集
し、録画配信。

事業のねらいに対する成果

インターネット依存症予防教室（Ｗｅｂセミナー）は、未就学児を含む子どもの保護者やプレパパ・プレママ等を対象と
して行ったことで、今後の教育に効果的だったと考えられる。

近年、ネット依存・ゲーム障害の低年齢化が進んでおり、家庭での指導・教育をより早い段階から実施することが効
果的であるため、引き続き、未就学児を持つ保護者世代への啓発は必要であると考えられる。

また、GIGAスクール構想推進や新型コロナウイルス感染拡大などにより社会全体のデジタル化が加速度的に進む
中において、子どものネット利用が急増しているが、その活用ぶりや生活への影響については、すでに格差が広がる
傾向が見え始めているため、未就学児を持つ保護者等はもとより、小中学生、特に、心身共により未熟な小学生を養
育する立場にある保護者等の意識の醸成を図ることが、今後益々重要となり、同保護者世代への更なる啓発が課題
と考えられる。

今後も、行政、医療、教育分野等各関係機関が連携して、この問題解消に向けた取組みを推進し、ネットリテラシー
の向上を図り、インターネットの適正利用について啓発していきたい。

課題と今後の展望

POINT１
○群馬県庁３２階動画・放送

スタジオ「tsulunos」を利用
したオンラインでの開催

オンライン開催とすることで、
新型コロナウイルス感染症へ
の不安を払拭し、ネット依存予
防等について、効果的に多くの
保護者等を対象に実施。

POINT３
○有識者、子育て支援に関わ

るNPO法人理事長等による
トークセッション

ネット依存等に精通した有識者
に加え、未就学児を含む子ども
やその保護者と接する機会の
多いNPO法人理事長等が出演
し、幅広い内容のトークを展開。

昨今、スマートフォンの普及などにより、子どもを取り巻くインターネット環境は大きく変化しており、低年齢化するネッ
ト依存・ゲーム障害やネットの長時間利用に対する取組みが必要であるため、未就学児を含む子どもの保護者やプレ
パパ・プレママ等に対する啓発を行い、そのネットリテラシーの向上や家庭での早期予防教育の促進等を図る。

トークセッションの様子

基調講演の様子○内容
第１部：基調講演（約６０分）

演題：「これからの時代に備えて、今から考えておきたい子どもとネットの付き合い方」
講師：angels eyes 代表 遠藤 美季 氏

第２部：トークセッション（約９０分）
〈コーディネーター〉

・NPO法人ぐんま子どもセーフネット活動委員会 理事長 飯塚 秀伯 氏
〈出演者〉

・angels eyes 代表 遠藤 美季 氏
・NPO法人地域母親支援サージファム 理事長 高津 三枝子 氏
・NPO法人Mam’s Style 理事長 桜井 弥生 氏

【効果測定】
視聴者に対して、アンケート調査への協力を依頼し、視聴前後の効果を測定

基調講演は、GIGAスクール構想やSociety5.0など社会的関心の高い事柄も含む幅広い内容により構成され、また、
トークセッションでは、子どもの保護者等が抱えているネット依存に関する問題や悩みを事業内容に反映し、課題解消
に向けた啓発等を行うため、事前に視聴者から意見・要望を募るとともに、有識者に加え、未就学児を含む子どもやそ
の保護者と接する機会が多い経験豊富なNPO法人の女性理事長２名を出演者として招致した。

事業のねらいについては、ネット依存等の低年齢化が進んでいる現状を踏まえ、
○未就学児を含む子どもの保護者やプレパパ・プレママ等に対するネットリテラシーの向上
○ネット依存に対する保護者等の意識の醸成と家庭での早期予防教育の促進等を図ること

であり、視聴者に対し、アンケート調査への協力を依頼し、その結果により効果測定を実施した。
本事業の対象は、未就学児を含む子どもの保護者、プレパパ・プレママ等であり、すべての回答者が子どもの保護

者とは限らないが、アンケート結果（暫定値）によると、回答者の半数以上が、自身の子どもにネット依存・ゲーム障害
の影響を感じており、本事業の理解度においては、回答者の９割以上が、よく理解できた又はそれなりに理解できた旨
回答しているため、一定の成果があったものと認められる。

加えて、今後の実践事項として、すべての回答者が、家庭での話し合いや研修会等への参加を行いたい旨回答して
いるため、保護者等の意識の醸成を少なくとも図れたものと評価でき、継続的な研修会の開催を必要と認める。

