Ⅱ

関東甲信越

-17-

普及・啓発活動／安全利用教室

「インターネット安心安全大作戦」
栃木県／特定非営利活動法人ｅ－とちぎ

団体略称

ｅ－とちぎ

団体人数

【総数】12 人（内非常勤職員数／２人）

【主な年齢層】40 代

※上記のうち、青少年のインターネット環境整備に係る活動の従事体制
【総数】３人（内非常勤職員数／２人）
◆団体の主な活動
○IT でとちぎをもっとおもしろく
○ICT の利活用による様々な問題の改善、解決
○ICT の利活用によるリテラシー向上、リスクの啓蒙
◆団体沿革
平成17年
平成19年～
平成21年

「特定非営利活動法人ｅ－とちぎ」設立
栃木県主催事業などで、啓蒙展示、相談を実施。学校での啓蒙事業を行う
栃木県「特定非営利活動法人等からの提案による県との協働事業」で「ケータイ安心安全大作戦」を実施

◆青少年のインターネット利用環境に係る活動目的・背景
目

的

・子供をインターネットのリスクにさらさない。
・子供に携帯インターネット端末を与えない。
・インターネットに接続できる携帯端末を与える時期を、自己責任が負える（自分で費用を支払える）時点まで可能
な限り与えない。連絡用、学習用には、その目的に限定して、保護者の管理下で利用させる。
活動の背景
団体設立のころ、GPS 機能付き携帯電話がリリースされ、防災システム等で携帯電話の啓蒙を行うなかで、子供の防
犯端末の啓蒙も行っていたが、鹿沼の児童殺害事件をきっかけに、防犯の名のもとに無自覚に普通の携帯電話を与える
保護者が急増した。子供に普通の携帯を与えてしまうことのリスクを痛感し、啓蒙活動に主眼を置くようになった。

◆主な活動内容
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動

／

安全利用教室

「インターネット安心安全大作戦」
保護者、青少年（未就学児・小学生・中学生・高校生）、教員、地域住民など

対象人数

１回あたり概ね 50 人

活動場所

学校での授業、学校での特別活動、地元イベントなど

活動の頻度

年に４～５回程度【１回あたり概ね２人が従事】

-18-

具体的な活動内容

教員、保護者などを対象とした講習、相談会
要望に応じて｢携帯電話は持たせて良いのか、持たせる場合はどうす
れば良いのか｣という点について、制作した資料を基に解説、及び質疑
応答を行う。平成 28 年は栃木県北の保護者グループから要望があり、
保護者を対象に講習、相談会を実施した。

県主催イベントへの出展
栃木県主催の人権問題啓発イベント「ヒューマンフェスタ」に、例
年「インターネットと人権」をテーマに、その時々の最新事例に合わ
せた啓蒙展示と相談会を行い、制作した資料の配布、簡易チェックな
どを実施。
平成 28 年は佐野市で行われ、スマホ育児の問題を中心に取り上げた。
活動の特色
・特定非営利法人として特定の携帯電話会社などの利害関係から独立し、「持たせない」という選択肢をも
って啓蒙している。
・個別相談については、実際に家庭に伺ってのフォローアップなども行っている。
・考え方や問い合わせ先などをまとめた小冊子を作成して随時更新し、配布している。
他団体や行政との連携
栃木県「ＮＰＯ等からの提案による県との協働事業」で「ケータイ安心安全大作戦」を実施。
活動による効果
参加した保護者からは、
「考え方」からフォローしているため、概ね好評である。
◆団体の課題・今後の予定
団体の課題
一番の課題は、
「すでに与えてしまった家族」に対する働きかけである。
「特定非営利法人等からの提案
による県との協働事業」で、小学校の入学説明会で啓蒙を行う必要があると報告書の結論をまとめたが、
乳幼児からあやすためにスマートフォンを与え、コントロールできない状態になっているケースが散見さ
れ、そのような保護者は、啓蒙活動に興味を示さない。そして、そういった環境で育った子供は、保護者
のコントロールの妨げになってしまう。
一律な制限が理想だとは思うが現実には難しい中で、どのように「指導できる環境」にするかを考える
必要があると思われる。
団体の今後の予定
引き続き、啓蒙活動を行っていく。イベント会場で、簡単な依存診断などができる仕組みを作って、興
味のフックにできないか検討中。
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普及・啓発活動／ネットパトロール・通報

ネットパトロール事業／情報モラル研修事業
栃木県／株式会社スキット

団体人数

【総数】57 人

【主な年齢層】平均年齢 40 歳

※上記のうち、青少年のインターネット環境整備に係る活動の従事体制

【総数】15 人

◆団体の主な活動
○学校教育情報化コーディネーション
・教育情報化アドバイザ業務 ・情報モラル講演業務 ・ネットパトロール業務
○エデュケーション ・自治体ヘルプデスク ・自治体 IT 講習会講師支援
○デベロップメント ・学校、自治体向け ホームページ支援サービス、メール一括配信＋専用掲示板
◆団体沿革
平成12年12月

「有限会社ユーキャン」設立

平成20年４月

コモンズネット正会員加入

SchITブログ・コモンズサービス開始

平成21年10月

メール配信サービス（SimpleMailBBS）開始

平成26年５月

「歩くのみまも～る♪」

平成28年４月

常陽銀行主催「常陽ビジネスアワード」受賞

社名を「株式会社ユーキャン」から「株式会社スキット」に変更

◆青少年のインターネット利用環境に係る活動目的・背景
目

的

ネットいじめや事件・犯罪被害等から生徒を守る為、有害サイト（非公式学校サイト）及び個人情報の漏えいの早
期発見・早期対応をするため、有害サイト（非公式学校サイト）の検索・監視・削除依頼代行を行う。
トラブル発生後の対応を行う相談窓口として、ネットトラブルコンサルティングも実施し、総合的なネットトラブ
ル対策を行うとともに、IT 教育支援や情報セキュリティ教育支援を行い、地域情報化の推進に貢献する。

活動の背景
SNS やゲームサイト等を多くの子供たちが利用しているとともに、子供たちのコミュニケーションの場が、インター
ネット上へと変化し、
「非公式学校サイト」などでの情報交換が頻繁に行われており、個人情報を公開し、個人を誹謗中
傷するなど、こうした不健全な環境に子供たちが置かれている。
子供たちの実態や課題を把握することの重要性を感じ、子供たちの安心・安全への貢献及びネットによるいじめや犯
罪に巻き込まれないように業務体制を整えた。

◆主な活動内容
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動 ／ ネットパトロール・通報
ネットパトロール事業、情報モラル研修事業
青少年（未就学児・小学生・中学生・高校生）、教員、保護者、地域住民

対象人数

１回あたり概ね 100～300 人

活動場所

学校での授業、学校での特別活動（保護者会等）

活動の頻度

月に５～10 回程度【１回あたり概ね２人が従事】
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具体的な活動内容

活動の特色
・ネットパトロールの実績による現状を踏まえて講演・研修を行っており、教職員・保護者向けの実機体
験型研修では、使い方やトラブルを体験することができる研修内容としている。
・SNS 等の理解を深め、教育現場や家庭で生かしていただくための内容としている。
他団体や行政との連携
県警等と連携し、サイバー防犯ボランティア団体に対し、情報モラル・セキュリティ研修を実施。
活動による効果
（中学生・高校生向け講演の感想）
・軽い気持ちで書き込んだことが犯罪になったりするので恐いと思った。
・ネットパトロールをして見られていることを知ったので、違反しないように意識が高まった。
・ケータイから起きるトラブルで被害者だけでなく加害者になる可能性もあると分かった。
（教職員向け講演・研修の感想）
・実機体験により、SNS の細部まで理解することができた。
・子供を守るために何をすべきか、どんなことができるかが示され、大変勉強になった。
◆団体の課題・今後の予定
団体の課題
学校、社会、家庭における教育・啓発を普及促進していくための、効果的な手法やツールの開発を考え
ていく必要がある。
団体の今後の予定
啓発活動等をさらに活発化するために、地域の情報化支援サービスの展開拡大を行っていく。
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普及・啓発活動／安全利用教室

小中学校の出前授業／自主勉強会／
子どものケータイ利用を考える全国市民ネットワーク事務局
群馬県／特定非営利活動法人ぐんま子どもセーフネット活動委員会

団体略称

gkac

団体人数

【総数】34 人（内非常勤職員数／１人・内ボランティア人数／33 人）
【主な年齢層】40～50 代
※上記のうち、青少年のインターネット環境整備に係る活動の従事体制
【総数】34 人（内非常勤職員数／１人・内ボランティア人数／33 人）

◆団体の主な活動
○講演会活動事業（啓発講習会）

○ネット見守り事業

○子供のスマホやネット機器利用に関しての危険性を、保護者を中心に啓発するための講師派遣、調査、研究
○インストラクター資質向上のための研修会・自主勉強会の開催
◆団体沿革
平成18年

任意団体「ぐんま子どもセーフネット活動委員会」設立

平成21年

第１回子どものケータイ利用を考える全国市民ネットワーク全国会議主催

平成24年

スマートフォンフィルタリング調査

平成27年

「特定非営利活動法人ぐんま子どもセーフネット活動委員会」設立（法人認定）

◆青少年のインターネット利用環境に係る活動目的・背景
目

的

青少年自身がインターネット社会で生きる力を持ち、また保護者・行政・学校・地域のそれぞれの役割を遂行する
ためのサポートを行う。
活動の背景
平成 17 年、青少年インターネット利用問題の啓発活動を開始。行政との連携を強め、その後組織化。行政、学校、警
察にも言えない・できないことを、保護者の立場で、保護者の言葉で伝えることが市民活動の意義として活動を継続。

