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普及・啓発活動／安全利用教室

子どもとメディアプロジェクト
鳥取県／特定非営利活動法人こども未来ネットワーク

団体人数

【総数】30 人（内非常勤職員数／２人・ボランティア人数／22 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】６人（内ボランティア人数／５人）
◆団体の主な活動
○子供の諸活動又は子育てに関する講演及びその他支援事業
○子供の文化に関する調査、研究、出版及び啓発事業

等

◆団体沿革
平成14年

「特定非営利活動法人 こども未来ネットワーク」設立

アートスタート、メディアスタート事業開始

平成20年

ケータイ・インターネット教育啓発事業開始（鳥取県教育委員会委託事業）

平成22年

ネットパトロール事業開始（鳥取県教育委員会委託事業）

◆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

インターネット環境の充実は、大人にとっては歓迎すべきことであるが、幼い子供や成長発達途中の青少年が利用
するには、大人とは異なった視点での環境整備が必要であり、その環境を年令や発達段階に合わせて整えていくのが
大人の役割であると考えている。そこで、対象年齢に応じたインターネット環境づくりについて保護者や地域の大
人、更には子供自身に考えてもらうための事業を行っている。キーワードは、
「メディアを悪者にしない」
「子供を守
るのは大人の責任」
「バーチャル体験＜実体験」
。
活動の背景
子供期を、心と体の成長発達の視点から「特別な、かけがえのない時期」ととらえ、豊かな人生へとつながる重要な
「子供時代」をどう過ごすべきかを考え続けてきた。一方で子供の生活環境はテレビを始めとした多様なメディアの普
及により乳幼児期から日常的に「バーチャル体験」を繰り返すことが当たり前となりつつあり、結果的に実体験の機会
は減少し、子供の生活の中でメディアに触れる時間が増え続け、その結果親子関係に問題を抱える家庭が目に付くよう
になった。こうしたことに危機感を感じたことが活動の原点である。

◆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

普及・啓発活動

／

安全利用教室

子どもとメディアプロジェクト
保護者、青少年（小学生・中学生・高校生）
、教員、地域住民、団体、企業

等

学校での授業、学校での特別活動、地元イベント、PTA 事業、育児サークル、団体研修
年に 150 回程度【１回あたり概ね１人が従事】

具体的な活動内容
・より身近に感じられる学習。
鳥取県青少年健全育成条例に付加されたペアレンタル・コントロールを必ず伝える。
主催者の希望講演内容に応じ、実施の流れを担当講師と事前に打ち合わせをしてから実施。
【60 分講演＋30 分グループでの話し合い】
【45 分親子学習＋30～60 分保護者対象講演】など
・委員として参加している協議会で、機能制限設定動画作成を提案し、平成 27 年度から Youtube で配信。
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活動の特色
（機能制限体験）講演のみではなく、実際に自分の機器を操作してもらう時間を作る。
（フィルタリング体験会）ｉフィルターの体験会を実施。
・会場に wi-fi 環境を準備し、iOS・Android・3DS にグループを分けて実施。
・グループの見回りをするサポートスタッフ複数人で対応。
他団体や行政との連携
・鳥取県教育委員会 ・鳥取県教育センター ・鳥取県ケータイインターネット教育推進協議会
活動による効果
「具体的で、より身近に感じた」「知らなかった。これほどとは思わなかった」
「子どもと向き合う時間を
持ち、親としてあるべき姿を見せていきたい」「学校や家庭で、教員、保護者がネット環境の進歩について
学習し続けることが大切である」「ペアレンタルコントロールという言葉は知っていたが実際にしてみよう
と思う」などの感想からもうかがえるように、知らなかったことを知り、自分たちの行動を見直していこ
うという意識啓発になった。また、
「年齢にあわせて携帯端末の使い方を設定しよう！（ニンテンドー
3DS 編）の動画を見ながら設定してみました」との報告をいただいた。
◆団体の課題・今後の予定
団体の課題
保護者等、大人向け啓発事業を長く続けているが、講座や研修会に参加しない（出来ない）人たちにこ
そ考えて欲しい問題であり、そうした人たちも含め社会全体で取り組んでいくためにどうしたらよいか。
インターネット利用の低年齢化が急速に進んだため、親、祖父母をはじめ、保育所、幼稚園において
「より良い使い方」を理解出来ている人が少ないこと。乳幼児のインターネット利用に関してのガイドラ
イン（専門家による）もまだ存在しておらず、ネット利用に賛否両論ある中、増え続けるメディア環境の
下で子育てが進んでいる現状への向き合い方など。
機能制限・フィルタリング体験会を実施したが、体験してみただけで、子供のネット端末への実施には
まだまだ遠いと感じている。
団体の今後の予定
これまで通り粛々と、現状を伝え、対応について一緒に考えていく。
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普及・啓発活動

