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兵庫県では、青少年のインターネット利用対策として、従来より青少年愛護条例
で原則義務化しているフィルタリング利用等の啓発を積極的に展開するとともに、
全国で初めて、全ての人々で青少年のインターネット利用に関するルールづくりを
支援することを条例で定め、産官学民言の様々な主体が連携・協働して支援等を推
進しています。

その一環として、青少年が主体となって現状への具体的な対応策を考えるワーク
ショップを実施するとともに、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」を開催して、社会全体で青少年とともに考え、取組の輪をさら
に広げる機会とし、県内各地域でのルールづくりの深化を図ることとしました。

■成果目標

・携帯電話所持の低年齢化やネット依存の深刻化・低年齢化が進む現状を踏まえ、
青少年が主体となって具体的な対応策を考えるワークショップを実施する。

・ワークショップで内容を検討するアンケートを県内の小中高校生に実施するこ
とで、県内青少年のネット利用の実態を把握し、青少年とともにより具体的な
ネット利用対策を検討する。

・全県大会等を通じて青少年のインターネット利用の現状を周知啓発することに
より、地域でのルールづくりの深化を図り、青少年の安全・安心なインターネ
ット利用環境整備の一助とする。

■事業概要

・ひょうごケータイ･スマホワークショップ（全３回）
・スマホサミットｉｎひょうご２０１７
・ひょうごケータイ･スマホアンケート／インターネット夢中度アンケート
・青少年による啓発活動
・教材の作成

■参加対象 兵庫県内に在住、在学の小・中・高校生 40名程度

■参 加 者 小６～高３ 11校 46名 ※高のうち７名は特別支援学校
（小６：１、中２：６、中３：10、高１：６、高２：18、高３：５）

■主催者等

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 一般社団法人ソーシャルメディア研究会 10名

平成29年度 文部科学省委託事業 有害環境から子どもを守るための推進体制の構築
青少年のネットトラブル防止大作戦 （青少年安心ネット・ワークショップ）

■「ひょうごケータイ・スマホワークショップ」事業概要
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推進会議では、ケータイ・スマホの問題点や危険性について考える青少年参加
型の「ひょうごケータイ・スマホワークショップ」を開催することとし、県下全
域から参加者を募ったところ、１１校（小学校１校、中学校４校、高等学校６
校）から参加申込みがありました。

ワークショップは、コーディネーターに兵庫県立大学環境人間学部竹内和雄准
教授を、ファシリテーターに一般社団法人ソーシャルメディア研究会の大学生を
迎え、３回にわたって実施しました。

■ひょうごケータイ・スマホワークショップ

■第１回ワークショップ （６月２５日）
第１回ワークショップでは、携帯電話やスマートフォンの良いところ、悪いと

ころについて参加者が意見を出し合い、正しい使い方について考えました。

～「ひょうごケータイ・スマホワークショップ」参加校～
神戸市立義務教育学校港島学園小学部、神戸市立義務教育学校港島学園中学部、神
戸市立渚中学校、神戸市立西代中学校、兵庫県立大学附属中学校、兵庫県立大学附
属高等学校、兵庫県立千種高等学校、兵庫県立姫路特別支援学校（高等部）、兵庫県
立播磨農業高等学校、兵庫県立氷上西高等学校、兵庫県立西宮北高等学校

・分からないことを調べることができる
・手軽に多くの人と繋がることができる
・多くの人と情報を共有できる
・連絡手段として便利
・災害時にも重要

・夢中になって寝不足になってしまう
・課金をしてしまう
・相手の顔が見えないのでトラブルに
なりやすい
・本当の気持ちが伝わりにくい

良いところ（主な意見） 悪いところ（主な意見）

ワークショップの参加者は、ネットトラブルを防止するために自分たちが出来
ることを考え、

・県下の青少年のケータイ、スマホの使用状況を確認するためのアンケート
調査

・街頭での啓発活動
・自分たちで使用できる教材の作成
・ケータイ・スマホに関する標語の作成

を行うことを決めました。
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第１回ワークショップにおいて、参加者が作成したアンケートを、県下全域の
小学５年生から高校３年生を対象に実施しました。