◆主な活動内容
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動

／

安全利用教室

小中学校の出前授業/自主勉強会/子どものケータイ利用を考える全国ネットワーク埼玉
大会
保護者、青少年、教員、地域住民

対象人数

１回あたり概ね 30 人

活動場所

PTA セミナー、学校の授業、地域イベント

活動の頻度

年に 200 回

／月に 15 回

／

週に４回
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【１回あたり概ね１人が従事】

具体的な活動内容

小中学校の出前授業

自主勉強会（月に１度程度の会員向け勉強会）

子どものケータイ利用を考える全国市民ネットワーク事務局
平成 27 年 10 月 16 日～17 日開催（埼玉県さいたま市）

活動の特色
・スマートフォンやゲーム機からのインターネット利用に対し、注意すべき点やトラブルの入り口などを
実際に体験。
・講習会内で、実際にスマートフォンやゲーム機の画面を投影すると共に、実機でアプリなどを体験。
・常勤、非常勤体制でネットの遊び場の定期的な見守りを実施。
他団体や行政との連携
・県や各市町村教育委員会と連携。啓発事業などの委託事業を受けている。
・「子どものケータイ利用を考える全国市民ネットワーク」事務局として、情報交換の場の設定に努める。
◆団体の課題・今後の予定
団体の課題
・学校等から児童生徒向け啓発の依頼を受けることが多いが、平日昼間の場合が多く講師の確保が難し
い。
・児童生徒に直接語りかけるスキルにも不安がある。
・学校の教職員が、青少年インターネット問題を適切に指導できる環境の整備も必要。
団体の今後の予定
・当団体主催の事業を増やし、青少年インターネット問題を広く啓発できる環境を整える。
・全国の関連する団体との連携・情報共有を強めていく。
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普及・啓発活動／その他

指導員養成／プロジェクトチーム設立／対策ワーキンググループ支援／
ネットパトロール／小中学生の携帯電話等利用実態及び生活実態調査
群馬県／特定非営利活動法人青少年メディア研究協会

団体人数

【総数】３人（内非常勤職員数／２人・内ボランティア人数／１人）
【主な年齢層】30 代
※上記のうち、青少年のインターネット環境整備に係る活動の従事体制
【総数】３人（内非常勤職員数／２人・内ボランティア人数／１人）

◆団体の主な活動
○インターネット利用実態等の調査活動
○ネットパトロール事業
○講演や研修会講師派遣
○教育コンテンツ開発
◆団体沿革
平成19年８月

「特定非営利活動法人青少年メディア研究協会」設立（理事長：下田

博次）

平成22年～26年

群馬県ネットパトロール事業受託

平成22年

各自治体で市民インストラクター養成事業を実施する

平成27年～29年

群馬大学ネット依存調査（追跡調査）協力

平成28年

前橋市パートナーシップ事業「小中学生の携帯電話利用問題に対する総合的な支援」開始

◆青少年のインターネット利用環境に係る活動目的・背景
目

的

情報社会に適した地域づくりを実現するための、教育や子育て環境の課題に取り組むことを目的としている。特に
消費者の立場から、賢い情報消費者の育成により良質なインターネット文化を築くことを目指す。そのため、ネット
端末の利用促進や過度な危険性の周知といった具体的な端末使用に関する指導ではなく、地域社会や教育、家庭の在
り方をみんなで考えられるような環境整備に重点を置いている。
活動の背景
平成 16 年に市民団体「ホームページねちずん村」を設立したことから始まる。
「ねちずん」とは造語（Netizen）で、
「人々の模範となる良いネット上の市民」を意味する。この考えを基盤に、インターネット社会において主体的にネッ
トを活用し、自ら考えネット利用問題と向き合えるユーザーの育成を目指し活動を始めた。

◆主な活動内容（１）
活動分類

普及・啓発活動／その他

事業名

指導員養成事業

活動の対象

行政、地域住民

対象人数

１回あたり概ね 20 人

活動場所

埼玉県

活動の頻度

年に２回程度

具体的な活動内容
埼玉県ネットアドバイザー養成事業を実施。２日間にわたる養成プログラムで、模擬講習や論文提出な
どを経てアドバイザーに認定している。これまで平成 22 年・26 年に計６回のプログラムを実施。
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他団体や行政との連携
・埼玉県青少年課
◆主な活動内容（２）
活動分類
事業名
活動の対象
活動場所
活動の頻度

普及・啓発活動

／

その他

まえばしネットスクラム
教育委員会 保護者（PTA 含む）

小学生（高学年）～高校生

教員

地域住民

群馬県前橋市内
【１回あたり概ね２人が従事】

具体的な活動内容
子供のスマートフォン等利用に対する前橋市教育委員会の基本的な考え方を策定し、行動するための総
合的な取り組みとして、学校（校長会や代表校）
、PTA や育成会などが一堂に会して、情報社会の子育て・
教育の在り方を議論し行動計画を立てることを目的としている。こうして異なる立場の関係者が一緒にな
って行動することを意識するため、
「まえばしネットスクラム」というシンボルを作っている。

子供の携帯電話等使用に関する考え方の変更（対策会議）
関係者：教育委員会（教育長含む）
、小中校長会、小中 PTA 連合会会長、小中学校教諭（代表）
活動回数：年間３回
・トラブル防止を主目的として端末所持を控えさせる指導を改める。
・時代の流れや所持率の上昇を言い訳とせず、子供の育ちにとって必要な環境を考える。
・携帯電話等の所持／非所持の議論から脱却するための具体的な指導指針を示す。

プロジェクトチーム設置
関係者：教育委員会、小中学校代表校７校より各１名（生徒指導または擁護教諭）
活動回数：連絡会（年間４～５回）＋学校での取り組み（年間１～３回程度）
・指定した小中学校の生徒指導と養護教諭からなるプロジェクトチームを設置する。
・学校現場との関係を密にして、具体的な行動の素地を築く。
・学習用の各種資料を制作し、プロジェクトチームが所属する学校で先行実施。

コンテンツ制作・配布
配布対象：市内公立小中学校
配布部数：計 18,000 部 （年１～２回）
・
「まえばしネットスクラム」の基本的な考えを示した小冊子を制作。
・教員研修や児童生徒対象講義を行い、通常の情報モラル教育とは異なる考えを示す。
・入学説明会用動画を制作。
活動の特色
・個人から地域まで異なるレイヤーで独自の行動を促す（＝全員が当事者として関われるようにする。
）。
・教育行政から各家庭（個人）に至るまで一貫した指導の方向性を示す。
・携帯電話等の使用を前提とした考えではなく、子供の育ちを中心にした議論を発展させる。
他団体や行政との連携
・前橋市教育委員会青少年支援センター
・前橋市市民部生活課の市民提案型パートナーシップ事業に採用され、コンテンツ開発などの活動支援を
受けている。
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◆主な活動内容（３）
活動分類
事業名
活動の対象
活動場所
活動の頻度

普及・啓発活動／その他
八王子市立中学校 PTA 連合会ケータイ対策ワーキンググループ支援
保護者（PTA）

中学生

東京都八王子市内
年に 20 回【１回あたり概ね１人が従事】

具体的な活動内容
八王子市立中学校 PTA 連合会の会長と各ブロック代表者計６名からなる PTA 連合会内の組織「ケータイ
対策ワーキンググループ」の活動を全面的に支援

実態調査アンケート

地域性や保護者の考えを把握し、学校活動に役立てる。

市立中学校 34 校中 20 校を抽出し、各学年１クラスずつ親子対象に実施
調査対象者数：生徒約 1,900 名 保護者約 1,400 名
実施回数：１回（別途約半数の規模で行った調査１回）

中学生ミーティングの開催
関係者：PTA、学校、行政、中学生 計 170 名
回数：年１回（平成 27 年度より現在継続中）
・中学生の意見から学び、大人の考えを改めるきっかけを作る。
・この問題は解決するのではなく話し合うこと自体が学習であることを参加者に示す。
・「大人は中学生のことを知りたがっている」ことを中学生に示す。

冊子制作

保護者の立場から同じ保護者に向けて啓発し、地域全体でこの問題を考える姿勢を示す。

配布対象者：八王子市内公立中学校ほか計 40,000 部作成

PTA 主催パワーアップ研修会
関係者：PTA 役員
回数：計３回

約 100 名

PTA 役員対象の研修会で優先的にこの問題について研修会を実施。
活動の特色
継続的な活動の土台を築くことを目的としているため、専門的立場としてのアドバイスは最低限にとど
め、活動当事者が自ら企画・運営をはじめ全体の活動を指揮できるように配慮。
活動規模よりも継続性や関係者の主体性を重んじ、自発的に発展できる組織づくりを目的としている。
他団体や行政との連携
・八王子市立中学校 PTA 連合会 ・八王子市教育委員会
活動による効果 対象者からの代表的な意見
・関われば関わるほど、この問題は答えがなく考え続ける必要がある事が良く分かる。
・スマートフォンの使い方の問題ではなく、子供の育ちの問題であると気付いた。
◆主な活動内容（４）
活動分類
事業名

その他
小中学生の携帯電話等利用実態および生活実態調査

対象人数

１回あたり概ね

活動場所

群馬県前橋市

活動の頻度

年に１回

11,000 人が対象

【１回あたり概ね３人が従事】
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具体的な活動内容
前橋市教育委員会との共同で実施。昨年度からは群馬大学の協力を得て、産学官連携で調査活動を行って
いる。
活動の特色
携帯電話等の利用と生活実態を同時に把握することで、携帯電話利用が生活習慣や子供達の内面に及ぼ
す変化や影響について調べている。昨年度からはネット依存スクリーニングを追加し、３年間の追跡調査
を行っている。
他団体や行政との連携
・前橋市教育委員会青少年支援センター
◆主な活動内容（５）
活動分類
事業名
活動の対象
活動場所
活動の頻度

ネットパトロール・通報
前橋市ネットパトロール事業
中学生

高校生（市立）

群馬県前橋市
月に 10 回

【１回あたり概ね１人が従事】

活動の特色
これまで独立行政法人科学技術振興機構社会技術センター（RISTEX）研究事業「子どものネット遊び場
の危険回避、予防システムの開発」を通じて独自のネットパトロール活動の意義を研究してきた。この事
業は研究実装の一環として行っているもの。
他団体や行政との連携
・前橋市教育委員会青少年支援センターの委託事業として毎年実施。
◆団体の課題・今後の予定
団体の今後の予定
これまでの活動を融合した総合的な取り組みを加速させていく予定。特に前橋市と八王子市の活動から
得られたノウハウを統合するための、課題抽出やモデル化を進めていく。
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普及・啓発活動／安全利用教室

