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パネルディスカッション

〈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

〈パネリスト〉

ＬＩＮＥ株式会社 公共政策室 藤川 由彦

特定非営利活動法人 人身取引被害者サポートセンター ライトハウス事務局長 坂本 新

警察庁 生活安全局少年課長 村上 尚久

鎌倉女学院中学校・高等学校教諭 佐藤 正二

兵庫県立大学 玉置 愛莉

兵庫県立大学 塩津 佳穂

竹内： 皆様こんにちは。よろしくお願いします。

とても良い講演がたくさん続きまして、ご質問も34枚もあり、去年の倍ぐらいです。とても喜んでおります。と

は言え、時間が17時には終わりなさいという事で、時間が30分しか答えられないので、非常に申し訳ないで

すけれども、よろしくお願いいたします。

今回は、全部で5つの質問にお答えします。他にもたくさん良い質問があったのですけれども、時間があり

ません。どうしてもという方は、終わってから残りますので、直接、質問してください。

1つ目は、「LINE相談」に藤川氏。２つ目はライトハウスの坂本氏から「最近の相談内容」。３つ目は「Twitter 

の警告等について」警察庁の村上様から。４つ目は佐藤先生からは「大人のマナーについて。最後は私か

ら「フィルタリングについて」です。では、最初の藤川様、よろしくお願いします。
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藤川： ありがとうございます。

LINE相談ですけれども、先ほど私講演の中でメラビアンの話をしたかと思うのですが、例えば電話であれ

ば声で相手がどういう状況かと分かるわけです。声のトーンだとか話し方。ただ、LINE相談は先ほど申し上

げた様に、相談者側のハードルは低い分、単語で相談してきます。ですので、メラビアンではないですけど、

その言葉から何が起きているのかという所を想像して誘導していかなくてはいけないわけです。特に子ども

たちが悩んでいる時に、勇気を出してやっと一言相談を始めるわけです。それが「あのさ」とか、こちらから

答えた言葉に対して、応答も凄く短い言葉で。ただ、じっくり聞いていくと凄く大変な事に困っている、そう

いった事が分かってくるケースが非常に多くありました。ですので、相談を受ける側も、やはりある程度のス

キルといったものは必要になります。

今私たちが主にパートナーを組んでいるのが全国SNS カウンセリング協会という協会がありまして、そこで

カウンセラーの育成等も行なっています。もし何かお気づきの事があればご参考にしていただけたらと思い

ます。

そういった形で、SNSを使ったカウンセリング、そのカウンセラーの育成といった事が、今後更にこの事業を

通して多くの子どもたち、困っている人たちが相談できる様な環境作りに必要なのだと思っています。以上

です。

竹内： ありがとうございます。私は各実タイでで「LINE相談」の委員をしていますが、どこでもイタズラもあ

りますよね。

藤川： そうです。いたずらみたいのもあって、でも、ただよく聞いてみるといたずらではなかったり。

竹内： いたずらで相手の様子を見るのです。僕も中学校の教員をしていたのですが、本当はかまってほ

しい子が、最初は「死ね、死ね、死ね」と強烈に威嚇してきます。どれだけ変なことを言っても見捨てられな

いか確認、試しているのです。そういう子が2人になると、「先生、おれ、高校行けるかな？」とか言い始めま

す。だから、だんだん「死ね死ね」が「先生、あのね」に聞こえてきます。末期症状ですね（笑） しかし、「死

ね、死ね」とLINEに書かれたら、相談者が困ってしまいますよね。そういう意味の、試されるのにも対応しな

くてはいけない、その辺りの事ですね。

藤川： そうです。まさにそういう事です。本当に心がザラザラしている状態でご相談してきますから、そう

いったところからスタートします。それに「死ねって言っている」なんて反応したら、もう終わりですから。そこ

から始まるコミュニケーションといったものも、カウンセラーの方には学んでもらわないといけないという様な

状況です。

竹内： だから臨床心理士と、カウンセラーとして長く経験積んだ方が、必ずしもTwitterとかLINEとかの相

談がうまくできるかといったら実はそうではなくて、全然素養のない大学生の方がいい部分もあります。やは

りその子どもたちの感覚、悩んでいるところ、例えばTwitterのトップ画に自撮りの画面はダメだけど、人に

撮ってもらったらいいんだよね。自撮りは自意識過剰なんだよね。ちょっと教えて。
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玉置： 自撮りだったらナルシストではないですが、自分の事が凄く好きという表れになってしまう。