・アンケートの内容
「ネットで知りあった人
と実際に会ったことがあ
りますか？」等全２１問
※青少年本部が実施する
インターネット夢中度ア
ンケートと合わせて実施

・実施期間
７月７日～７月３１日

■青少年のインターネット利用対策啓発
街頭イベント （７月２４日）

第１回ワークショップにおいて、実施すること
となった街頭啓発イベントを、神戸の中心地であ
る三宮センター街で実施しました。

兵庫県マスコット「はばタン」や兵庫県警マス
コット「こうへいくん」も登場し、インターネッ
ト利用のルールづくりやフィルタリングの利用を
呼びかけました。

■教材の作成

ワークショップの参加者とファシリテーターの大学生で、学校や地域において
使用できる教材「みんなで考えよう、インターネットの使い方」を作成しました。

ワークショップに参加している中学校の参加者は、管内の小学校において出前
講習会を実施するなどして活用しました。

■ひょうごケータイ・スマホアンケートの実施
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■第２回ワークショップ （１０月１５日）

第２回ワークショップでは、７月に実施したアンケートの結果を受けて、携帯
電話やスマートフォンを利用する上での危険性や問題点等を話し合い、その対処
方法について検討しました。

参加者からは、
・スマホを触りすぎると、触れないときも気になってイライラするようになる。
・スマホを触る時間が多いとネット上で関わる人も増えるので喧嘩が起きやす
くなる。

・親が課金しているから、自分も課金しているという子も多い。
といった問題点が指摘され、その対処法として、

・ストレス発散ができる程度の程よい利用時間を考え、親子でルールをつくる。
・ネット上でトラブルに巻き込まれたときは大人に相談する。
・ＳＮＳ等に書き込むときは、送信前に内容を見直す。
・親には、子供が真似するかも知れないという危険性を考えてスマホを利用し

てもらう。
といった意見が出されました。

■第３回ワークショップ （１２月１６日・サミット当日）

第３回ワークショップは、スマホサミットｉｎひょうご２０１７当日の午前中
に行われ、参加者が「ひょうごスマホ宣言２０１８」を作成しました。
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兵庫県青少年を守る店連絡協議会との共催で行っている「青少年のネットトラ
ブル防止！メッセージコンテスト」の入賞者表彰式が行われ、受賞者には兵庫県
青少年本部理事長より「小学生の部」「中・高校生の部」「一般の部」の各部門
毎に「最優秀賞」「優秀賞」「奨励賞」が贈呈され、熱心に取り組んだ学校に対
しては「学校賞」が贈呈されました。

■１３：１０ 兵庫県青少年を守る店連絡協議会
「青少年のネットトラブル防止！メッセージコンテスト」入賞者表彰式

「スマホサミットｉｎひょうご２０１７」は、
神戸市立西代中学校 材井悠祐さん、兵庫県立
大附属中学校 松川未来さんによる司会で開会
しました。
会場が、ほぼ満席状態の３４０名の来場者で

埋め尽くされるなか、主催者代表として兵庫県
青少年本部の梅谷順子理事長が開会の挨拶をさ
れました。
また、来賓代表の兵庫県議会総務常任委員会

幣原みや委員長よりご祝辞をいただきました。

■１３：００ 開会、主催者挨拶、来賓祝辞

■スマホサミットｉｎひょうご２０１７

■１３：３０ 文部科学省委託事業
2017人とつながる 結果報告

ネットをやめられない青少年を対象に、
昨年度に引き続き実施された「人とつなが
るオフラインキャンプ２０１７」について、
キャンプの参加者とメンターを務めた兵庫
県立大学ソーシャルメディア研究会の大学
生が結果報告を行いました。

発表の冒頭には、株式会社サンテレビ
ジョン様に制作いただいた映像を放映しま
した。

平成２９年１２月１６日
兵庫県公館大会議室



本年７月～１０月までの３ヶ月間で、インターネット利用のルールづくりや
ネットトラブルの対策について主体的に取り組んでいる団体の活動事例を募集し
た結果、県内全域の学校、青少年関係団体等、73団体から応募がありました。
いずれの取組も、青少年が主体となって実施している先進的なものでしたが、