講習会講師派遣事業
群馬県／合同会社ロジカルキット

団体人数

【総数】５人（内非常勤職員数／４人）

【主な年齢層】40 代

※上記のうち、青少年のインターネット環境整備に係る活動の従事体制
【総数】５人（内非常勤職員数／４人）
◆団体の主な活動
・情報教育の研究と実践
・情報教育に関する教材開発と販売
◆団体沿革
平成21年

「合同会社ロジカルキット」設立

同年

とちぎ青少年こども財団（後に「とちぎ未来づくり財団」に合併）主催「親子学び合い事業」の講師派遣
委託を受ける

同年

（現在も継続中）

練馬区情報モラル講習会事業開始

（現在も継続中）

◆青少年のインターネット利用環境に係る活動目的・背景
目

的

メディアリテラシーの考え方を発展させ、インターネット利用問題を論理的に考える力を養うための教育を行う。
自ら疑問を持ち考える姿勢を養うことで、今後起こり得る様々な問題を自力で乗り越えていける賢い消費者の育成
を目指す。
例えばチャットの安全な使い方ではなく、人付き合いや自己理解について考える指導を行い、問題の背景にある要
因を整理することで、自分なりの答えを導けるようにする。
活動の背景
以下の理由により、賢い消費者によって、良質なネットサービスの選択と生活の向上が図られる社会の実現に向けた
教育の必要性を感じたため、活動を始めた。
・情報モラル教育をはじめ多くの指導場面において、問題となった行為の原因ではなく、その対処に目を向けた指導が
行われている現状を知り、疑問を持って自分の事としてネット問題を考えられる子供の育成の必要性を感じた。
・メディア利用には「正しい使い方」がない事を前提に、自分の考えや客観的な視点で自分の行動を考えられる論理力
や批判的視点が、結果的にネット問題の理解につながると考えた。
・現状の指導が今起きている問題の排除や安全利用に集中し、将来的な考えや発展的な指導が乏しいと感じた。

◆主な活動内容
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動

／

安全利用教室

講習会講師派遣事業
小学生から高校生とその保護者、教員、地域住民、乳幼児の保護者

対象人数

１回あたり概ね 150 人

活動場所

全国各地の学校（授業や講演会）や地域の施設

活動の頻度

年に 200 回程度【１回あたり概ね１人が従事】

具体的な活動内容
各校で企画する情報モラル講習会などに講師を派遣。個別に依頼を受けるケースとは別に、委託事業と
して以下の２件を実施。
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財団法人とちぎ未来づくり財団主催「親子学び合い事業」
対象／栃木県内小中学校を中心
活動回数／年間 45 回程度

練馬区情報モラル講習会事業
対象／練馬区立小中学校
活動回数／年間 65 回程度
※この他の講演や研修依頼を含めると延べ 1,500 回以上の実績
活動の特色
・メディアによって不可解な行動が起こる理由を身近な例や子供達の日常体験を使って説明。
・使い方や危険性の理解ではなく、自分にとってのスマートフォン等の存在意義を考えさせる。
・話し合いや意見発表など参加する機会を設け、多様な意見から自分の考えを持てるよう指導。
他団体や行政との連携
・財団法人とちぎ未来づくり財団

・練馬区教育委員会

活動による効果
参加者の代表的な意見
・今まで聞いた話とは内容が違い、興味を持って参加できた。
・ケータイに使われない様に自分の生活を考えたい。
・自分にとって、何のためのケータイなのか改めて考えたい。
・否定するのでも推奨するのでもなく、考えさせる姿勢が中立的だと感じる。
◆団体の課題・今後の予定
団体の今後の予定
独自の教育理論を体系化した指導モデルの確立を目指す。
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安全利用教室

インターネットトラブル講座～自分の身は自分で守る～
埼玉県／特定非営利活動法人スクールネットワークアドバイザー

団体略称

スクールネットワークアドバイザー

団体人数

【総数】10 人（内非常勤職員数／５人・内ボランティア人数／５人）
※上記のうち、青少年のインターネット環境整備に係る活動の従事体制

【主な年齢層】40 代
【総数】３人

◆団体の主な活動
○青少年のインターネット環境整備に係る活動
・児童、教職員、保護者ほか向けの講演活動

・児童向けのワークショップ

・シンポジウム参加

◆団体沿革
平成25年９月

埼玉県警察委託事業スクールネットワークアドバイザー

開始

平成26年４月

非営利団体 SNAスクールネットワークアドバイザーとして活動開始

平成26年９月

書籍出版「最新版 子ども、保護者、教員で考える、インターネットトラブル防止ガイド
～自分で自分の身を守る！子どもに育てる～」

◆青少年のインターネット利用環境に係る活動目的・背景
目

的

最近ますますインターネットが進化し、そして平成 28 年７月に始まったポケモン GO 問題や、LINE を使った犯罪が
増加しているなか、子供をインターネットの危険から守るため、限りない活動を続けていかなければと強く考えてい
る。
「子供達をインターネットから守りたい、そして、このネット社会に自ら対峙できる子供に育ってほしい」という
願いから活動を展開している。
活動の背景
平成 25 年から埼玉県警察委託事業として活動開始したことがきっかけ。
IT・インターネットの専門家、コンピュータやスマートフォンなど全般にわたって精通している我々だからこそでき
ることを、子供たちに伝え続けていかなければと思い、平成 26 年度から独自に、SNA スクールネットワークアドバイザ
ーとして再スタートし、強い使命感を持って活動(講演)を行っている。

◆主な活動内容
活動分類
事業名
活動の対象

安全利用教室
インターネットトラブル講座～自分の身は自分で守る～
保護者、青少年（小学生・中学生・高校生・専門学校生）
、教員、地域住民など

対象人数

１回あたり概ね 40～1,500 人が対象

活動場所

学校での授業、学校での特別活動、PTA 活動、教育委員会開催の特別事業

活動の頻度

年に 100 回程度・月に８回・週に２回【１回あたり概ね１人が従事】

具体的な活動内容
現在までの実績で、小学校１年生から専門学校生、保護者、教職員、一般団体を対象に、年間 100 回程、
全国各地で講演を実施している。
保護者は 40～200 人、生徒は 80～1,500 人対象に実施している。

-30-

活動の特色
講演では、非常に速いスピードで変化するインターネットの世界にいち早く対応し、リアルタイムな情
報（サービス、トラブル、事件等）を的確に伝え、子供が自発的にインターネットの危険から自分の身を
守るような講演を行っている。
保護者・教職員にはなるべく専門用語を使わないわかりやすい説明を行い、子供の思いに共感しながら
気付きを与える講演を行っている。
他団体や行政との連携
・埼玉県教育委員会・子供のネット問題連絡協議会への参加。
・モデル校を設定し、生徒対象にワークショップ、講演を行い、子供たちが自らスマホのルール作りそれ
を守っていくための指導をしている。
活動による効果 事後アンケートの抜粋
（小学生の意見）
・やっぱ便利な分、悪いサイトなどが多くあることが分った。所々強く言ってくれたので、一生懸命に守
ろうとする気持ちが伝わった。ぼくはブログは絶対やらない。
・世の中悪い人とかがいることに気が付いて良かった。
・インターネットは人を傷つけたりすることがあることなんて知らなかった。
（保護者の意見）
・聞きなれない用語でも丁寧に、実際にスマホ・パソコンを使用しての説明もあったので一目瞭然。
・早速「子供にも伝えられる！」と思った。
・子供も楽しく聞けたので、親がガミガミ注意するよりも、よっぽど理解できたと思う。
◆団体の課題・今後の予定
団体の課題
子供の数は減少しているにもかかわらず、ネットの犯罪に遭う子供の数は増加している。小中高あわせ
て全国に 35,000 校以上、到底我々だけでは全ての子供に伝えることはできないが、一人でも多くの子供た
ちがネットトラブルに遭わないために活動を強化しなければならないと強く感じている。
団体の今後の予定
スマホを保持していない保護者や担任の先生が、トラブルに遭った子供が大人に相談できないという話
を多々聞く。今後大人向けに「スマホ使い方講座」を行うことができればと考えている。
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普及・啓発活動

情報モラル講座、親子講座、相談事業
埼玉県／特定非営利活動法人地域教育ネットワーク

団体人数

【総数】15 人（内非常勤職員数／４人・内ボランティア人数／11 人）
【主な年齢層】30～70 代
※上記のうち、青少年のインターネット環境整備に係る活動の従事体制
【総数】３人（内ボランティア人数／３人）

◆団体の主な活動
○親子講座事業（情報モラル講座）
○講習会・イベント開催事業（市民アシスタント養成講座）
○地域世代間交流事業（青少年健全育成講座、食を通じた子供の健全育成）
◆団体沿革
平成28年２月

「特定非営利活動法人地域教育ネットワーク」設立

平成27年５月～
平成28年

親子講座はっぴー開催（年間10回開催・５月から２月 月１回）
狭山市市民提案型協働事業

親子講座わくわくランド開催 市民アシスタント養成講座開催

◆青少年のインターネット利用環境に係る活動目的・背景
目

的

０歳児から思春期の子供たちや、保護者の支援を事業や講座を通して、インターネット社会における子育てや家庭
教育の向上と子供たちの健全育成に寄与することを目的としており、０歳からの親子講座では、ネットに頼らない子
育てや、遊ばせ方、しつけなど、保護者のネット依存の防止と、顔の見えるコミュニケーションの必要性を啓発して
いく。
活動の背景
子育て講座のディスカッションや子育ての相談において、子供の遊ばせ方や、子育ての情報をネットに頼ることによ
り、子育ての不安が一層大きくなり、保護者の自信喪失にもつながっていることを感じた。
また、保護者がスマホを使用していると、乳幼児でも保護者の行動を見てスマホを欲しがるので、スマホを与えれば
大人しくしてくれるから、スマホを子供に与えてしまうという現状を知った。
小・中学生の子供たちのネット使用によるトラブルや、人権にかかわる問題の相談を受け、保護者が子供に迎合して
与えているネットについて、乳幼児期からのネット問題を保護者も考えなくてはいけないと感じたことも活動のベース
となっている。