また、視聴者からは、
○基調講演では、事例や具体例がわかりやすく良かった。
○依存に対する障害や危険性をしっかり大人・子どもともに認識する必要があると思う。
○スマートフォンなどの長時間利用に漠然とした不安があり、子どもに与えるのは怖いと思っている。
○子どもにどのように使わせていくか、家庭内で話し合わなければと危機感を感じた。
○親世代が依存しているケースが多く、長時間利用の弊害を理解できていないため、危機的な状況だと思う。

旨の感想があり、効果的に事業を実施できたものと考えられる。



（令和2年度文部科学省委託事業「依存症予防教育推進事業」）

ダメ絶対だけではない予防教育（青森・鹿児島）

①アルコール、薬物、ギャンブル、ネット・ゲームの
依存症の専門家による予防教育の要点を講演

②予防教育のさまざまなスキルやツールの紹介
③今「依存症予防教室」の効果測定

◆対象者
教職員、青少年指導者、PTA、学校、地域、青少年関
係団体 、精神保健センター、保健所職員など

◆実施地域
青森・鹿児島

本事業の問合わせ先： 公益社団法人 ギャンブル依存症問題を考える会
住所：東京都中央区新川1-21-5茅場町タワーレジデンス105号室
TEL：03-3555-1725 FAX：03-6222-8128 Email：info@scga.jp HP：https://scga.jp/

事業の概要

事業のねらい

ギャンブル・アルコール・薬物などの依存症については誤解や偏見が強く、オンラインゲームやＳＮＳ等のインター
ネット依存については予防策や対策が知られていない。このように依存症について、青少年を啓発する立場にある
教育関係者や発達障害等の支援者、保護者らも、正しい知識を持っているとは言い難い現状がある。
また薬物乱用防止教室で行われている、「ダメ絶対」の予防教育については、偏見を強める上、ハイリスク層に効果
を上げないなどの弊害も指摘されており、依存症の観点からみると「ダメ絶対だけではダメ絶対」と言われてきた。
こういった背景の中、まず学生たちを指導する立場にある教職員や、PTA、地域社会へ依存症の正しい知識の理
解を促すことで、子供たちに有効な予防教育が伝わることを目指す。

事業の内容

①ギャンブル、ネットゲーム、アルコール、薬物の依存症専門家から、
学生向け依存症予防教育の要点と、伝えて欲しい事柄、
依存症問題を扱う映像やツールの紹介など、学校やPTAなどで
依存症予防教育を実施する際に必要な基礎知識をリレー講演で
伝え質疑応答を行う。
②薬物依存症の当事者で俳優の高知東生氏の体験談を交え、
リアリティのある予防教育を行うと同時に、集客力、発信力を高める。
③講座の前後でアンケート調査を行い、講座内容の効果測定をする。

【開催日・開催地】
2020年8月5日（水） 青森 参加者 約80名
2020年8月21日（金） 鹿児島 参加者 約70名

◆事業受託者・事務局
（公社）ギャンブル依存症問題を考える会

◆実行委員会
松本俊彦 国立精神・神経医療研究センター

精神保健研究所薬物依存研究部部長
今成知美 NPO法人 ASK （アルコール薬物問題

全国市民協会） 代表
田中紀子 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

代表
田所幸子 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会

事務局

POINT１
●各分野の専門家が登壇
●有名人の当事者を起用
アルコール・薬物・ギャンブル・
ネットゲームスマホの依存症に
ついて、各分野の支援や治療
に携わる専門家が登壇。
より詳しい情報を提供できた。
有名人の登壇により集客、発信
力が飛躍的に上がった

事業のねらいに対する成果

①予防教室終了前と終了後に行った効果測定で、多くの参加者から受講後の依存症に関する知識の向上や、
誤解や偏見の解消が見られた。終了後の感想アンケートにも多くの声が寄せられた。
②教育関係者から「予防教育の在り方、とらえ方が変わった。これをどう伝えていくか、考え続けたい」
「ダメ絶対だけではなく、（それにより）差別が起きてしまうことも伝えていきます」「とても新鮮でわかりやすかっ
た」などの声が寄せられ、ダメ絶対に代わる依存症教育の重要性や意義を伝えることができた。
③保健・福祉・医療関係者など、実際に支援を行う立場の方に具体的な対応法を伝えることができた。
「具体的な家族の対応や脳への影響など、とても勉強になった」「若い世代に何を伝えるべきかクリアになっ
た」「若年層に支援者としてどう声掛けをしていくか、とても具体的で参考になった」等。
④「ネット・ゲーム依存」は若年層に多いため、教育現場でも関心が高く、「有意義で、今後にいかしたい」「参考
になった」等の声があった。また「10代に市販薬依存が増えていると知った」など新しい問題も共有できた。
⑤依存症にいたる背景を説明し、重要なのは孤立させないこと、自尊心を高める教育だと伝えることができた。
⑥俳優の高知東生氏の起用により、本事業が認知がアップし、予防教育の必要性を広く伝えることができた。