事務局等が行った審査の結果、特に優秀と認められた以下の４団体に発表してい
ただきました。

■１３：５０ 「青少年のインターネット利用対策先進活動事例」 発表会

洲本市立広石小学校
「児童会による効果的な『インターネットの
ルール』周知と保護者・地域との連携」

姫路市立東光中学校
「小中共通インターネット利用ルールづくり」

６

多可町立八千代中学校
「ぼくたち わたしたちのＳＮＳルールづくり
プロジェクト ｉｎ ＴＡＫＡ」

西宮市立上甲子園中学校
「地域を平和に･･･生徒会と警察が一つの
チームとなって」

トップバッターの洲本市立広石小学校は、昨年独自に実施したネット・スマホ
アンケート調査結果や広石小学校における６つのインターネットルールを発表し
ました。

姫路市立東光中学校は、生徒会が中心となり実施したアンケート結果を基に、
姫路市立城東小学校・姫路市立東小学校との合同会議で決定したルールを発表し
ました。

多可町立八千代中学校は、「ＳＮＳワークショップ」での取組や、たかテレビ
で放送した「多可町スマホ３か条」啓発動画を紹介しました。

最後の西宮市立上甲子園中学校は、甲子園警察署や少年サポートセンターと連
携して劇を制作し、市内小中学校で披露したことなど、生徒会の取組を発表しま
した。



■１４：５０ 県下約５，５００人小・中・高校生に聞いた
「ひょうごケータイ・スマホアンケート」結果報告

「ひょうごケータイ・スマホワーク
ショップ」に参加した青少年らが作成した
アンケートをもとに、県内小・中・高校生
約５，５００人を対象に調査、分析した結
果を中学生が発表しました。
今回は、ネットをしていない人、１日の

ネット利用時間が３時間未満の人、３時間
以上の人に分け、それぞれのデータを比較
しました。

調査項目 県内の小中高校生による「ひょうごケータイ・スマホワークショップ」で検討
調査対象 県内の小学５年生から高校３年生 5,565人

【有効回答数 5,486人（小学生1,222人、中学生2,039人、高校生2,304人）】
調査時期 平成２９年７月

分 析 兵庫県立大学 ソーシャルメディア研究会
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高校生のほとんど、中学生でも半数
以上の生徒がスマートフォンを所持し
ていました。

毎日インターネットに接続する時間
は、学年が上がるにつれて増えてい
き、中学生ではほとんどの生徒が毎日
接続していることが分かりました。

なかでも、高３では、半数近くの生
徒が３時間以上使用しているという結
果となりました。

ネット接続機器



ネット上でケンカ 課金している 面識ない人とLINE等
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続いて、ネット接続時間別に、依
存傾向にある生徒とない生徒の違い
や特徴を分析した結果が発表されま
した。
どの項目も、ネット接続時間が長

い生徒ほど割合が高い傾向にあり、
違い①では、３つの項目はお互い影
響し合っていて、悪循環に陥ってい
るという意見が出ました。
また、３時間以上ネットを使って

いる生徒の約３人に１人が動画投稿
をした経験があり、更に、ネットで
5,000円以上課金している人が
16.8％もいるという驚きの結果が報
告されました。
面識がない人とやりとりをして、

実際に会ったことがある生徒も
15.7％もおり、「相手は良い人ばか
りではないので、危険性を呼びかけ
る必要がある」とみんなで話し合っ
たとのことでした。
最後は、「使い方により、良いよ

うにも悪いようにもはたらくので、
これからの未来を私たちで考えてい
く必要がある」というまとめの言葉
で締めくくられました。
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と実際に会ったことがある」「自分のお小遣いをほとんどゲームに課金している
子がいる」など、来場者を驚かせる青少年の現状が報告されました。また、「Ｓ
ＮＳに投稿する『死にたい』などの言葉は『疲れた』『かまってほしい』などの
意味」といった発言に、他の発表者も同意を示すなど、青少年の実態を知る機会
となりました。

子どもたちは、「ネットで知り合った人と実際に会う危険性を知らせていかな
ければならない」「本当につらいときは（ＳＮＳには書き込まずに）直接話すの
で、ちゃんと子供達の話を聞いて否定せずに受けとめてほしい」など、普段考え
ている意見や本音を訴えました。