◆主な活動内容
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動
情報モラル講座、親子講座、相談事業
保護者、小学生・中学生・高校生、教員、地域住民

対象人数

１回あたり概ね 10 人から 20 人が対象

活動場所

学校、公民館、サークル

活動の頻度

月に２回程度【１回あたり概ね４人が従事】
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具体的な活動内容

相談事業
講座

小・中学生、高校生、保護者を対象に電話相談や、メール相談、自宅でのサロン開催

親子講座、情報モラル講座

講演依頼

情報モラル、子育て講座でネット講話、人権講座

【人権講演会のご案内 （平成 28 年 10 月 26 日開催）
】
活動の特色
親子講座においては、テーマに基づき、グループワークでのディスカッションで子育ての気づきを共有
し、講座の中で、ネットに頼らない本来の子育てや、乳幼児期の体験、経験、基本的生活習慣の大切さを
理解して頂く。そのための保護者自身のネットの使い方の見直しについてお話している。
他団体や行政との連携
・埼玉県青少年課
活動による効果 参加者アンケートの主な意見
・インターネットの危険性を知らないことばかりで、子供に時間の規制をかけるのも、まずは親が使い方
を見直さなくてはいけないと感じた。
・スマホばかり見ていないで、目の前にいる子供と向き合い、一緒に遊んだり、話をしたりしたい。
◆団体の課題・今後の予定
団体の課題
・講座だけではなく、メールでのネットトラブル問題の相談が多くなっている。小・中学生の保護者の実
態が、問題が起きると学校に相談し、自分の思い通りの対応でないと批判的になり、根本的な解決が出
来ない。
・乳幼児期からの保護者啓発の情報モラル教育が必要ではないかと思う。
団体の今後の予定
単発的に情報モラル講座を開催し、子供から高齢者までにインターネットの理解の場、学びの場の機会を
つくる活動をしていきたい。
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普及・啓発活動／安全利用教室／指導員育成／相談活動

インターネット利用における啓発講座
埼玉県／ＮｅｔＭａｍ

団体略称

ねっとまむ

団体人数

【総数】２人

【主な年齢層】40 代

※上記のうち、青少年のインターネット環境整備に係る活動の従事体制

【総数】２人

◆団体の主な活動
○インターネット利用に関する啓発講座
○白岡市子どものネット利用のルール策定委員
○宮代子どもとメディアを考える会
○蕨市アウトメディア推進会議
◆団体沿革
平成22年
平成28年

代表者が埼玉県ネットアドバイザー１期生として活動をスタート
任意団体「NetMam(ネットマム)」設立
県内・小学校～高校の生徒や保護者、校長会や青少年育成委員会、学警連などで講座開催

◆青少年のインターネット利用環境に係る活動目的・背景
目

的

インターネットの普及により、私たちの生活は便利に、そして快適になったが、便利な反面、一つ使い方を間違え
れば大きなリスクを伴う。保護者として子供を正しく導くために、自分自身の利用を見直すために NetMam は全ての
世代を対象に「情報モラル・リテラシー講座」を実施する。
活動の背景
関係者がネットいじめを受けたことをきっかけに、子供のネット利用方法の危険性を知り、埼玉県議にネットの危険
性を訴え、啓発活動が必要であることを提案。 埼玉県議会でネットアドバイザー制度が承認され始動することになっ
た。
県からの依頼だけでは、時間の制約や伝えられる事に限りがあることや、 個人での依頼が増加してきたため、よりニ
ーズに応えられる講座を目指し、また活動範囲を埼玉県外にも拡大するために NetMam(ネットマム)を設立した。

◆主な活動内容
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動／安全利用教室／指導員育成／相談活動
インターネット利用における啓発講座
大人 保護者（妊婦を含む）
、お年寄り、地域住民、未就学児、小学生、中学生、高校
生、大学生、教員、（社会人）

対象人数

主催者の要望に応じる

活動場所

学校、公民館、保健センター、産院など

活動の頻度

年に 22 回程度【１回あたり概ね１人が従事】
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具体的な活動内容

東洋大学にて情報リテラシー講座
（25 名ほどの学生参加）

白岡市立篠津中学校にて保護者向け講座
（35 名ほどの学生参加）

活動の特色
・ワークショップを開催し、問題意識を確認している。
・「ネットとは？」その概論から説明して参加者の理解を深める講座である。
・他人事ではなく、当事者意識を促すために事例を具体的に紹介する。
・決めつけるのではなく、聴いた人が“自分だったら”を考える。
・子育て相談員として、乳幼児の保護者と接しているので、保護者のスマホ利用、乳幼児のスマホ利用の
実態を把握。また、その問題だけではなく、他の育児の悩みから総合的に考え、現代の育児問題として
考えることができる。
他団体や行政との連携
・白岡市教育委員会 ・白岡市保健センター ・宮代町教育委員会 ・宮代子どもとメディアを考える会
・所沢市教育委員会 ・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 ・合同会社ロジカル
キット
活動による効果
・「全ての保護者に聴いてもらいたい」「子供たちにもわかりやすい」等の声がある。
・白岡市保健センター職員向けに“赤ちゃんにとって大切なもの”と題し、｢その時期に大切なことはなん
なのか？｣を考える講座を開催。これから親になる方に｢この様な講座が必要だ。｣と認識して頂いた。
・宮代町においては、一般町民対象の講座も開催。また町議に現状をお話し、子供達を守るためにルール
作りが必要なことを伝え、進行中である。
◆団体の課題・今後の予定
団体の課題
・団体の周知 ・学校で講演を聴けない保護者の方に、職場に出向き講座をするなど伝える手段の検討。
・これから親になる方への講座開催 ・高齢者のための講座実施。
・生活の変化にともなう危機感の薄れ（塾通いなどで子供だけで夜外出している光景が当たり前になって
いる。さらにスマホを持たせたことで、安心している親が多い。危ない場所・時間は昔と変わっていな
いはずだが、親の意識がズレてきている。
） 。
団体の今後の予定
・ルール作り協力（白岡市・宮代町）
。 ・産科、保健センターでの講座開催。
・子供向けにもワークショップを開催した上での講座の展開。
・高校生、大学生向け情報リテラシー講座
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普及・啓発活動／指導員育成／安全利用教室／その他

考えよう、ケータイ/千葉県青少年を取り巻く有害環境対策推進協議会
千葉県／特定非営利活動法人企業教育研究会

団体略称

企業教育研究会

団体人数

【総数】60 人（内非常勤職員数／52 人）

【主な年齢層】20～30 代

※上記のうち、青少年のインターネット環境整備に係る活動の従事体制
【総数】16 人／（内非常勤職員数／10 人）
◆団体の主な活動
・子供の健全育成のために企業とのパートナーシップを形成
・環境の保全や国際協力、メディアリテラシーといった総合的な学習の時間及び一般教科に関する内容の授業実践や教
材開発
◆団体沿革
平成15年

「特定非営利活動法人企業教育研究会」設立

平成23年

千葉県青少年を取り巻く有害環境対策推進協議会（ちば地域コンソーシアム）の事務局を受託

平成24年

第28回学習デジタル教材コンクール・文部科学大臣賞(団体)

平成25年

総務省関東情報通信局表彰

平成26年

第５回キャリア教育アワード・コーディネーター部門・奨励賞受賞

平成28年

千葉市NPO活動大賞

NPOキラリと光る活動賞

◆青少年のインターネット利用環境に係る活動目的・背景
目

的

・企業や団体の持つ力を活かして、青少年に直接講演などで啓発をする活動や、保護者向けの講演などを通して啓発
をする活動を支援する。
・学校や PTA の代表者が、教材や講演活動にアクセスできるように情報を集約・発信する。
・教材の提供においては、情報関係に詳しくない教員・保護者でも授業や講演ができるように整備する。
活動の背景
平成 16 年から、千葉県内を中心にテレビゲームとの付き合い方を考える授業や、メディアリテラシーの授業の開発・
実践を行っている。平成 20 年からソフトバンク株式会社と教材の開発を行うとともに、千葉県青少年協会が事務局を
行っていた「千葉県青少年を取り巻く有害環境対策推進協議会」に参加し、平成 23 年にその事務局機能を受託した。

◆主な活動内容（１）
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動／指導員育成
考えよう、ケータイプロジェクト
保護者、青少年（未就学児・小学生・中学生・高校生）、教員、地域住民

対象人数

１回あたり概ね 30 人以上が対象。上限なし

活動場所

教員の研修会、PTA の指導者研修会、地域指導員の研修会など

活動の頻度

年に 70 回程度【１回あたり概ね１人が従事】
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具体的な活動内容
・教育現場で、先生方や保護者、地域の青少年相談員など
が、授業や講座を進行できるようにドラマ映像を収録した
DVD や、スライド、指導案などを無料で提供。携帯電話やス
マートフォンの問題に関する知識を直接教えて啓発する形
式ではなく、映像教材をもとに問題提起し、主体的に考
え、話し合い、問題点を客観的に考えることで、自らの携
帯電話、インターネットの利用法や付き合い方を振り返る
内容となっている。
・地域単位で開催される研修会では、模擬授業・講座の講師
を無料で派遣し、
「みんなで考えよう、ケータイ・スマート
フォン」を使った指導の仕方について教養している。
活動の特色
・「みんなで考えよう、ケータイ・スマートフォン」は、青少年も大人も日常の中で利用しているメッセン
ジャーアプリを使う中で発生するトラブルの様子をリアルに描いたドラマ教材を使い、既存の道徳の授
業と同じような形式で授業を進行することができる。
・家庭内でのルールづくりや、個人情報の流出に関する啓発など、ドラマを視聴して話し合いをするだけ
で講座が成立するようになっており、誰でもその日から授業や講演会を進行できるよう設計している。
他団体や行政との連携
・ソフトバンク株式会社
連携して教材制作および運営を行っており、教員研修などでは iPad の実機を借用し、フィルタリングの
実演等を行っている。
活動による効果
年間、1,000 人以上に教材を届け、全国 50 ヵ所以上に研修講師を派遣している。
【研修会の様子等】https://ace-npo.org/info/kangaeyou/report/index.html
◆主な活動内容（２）
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動／安全利用教室／指導員育成／その他
千葉県青少年を取り巻く有害環境対策推進協議会（ちば地域コンソーシアム）
保護者、青少年（未就学児・小学生・中学生・高校生）、教員、地域住民

