
兵庫県マスコット
はばタン

面倒がらずに設定！！お子さまの携帯電話・スマートフォン
には必ずフィルタリングを利用しましょう。

県警本部サイバー犯罪対策課 ０７８－３４１－７４４１（代表）

県警本部少年課ヤングトーク ０１２０－７８６－１０９

ひょうごっこ悩み相談センター ０１２０－０－７８３１０（24時間）

ひょうごっこ
「ネットいじめ情報」相談窓口

０６－４８６８－３３９５
（月～土 14時～19時）

県精神保健福祉センター
こころの健康電話相談専用ダイヤル

０７８－２５２－４９８７
（火～土 9時30分～11時30分、13時～15時30分）

ほっとらいん相談
（青少年のための総合相談）

０７８－９７７－７５５５
（月・火・水・金・土 10時～16時）

　ネットを通じて青少年が大麻など禁止薬物
を入手する事案が増加しています。大麻は幻
覚や知的機能の低下などの作用がある危険な薬物です。ＳＮ
Ｓで勧められたり、友達から誘われても絶対に使用すること
がないよう、その危険性を子どもに伝えることが大切です。

インターネットに関して、県・県警では、下記窓口を設置しています。
いじめ・犯罪等に関してはもちろんですが、ネット上での犯罪等の
不適切な書き込みに関しても警察等の相談窓口にご連絡ください。

　子どもにスマホを買い与えているのは大
人です。そのスマホを通じて、今、子ども
たちが危険な目にさらされているのです。
　「分からないから」と放置すると、子ども
は一生消すことができない傷を抱えてしまうかも･･･。

　ネットの使い方は個人や家庭、地域などによって様々で
す。ルールづくりのポイントは、子どもの意見を取り入れ
て、それぞれに合った現実的なルールをつくることです。
　環境の変化やお子様の成長に合わせて、ルールを定期的
に見直すことも大切です。

これまでのフィルタリング
　有害サイトやメールをブロックした
りする子どもたちの強い味方です。
　一方、利用者からは、「使いづらい」
「融通がきかない」といったマイナス
イメージが強くありました。

【兵庫県での相談窓口】

青少年が考えたひょうごスマホ宣言2019

スマホで大麻購入 !?
ネットを通じて薬物のキケンも･･･
スマホで大麻購入 !?
ネットを通じて薬物のキケンも･･･

子どもをネットの危険から守るのは
大人の責任 !!
子どもをネットの危険から守るのは
大人の責任 !!

ご家庭でネットのルールづくりと
見守りを !!
ご家庭でネットのルールづくりと
見守りを !!

子どもを守りたい親の強い味方、
フィルタリング
子どもを守りたい親の強い味方、
フィルタリング

( 時　　間 )　
( 危　　険 )
( フィルタリング )
( 人間関係 )

大切な 「今」がスマホに 奪われる
その画像 世界のどこかで 生きている
守りたい 親の気持ち 分かってる？
消しても消えない 自分の言葉に 責任を
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　兵庫県は条例で、青少年のインターネット利用に関する基準
（ルール）づくりへの支援を県内すべての人の努力義務としています。
　また、青少年のスマートフォン、携帯電話へのフィルタリングを
原則義務化しています。
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子どもたちの将来を奪う
自画撮り被害

子どもたちの将来を奪う
自画撮り被害

保護者のためのネット利用ガイドブック VOL.５
イライラ解消

○ 設定が簡単に！　   ○ 利用時間やアプリ制限可
○ Wi-Fi 等にも対応　○ ゲーム機等でも設定可能

子どもを守る子どもを守る

使いやすく進化したフィルタリング

「分からない」「分からない」では手遅れに!!では手遅れに!!

がが
ある！！ある！！
ノック
アウト!!
ノック
アウト!!