インターネット安全教室
岡山県／岡山県インターネットセキュリティ対策連絡協議会

団体略称

OISec

団体人数

【総数】６人／（内ボランティア人数／６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

【総数】６人

◆団体の主な活動
○関係機関・団体、有識者等を招致した研修会等の開催
○ネットワーク利用犯罪防止対策のための啓発活動と防犯意識の普及高揚活動、セキュリティ・システムの整備

等

◆団体沿革
平成12年４月

「岡山県インターネット・サービス・プロバイダ防犯協議会」設立

平成15年11月

「岡山県インターネットセキュリティ対策連絡協議会」に名称変更

平成25年11月

設立10周年記念

岡山情報セキュリティシンポジウム開催

平成28年12月

IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」表彰
地域賞（岡山県インターネットセキュリティ対策連絡協議会OISec大賞）創設

◆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

「県民生活の安全と平穏の確保に寄与すること」を目的に、自治体・学校等からの要望で、個別の青少年を含む一
般向けのセミナーを開催している。
平成 28 年度から新しく IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」地域賞を設立し、次年度以降も継
続することで青少年のセキュリティ意識向上に貢献したい。
活動の背景
会員向け中心の活動だったが、一般向けの活動として JNSA「インターネット安全教室」を開催したのがきっかけで、
情報セキュリティ月間にもあわせ、学校からの要望で青少年向けセミナーとして開催を行うようになった。

◆主な活動内容
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動
インターネット安全教室
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回あたり概ね４～50 人

活動場所

学校での特別活動

活動の頻度

年に１～２回【１回あたり概ね５人程度が従事】※学校からの要望があった場合のみ。

具体的な活動内容
（小学校でのプログラム例）
・｢インターネット安全教室｣ セミナー～ビデオ上映・解説～（約 60 分）
・岡山県警察からの講話（約 20 分） ・質疑応答（約５分）
活動の特色
・ベースの教材は、IPA のインターネット安全教室の教材を使用。
・事前に主催者と協議し、重点を置きたい項目にフォーカスをあて、一部、独自教材を作成して実施。
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他団体や行政との連携
・独立行政法人情報処理推進機構（IPA） ・日本ネットワークセキュリティ協会（JNSA)
活動による効果 参加者の主な意見
・スマホの「ファミリーブラウザ」のことは知らなかったので、勉強になった。
・フィルタリングは難しい。ネットの利用法はいろいろあるということを感じた。
◆団体の課題・今後の予定
団体の課題
安全教室に関しては、もっと積極的に取り組みたいが、当協議会としては会員会費で運営されているこ
ともあり、予算的に積極的には取り組めない状況にある。また、講師・運営に関しては全て会員企業のボ
ランティアで成り立っているので、回数が増えるとその人的負担も大きくなるので無理ができない。
団体の今後の予定
上記の安全教室に関しては、予算的・人的にも厳しい状況にあるので、その負担の少ない方法での取り組
みを模索したい。そのひとつとして、今年度から始めた IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンク
ール」の地域賞としての参加を継続しようと考えている。
【コンクール概要】http://www.ipa.go.jp/security/event/hyogo/2016/local/okayama.html
・情報モラル・セキュリティの大切さを「標語」
「ポスター」
「4 コマ漫画」で募集。
・小学校向けに「書写（硬筆）」
、中学校、高等学校向けに「私たちの情報モラル・セキュリティ行動宣言」
も募集。
・平成 28 年度のメインテーマは「ことばの力（ちから）
」
・表彰は、部門毎に最優秀賞１名・優秀賞３名の他、地域賞、特別賞などを相当数表彰。
・このうち「地域賞」の一つとして、岡山県インターネットセキュリティ対策連絡協議会が表彰を担当。
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普及・啓発活動／安全利用教室