竹内： そういう感じなんだね。「ナルシスト扱いで仲間外れにされた子」に相談されても僕はわからない。

玉置さんはわかるわけだな。僕は20年間教員をしてた経験があるから、子どものことは熟知しているつもりで

すが、ダメなんだな。僕は分からない。こういう意味で、LINE相談の素養がないのです。しかし、そういう部

分以外はかなりわかっているつもりです。つまり、そういう僕とこういう学生達が組むと良いということです。

その話入れられますか。若い子とベテランのカウンセラーの話とか。

藤川： そうですね。ベテランの方でも十分にいろいろな対応をされています。ただ、それこそまさに若い

方の感性といった事も学んでいただきながらという所はあると思います。

あと、1点良い所としては、慣れてくると多くの相談者と同時に相談を受けるような事も出来るようになります。

電話ではないので、応答するわけですから。なので、そこは本当に慣れてくると上手い事できると。

更に、この相談のやり方だとリピーターではないですけれども、翌日どうだったのかといった所も相談してく

れる相談者もいます。そこを上手く、前日どうだったのかという事もきちっと記録を取りながらやらないと、昨

日聞いてくれたのに今日は変な反応みたいにしたら、相談者はがっかりしますので、そこら辺も上手く運用

を整理しながらやると、非常に効果は大きいと思います。

竹内： ID番号で整理するとか、そういう形で。 本当はあと4時間ぐらい聴きたいのですが、次もあります

ので、また何かありましたら言ってください。

藤川様に拍手をお願いします。

坂本様、最近の相談内容と声かけとか、そういう所の傾向についてお願いいたします。どうぞ。

そうしたら坂本様、最近の相談内容と声かけとか、そういう所の傾向についてお願いいたします。どうぞ。

坂本： ありがとうございます。ライトハウスに寄せられる最近の相談傾向と声かけのポイントという質問をい

ただいたのですけれども、先ほど報告もさせていただいたのですが、やはり多いのがアダルトビデオの出演

強要被害です。これは1年前、2年前は年間通して100件、99件という非常に多い相談がありました。現在は

政府の取り組みもあって、今業者側がその辺り自粛している所もあって、件数はちょっと少なくはなってきて

いるのですけれども、ただこれで問題が解決したというわけではなく、新規の相談は相変わらず入っている

という様な状況になります。

主とした手口としては大きく分けて2つ、街を歩いていてスカウトに声を掛けられる。いわゆるモデルになり

ませんかとか、アイドルに興味ありませんかとか、ちょっと話し聞いてもらえませんかという事で、本人はやは

り警戒して断るのですけれども、非常にしつこく食い下がられたりとか、もしくはその場では例えばLINEのそ

れこそIDの交換だけをして、後々、そういったツールを使って非常に言葉巧みに、AVのプロダクション等に

誘導する。そこで執拗な説得を行って契約書にサインをさせるという様な状況というのが現状としてはありま

す。
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それ以外に昨年10月から当団の方で委託により始めた、東京都からの若年被害女性等支援事業の方で