■１５：１０ ひょうごのこどもたちによるネット利用ルールづくり公開討論会

■１６：１０ 青少年のインターネット利用対策活動事例 優秀取組表彰式
事例発表の審査結果が、審査員長であ

る兵庫県山口最丈政策創生部長から下記
の通り発表され、各団体の代表者に表彰
状と副賞が贈呈されました。

審査は、来場者の投票結果をもとに、
審査員４名による厳正な協議により行い
ました。

いずれの取組も非常に素晴らしいもの
でした。

最優秀賞 多可町立八千代中学校
「ぼくたち わたしたちの ＳＮＳルールづくりプロジェクト ｉｎ ＴＡＫＡ」

優 秀 賞 洲本市立広石小学校
「児童会による効果的な『インターネットのルール』周知と保護者・地域との連携」

奨 励 賞 西宮市立上甲子園中学校
「地域を平和に・・・生徒会と警察が一つのチームとなって」

姫路市立東光中学校
「小中共通インターネット利用ルールづくり」

特 別 賞 猪名川町ＳＷＩＮＧ－ＢＹ実行委員会
「「スマホの授業とネットリテラシー！海の向こうの取り組み？黒船襲来？
いやいや発信源は兵庫の猪名川」～スマホの授業延べ１万人目前！
海外の取組を学んで取り入れ、初心に帰る！兵庫県から新しい風を世界中に！～」

兵庫県立千種高等学校
「情報モラル向上の取り組みから広がるコミュニケーションの輪～千種からの発信～」

９

公開討論会では、ワークショップ参
加者、オフラインキャンプ参加者、事
例発表団体の代表が登壇し、コーディ
ネーターである竹内准教授の進行のも
と、青少年のインターネット利用の
ルールづくりについて活発な意見交換
が展開されました。
参加した高校生からは、「ＳＮＳを

通じて知り合った共通の趣味を持つ人



■１６：２０ 総括

総括として、「ひょうごスマホ宣言２
０１８」の策定に携わった青少年全員が
登壇し、スマホ宣言の４箇条を発表しま
した。
宣言を作った本人から、４箇条を策定

するに至った経緯やその思いなどが説明
されました。
また、竹内准教授と神戸親和女子大学

金山健一教授から、（公財）ひょうご震
災記念２１世紀研究機構「ネット社会に

～ひょうごスマホ宣言２０１８～

① もうちょっと そのあとすぐに やめられる？

② 消えないよ あなたが出した その写真

③ 子を守る 魔法のシステム 親心

④ 隠された 危険な感情 よみとれる？

ネット利用の ①時間 ②危険 ③フィルタリング ④人間関係 に関する宣言です。

■１６：４５ 閉会

閉会に際し、竹内准教授は、「大人と子どもが一緒に考えて、ルールをつくっ
ていくことが大事」と締めくくり、金澤和夫副知事は、「“今”を生きている青
少年が主役となって議論してもらうことが必要だと感じた」と感想を述べられま
した。

最後に、司会の２人が、「ご来場の皆様のご協力により、有意義な時間となり
ました。本当にありがとうございました。」と謝意を述べ、「スマホサミットｉ
ｎひょうご２０１７」は幕を閉じました。

■展示コーナー

スマホサミットｉｎひょうご２０１７の会
場において、フィルタリング利用やルールづ
くり、スマホ利用時のマナーなど、情報モラ
ルについての啓発活動を行っている団体によ
る展示・資料配付コーナーを設置しました。

各団体からオリジナリティーあふれる取組
が紹介され、多くの来場者にお越しいただき
ました。

10

おいて地域全体で青少年を守り育てる環境整備のあり方研究会」の中間報告や、
改正が成立した青少年愛護条例の説明が行われました。
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スマホサミットｉｎひょうご２０１７を終えて

コーディネーター／推進会議座長
兵庫県立大学環境人間学部 准教授 竹内 和雄

１ 子どもたち自身が考える意味

「スマホサミットｉｎひょうご」は、今回で３回目である。県下の小中高校生
が一堂に会し、自分たちとスマホについて考える機会は、それだけで貴重なもの
である。子どもとネットの問題は、日進月歩、すさまじい勢いで変化している。
兵庫県はこれまでも、この問題に対して産官学民言をあげて、まさに「オール兵
庫」で取り組んできたが、その実態については大人がどれだけ追いかけても見え
てくることには限界がある。