「伝えるを考えるプロジェクト」
福岡県／オフィスラバーリング

団体人数

【総数】２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

【総数】２人

◆団体の主な活動
○スマートフォン、SNS 活用に関する講演、セミナー事業
○青少年の正しいスマホ・ネット利用を啓発する「伝えるを考えるプロジェクト」運営

等

◆団体沿革
平成12年９月

広告制作「オフィスラバーリング」設立

平成22年～

スマートフォンやSNSに関するセミナーを開催し、
「広告業界から見たインターネットの情報モラル」

平成28年

福岡県非行防止・ネット依存防止地域ミーティングの講師として、活動の場を福岡県内まで広げる。

をテーマに啓発活動を続ける。

◆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

今の子供達が適切な情報リテラシーとモラルを身に付け、これからの情報高密度社会において活躍ができる“社会
人”に育てることが目標。そのために ICT 機器の正しい使い方だけではなく、それらが取り扱う「情報」というもの
に焦点を当て、以下の活動を行う。
・子供達の ICT 機器の正しい利活用と、メディアからの情報を正確に受け止め活用できる情報リテラシーを指導。
・保護者に向けて家庭における情報モラルやコミュニケーション指導の重要性と具体策を伝える。
・教師、地域の大人など子供達を取り巻く「大人」に向けた情報モラル指導。
活動の背景
団体代表が子供の小学校の PTA 会長やこども育成会副会長を４年間経験。この時に子供達へのネットの普及の影響や
メール等によるトラブルの実態を知る。平成 19 年頃より今後スマートフォンや SNS の普及が青少年に影響を及ぼすこ
とを予測。平成 22 年より福岡市 PTA 総会の依頼を受け、市内中学校にて情報モラルの講演を行う事となり、以後福岡
県内の小中学校を中心に講演活動や生徒児童への授業等を行っている。

◆主な活動内容
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動

／

安全利用教室

「伝えるを考えるプロジェクト」
小学生・中学生・高校生・保護者・教員・地域住民

対象人数

１回あたり概ね 30 人

活動場所

学校での授業、学校での特別活動、公民館事業、自治体主催の事業

活動の頻度

年に 70 回／月に６回／週に２回【１回あたり概ね１人が従事】
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具体的な活動内容

保護者向けの講演活動
対象／未就学児童～高校生の保護者
活動場所は各学校。授業参観か家庭教育推進のための講座が中心。
・依頼主は自治体の場合が多く、学校ＰＴＡからの直接依頼もある。
・保護者向けの講演は 30 人前後が一番多く、多い時は数百人を対象に
することもある。
・保護者向けは「スマホや SNS 時代のコミュニケーション」と題し、
インターネットの現状と保護者が家庭で指導するべき内容について講
演。
・ワークショップ形式では保護者と先生でグループを作り、それぞれの
グループを家庭と見なしてルールを作るなどのプログラムを行う。
・配付資料として講演の要点をまとめたものを準備しており、ここには
伝えるを考えるプロジェクトのブログや公式 SNS 及び連絡先を記して
いる。
・質疑応答等で質問できなかった方などには、後日相談等を受け付ける
体制をとっている。