は、先程お話した様に、Twitter ですとか、Googleの広告で、相談先を開示している関係で、いわゆる人身

取引そのものとはちょっと違う、ちょっと間口の広がった相談も増えてきてまして、やはり中学生、高校生から

の相談が増えています。

そういった所で見えてくるのは、やはり家庭に居場所がないとか、なかなか学校に居場所がないとか、い

わゆる非常に孤立している、話が出来る人がいない、そういった所の子どもたちからの声というのが増えてき

ています。「親に虐待されているので家出をしたい」であるとか、「ちょっと今日居場所がないので援交してど

こかに泊めさせてもらおうと思っている」であるとか。これも全てが本当にそういう状況にあるのかどうかという、

確証はないのですが、やはり先程の竹内先生の言っていた試し行動ではないのですけれども、果たしてこ

こは本当にちゃんと話を聞いてくれる所なのだろうかという、試されている部分があるのかなと思うのです。

例えばその一言目に入ってくる相談も、まずはその自分の相談というよりも、「ライトハウスというのは警察

ではないですよね」という様な言葉から入ってきたりとか、「こんにちは」という一言が入ってそこから一両日

何もなかったりとか、こちらも返信はするのです。「こんにちは」と返信はするのですが、そこから何もなかっ

たりとか。たわいもない話を何日も何日も続けた後に、ようやく例えば自宅での虐待があるであるとか、性的

な被害があるとか、そういった相談が出てくる事もあります。

なので、うちの相談支援員がよく心掛けてる事としては、本当に辛抱強く繋がり続けるという事を、どんなに

細い糸であっても、そこで切れてしまうと、そういった子どもたちが更に孤立していく恐れというのがあります

ので、当たり前の事ではあるのですが、本当に傾聴を心がけつつ、大人からすると「何でそんな事をしてし

まったのか」、「なんでそんな写真送ってしまったの、どうして」という事を言いたくなってしまうのですけれど

も、それは子供にとって1番聞きたくない言葉だと思いますので、本当にその心の声が出てくるまで細い糸

を切らずに、いかに繋いでいくかという事が一つの支援に繋がっていくのかなと考えています。

その様な中で、実際に週1回歌舞伎町の夜回り等もしているのですが、主に夜の7時ないし8時ぐらいから

2時間ぐらいかけて、私とボランティアの大学生、大学生は女性が多いのですが、対象となる方と年齢の近

い方が一緒に回ってくださっており、相談先を書いたカードを配布しています。ただ、カードだけだと大概も

らってくれないので、今の時期は汗拭きシートなどをセットにして配っています。冬はホッカイロなどを配って

いますが、カード云々はさておき、「ホッカイロを配っています」とか「汗拭きシートを配っています」というと、

遊びに来ている子、もしくはガールズバーとかの呼び込みをしている子など、みんなもらってくれます。その

ような中で、我々の存在を理解し、ある程度気を許してくれるようになるまで、半年くらいかかったかな、と

思っています。
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先日、はじめて7ヶ月ぐらいでしたけれど、あるガールズバーの女の子に渡して歩き始めたところ、しばらく