対象人数

１回あたり概ね 30 人以上が対象。上限なし

活動場所

学校での授業、教員の研修会、PTA の指導者研修会、地域指導員の研修会など

活動の頻度

年に 50 回程度【１回あたり概ね１人が従事】

具体的な活動内容

千葉県青少年を取り巻く有害環境対策推進協議会（ちば地域コンソーシアム）
千葉県内の行政・警察・民間企業・保護者・インターネット事業者・NPO 等が連携して、青少年のイン
ターネット利用について啓発する活動を行っており、年に２回、関係機関の代表者が集まり、情報交換を
行う実行委員会を開催している。

「ケータイ・インターネット安全教室」
県内の学校や PTA における「ケータイ・インターネット安全教室」に講師を派遣しているほか、情報モ
ラルや家庭内のルールづくりなどを啓発する講師・指導者の養成講座を開催。

「ケータイ・インターネット安全教室フォーラム」
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毎年２月、「ケータイ・インターネット安全教室フォーラム」を開催し、県内外で取組まれている情報モ
ラルの啓発活動を紹介し、各地の実態に合わせた講座を自ら選択できるような情報提供を行っている。
活動の特色
学校や PTA、地域団体が、啓発活動ができる行政関係者や、事業者、教育者、指導者と直接連絡を取り
合って、自発的に啓発活動が展開されることを奨励している。
他団体や行政との連携
千葉県以外の都道府県単位の活動について、情報収集を行っている。
活動による効果
当事業を通じてつながった学校と事業者が、翌年度以降も継続的に関係を持つことになった。
【協議会ＨＰ】https://ace-npo.org/consortium/index.html
◆団体の課題・今後の予定
団体の課題
大学生や大学院生がもっと小学生、中学生、高校生向けの講師として活躍できるように支援したい。
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普及・啓発活動／安全利用教室

ケータイ・ネット安全教室／インターネット被害未然防止講座／
安全・安心キッズパソコン講座／高校生 ICT Conference
神奈川県／特定非営利活動法人ＮＰＯ情報セキュリティフォーラム

団体略称

NPO 情報セキュリティフォーラム

団体人数

【総数】14 人（内非常勤職員数／９人・内ボランティア人数／２人）
【主な年齢層】40～50 代
※上記のうち、青少年のインターネット環境整備に係る活動の従事体制
【総数】４人（内ボランティア人数／２人）

◆団体の主な活動
○情報化社会の発展を図る活動

○科学技術の振興を図る活動

◆団体沿革
平成15年12月

「特定非営利活動法人情報セキュリティフォーラム」設立

平成18年10月

経済産業大臣表彰を受賞

平成23年11月

内閣総理大臣表彰（子ども・若者育成支援部門）を受賞

（「インターネット安全教室」への取り組み）

平成25年６月

総務省関東総合通信局長表彰を受賞

◆青少年のインターネット利用環境に係る活動目的・背景
目

的

・青少年の安全・安心なネットの利活用
・保護者や教職員の青少年のネット利用についての環境づくりの支援
活動の背景
当初は中小企業の情報セキュリティ対策を活動の柱として当団体を立ち上げたが、設立直後から、児童・生徒・学生
を対象とした講座依頼が多数あり、PTA・社会福祉協議会・青少年育成団体等から教員・保護者を対象とした講座依頼、
県警から少年補導員等を対象とした研修会依頼があり、活動の柱となった。

◆主な活動内容（１）
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動

／

安全利用教室

ｅ－ネット安心講座
保護者・教員

対象人数

１回あたり概ね 50 人程度

活動場所

学校・PTA の研修会

活動の頻度

年に約 40 講座【１回あたり概ね２～４人が従事】

具体的な活動内容
子供にケータイ・ネットを安全・安心に利用する指導方法や、トラブルからの回避方法に関する講座を
実施。
平成 27 年度は 31 機関から依頼を受け、32 講座、受講者総数は 2,702 名。
「e-ネットキャラバン」事務
局と連携し、講師は情報セキュリティフォーラム事務局職員が担当した。
他団体や行政との連携
横浜市教育委員会 学校課題解決支援事業専門家の委嘱を受けている。
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◆主な活動内容（２）
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動

安全利用教室

ケータイ・ネット安全教室
小学生・中学生・高校生・学生

対象人数

概ね 100 人程度

活動場所

学校での授業

活動の頻度

／

年に約 100 講座【１回あたり概ね２～４人が従事】

具体的な活動内容
インターネットを安全に使用するための利用方法に関する出張講座を実施。平成 27 年度は 91 機関から
依頼を受け、107 講座を実施。受講者総数は 19,327 名（児童・生徒・学生：17,735 名、教員・保護者：
1,592 名）。講師は情報セキュリティフォーラム事務局職員と情報セキュリティ大学院大学の社会人学生が
担当した。
他団体や行政との連携
横浜市教育委員会 学校課題解決支援事業専門家の委嘱を受けている。
◆主な活動内容（３）
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動

安全利用教室

インターネット被害未然防止講座・学校出前講座
高校生

対象人数

概ね 100 人程度

活動場所

学校での授業

活動の頻度

／

年に約 20 講座【１回あたり概ね２～４人が従事】

具体的な活動内容
神奈川県県民局くらし県民部消費生活課より委託を請け、ワンクリック請求やネットショッピングの被害
やトラブルに遭わないように、インターネットや消費生活に関する知識や情報を提供する講座を実施。平成
27 年度は 25 機関から依頼を受け、30 講座を実施。受講者数は 6,534 名（生徒・学生：5,991 名、教員・保
護者：543 名）
。出前講座の募集は、県内高等学校・専門学校へ募集案内を送付し、申し込みを募った。
◆主な活動内容（４）
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動

安全利用教室

未就園児・小学生

対象人数

概ね 10 名程度

活動場所

施設の特別行事

活動の頻度

／

安全・安心キッズパソコン講座

年に約 10 講座

具体的な活動内容
未就園児・小学生を対象に、パソコン・デジタルカメラ・タブレット等を積極的に活用できるよう、著
作権・肖像権・個人情報保護などの安全・安心な機器の利活用にも触れながらパソコン講座を母子生活支
援施設で実施した。平成 27 年度は５講座、受講者総数は 51 名。講師は情報セキュリティフォーラム事務
局職員が担当し、サポートとして保育専門学校の女子学生が参加した。

-40-

◆主な活動内容（５）
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動
高校生 ICT Conference
高校生

対象人数

概ね 50 名程度

活動場所

地域イベント

活動の頻度

年に１回

具体的な活動内容
内閣府・総務省・文部科学省・経済産業省が後援し、全国 10 都道府県で推進する「高校生 ICT Conference
2015」（神奈川県開催）の運営を担当した。本事業は、携帯電話やインターネットを安心して安全に使うた
め、高校生として情報モラルについて自ら深く考え、実践することで、将来のより良いネット利用環境の構
築の一助となり、更には、初対面の人と話し合うという経験の中で、段階的に「考え、まとめ、話す、見せ
る、伝える」などの技術を修練することを目的としている。神奈川大会では、基調講演の後、「大人が作っ
た子どものルール＆マナーを考える」をテーマとした熟議に高校生 47 名が参加した。引率・見学者は 55 名。
◆団体の課題・今後の予定
団体の今後の予定
活動を継続するとともに、小学生を対象としたプログラミング教室の実施について、検討中。
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普及・啓発活動／安全利用教室

出前講演会／性被害根絶等の啓発講演会／情報リテラシ・モラル向上教室
保護者と青少年のためのインターネット・セーフティー教室／ルール作り
神奈川県／プラムシステムズ株式会社

団体人数

【総数】45 人

【主な年齢層】40 代

※上記のうち、青少年のインターネット環境整備に係る活動の従事体制【総数】８人
◆団体の主な活動
○企業、教育関係者向けワークショップ、セミナーの開催及び事務局運営
◆団体沿革
平成11年４月 「プラムシステムズ株式会社」設立
平成16年４月

教育事業企画部門を創設

平成25年２月 教育部門のスタッフを中心に「特定非営利活動法人ICT教育総合研究所」を設立
平成25年９月 神奈川県警 生活安全部サイバー犯罪対策課の「サイバー防犯ボランティア団体」として活動を開始
◆青少年のインターネット利用環境に係る活動目的・背景
目

的

インターネット・ケータイは日常生活に欠かせない便利な道具だが、ネット上には違法・有害情報が溢れ、子供た
ちが犯罪やトラブルに巻き込まれたり、SNS を使ったいじめ等の問題も起きている。また、生活習慣の乱れや家庭での
コミュニケーション不足に繋がるなど、インターネットやゲームに関わるトラブルが後を絶たない。そこで、子供か
ら大人までを対象とした「コミュニケーション技術の向上」と「情報通信技術に関する最新で正確な理解」を目指し
た教育活動を推進していく。
活動の背景
平成 20 年より「子供たちをトラブルから守るためには、親子で話し合いながら家庭でルールを作ることが大切」との
理念に共感し、東京都・青少年治安対策本部内「こころの東京革命協会」の活動（ファミリ e ルール講座）にボランテ
ィアスタッフとして参画し、講師派遣やカリキュラム開発の支援を始めた。平成 25 年より「特定非営利活動法人 ICT 教
育総合研究所」を設立し、情報モラル・リテラシ教育の多様なニーズに応えられるような体制づくりを行っている。