外部講師として生徒児童への授業
対象／小学生・中学生・高校生・特別支援学校
活動回数／年に２回
・学校からの依頼により、小学校低学年から学年ごとに合わせた内容で授業を行う。
・iPad を使用し、画面を見せながら分かりやすい指導を心掛けている。
・小学生には情報モラルの基礎について、中高生には現在のスマホや SNS の使い方が近い将来社会人にな
ったときにどのような影響があるのかをシミュレーション形式で授業している。
・授業内容は事前に学校の先生方と協議し決定。
・各学年、夏休み前と冬休み前の２回のタイミングで実施。

学校の先生や団体関係の方に向けた情報モラル研修
対象／教員・青少年育成関係団体
子供に接する立場の大人として子供達に指導すべき内容について説明したり、大人の知識として最新の
ICT 関連の研修を行ったりしている。

ブログ、SNS 等を利用した情報モラル啓発
講演内容や、保護者からの問い合わせなどを「伝えるを考えるプロジェクト」公式ブログや SNS にて発
信を行っている。特に講演内容については動画を制作し、現役の保護者や多くの方に見ていただく工夫を
している。
【伝えるを考えるプロジェクト公式サイト】 http://tkproject.jp/
活動の特色
・最も重視している点は、
「メディアに溢れる情報をどう受け止めるか」という情報についての意識を高め
ること。広告事業にも長く携わっているため、ツールが代わっても「情報」を意識化することは重要だ
と考えている。
・インターネットやスマホに関する最新の情報と、生徒児童を対象とした定期的な取材から得た情報を基
に、とにかく「分かりやすい」話を心掛けている。
・生徒児童向けの授業の時には ICT 機器を積極的に使い、アクティブラーニングの要素を取り入れ、見る
だけではない、
「考える」授業スタイルを行っている。特に小学生には具体的なビジュアルと事例を提示
し、子供達と言葉のキャッチボールを行い、その後全員で意見交換を促す内容としている。
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他団体や行政との連携
・福岡県人づくり・県民生活部私学振興・青少年育成局 ・福岡市教育委員会生涯学習課
・福岡市 PTA 協議会 ・山口県下関市教育委員会 ・福岡県筑紫野市教育委員会
活動による効果
・どの講演でもアンケートや感想で頂くのは「分かりやすい」ということ。それから講師が PTA 経験者で
もあることから、学校や子育て世代の事情などを把握しているので、｢自分たちに置き換え易い｣という
声も多い。
・単にネットの危険性だけではなく、
「今後のため、いかに「情報」というものを理解し、取り扱うの
か」という話題が今までに無かったという声もある。
・毎回講演後のブログアクセスも増え、問い合わせ（講演時には恥ずかしくて聴けなかった）も数件ある
ので、それなりに保護者の方に理解していただいていると理解している。
◆団体の課題・今後の予定
団体の課題
・福岡県は人口や街の規模からみても、積極的な ICT 活用と情報モラルのバランスを持った講師が少ない
ように感じる。
・保護者だけでなく、学校の先生の間でも情報スキルの差を感じるので、保護者や先生、地域住民といっ
た「子供の周りにいる大人」が共通の目標や認識を持てるような全国的な啓発指針があれば、さらに活
動の場が広がると考える。
団体の今後の予定
・講演の対象、世代による講演テーマの細分化を進める。
・学校便りでそのまま使えるミニ新聞「じょうほう」のデータ無料配信。
・動画や SNS を活用した情報モラル啓発活動の強化。
・講師や補助スタッフの育成、採用。
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普及・啓発活動／安全利用教室／指導員育成

福岡県事業「ネットいじめ・誹謗中傷予防」などへの講師紹介／
子どもとメディア公式インストラクター養成講座
福岡県／特定非営利活動法人子どもとメディア

団体人数

【総数】249 人／（内非常勤職員数／３人・内ボランティア人数・246 人）
【主な年齢層】20～70 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】150 人／（内非常勤職員数／２人・内ボランティア人数／148 人）