その意味で、ワークショップやスマホサミットの機会は画期的である。子ども
自身が問題の所在を明らかにし、その対策についても考え、さらに自分たちの考
えた結果を並みいる大人（兵庫県、警察、教育委員会、企業等）の前で発表する｡
子どもたち自身にとっても、大人にとっても貴重な機会である。

子どもたちは状況を知るためのアンケート項目を考え、県全体で5,500人への
大規模な調査を行った。アンケート結果をもとに、子どもたちは対策を議論し、
「ひょうごスマホ宣言2018」にまとめた。子どもたち自身は議論する過程で自分
たちの課題を発見でき、大人はそれをもとに対策を考えることができる。他地域
のモデルとなる取り組みである。

２ 兵庫県の先進性

この問題に対して、兵庫県は先進的である。条例の規定にもその一端が見える｡
県は、平成28年４月に青少年愛護条例を改正し、「県内全ての大人が、青少年の
インターネットの利用に関するルールづくりの支援に努める」ことを定めた。つ
まり、主人公は子どもたちで、大人はルールづくりの支援者なのである。
これまで多くの自治体等で、子どもたちと携帯電話についてのルールづくりが

なされていた。有名なところでは、石川県が「いしかわ子ども総合条例」で「小
中学生の携帯電話所持を禁止」し(平成21年)、愛知県刈谷市は「小中学生の携帯
電話使用を夜９時まで」とした(平成26年)。どちらも当時の大人が議論し、最適
なルールを子どもたちに提案した画期的なもので、社会的にも広く認知された。
しかし、時代が流れ、子どもたちを取り巻く環境が変化し、大人が作ったルー

ルを子どもに提示するだけでは立ち行かなくなっている。兵庫県の青少年愛護条
例は、時代の最先端の条例である。そういった最先端の取り組みの根っこの部分
に、「スマホサミットｉｎひょうご」のこれまでの取り組みが少しでも寄与でき
ているとしたら、望外の喜びである。
罰則のない条例は実効性が課題になる場合が多いが、早速成果が出ている。兵

庫県下の小中学校で、子どもたちがスマホ等のルールを作っているのは、平成28
年度44.7％、平成29年度63.9％で、私が知っている限り、都道府県単位ではナン
バー１である。そもそも、県レベルでこういう調査をしている事例を他に知らな
い。兵庫県の先進性を明確に表しているだろう。
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３ 見えてきた課題と今後の対応

しかし、見えてきた課題も多い。特に低年齢化の波は予想を大きく上回る勢い
である。今回の調査では、小学５年生のスマホ所持は18.5％であるが、毎日ネッ
ト接続しているのは77.6％であった。「スマホサミット」という全県大会のネー
ミングからも分かる通り、私たち大人は、この問題の入り口はスマートフォンを
はじめとした携帯電話だと認識していた。しかし今回明白になったのは、子ども
たちのネット接続は携帯電話だけでなく、携帯ゲーム機やタブレット端末からも
行われているということである。２つの方向転換が急務であろう。

１つ目は対策の対象年齢の変更。これまで対策の中心は中高生であった。しか
し、先の調査結果を鑑みると、対象を小学生に下げる必要があるだろう。さらに
小５で当事者になることを考えると、対策は小３くらいから始めなければならな
いだろう。

２つ目は対策として想定する機器の変更である。これまでは携帯電話であった
ので、対策の中心はフィルタリング等で、その中心も携帯電話事業者であった。
今後は携帯ゲーム機やタブレットをその対象に据える必要があるだろう。子ども
たちに人気の３ＤＳ（任天堂）のフィルタリングやペアレンタルコントロールは
かなり有用だが、その保護者からの認知は驚くほど低い。このあたりを対策の中
核に据えていくことが求められるだろう。