◆主な活動内容（１）
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動

／

安全利用教室

ネット・ケータイ等に関するルール作り事業 出前講演会
東京都内の保護者、青少年（小学生・中学生・高校生）、大学生、教員、地域住民

対象人数

１回あたりの対象人数に上限は無し

活動場所

学校での授業、道徳地区公開講座、セーフティー教室、教員研修、地元イベントなど

活動の頻度

年に 457 回（平成 27 年度実績）【１回あたり概ね１人が従事】
活動の頻度は申込み状況に応じて実施

具体的な活動内容
１回の講座は主催者からの希望に応じて 30 分～２時間。対象は、小学校低学年、高学年、中高生、保護
者、教職員、地域支援者など。対象ごとに異なる講演資料を用意。
【ファミリ e ルール公式サイト（東京都）
】http://www.e-rule.jp/
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活動の特色
・児童生徒向けの講演では、子供自身が自ら主体的に考え、危険から身を守れるよう、ゲームや SNS の使
用上の注意や危険性をクイズや具体的な事例を交えて説明。
・保護者向けの講演では、ネットに繋がる機器やネット上の様々なサービスによって引き起こされるトラ
ブルの最新事情について解説すると共に、子供を守るための環境づくり、親子で話し合って作る効果的
なルール作りのコツについて説明。
・教職員地域支援者向けの講演では、SNS サービスの仕組みや設定方法などについての解説も行ってい
る。
・スマートフォン等以外にもインターネット端末は存在し、その危険性や安全な設定方法について解説し
ている。
他団体や行政との連携
東京都青少年・治安対策本部内「こころの東京革命協会」の委託事業
活動による効果 参加者の主な意見
・自分や子供たちのインターネット使用を見直すきっかけになった。
（保護者）
・使い方次第では被害者や加害者になる可能性があることを理解できた。（児童生徒）
・家に帰ったら時間のルールを見直したいと思う。
（児童生徒）
◆主な活動内容（２）
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動

／

安全利用教室

ネット・ケータイ等に関するルール作り事業 ファミリ e ルール講座
東京都内の保護者、教職員、地域住民

対象人数

１回あたり最大 100 人程度が対象

活動場所

学校での授業、道徳地区公開講座、セーフティー教室、教員研修、地元イベントなど

活動の頻度

年に 69 回（平成 27 年度実績）
【１回あたり概ね２人～10 人が従事】
活動の頻度は申込み状況に応じて実施

具体的な活動内容
・受講者を６～７名程度でグループ化し、東京都で制作したワークブックを活用しながらグループワーク
を進めている（１回あたり 45 分～１時間程度）。
・東京都で養成したグループワークの進行役（ファシリテーター）を各グループに１名ずつ派遣。
・全体進行役講師１名を派遣し、グループワーク前後にポイント講義を実施（各 15～20 分）
。
【ファミリ e ルール公式サイト（東京都）
】URL：http://www.e-rule.jp/
活動の特色
・東京都が制作したワークブック（無料）を受講者に１冊ずつ配布。
・保護者が子供のインターネット利用に関して、自身の経験などに基づき意見交換を行うことで、講師が
一方的に講話を行うより、受講者の問題意識が一層高まり、家庭レベルの実際的な対策を学べる。
・ファシリテータの派遣により、受講者が初対面でも、円滑に話し合いができる。
・参加者が親役、子供役となってロールプレイングを行い、効果的なコミュニケーション方法を考える。
他団体や行政との連携
東京都 青少年・治安対策本部内「こころの東京革命協会」の委託事業
活動による効果 参加者の主な意見
・自分と同じような境遇にある保護者から、実体験を聞くことができ大変参考になった。
・家庭で子供と話し合ってルールを作れそうだ。
・子供が本来望んでいるコミュニケーションのあり方について気付かされた。
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◆主な活動内容（３）
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動

／

安全利用教室

ネット等の性被害根絶等の啓発講演会
東京都内の保護者、青少年（小学生・中学生・高校生）、大学生、教員、地域住民

対象人数

１回あたりの対象人数に上限は無し

活動場所

学校での授業、道徳地区公開講座、セーフティー教室、教員研修、地元イベントなど

活動の頻度

年に 60 回程度【１回あたり概ね１人が従事】活動の頻度は申込み状況に応じて

具体的な活動内容
一回の講座は主催者からの希望に応じて 30 分～２時間程度。講演の対象は、小学校高学年、中高生、保
護者、教職員、高齢者などで、対象ごとに異なる講演資料を用意している
活動の特色
・インターネット上での写真や動画の扱いで特別な注意を必要とする、技術的な背景について解説。
・子供たちが児童ポルノの被害に遭うパターンについて解説。
・インターネットに接続した PC を使用し、SNS の利用規約を一緒に調べ、危険性を考察。
他団体や行政との連携
東京都 青少年・治安対策本部の委託事業
活動による効果 参加者の主な意見
・自分の SNS の写真・動画の投稿が、児童ポルノ製造と繋がる可能性があることを知らなかったので、今
後は慎重に使う。
・子供の成長記録としての写真であっても、ネットに出回れば児童ポルノのように扱われる可能性がある
ことを知った。
◆主な活動内容（４）
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動

／

安全利用教室

クリティカルに考える保護者と青少年のためのインターネット・セーフティー教室
全国の保護者、青少年（小学生・中学生・高校生）
、教員、地域住民

対象人数

１回あたりの対象人数に上限は無し

活動場所

学校での授業、道徳地区公開講座、セーフティー教室、教員研修、地元イベントなど

活動の頻度

年に 49 回／月に４回／週に１回【１回あたり１人が従事】

具体的な活動内容
・インターネットトラブル解決への、クリティカル・シンキングの技術の活かし方を解説。
・児童生徒向けの講演では、子供自身が自ら主体的に考え、危険から身を守れるよう、ゲームや SNS の使
用上の注意や危険性をクイズや具体的な事例を交えて解説。
・保護者向けの講演会では、ネットに繋がる機器やネット上の様々なサービスによるトラブルの最新事情
解説と共に、子供を守るための環境づくり、親子の話し合いで作る効果的なルール作りのコツを紹介。
・教職員、高齢者向けの講演会では、SNS サービスの仕組みや設定方法などについても解説。
活動の特色
・インターネット上のトラブルに関係した物事の全体像をクリティカルにとらえて、問題解決に結びつけ
るようにしている。
・携帯電話やスマートフォン以外にも、子供が利用しているインターネット端末は存在していること、そ
れぞれの機器が抱える危険性や安全な設定方法について解説。
他団体や行政との連携
・東京都教育委員会 ・神奈川県警察本部 ・台東区教育委員会
区役所 ・茅ヶ崎市役所 ・いわき市消費生活センター ・小平市
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・町田市教育委員会 ・川崎市麻生
・松戸市教育委員会 等

活動による効果 参加者の主な意見
・実際の設定画面を見て説明を聞けたのでよく分かった。自分の設定を見直してみようと思った。
・SNS を使っているということは規約に同意していることになるので、使用前にちゃんと確認する。
◆主な活動内容（５）
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動

／

安全利用教室

小中学生のための情報リテラシ・モラル向上教室
青少年（小学生・中学生）

対象人数

１回あたり最大 120 人程度が対象

活動場所

学校での授業

活動の頻度

年に 10 回／月に１回【１回あたり１人が従事】

具体的な活動内容
・月に１回１時間のペースで、通年授業を行う。
・PowerPoint 資料を使用した講義にゲームやパソコンルームのパソコン実習を交え、動画教材も活用しな
がら、インターネットの仕組みや法律、トラブル回避方法について学ぶ。
活動の特色
・年間を通じて継続的に学ぶことで、インターネットの仕組みから、法律、インターネット上での適切な
コミュニケーション方法に至るまで、幅広く学ぶことができる。
・ゲームやパソコン実習などを交えながら受講者参加型の授業を行うため、楽しみながら学ぶことができ
る。
他団体や行政との連携
町田市内の公立小学校（東京都）
活動による効果
・時間をかけてインターネットの仕組みや法律について学ぶことで、インターネット上のトラブルを未然
に回避しやすくなっている。
・同じ学校に通う生徒全員での集合研修とすることで、認識を共有することができ、万が一トラブルが生
じた際にも、問題意識を共有し相互理解を図りつつ解決が図りやすくなっている。
◆団体の課題・今後の予定
団体の課題
・ネットのトラブルに巻き込まれる世代の低年齢化、及び高年齢化が進んでおり、直面するトラブルも世
代によって様々であるため、それぞれの年代に合った対策が急務。
・技術やサービスが進歩するスピードが非常に速いため、啓発活動の定期性や継続性が必要。
・青少年のみならず保護者に対する教育や啓発も急務と考える。加えて、保護者向けの啓発講座について
は、本当に聞いて学ぶべき保護者の参加が期待できないという問題も抱えている。
団体の今後の予定
・日々変化するネットの使用に合わせた最新の対策、また各世代に合った講座資料の開発を進めていく。
・生徒同士で話し合い自主的なルールを策定する活動を支援する講座を開催する。
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安全利用教室／相談活動／普及・啓発活動

出前講座・講演／メール相談へのアドバイス／ＷＥＢ・本で一般向け啓発
東京都／Ａｎｇｅｌｓ ｅｙｅｓ

団体略称

エンジェルズアイズ

団体人数

【総数】７人（内ボランティア人数／６人）

【主な年齢層】20～50 代

◆団体の主な活動
・Web によるインターネット依存予防啓発
・情報モラル出前講座

・アンケート調査

・インターネット依存症予防啓発出張講座
・メール相談

◆団体沿革
平成14年

「Angels

eyes」設立

平成17年

小学校生徒・保護者向け

HP上でのネット依存予防の啓発、及び相談掲示板の設置
ネット依存予防啓発講座開始

メールによる依存相談へのアドバイス開始
◆青少年のインターネット利用環境に係る活動目的・背景
目

的

・インターネットを否定するのではなく、上手な付き合い方を身に付け、リスクやネットの特性などを知るために親や
家庭はどう関わっていくのかを広く子育てにまで及んで考える機会を作ること。
・特別な指導員を養成しなくても、母親や父親がネットについて知識を持ち、地域や学校で啓発していくことを講座な
どで推奨していく。
活動の背景
・Web 制作やパソコンインストラクターをしていて、インターネットの環境が大人の世界であることは理解していたが、
そこに子供達がどんどん参加するようになり、知識や社会性のない子供達の利用に危機感を抱いたため。
・ネットに依存する大人たちを見て、子供や親が依存することの危険性を感じたため。