◆団体の主な活動
○子供の健全育成を図る活動

○社会教育の推進を図る活動

○情報化社会の発展を図る活動

等

◆団体沿革
平成10年

「子どもとメディア研究会」として発足

平成16年

「特定非営利活動法人 子どもとメディア」設立（法人認証）
「第１回子どもとメディア 全国フォーラム」開催

平成 19 年

「子どもとメディア」公式インストラクター養成講座スタート

◆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

乳幼児から小学生、中学生、高校生に至るあらゆる世代の子供たちのメディア機器（インターネット機器に留まら
ずテレビ・ゲーム等も含む）利用が、子供たちの体と心の発達と健康、知能の発達、コミュニケーション力、自己コ
ントロール等社会性の発達に大きな影響を及ぼしている。科学的な調査に基づいてその実態を明らかにし、広く社会
に啓発する。さらに子供たちの発達権と学習権を保障するための実践的な取り組みを開発し全国に広げていく。あわ
せて啓発・実践を担う人材養成も行う。
活動の背景
平成 11 年からテレビやゲームが乳幼児や小中学生に与える影響についての調査・研究・啓発と、子供とメディアの
良い関係を作るための様々な実践的な取り組みを開発・普及してきた。
平成 19 年頃からケータイ・インターネットへの取組みを本格化し、実態調査や啓発人材の育成などに取り組み、平
成 21 年からはインターネットなどのメディア依存に重点を置いて取組を進め、平成 22 年以降普及が進んだスマート
フォン利用の弊害であるスマホ育児の危険性を訴える活動にも取り組んでいる。
このように様々な専門家、特に小児医療や児童発達の専門家を主要メンバーとして、17 年にわたって電子メディア
が子供に与える影響と効果的な対策について調査・研究・啓発を進めている。

◆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

福岡県親子で学ぶ規範教育推進事業「ネットいじめ・誹謗中傷予防」への講師紹介
小学生・中学生・高校生・特別支援学校生徒・保護者・教員

対象人数

１回あたり概ね小学校 100 人保護者 30 人／中学校 300 人保護者 20 人
高校 1,000 人保護者 10 人が対象

活動場所

学校での特別活動

活動の頻度

年に 1,000 回／月に 150 回／週に 40 回【１回あたり概ね１人が従事】
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具体的な活動内容

啓発講演の実施
対象／小学生・中学生・高校生・特別支援学校生徒・教員
活動回数／県下全域で各校年１回程度（その８割以上を子供とメディアが担当）
・児童・生徒と保護者が同じ啓発講演を聞く。授業参観等と合わせるなど保護者の出席率が上がるように
工夫している。
・講演は１校時が中心だが、合計２校時分として１校時を振り返り学習に使う学校も多い。
・パワーポイントを使った講演方式だが、小学校では挙手や体を使う体験、講師との応答、中学・高校で
は拍手によるアンケート、隣同士での話し合いなどの要素を入れ、自分にとって身近な問題であること
を、楽しく学べるようにしている。
活動の特色
・メディア機器の利用が、生活習慣や健康、脳の発達、学習成績のみならず、スマホ・ネット依存、コミ
ュニケーション能力（会話、読解、作文等）の低下、自己コントロールの発達などにも影響を与えるこ
とを伝える。
・保護者も一緒に聞くので家庭での取り組みに繋がりやすい。
・心身や学習成績への影響は皆身近で実感があり、危機感を覚える内容である。対応策としてスマホ・ネ
ット・ゲームの利用抑制が効果的であることを伝えると、本気で取り組むケースが多い。
・「法的・社会的・経済的に責任が取れない者は遊びで使ってはならない」
「本当に必要な機能以外は使え
なくする」など、明快な方針が教員、保護者、児童・生徒にも納得できるものとして伝わっている。
他団体や行政との連携
・福岡県教育庁（県事業として予算を支出） ・県教育事務所