して後ろの方から別の女の子が来て、「それ人身売買やっている人たちが配っているやつでしょ」という事を

言われて、人身売買をやっているわけではないのですけれども、そういった反応がきて。ようやく活動そのも

のが認められてきたなという事と、慣れてきた子は、 、我々を見ると「汗ふきシートください」と言って向こうか

ら近づいてくる、そんな中で信頼関係が出来てきて初めて相談という所に繋がるのかなと思う次第です。

すみません。長くなりましたが以上です。

竹内： それだけの事を7人でやっているのですか？

坂本： そうですね。実際にスタッフの方は、正面の相談業務が非常に多いので、実際に今行っているの

はスタッフでは私がメインで行っていて、あとはボランティアさんで回している様な状況です。多い時だと5、6

人くらいで回って、少ない時は本当に私1人で回っている事もあります。

竹内： ボランティアがやってくれている部分も多いという事ですね。皆さん、大きな拍手お願いします。

続きまして、Twitterの警告等について村上様の方よろしくお願いいたします。

村上： 先ほど基調講演の竹内先生のお話、それから私の方からはTwitterの不適切な書き込みに対する

対応として、兵庫県警、愛知県警と一部の県警で、注意喚起の書き込みをしているというご紹介をさせてい

ただきました。

これをもう少し具体的に申し上げますと、例えば子供が援助交際を求めるような書き込みをした場合、ある

いは大人がその子供をある意味誘うような書き込みをした場合。Twitterのハッシュタグ機能で、例えば「援

交」とか、「ゴム」とか、そういう言葉を検索すると、その言葉が載っている投稿を閲覧できるわけですが、例

えば子供が援助交際を求めるような投稿をしていた場合に、それに対して「あなたの投稿は性被害に巻き

込まれる恐れのあるものですよ」という事を警察の方で書き込みする。

あるいは大人が子供を誘うような投稿をしていた場合には、その投稿に対して「あなたの投稿は、性犯罪

に繋がる可能性がありますよ」という様な注意喚起を警察の方で書き込む。このような取り組みを一部の県

警で進めています。
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では、どれくらい効果が上がっているのかという事ですけれども、なかなか評価の仕方は難しいと思いま

す。ただ、愛知県警の方で先導的に実施をした際に、この注意喚起の書き込みをするようになってから、同

種の書き込みが数分の１になったと。これはどういう事かと申しますと、当然投稿をしている子供、大人から

すると、要は見られているという意識が生じるわけです。そうすると、これはまずいという事でその様な投稿が

大幅に減った。

ただし悩ましいのは、ではどういう投稿をすると注意喚起文が貼り付けられるかというのがだんだんと分

かってくると、それを避ける。ですので、例えば「援交」とかそういうダイレクトの言葉ではなくて、「友達募集」

などの言葉を使う。それともう１つの内容を加えてそういう目的を持っている人からすると分かるような投稿を

してしまうという事で、そこは若干イタチごっこになっているところはありますが、少なくともそういう露骨なもの

については、こういう注意喚起を貼り付ける事によって、かなり効果が上がっている状況ではないかと思って

います。

竹内： ありがとうございます。サイバー補導とかも成果が上がっていると聞いたのですが。

村上： 今仰ったサイバー補導というのは、Twitterを含めてネット上にそういう書き込みを見つけた場合、

これは警官だったり、あるいは補導職員の方だったり、要するにその書き込みを投稿した子供、当人とやり

取りを続けて、例えばどこで何時に会うという様な約束になるとその現場に出かけて行って、もちろんその書

き込みをした子供が来る場合もありますし、来ない場合もあるわけですけども、来た場合にはその現場で補

導するという様なやり方です。なかなか難しいのは、そういうやり取りを実際に現地で書き込みをしたお子さ

んと会うまで、正直言って手間暇がかかるという事と、実際に来るか来ないかは行ってみなければ分からな

いという様なところがあります。

そういった意味で、確かにそこで補導できれば大変効果はあるのですが、ピンポイントなやり方になってし

まいます。先程からご紹介している注意喚起の書き込みというのは、もう少し幅広く入り口の所でセーフティ

ネットの様なものを張るという取り組みであり、若干重点の置き方が違います。

竹内： ありがとうございました。皆さん大きな拍手をお願いします。警察も本気でやっているなと感じてお

ります。

では、佐藤先生、「大人のマナーについて」の質問がありました。よろしくお願いします。
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佐藤： 難しいですね。「子どもたちにマナーやルールを守ることを説明した時、大人が守っていないと言