４ 突きつけられた課題

スマホサミットでは、子どもたちから
厳しい問題提起があった。公開討論会で、
子どもたちは自分たちのスマホ使用につ
いて赤裸々に語った。「一晩中、ネット
していることがある」「10万円以上、課
金している人がいる」「ネットで知り合
い、会っている子もいる」……。もちろ
ん、実態を会場の大人と共有することで
対策を考えるためだが、そこで、ある高
校生が「私たちの話を笑いながら聞いている人がいる。事態は深刻なので、大人
も真剣に聞いてほしい。私たち子どもだけでは無理だから、大人もちゃんと考え
てほしい」と語った。厳しい表情で真剣に訴えかける高校生の言葉に、会場の大
人は返す言葉がなかった。私を含めて多くの大人はあまりの実態にどうしていい
かわからず、苦笑いしていたのが正直なところだ。
さらに、今回の調査で、高校３年生でインターネット使用が急増することが分

かった。これまでにない傾向で驚いたが、子どもたちによると、「最近は受験勉
強をネットでしている」という。私たちの予想以上に、子どもたちによる利活用
が進んでいるようだ。

スマホサミットの重要性、先進性が発揮されるのは、実はこれからなのだとい
う思いに至っている。この問題はまだ始まったばかりなのかも知れない。この問
題の解決は、大人だけでは無理である。子どもだけでも無理である。子どもと大
人が向き合って、それぞれの立場から真摯に話し合う姿勢が何より必要なのだと
考えている。
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様々な校種の青少年が集まり、議論することで、具体的な対応策を考えるワー
クショップとすることができた。青少年による啓発活動や教材の作成を行うとと
もに、議論した内容を踏まえた「スマホ宣言」とすることができた。

■ワークショップの実施

■事業成果の評価と今後の展望

アンケートでは、子どもたちが考えた項目に加え、(独)国立病院機構久里浜医
療センター提供によるインターネット夢中度アンケート８項目についても尋ね
た｡

【Diagnostic Questionnaire for Internet Addiction(DQ), Young K,1998】

その結果、８％の青少年がネット依存
傾向にあることが判明した。年々増加し
ており、ネット依存の深刻化を感じるが、
県がルールづくりへの補助事業を実施し
ている小学生ではわずかながら減少した。

現在進めているアンケートの詳細な分
析では、フィルタリングが危険を低減し、
ルールづくりが利用時間を減少させる傾
向が明らかになりつつあり、施策の有効
性が示唆される。

■アンケートを通じた実態把握と対策の検討

全県大会など青少年中心の取組により、課金が広がっていること、特別支援学
校の生徒の依存傾向、「疲れた」「かまってほしい」といった気持ちでＳＮＳに
「死にたい」と投稿する場合があること等、最新の実態を把握でき、周知啓発等
の施策に反映させることができた。

自分たちとネットとの問題について真剣に向き合う青少年自身から、親子での
ルールづくりが必要との意見が出たことからも、フィルタリングの利用を含めた
親子での話し合い（ルールづくり）の必要性を改めて認識した。

■全県大会等を通じた周知啓発

意識の高い青少年や学校・地域における取組の深化と家庭への広がりにはワー
クショップ等の活動が効果的だが、関心が低い学校・地域にどう働きかけ、県内
全域の家庭・保護者に取組を広げていくかが課題である。

今後は、保護者アンケートを併せて実施して保護者の意識と青少年の利用実態
の相関関係を探るなど、より深く実態を把握しながら、産官学民言の様々な主体
が連携した取組を引き続き推進する。

特に、大人と子どもがともに考える活動の一般化・パッケージ化に取り組む。

■課題と今後の展望

小学生 中学生 高校生 全体

Ｈ27年 1.4% 6.6% 8.3% 6.4%

Ｈ28年 3.5% 7.5% 9.1% 7.7%

Ｈ29年 3.3% 7.9% 10.6% 8.0%

3.3%

7.9%

10.6%

8 .0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

ネット依存傾向にある青少年の割合



本事業を実施するにあたっては、(公財)兵庫県青少年本部が事務局となり、青
少年のネットトラブル防止に向けた保護者等に対する普及啓発強化策や、県民運
動展開の実施方策を検討している｢青少年のネットトラブル防止大作戦推進会議｣
を事業検討委員会に位置づけ、事業内容等について検討を行いました。