・政令市教育委員会

活動による効果
・小学校は高学年か中学年の１枠しか予算が無いが、学校の個別予算を使って別の学年での講座を希望す
るケースが増えている。
・｢もっと多くの保護者に聞かせたい。｣ということで、PTA 主催などで保護者・市民向けの講座を実施す
るケースが増えている。
・中学校区単位で幼保小中と地域が連携して、アウトメディア運動に取り組む事例がある。
◆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

福岡県非行防止・ネット依存防止地域ミーティング事業講師紹介
保護者、教員、地域住民等

対象人数

１回あたり概ね 50 人が対象

活動場所

学校、公民館、市民センター等

活動の頻度

年に 40 回【１回あたり概ね１～２人が従事】

具体的な活動内容

PTA、地域団体等への講師派遣
・県下全域で、申込みがあった団体に対して講師を派遣。
・講話を中心にしているが、主催団体の希望があればワークショップにも対応。
・対象者に合わせて講話の内容、ワークショップの内容を打ち合わせの上決定。
活動の特色
・乳幼児の保護者を対象とした講話では、スマホ等が乳幼児の愛着形成、心身の発達や健康に与える悪影
響を、理論的に事例に基づき危険性を伝え、適切な関わり方を合わせて話している。
・小学生・中学生の保護者・地域住民を対象とした講話では、スマホ・ネットだけでなく、メディア機器
全般が生活習慣や健康、脳の発達、学習成績にまで影響が及び、スマホ・ネット依存、コミュニケーシ
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ョン能力（会話、読解、作文等）の低下、自己コントロールの発達にも影響を与えることなどを主要な
内容として伝えている。
・ワークショップは、生活習慣、体や心への影響、人との関わり等、問題点が子供にも大人にも見えやす
いので、大人の果たすべき役割、子供が守るべきこと等、大人と子供が対等に話し合うことができる。
他団体や行政との連携
・福岡県新社会推進部青少年課（県事業）
活動による効果
・受講者の行動変容 生活習慣、メディア接触習慣の見直し
・地域を挙げてのアウトメディア運動の取り組みが発展
（参加者の主な意見）
・｢今からでも良い。｣という言葉に救われた。まず自分自身の使い方を見直す。
（幼児保護者）
・はっきり理由が分からず注意できなかったが、伝えなければならないことが解った。（主任児童員）
◆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

／

指導員育成

子どもとメディア公式インストラクター養成講座
PTA 保護者、青少年健全育成団体、市民団体スタッフ、教員、保育士、地域住民等

対象人数

１回あたり概ね 16 人が対象

活動場所

福岡県ほか全国各地

活動の頻度

年に１回【１回あたり概ね１～２人が従事】

具体的な活動内容

啓発人材養成講座
１日７時間×４日間＋フォローアップ５時間×２回（計 38 時間）の啓発人材養成講座
（講座内容）
・プレゼンテーション基礎 ・０～18 歳までの子供の発達と電子メディアの影響
・子供の権利条約の視点で考える子供とメディアの課題
・テレビ・ビデオ・ゲーム・パソコン・スマホ等メディア機器ごとの子供に与える影響と対策
・啓発資料作成のための著作権基礎講座 ・啓発素材（事例、調査データ、学術的資料等）の収集と利用
・プレゼンテーション資料作成、実践
本講座を修了し一定の要件を満たすと「子どもとメディア公式インストラクター」の資格が得られる。
活動の特色
・子供のインターネット利用の課題と対応については、単に「事件事例とその予防策」を啓発するのでは
なく、心身の発達と健康、子供の権利、社会的責任など課題の根本を押さえつつ、対応策の啓発を行え
る人材を養成している。
・全体をワークショップと実習形式で行っており実践的である。
・実施地域の啓発活動、受講者の状況で、講座内容を調整し、地域に合った内容とすることも可能。
・自主学習会と資格更新の仕組みを持ち、常にインストラクターの質を向上させ維持する。
他団体や行政との連携
・長崎県こども未来課の事業