×

・現実的で実践できるもの
・本人（子ども）も納得できるもの
・画一的、強制的でないもの
　にしましょう

ルールは、



　犯人は、年齢や性別を偽って子どもたちに接触し、友達
や恋人と勘違いさせて画像を要求してきます。子どもたち
は相手を信じてしまい、最初のうちは被害に遭っているこ
とに気付かないケースがほとんどです。
　一度画像を送信すると、「画像をバラまく」等と脅され
て更に過激な画像を要求され、初めて被害に気付くのです。

　ネット依存とは、ゲームやＳＮＳなど、ネットを使わな
いと不安になったり、利用する時間や方法をコントロール
できなくなる状態をいいます。　

　ネット依存の症状は様々ですが、栄養失調や体
力低下などの体の問題、睡眠障害やイライラなど
心の問題に加え、粗暴化や不登校なども多く見ら
れ、青少年にとっての悪影響は計り知れません。

　上のグラフからも分かるとおり、ネット依存傾向の割合
は小中高校生いずれも増加傾向にあります。
　特に、小学生の増加率が高く、低年齢からの対策が必須
であることが分かります。

　ゲームやＳＮＳそのものの楽しさ、そこで得られるワク
ワク感はもちろん原因の一つですが、何よりも、子どもが
育つ環境が大切で、リアル（現実）が充実している子ども
はネット依存に陥ることはありません。
　子どもたちに、リアルの世界の素晴らしさを伝えてあげ
てください。

　送った画像がインターネット上に拡散する
と、二度と消すことができない「デジタルタ
トゥー」となり、将来に渡って子どもたちに
計り知れない影響を及ぼします。
　子どもたちが画像を送信してしまう前に、
止めてあげることが大切です。

「まさか男の子は被害に遭わないだろう。」
というのは大間違い。女子より警戒心が
低い男子の被害もとても多くなっていま
す。

　兵庫県が実施したアンケートでは、ＳＮＳなどを通じて
知らない人とやりとりし、実際に会っている青少年が多数
いるという衝撃の事実が判明しています。

　ＳＮＳなどで知り合った相手に、自分の裸や下着姿の写真を
送らされる「児童ポルノ自画撮り被害」が急増しています。

①まず、保護者が「自画撮り」の危険性について知る。
　無関心が一番ダメ！自画撮りの危険性を保護者自身が知ってください。
②自画撮り被害について子どもと話し合う。
　被害の実例などを交えて子どもとよく話し合ってください。
③子どものネットの使い方をよく観察する。
　お子様が自分の部屋やお風呂、トイレなどでスマートフォン
を使用している場合は特に注意が必要です。

　兵庫県では、青少年に裸や下着姿の自画撮り
画像を要求する行為を条例で禁止しており、不
当な手段を用いた場合の罰則も定めています。
　また、児童ポルノの製造、提供、所持等は、
法律で禁止されています。

　兵庫県では、青少年に裸や下着姿の自画撮り
画像を要求する行為を条例で禁止しており、不
当な手段を用いた場合の罰則も定めています。
　また、児童ポルノの製造、提供、所持等は、
法律で禁止されています。

子ども たちの将来を奪う、自画撮り被害

「自画撮り被害」急増中 !! 犯人は言葉巧みに子どもたちを騙します ネット依存って何？

ネット依存はこんなに怖い

県内にもこんなに !! ネット依存傾向の子どもたち

ネット依存の原因はどこにあるの？

送った画像は二度と消せない･･･

油断は禁物 !!  男子の被害も多数 !!
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自画撮り被害に遭った青少年数の推移（全国）
被害に遭った青
少年は、過去最
悪を更新

人
数

（警察庁統計資料より）

（H30ひょうごケータイ・スマホアンケート結果より）
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県内のインターネット依存傾向の割合

（H30ひょうごケータイ・スマホアンケート結果より）

中高生はもちろん、小学生も対策が必須

放っておけない!!ネット依存の現実

オフラインキャンプ 検索
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会ったことない人と
ネット上でのやりとり

ネットで知り合った人と
実際に会った

児童ポルノ自画撮り勧誘行為は犯罪です!!児童ポルノ自画撮り勧誘行為は犯罪です!!
保護者の意識が子どもを救う！保護者の意識が子どもを救う！

ご存知
ですか？

緊急特集!!!緊急特集

保護者が知らない衝撃の事実 !!

被害に遭わせないために、保護者ができること

写真送って

!!!

兵庫県青少年本部では、日常生活において
ネット利用を見直したい青少年を対象にし
たキャンプを実施しています。

言うこと聞かないと
バラまくぞ…

知らない人とのやりとり
や接触は、自画撮り被害
などの犯罪被害に直結す
る非常に危険な行為です。

知らない人とのやりとり
や接触は、自画撮り被害
などの犯罪被害に直結す
る非常に危険な行為です。
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依存傾向!!
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約10人に

1人がネット

依存傾向!!

約10人に

1人がネット

依存傾向!!