◆ネット・ゲーム
・ネット・ゲーム依存の現状及び特徴について。
・依存になるまでの経過、及び子供たちの心理状況。
・やってはいけない言葉かけや対応について具体例を示した。
◆ギャンブル
・ギャンブル依存症者はギャンブル開始年齢が平均18.1歳。
スポーツ系部活（アスリート）とギャンブルには親和性があり
高校3年生もしくは大学入学時の予防教育の必要性を説明。
・実際の現場で役立つよう、相談の受け方などをレクチャー。
自助グループなど有効な支援、相談先の情報を提供。
・子ども同士でお金の貸し借りをしないことも伝えることが重要。
◆アルコール
・「自分を大切にするってどういうこと？ アルコール予防教育」と題して、正しい知識とライフスキルを講義。
・依存症だけでなく学生たちに起こりやすい問題「アルハラ」「イッキ飲み」に対する啓発についても触れた。
・学生同士による飲酒の圧力「ピアプレッシャー」を説明し、断り方を練習して貰う際のロールプレイを示した。
◆薬物
・「薬物乱用防止教育で子どもたちに伝えたいこと」をテーマに、市販薬やカフェインを含め、10代が乱用する
可能性のあるさまざまな薬物を説明。
・人は何故依存症になるのか？依存症における脳の仕組みなどを説明。
・問題のある子供たちにどのような援助をすべきか？ 支援において重要なのは「孤立させないこと」と伝達。
◆体験談
・薬物依存症の当事者である、俳優 高知東生氏が自身の経験と回復の道のりについて語った。

・子どもたちの間にネット・ゲーム依存症は広がっており、依存症問題は益々低年齢化が進んでいる。
予防教育の充実は急務である。しかしながら学校現場ではまだまだ依存症の知識は広まっておらず、
人材の育成、スキルの伝達が必要である。ネット・ゲーム依存の疑いがある子どもにどのように声かけをし、
行動変容を促して未然に防ぐか等、より具体的な対応法も引き続き、伝えていきたい。
・誰でも手に取りやすい「市販薬」に依存してしまったり、スポーツに打ち込んだ学生がギャンブル依存になりやす
かったり、子どもたちの身近なところから依存症になるリスクがあることも引き続き、警鐘を鳴らしたい。
・アンケート結果によると、本予防教室を受ける前は「依存症の相談先・治療機関」や「自助グループ」の認知が
低い。各地域に行政や医療が連携した「依存症支援体制」を作り、教育や福祉の現場に周知することが必要。
・依存症の予防教育の充実により、若い層の依存症の発症を抑えることはもちろんのこと、家族や友人・知人らが
とるべき対応法を広めることで重症化も防ぎたい。また、親の依存症問題によって、悩み傷ついている子ども
たちを救い出せるような情報も提供していきたい。

課題と今後の展望

POINT２
●実践的で使いやすいツール
の紹介
映像・パネル・パワーポイント・
ワーク・ロールプレイ・・・など、
実際に予防教育で使っている
ツールを紹介。
実践で役立てられるようサポー
トできた。

POINT３
●効果測定
参加者に対して、「依存症予防
教室」を受講する前後にアン
ケート調査を行い、当教室の効
果を測定。
多くの方によくわかると好評
だった。

「ダメ絶対」に代わる、より効果の上がる依存症教育のモデル授業を開催。依存症の予防啓発を主導していく学校
関係者を中心に、依存症の背景や仕組み、予防の方法、依存症者への必要な支援など、子供たちに予防の観点
から伝えて欲しい要点と、伝え方のスキルを伝授する「依存症予防教室」を開催する。

【講師陣】
＜ネット・ゲーム＞ 白坂知彦 手稲渓仁会病院 精神保健科部長 （青森）

増田貴久 森山病院 精神保健福祉士・公認心理士 （鹿児島）
＜ギャンブル＞ 田中紀子 （公社）ギャンブル依存症問題を考える会
＜アルコール＞ 今成知美 特定非営利法人 ASK （アルコール薬物問題全国市民協会）代表
＜薬物＞ 松本俊彦 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所薬物依存研究部部長
＜当事者体験談＞高知東生 俳優
※コロナウィルスを考慮し、講師の今成氏、松本氏は東京からオンラインで講義を行った。