・宮崎県青少年課の事業

活動による効果
・これまでの養成講座で全国 300 人以上のインストラクターを養成してきた。
・受講後、実際に啓発活動を行っているインストラクターが全国で 150 人程度いる。
・各地で活動するインストラクターは、自主的な学習活動を行って活動を継続している。
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◆団体の課題・今後の予定
団体の課題
社会全体は乳幼児も含んだ子供のインターネット利用を推し進める方向にあり、極めて危険な状況に向
かって突き進んでいる。
その圧力は非常に大きく、それに対抗するには当法人および関係団体の力では全く不足している。
どのようにすれば、子供に関わる多様な人々や ICT 企業をはじめとして、社会全体がこの危機感を共有
し、危機からの脱出にむけて行動を起こしてくれるかが最大の課題である。
団体の今後の予定
前記課題に対して、様々な団体に危機感の共有と脱出に向けた具体的な行動の提言をしていくための仕組
みづくりを検討している。
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普及・啓発活動／安全利用教室

有害サイト、ネット犯罪から子どもを守ろう
福岡県／子どもねっと会議所

団体人数

【総数】50 人【主な年齢層】30～50 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】７人

◆団体の主な活動
○保護者等大人向け啓発講演会

○児童生徒向け啓発講演会

○ホームページや SNS での情報発信

◆団体沿革
平成19年６月

「子どもねっと会議所」設立

啓発講演会等の活動を開始

平成19年11月

福岡県男女共同参画センター あすばるフォーラム採択事業として講演会を開催

◆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

・子供達がインターネットを利用して、よりよく成長する為の手助け
・インターネットの有用性・危険性を把握し、周知に努める
・子供の監督者である大人のインターネットの関する知識の向上
・フィルタリング導入のアドバイス
活動の背景
当団体のメンバーの大半はインターネットを使って仕事をしており、子供を育てている親であるため、子育ての現状
を知っている事、そして少しだけインターネットに詳しいということが強みである。親子がどういうことで軋轢を生む
か身を持って体験している。だからこそ、周りの『ネットが苦手、子供の方が詳しくてどうしたらよいか分からない』
と目を背けがちな保護者と一緒にこの問題を考えたいと思っている。

◆主な活動内容
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動／安全利用教室
有害サイト、ネット犯罪から子どもを守ろう
児童・生徒、保護者（未就学児・小学生・中学生・高校生）、教員、
青少年健全育成指導員、地域住民 等

対象人数

１回あたり概ね５～1,500 人が対象

活動場所

学校での授業、学校や保育園での保護者会、PTA 行事、公民館、市民ホール等

活動の頻度

年に 60 回【１回あたり概ね１人が従事】

具体的な活動内容

乳幼児のスマホ利用を考えよう 保護者向けセミナー
対象／保護者
活動回数／年間２回程度
保護者の悩みや不安をグループワークで共有し、子育ての中で
スマホを使うメリット・デメリットについて考えるセミナー。
子連れでも参加しやすいよう、市民センターの和室で開催。
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小～高校、特別支援学校 保護者（大人）向けセミナー
対象／保護者
活動回数／年間 30 回程度
子供の年齢に合った内容を提供。教職員研修、民生委員児童委員、学校保健大会等での講演も行う。