◆主な活動内容（１）
活動分類
事業名
活動の対象

安全利用教室
出前講座・講演
小学生・中学生・高校生・保護者・教員・地域活動団体など

対象人数

１回あたり概ね５人～900 人

活動場所

総合の時間など学校での特別授業

活動の頻度

年に 80 回程度【１回あたり概ね１人が従事】

具体的な活動内容
・代表者がそれぞれの学校で講習会や講演を行っている。
・学校保健委員会と一緒に発表やワークをする。
・小学生・中学生を持つ保護者向けのワークショップも実施している。
活動の特色
・学生時代にネット依存の経験がある人に体験談を話してもらう。
・学校保健委員会などで生徒と共同でネット依存の取り組みを考えている。
・各種学校の生徒・教師の話や子育て現場、熟年層の意見など幅広くネット利用や依存に関する情報を集
めて情報提供。
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・ネットのヘビーユーザーやネットサービス提供側などとも交流し一般のネット利用聞き取り時代に合っ
たネット利用と適切な距離を柔軟に考え提供。
活動による効果 参加者の主な意見
・具体的に「こういう会話をして」という例が多く、自分でも使ってみたいと思えて良かった。
「一緒に」
とよく言うが、そこでどんな会話ができるのか、どうすると効果的なのか、ということが具体的にイメー
ジできた。
（親）
・知らずにスマホを使っていた。危険なことも分かったのでこれからは気を付けて使う。
（生徒）
・自分が依存して大事な時間を失っていたことに気付いた。家族や友達との時間を大事にしながらネット
を使いたい。（生徒）
◆主な活動内容（２）
活動分類
事業名

相談活動
メールでの相談へのアドバイス

活動の対象

一般

活動場所

自宅

具体的な活動内容
代表もしくは依存経験のあるスタッフがメールの相談に対するアドバイスをしている。
活動による効果
メールでの相談は気軽にできる一方、アドバイス後の行動などは分からないことがほとんどである。
◆主な活動内容（３）
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動
WEB・本で一般向け啓発
一般

具体的な活動内容
・HP や Twitter、出版を通じて広くネット依存に対する予防啓発をしている。
・ネット依存者やその家族だけでなく、一般の人にもネット依存の知識や理解をしてもらうため HP や出版
などで広く意識の拡大をしている。
活動の特色
・新聞や雑誌の取材も受けている。
・中学生～大学生からの取材もあり、卒論やレポートのための取材も受けている。
活動による効果
（WEB）HP を見たという中学生からの取材もある。
（本：読者の感想）
・分かりやすい。文章だけでなく、イラストも豊富。中学生の娘も読んでいた。
・インターネット中毒に悩まされていたが「現実世界ありきのネットの世界」という著者の言葉に目が覚
めた。
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◆団体の課題・今後の予定
団体の課題
・ネットがインフラ化している社会で依存の問題を認識してもらうことが難しいと感じる。ネット信者の
ような大人がいる一方で根強いネット批判もあり、最低限の利用にとどめるのが正解とする方も多く、
上手に使いこなすという、中庸な考えがなかなか伝わらない。
・講師となる人材の不足。
・家庭の意識の差があり、問題ある生徒の保護者へ伝えたいことが伝わらない。
・家庭や社会の改善点が多く、啓発だけでは問題解決につながらないためその対応ができない。
・ネット依存の治療や相談できる場所がなく、依存の相談対応に限界がある。
団体の今後の予定
・ネットが止められず困っている学生が意見を言い合うしゃべり場を開く企画を検討中。
・小学生の正しいネットの使い方を模索し子供と勉強する簡易塾を企画中。
・ネット依存予防に関するワークショップを企画中。
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ネットパトロール・通報

学校ネットパトロール
東京都／株式会社ＪＭＣ

団体人数

【総数】140 人

【主な年齢層】20～50 代

※上記のうち、青少年のインターネット環境整備に係る活動の従事体制
【総数】９人（内非常勤職員数／６人）
◆団体の主な活動
・学校教育市場における各教育機関に対する教育の IT 化推進事業
・教育専用クラウド「and.T（アンドティ）
」の開発、販売
・学校情報セキュリティ支援ツール「Hardlockey」の開発、販売
◆団体沿革
昭和50年

日本マイクロコンピュータ株式会社設立

平成10年

社名を「株式会社ジェイエムシー」に変更

平成12年

セキュリティ事業開始

平成16年

国内初BS15000を認証取得

平成18年

社名を「株式会社JMC」に変更

◆青少年のインターネット利用環境に係る活動目的・背景
目

的

ネットパトロールを実施し、児童・生徒がインターネットをどのように利用しているかを把握し、教育委員会へ伝
えることで、児童・生徒への的確な指導に結び付ける。
活動の背景
増加しつつあるネットいじめ等の問題について、現状把握と指導に役立つ情報を教育委員会へ提供するため。

◆主な活動内容
活動分類
事業名
活動の対象
活動場所
活動の頻度

ネットパトロール・通報
学校ネットパトロール
青少年（未就学児・小学生・中学生・高校生）
事務所内でのインターネット調査
年に約 240 回／月に 20 回／週に５回【１回あたり概ね４人が従事】

具体的な活動内容
地方自治体の教育委員会へ、自治体内の主に小・中学校を対象としたネットパトロールを実施し、発見
されたサイトや SNS アカウント、投稿されている内容にどんな問題があったかを、整理して報告。
活動の特色
ネットパトロールにおいては、自動検索よりも人による目視検索を重視しており、対象の児童、生徒の
様子を長期にわたって見守ることで、些細な心境の変化にも気づいて報告ができる。
◆団体の課題・今後の予定
団体の課題
児童・生徒がいたずらやミスで、インターネットに情報を掲載してしまい、後で削除しようとしても、
ネットの特性上削除ができないケースがあり、対応が困難である。
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安全利用教室

ワークショップや講義の実践
東京都／学生団体 Re:inc

団体略称

Re:inc

団体人数

【総数】15 人

【主な年齢層】大学生

※上記のうち、青少年のインターネット環境整備に係る活動の従事体制

【総数】15 人

◆団体の主な活動
小中高校を訪問し、ネットモラルやネットリテラシーについて授業を行う。
◆団体沿革
平成26年12月

「学生団体Re:inc」設立

平成28年３月

神奈川県警犯罪防止シンポジウムにて感謝状拝受
日本スマートフォンセキュリティ協会セキュリティフォーラムにて表彰

◆青少年のインターネット利用環境に係る活動目的・背景
目

的

青少年（高校生以下）のネットモラルやリテラシーの欠如による犯罪や被害を防ぐために大学生という教員よりも
年の近い我々が教育すること。
活動の背景
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの研究会から、様々な大学のメンバーで同じ活動をする事を意図して独立し、イン
ターカレッジの学生団体として Re:inc を創設した。

◆主な活動内容
活動分類
事業名
活動の対象

安全利用教室
ワークショップや講義の実践
保護者、青少年

対象人数

１回あたり概ね 30 人

活動場所

学校での授業

活動の頻度

年に５回程度

具体的な活動内容
活動している大学生が、小中高の各学校のクラスでワークショップ（グループでやるアクティブラーニ
ングのような形）を学校の要望があった日程で随時ネットモラルとリテラシー（特に LINE いじめと Twitter
について）に関する授業を行っている。
大学生であるため、その都度参加可能な人員で実施しており、１クラス１人から複数人で行うこともあ
る。
活動の特色
同じ学ぶ者という立場の人間から教育しており、年齢が近いことでより関わりやすく仲良くなれ、問題
について同じ目線で理解できると考えている。
他団体や行政との連携
・神奈川県警、警視庁と連携し、ワークショップの場の提供を受けている。
・一般社団法人日本スマートフォンセキュリティ協会にプレゼン方法の教示を受け、ワークショップの場
の提供を受けている。
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活動による効果
・学んだ学生からのアンケートから、90%程度の満足率が得られている。
・感想では、悪口は良くない、気をつけるなどの意見が多数であった。

◆団体の課題・今後の予定
団体の課題
・大学生でもジェネレーションギャップが生まれてしまい、受講者側で流行っているアプリなどが分から
ないことがある。
・大学生が考えていることと元の問題の視点がずれていることがある。
・事後アンケートのみでは効果が分かりづらいため追跡調査等が必要。
・情報発信する場が少なく、参加している大学生の人数や、金銭面も不足している。
団体の今後の予定
・日本スマートフォンセキュリティ協会とコラボしたアンケートによって、現状把握や企業に勤める大人
の意見を聞いていく。
・学校からの依頼によってワークショップを開催していく。
・同様の活動をしている団体との共催で講演等の活動を展開。
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普及・啓発活動

中学生向けＤＶＤ「考えてみようＳＮＳやスマホとの付き合い方」
新潟県／特定非営利活動法人新潟情報セキュリティ協会

団体略称

ANISec (アニセック)

団体人数

【総数】20 人

【主な年齢層】40 代

※上記のうち、青少年のインターネット環境整備に係る活動の従事体制
【総数】１人（内ボランティア人数／１人）
◆団体の主な活動
・「情報セキュリティワークショップ in 越後湯沢」や「インターネット安全教室」を主催してネットワークセキュリ
ティに関する啓発活動を行う。
（主催団体としての活動）
・地方公共団体セキュリティ対策支援フォーラムや自治体情報セキュリティのための NPO サミットなどに参加し他団
体との連携や意見交換を図る。
（法人会員としての活動）
・各種講演会やセミナーなどに当団体から講師を派遣。専門誌や新聞にネットワークのセキュリティに関する原稿を
寄稿し、啓発活動を行う。
（有識者としての活動）
◆団体沿革
平成15年

「特定非営利活動法人

平成18年

情報化促進貢献企業等の表彰における経済産業省商務情報政策局長表彰「セキュリティ促進部門」を受賞平

成22年～28年

新潟情報セキュリティ協会」設立

情報セキュリティワークショップin越後湯沢の開催・運営

◆青少年のインターネット利用環境に係る活動目的・背景
目

的

情報通信技術の健全な普及発展のため、社会的問題の啓発、予防技術の向上及び技術者の養成等が緊急の課題である
との現状認識の下、産学官及び関連団体等における情報通信技術に関連する担当者並びに有識者との情報交換等を活発
に行い、そこで得られたセキュリティに関する知識や技術、システムの構築等を新潟の地から発信する。
活動の背景
「ネットワーク・セキュリティワークショップ in 越後湯沢」を運営するための任意団体をイベントの度ごとに形成、
解散していたが、恒常的に開催・運営するとともに、情報セキュリティ関連の啓発活動や技術の開発を行うことを目的
として、 任意団体から発展的に特定非営利活動法人を設立した。