われる事がある」これ確かにそうなのです。実際に大人達の行動を見ていると、電車の中でほとんど守って

いない人が多いと思います。

またこれとは違うのですが、本校で学校までの通学路というのが生徒達は決まっていて、生徒達は通学路

を守らなければならないのです。ところが教員は守らないでショートカットをします。やはり生徒から、「先生

何で守らないの」という事があります。その時は仕事だからと言っているのですが。これは本当に難しい問題

だと思います。私は、大人がどうして使うのかという事を、まず考えさせてみたほうが良いと思います。例えば

仕事で使うこともあると思うのです。どうしても緊急なんかの場合に。

あと私もやはり思うのですが、大人もマナーを守って欲しいので、保護者に対してこのような勉強会を開催

する事があるのですけども、ところが聞いてほしい保護者には来てもらえません。リテラシーの高い保護者

は来てくれるのですが、実際に受けさせたい人たちは来ません。そういう事は本当に多いので、私の方は生

徒の方を先に教育していこうかと思って授業を行っています。

ですから、もし出来るなら難しいと思いますが、大人のそういう教室みたいなものが作れればいいなと思う

のです。今の高校生とか中学生に関しては事業者の方がいろいろ出張授業をしていて、いろんな講演会を

行って凄くリテラシー上がってきていると思うのですが、大人に関してはそういう場がないと思うのです。多分

仕事なんかで忙しいと思うのですが、そういう場を設けてあげるとか、また大人と子供が相談し、何かルール

も作っていこうという事をしてもいいと思います。

竹内： なるほど。大人に子供が教えても面白いのかもしれませんね。僕も中学校の教員ですけど、1番聞

いてほしい親は入学式の次に来るのは卒業式なのです。最近は卒業式も来ないと言うか。ですから入学式

は非常に重要です。大切なことはそこで話すようにしています。スマホ関連は、中学生では遅いので、小学

校の入学式で話します。すでにほとんどが所持してしまっているからです。小学校の入学式でやっておか

ないと過程でのルールづくりができない。ありがとうございます。皆さん拍手お願いします。そうしたら、もう時

間もあまりないので、私の方でフィルタリングについて簡単に私からお話ししたいと思います。

いろいろフィルタリングあるのですが、フィルタリングを実際に画面見た事ある方どれくらいおられますか。挙

手お願いします。半分以下ですか。では工藤さん（デジタルアーツ（当時））からもらったものを僕が一部改

変したもので説明します。
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まずはブロック解除について説明します。フィルタリングを設定すると、いろいろなものがブロックされてア