■青少年のネットトラブル防止大作戦推進会議の構成

■検討経過

事業検討委員会

■青少年のネットトラブル防止大作戦推進会議

・株式会社ドコモＣＳ関西神戸支店
・株式会社テレックス関西
・一般財団法人いえしま自然体験協会
・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
・兵庫県警察本部生活安全部少年育成課
・兵庫県企画県民部女性青少年局青少年課

事務局 公益財団法人兵庫県青少年本部

・兵庫県立大学環境人間学部 竹内 和雄 准教授【座長】
・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
・東播磨青少年本部
・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

回 日 時
検討内容

主な意見等

第
１
回

５月22日
(月)

①推進会議の運営について ②事業概要について

・今年度から「ひょうごケータイ・スマホワークショップ」が文部科学省委託事業となった。
青少年だけでなく、保護者等の参加も積極的に受け入れる。

・フィッシング詐欺、ツイートキャスティング、ミックスチャンネル等の青少年の動画投稿、
幼児にスマホを使用させることの是非など、青少年とネットの問題は目まぐるしいスピード
で変化している。

・産官学民言が協力して集まる会議は、全国的に見ても先進的で、この推進会議と子どもたち
の意見は、事業を進める上で欠かせないものである。

第
２
回

７月18日
(火)

①第１回ワークショップ実施報告 ②ケータイ・スマホアンケートについて
③スマホサミットｉｎひょうご２０１７に向けた今後の活動について

・ワークショップでは、三宮センター街でのキャンペーンの実施や出前授業で使用する教材の
作成など、具体的な取組も始まっている。

・大人はあくまでも支援者で、子どもに自律させることが大事である。
・ネットを止めさせるのではく、末永く正しく使用できる環境を作る責務がある。
・子どもたちはそのときは真剣に学んでくれるが、現実に戻ると直ぐに忘れてしまう。学校現

場からは、何度も粘り強く伝えていくことが必要であるという声が上がっている。

第
３
回

11月27日
(月)

①アンケート実施結果について ②スマホサミットｉｎひょうご２０１７について
③青少年愛護条例の改正について

・神奈川県の座間市で、アパートから男女９人の遺体が発見される事件があった。報道では、
複数の高校生がTwitterで容疑者と接触し、被害者となるなどしており、自殺に関する書き込
み等ネット上の有害情報等からの青少年の保護は、喫緊の課題であると認識している。

・アンケート結果でもネットの知り合いと実際に会う割合が多いが、知らない人と会う抵抗感
が薄れている。兵庫県の子が他府県に行って被害に遭う事例もある。

・青少年愛護条例の改正を12月県議会に提案予定。青少年インターネット環境整備法改正を踏
まえた取組の強化や、児童ポルノ自画撮り勧誘行為の禁止等が内容。

・大人が子どもたちに真剣に関わる、構うことが求められているのではないか。

第
４
回

２月19日
(月)

①事業総括 ②成果と課題について ③今後の展望について ④報告書の作成・提出について

・スマホサミットの公開討論会での「笑わずに真剣に聞いて」という発言が衝撃的だった。
・我々大人は、利用実態についての衝撃的な発言に、苦笑いせずにはおられなかった。
・真剣に耳を傾けているからこその苦笑いだった、と伝えられれば良かった。
・ワークショップやスマホサミットには、どうしても意識の高い方々が集まってしまう。関心

が低い学校・地域・保護者との格差が生じており、どう認識を広げていくかが課題。
・大人と子どもがともに考えることに意味がある。こういった活動を広く伝えていくため、一

般化・パッケージ化に取り組むべき。
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ひょうごケータイ・スマホワークショップ スタッフ

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
ファシリテーター、アンケート分析
一般社団法人ソーシャルメディア研究会
小林 鈴香 山田 佑奈 塩津 佳穂 佐々木 南 林 保典
福田 有里 藤井 留奈 藤城 美穂 増下 直人 松村 友慎
安田 杏梨
事務局
公益財団法人兵庫県青少年本部
梅谷 順子 坂本 好也 市村 高子 吉村 興二 松本 佳崇
東 浩太郎 岡藤あゆみ 小田依梨奈

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
Addr.: 〒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/
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