◆主な活動内容
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動
ろうきん笑顔プロジェクト 2016（新潟県労働金庫）
中学生向け DVD「考えてみようＳＮＳやスマホとの付き合い方」
中学生および保護者、学校関係者

具体的な活動内容
中学生の安心・安全な生活をサポートすべく、SNS やスマホの利用における啓発 DVD の制作協力を行っ
た。
・「危険だから使わせない」ではなく「安全な使い方」を考える。
・実際に中学生に起こっている事例に沿った内容
・子供達自身に考えてもらえるような内容
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活動の特色
SNS やスマホの活用における啓発 DVD を独自に制作し、新潟県下の全中学校に無償で配布。
他団体や行政との連携
DVD 制作にあたり、中学生の保護者、教員等学校関係者や新潟市・県と連携。
活動による効果
一連の取り組みが評価され、新潟県知事より感謝状が授与された。
◆団体の課題・今後の予定
団体の課題
従事できる会員が少ない。
団体の今後の予定
外部より要請があれば積極的に協力していきたい。
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普及・啓発活動／安全利用教室／指導員育成／相談活動／その他

児童・生徒・保護者・教職員・地域住民への啓発講演／指導者養成講演
テレビを活用した啓発／ネットトラブル相談事業／ネット依存への支援
長野県／一般社団法人セーフティネット総合研究所

団体略称

NISR セーフティネット総研

団体人数

【総数】４人

【主な年齢層】50 代

※上記のうち、青少年のインターネット環境整備に係る活動の従事体制

【総数】３人

◆団体の主な活動
○講演（ネットトラブル、人権、セキュリティ、リスクマネージメント、セーフティネットに関する講演等）
○調査研究およびコンサルティング
○相談及び支援（専門家による法的対応も含んだ相談および支援）等
◆団体沿革
平成24年

LLPから一般社団法人化

平成27年～

飯田市ネットトラブル相談事業

法的対応相談支援まで可能とした組織へ変更

平成28年～

伊那市ネットトラブル相談事業

平成29年～

長野県青少年のネットトラブル相談支援事業

◆青少年のインターネット利用環境に係る活動目的・背景
目

的

・青少年がインターネットにおけるトラブルを未然に防止できるよう啓発活動
・身近な大人（保護者）に向けた啓発活動

・青少年育成団体に向けた啓発活動と情報提供

・トラブルや困りごとに際しての初期対応のアドバイスと支援
・ネット依存の子供への支援

・トラブルに巻き込まれた子供達への支援

・実対応に際しての学校や教育委員会への指導支援

等

活動の背景
インターネットの危険性が理解できない子供が深刻な事態に陥っている現在、大人が子供の実態を把握できないこと
や日々進化するネット環境に大人が付いていけない状況の下、利用する子供に危険性や留意点を伝えるとともに、身近
な大人に正確な情報提供を行う必要性がある。
ネットトラブルは、初期段階での対応がすべてであることから、相談事業での初期対応が必要である。また、子供の
ネット依存についても早期対応が求められている。
研究者であった時代の事案背景から、実対応の必要性を鑑み、現在の活動を開始した。

◆主な活動内容（１）
活動分類

普及・啓発活動

／

安全利用教室

事業名

児童・生徒への啓発講演

活動の対象

小学生、中学生、高校生

対象人数

１回あたり概ね 300～400 人

活動場所

学校での授業（全校講話など）

活動の頻度

年に 130 回程度【１回あたり概ね１人が従事】

具体的な活動内容
小学生／１回 45 分

中学生、高校生の場合／１回 60 分
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・講演後、当日の配布資料を基に事後学習を行い、学校で質問をまとめて頂き、後日回答を送る。
・その他、学校で関連する講義等で資料提供を求められたときには、資料を送付。
活動の特色
・相談事業や県警のアドバイザーとして、身近な事案を例に内容を提供し、当事者意識を持ってもらう。
・地域によって、ネット上の居場所や利用実態が異なるため、その地域の実情に合わせた内容に特化。
他団体や行政との連携
・長野県 ・市町村教育委員会 ・各学校
活動による効果 参加者の主な意見
・一般論でなく、今利用しているものに特化して、より身近な事案の話なので、他人事でなく、自身の事
として考えることができた。
・使えるから使うのではなく、しっかりとリスクを考えて使う必要がある。
・知っているつもりであったが、知らないことだらけであった。
◆主な活動内容（２）
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動

／

安全利用教室

／

保護者・教職員への啓発講演
保護者、教員

対象人数

１回あたり概ね 50～200 人

活動場所

PTA 講演会、教育センターでの教員研修会

活動の頻度

指導員育成

年に 40 回程度

具体的な活動内容
学校単位で行う PTA 講演／１回 90 分
教員研修会／１回 90 分～120 分
・講演後、当日の配布資料を基に事後学習を行い、学校で質問をまとめて頂き、後日回答を送る
活動の特色
（PTA）
・相談事業や県警のアドバイザーとして、身近な事案を例に内容を提供し、当事者意識を持ってもらう。
・地域によって、ネット上の居場所や利用実態が異なるため、その地域の実情に合わせた内容に特化。
（教員研修）
・事案をもとにケーススタディを実施。 ・事案発生の対応と児童生徒への指導方法 等
他団体や行政との連携
・長野県 ・教育委員会 ・学校
活動による効果 参加者の主な意見
・一般論でなく、身近な事案によって、分かりやすく考えることができた。
・知っているつもりであったが、知らないことだらけであった。
・児童生徒への指導観点や具体的な方法が分かった。
◆主な活動内容（３）
活動分類

普及・啓発活動

／

事業名

地域住民への啓発講演

活動の対象

地域住民と教育関係者

安全利用教室

／

対象人数

１回あたり概ね 50～200 人

活動場所

PTA 講演会、教育センターでの教員研修会

活動の頻度

年に 40 回程度
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指導員育成

具体的な活動内容
・地域と教育関係者（教員）が一緒となって学ぶ市町村の講演会／１回 90 分
・質疑応答で、実際に困っていることや分からないことなどを、全体質問と個別相談会を実施して対応。
・別途地域にある幼・保、小、中、高の教員が一緒に学ぶ講演会も実施している。
活動の特色
・相談事業や県警のアドバイザーとして、身近な事案を例に内容を提供し、当事者意識を持ってもらう。
・地域によって、ネット上の居場所や利用実態が異なるため、その地域の実情に合わせた内容に特化。
他団体や行政との連携
・各市町村
活動による効果 参加者の主な意見
・一般論でなく、身近な事案によって、分かりやすく考えることができた。
・知っているつもりであったが、知らないことだらけであった。
◆主な活動内容（４）
活動分類

普及・啓発活動

事業名

指導者養成講演

活動の対象

／

指導員育成

指導者の養成

対象人数

１回あたり概ね 50～200 人

活動場所

指導者・担当者研修会

活動の頻度

年に 20 回程度

具体的な活動内容
・１回 90 分～120 分の講演
・質疑応答で、実際に困っていることや分からないことなどを全体質問と個別相談会を実施して対応。
活動の特色
・相談事業や県警のアドバイザーとして、身近な事案を例にした内容を提供。
・ケーススタディによって実際の指導手法などを教授。
他団体や行政との連携
・各市町村 ・各関係団体
活動による効果 参加者の主な意見
・一般論でなく、身近な事案によって、分かりやすく考えることができた。
・知っているつもりであったが、知らないことだらけであった。
・ケーススタディで実際に理解できた。
◆主な活動内容（５）
活動分類
事業名
活動の対象
活動場所
活動の頻度

普及・啓発活動

／

安全利用教室

テレビを活用した啓発
地域住民
啓発番組を作成して放送
月に１回程度

具体的な活動内容
・啓発番組をテレビで放送
・民放局／年１～２回
・地元ケーブルテレビ／15 分番組（20 回）
・60 分番組（10 回）
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活動の特色
・TV 放送により、多くの市民に見てもらえる。
・地元ケーブルテレビで複数回流してもらっており、多くの人に見てもらえる。
・短時間の番組では、ピンポイントで実機を使う等しており、多くの人が活用できる内容。
他団体や行政との連携
・テレビ局
活動による効果
・再放送の要望など反響も大きい。
◆主な活動内容（６）
活動分類

相談活動

事業名

ネットトラブル相談事業

活動の対象

児童生徒、保護者、教員

活動場所

メール、電話、学校など

具体的な活動内容
＜相談・支援件数＞
平成 25 年度／461 件 平成 26 年度／571 件
毎年、県議会に資料提供

平成 27 年度／663 件

平成 28 年度／778 件

活動の特色
・メールでの相談は、児童生徒、保護者からの初期相談が多い。
・学校からの相談や教委からの相談は、電話が多い。
・電話での相談内容をもとに現地での相談や実支援を実施。
・その後の継続的支援も実施。
他団体や行政との連携
・各市町村 ・県
◆主な活動内容（７）
活動分類
事業名

その他
ネット依存への支援

活動の対象

児童生徒、保護者、教員

活動場所

学校、児童生徒宅 など

活動の頻度

随時実施

具体的な活動内容
ネット依存の相談をもとに、実際に児童生徒と保護者と面談の上、克服プログラムを提供。
（軽度の場合）プログラム指導の提示、学校指導の教授、月１回の確認と継続指導
（中度以上の場合）連携機関と協力したプログラムを実施。
活動の特色
・保護者と学校の協力を受けて実施。
・連携機関と協力した内観とコミュニティを取り入れたプログラムを実施。
他団体や行政との連携
・高等専修学校（不登校者の受け入れ）

・その他関係機関
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◆団体の課題・今後の予定
団体の課題
公的な経済的支援がなく、講演謝金や会員の活動費で賄っており、経済的基盤の整備が課題である。
団体の今後の予定
これまでの活動の更なる充実を図る。
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