クセスできなくなってしまいます。パズドラを開こうとすると「コミュニケーションゲーム」というカテゴリーなので

ブロックされてしまいます。子供は「パズドラはみんなやっているからできないのは嫌だ」と言うわけです。

お母さんは困ってしまって、フィルタリングを解除してしまいます。しかしちょっと待ってください。このフィル

タリングでは、お子さんが保護者にお願いできます。「みんなやっている、これだけはやりたい」と書くと保護

者にメールが送られます。そうしたら親子で相談するわけです。 「パズドラくらいやらせてよ！」「でも、テスト

の点悪くなるんじゃないの？」「成績落ちたら止めてもいいからやらせてよ」という風に相談した上で、お母さ

んがそのメールで承認します。これをカスタマイズと言うのですが、許可したらその後、ずっと子どもはパズド

ラができます。しかし、やっぱりうまくいかないときは、保護者は再度、フィルタリングを設定することができま

す。こうやって１個１個考えていったらいいわけです。例えば皆さん先ほど説明したスノーはどうでしょう？

LINEどうですか。LINEもフィルタリングしたらできないです 。LINEは最近もう業務連絡かな？ じゃ、認め

る？ 一緒に考えるわけです。子供と相談しながらルールを決めていくわけです。ではさきほどの出会い系

サイトはどうですか？ 出会い系、ダメですよね。さっき中身をみましたからね。でも皆さんもし、見たことなく

て、子どもに「みんなやっている、これぐらいやらせて！」と言われたら、そうなの… となってしまいますよね。

だからこそ、大人が知っておかなくてはいけないのです。学生諸君、君たちの親は知ってる？

塩津： 親はあまり知らないかなと思います。

竹内： やりたい放題だね。そういう事なのです。ただ、彼女が大人になったらキミマチやらせないよね。そ

ういう事です。この世代が大きくなっていくと、だいぶ変わってきます。 あと最近のおすすめはこれです。時

間制限。最初は真っ白なのですが、禁止の時間が設定できます。これは「夜9時から朝6時まで禁止の設定

」です。例えば夜の10時に子供がスマホを使おうとしたらブブーと「端末利用禁止時間」です。

しかし、これにもお願いできるのです。「今日は11時までやらせて、お母さん」「何で？」「今日は金曜日だ

し、明日クラブもないしテストも終わったしいいじゃん」「そうか。じゃあやらしてあげよう」と親子で相談して設

定を書き換える。すると11時までできるようになる。こういう相談しながらやっていくという事が実は大事なわ

けです。大人が急に「コラ、止めろ」と言っても聞かないです。玉置さんどう思いますか？

玉置： どうにかして他の機器を使ってやろうと上手く逃げます。

竹内： 逃げるよね。だから納得する様な話し合いが重要なのではないかなと思います。 例えばちょっと

前まではAndroidではできましたが、iPhoneはできなかったのです。しかし最近、iPhonはスクリーンタイムが

設定画面から設定可能です。スクリーンタイムで時間制限ができます。暗証番号で保護者が子どものスマ

ホを管理できるのです。こういう事を大人がこういう会で学ぶのが重要です。大人と子供が学んでいく。

藤川さんは今LINEにおられますけど、前はEMAで日本のフィルタリングの中心として活躍されていました。

付け加えをお願いします。
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藤川： そうですね。フィルタリングって例えば自転車で例えたら、自転車って乗り始める時に補助輪付

けて親が教えてあげるじゃないですか。スマートフォンってどの状態かと言ったら、必ずしも小さい自転車で

もなければ、補助輪が付いている状態でも恐らくないのです。それであれば、何をしてあげられるのかという

事を考えて、じゃあ小さいうちは補助輪を付けたりという事になるのだと思います。そこは、それこそ本当に

親子で話し合って、あなたの為にやっているのだという事も言えるのかもしれないですよね。認識も合わせ

て、その成長段階に応じてこれが必要なのかどうかときちっと判断してもらいたいなと思います。

竹内： そうですよね。最初ガラケー時代にフィルタリングが出た時、僕はこう言っていました。いきなりスマ

ホにフィルタリングを掛けず子どもに渡すのは、26型の自転車に赤ちゃんを乗せる様なもので非常に危険

だと話していました。今のスマホはもっと性能が上がったので「大型バイク」です。赤ちゃんが大型バイクに

乗って高速道路を逆走している。そんなイメージです。その辺を私たちは考えていかなかればなりません。

最後に学生、今日の感想を一言ずつ言ってください。

塩津： 私は「ネットの出会い」に関する研究を今やっていますが、その研究をしてて驚いた事が、「児童

売春」という言葉ではなくて、「児童買春」という言葉が使われているということです。「春」というのは売るもの

ではなくて、大人によって買われてしまうものだと気づきました。子供を騙してしまう大人、悪い大人というの

はたくさんいます。Twitterパトロールをやっていて切に思います。でもそれと反対に、今日こうやって講演し

てくださっている方とか、こうやって来て下さっている方とか、凄く頷いて話聞いてくださっている方とか、本

当に温かい気持ちで子供たちのことを考えてくださっています。たくさんおられます。だから、子供と大人が

どうやって分かり合っていくかが重要です。フィルタリングの事に関しても、スマホのことに関しても。子供と

大人、双方がお互いを理解しようとしないといけないと思います。今日はいい話を聞かせていただきまして、

ありがとうございました。

竹内： では、玉置さん、どうぞ。後、言いにくいね、どうぞ。

玉置： 私自身は今日実際にこう思っているとか、生の声を大学生として伝えさせていただいた時に、大人

の方のリアクションを見て、まだまだ子どもたちの感覚と大人の感覚はズレがあるなと感じました。子どもたち

とたくさん関わっている中で、アプリとか仕組みとかだけで考えるのではなく、どうして子どもたちがそのアプ

リをするのか、どういう思いでやっているのかという奥深くまで私たちが考えることが大事だと思いました。大

学生は大人でありながらも子供の部分もあるので、私たち大学生が、子供と大人のギャップ、ズレとかを埋

める人材になっていかなければならないと強く思いました。今日は本当にありがとうございました。

竹内： ありがとうございました。最後に私がちょっとだけまとめにかえたいなと思います。
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竹内： 今日の事で分かったのは、予想以上のスピードで低年齢化していて、非常に複雑になっています。

小学生、中学生、高校生、大学生、それぞれ違う課題があるので、どれから手を付けたらいいのか分からな

い。ただ、共通している事も僕はいくつかあると思っています。

１つ目は子どもたちだけの問題ではなくて、大人社会の問題が子供に反映していること。私たち大人が社

会として考えていかなければいけないと強く思いました。実は私、先日、愛知県警で性被害にあった女の子

達にワークショップする機会がありました。塩津さんたちと一緒にやったのですが、前半は産婦人科の女医

さんが性感染症や避妊についてかなり具体的に話されました。コンドームのつけ方まで教えます。そのあと、

私がネットの危険について話しました。そのとき、この新聞記事を被害児童に見せました。この男性が「掲示

板で知り合った女の子に騒がれて殺されてしまった」と話す通り、ネットで知り合った女の子を殺してしまっ

たと言われています。「この２人、釣り合わなくないか」と聞いたら、「こういう男の人でもずっと相談に乗って

もらっていたらかっこよく見えてくる」と多くの女の子が話してくれました。「ネットのマジック」です、とも。「私

の話なんか、先生も親も真剣に聞いてくれない。ネットの人は一生懸命聞いてくれる」と言いました。非常に

驚きました我が、そういうことなのでしょう。彼女たちの心の隙間に、ネットの男性は巧妙に入り込もうとしてい

るのかもしれません。最年少は小学５年生でした。小5です。小5にコンドームの付け方教えたらダメでしょう。

「寝た子を起こす」という言葉が頭に浮かびましたが、彼らはもう「寝た子」ではありません。実際に性被害に

あっています。隣に保護者がいて一緒に聞いていました。これは今は、警察しかできません。でも本当は学

校でも手をつけていかなければならないテーマになりつつあります。まだ時期尚早かもしれません。「ネット

の人は優しい」「私の相談なんか誰も聞いてくれない」、愛知県の子たちの声です。坂本さん。寂しい子たち、

どうですか？

坂本： そうですね。座間の事件なんかもまさにそうで、ネット以外に繋がる場所がないという子たちがそう

いう所で被害に遭っていると思います。

竹内： 「ネットをやらすな」「ネットは罪悪だ」「ネットがあるからダメなんだ」という人は多いです。だけど彼

らにはそこにしか相談相手がいなかったと述懐します。大事なことは取り上げるのではなくて、それよりも上

質の相談相手になる。その辺りしか、そこしか私たちの答えはないです。「スマホやるな」ではなくて、「何か

あったらおっちゃん聞いてあげるよ」という姿勢が必要です。今日はいろんな方がおられて、携帯電話を

持っておられない方やガラケーの方も多数、おられます。今日の話聞いて、私もスマホ持とうかなと思った

人いたら持たなくていいです。今更無理です。問題はそこではありません。スマホのことが分からなくても、

全然、大丈夫です。大事な事は、「相談乗って上げるよ。おっちゃん、おばちゃん相談乗ってあげるよ。話

を着てあげるよ」。そういう気持ちさえがあれば良いのです。デジタルは難しい。でも大切なのは心。スマホ

の問題は「心の問題」です。間違いないです。
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竹内： 私が中学校にいた時は、心がしんどい子は「盗んだバイクで走り出」していました。子たちが変形

服着て、モヒカンとかいました。わかりやすい時代です。そういう悲しい心根の子達はもちろん今もいます。

そういう子達は、派手な格好はせずに、ネットの中にいます。こちらから迎えに行ってあげなければいけませ

ん。

藤川さんが仰っていたように、自転車には「三輪車」「コマ付き自転車」「お母さん離さないでの特訓」、日

本中そういう「自転車教授法」という文化があります。でも、スマホにはまだありません。私たちは、みんなで「

スマホ教授法」という文化を創っていかなければならない時代になってきました。大人だけで無理だという事

がよく分かりました。しかし子供だけでも無理です。子供と大人が一緒に考えて社会全体で考えていく。「ス

マホ教授の文化作り」が必要です。今日はスタート切れたのではないかと思います。自分の所の学生を褒

めるのはちょっと申し訳ないのですが、やはりこの大学生ぐらいの大人と子供の中間ぐらいの意見を聞きな

がら、やっていくというのがいいのかもしれません。どうもありがとうございました。