小～高校、特別支援学校

児童生徒向け講演

対象／小学生・中学生・高校生・特別支援学校生徒
活動回数／年間 30 回程度
保護者と学ぶ規範意識育成講演会、入学説明会等の折りに啓発
講演会等を実施。

運営協力
・高校生 ICT カンファレンス、中高生ネットフォーラム in 北九州でグループワーク書記、講評等を担当
（福岡県主催行事：平成 27～28 年）
・メディアリテラシー講演会「中高校生と共に考えるメディアの課題」のパネルディスカッションコーデ
ィネーターを担当（福岡市主催行事：平成 29 年）
活動の特色
・起きている青少年のネットトラブルの解説に留まらず、適切な活用の為には、青少年にはリアルな生活
を充実させること、大人には“保護者の責務”とインターネットの基本的な特性を踏まえた上で、日常モ
ラルと照らし合わせて子供のネット問題を捉えることを薦めている。
・メンバー間だけでなく、全国の啓発団体、事業者、有識者等とも情報共有を行い、子供のネット事情の
動向を把握するよう努めている。
他団体や行政との連携
・子どもたちのインターネット利用について考える研究会委員
・福岡県 ・福岡市
活動による効果 参加者の主な意見
・｢日常生活の中で人間力を高めるのが、ネットの世界でも失敗しない防御策｣という話が一番心に残り勇
気づけられた。
（保護者）
・子供が同じぐらいの年齢の親と情報交換をしていこうと思った。（保護者）
・ネットにおける弊害ばかり耳にして怖いと感じていたが、ネットの魅力やフィルタリングの利用方法、
子供と共に考えるルール作りなど、賢い見守り方を教えてもらえてためになった。（保護者）
・聞いた話を帰って親に話してルールを決めた。
（小学生）
・SNS など顔を見ないで会話をする時は「心のクッション」を持つことを心がけていきたい。（中学生）
◆団体の課題・今後の予定
団体の課題
ネット利用の低年齢化を受け、未就学児の保護者啓発に注力したいところだが、子供が小さいうちの外
出はままならず、集合研修が難しいことが懸案である。保育園、幼稚園との連携を取れないか、また別の
形での啓発を行えないかを模索している。
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普及・啓発活動／相談活動

ネットの安全・安心啓発コンクール／ネットのトラブル相談窓口運営
情報モラル教材作成事業
佐賀県／特定非営利活動法人ＩＴサポートさが

団体人数

【総数】17 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】20～60 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】17 人（内非常勤職員数／４人・内ボランティア人数 11 人）

◆団体の主な活動
○ICT に関する相談・支援事業

○ICT を正しく利活用するための研修会及び調査研究及び開発事業 等

◆団体沿革
平成17年４月

「ITサポートさが」設立（平成21年８月法人化）

平成21年３月

「kodomo2.0」の活動が第９回インターネット活用教育実践コンクールにて、内閣総理大臣賞受賞

平成22年９月

ネットの相談窓口「ほっとネットライン」を開設

平成23年12月

佐賀県警察本部と「サイバー防犯ボランティア活動に関する覚書」を締結

平成28年３月

平成27年度「子供と家族・若者応援団表彰」にて、
「内閣府特命担当大臣表彰」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

インターネットを利用するすべての人を対象に、正しく ICT（情報通信技術）を活用して社会をより良くしていこう
とする事業を行い、誰もが安心してインターネットを利活用できる社会作りに寄与することを目的としている。

活動の背景
スマートフォンやタブレット、音楽プレイヤー、携帯ゲーム機の普及は小中学生にとどまらず就学前児童へも進み、
児童生徒にとって情報端末は身近なものとなり、子供達がそれらを使いこなす能力は飛躍的に向上している。一方で情
報端末に関わるトラブルも多発しており、大人たちの情報化社会の進展に起因するトラブル対応能力の向上と児童生徒
への情報モラル教育の充実が大きな課題となっている。

◆主な活動内容（１）
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
ネットの安全・安心けいはつコンクール
未就学児・小学生・中学生・高校生

※未就学児は、
「大人と共同制作部門」で応募

佐賀県内
年に１回程度【１回あたり概ね 20 人が従事】

具体的な活動内容
・ネット社会における情報モラルや情報セキュリティの大切さを伝え、
「パソコンや携帯電話・スマートフ
ォンなどの安全な使い方」を啓発するコンクールを実施。
・受賞作品をホームページ上で公開。受賞作品集パンフレットを作成し教育関係機関に配布。
（作品の種別）
①ポスター部門：小学生部門・中学生部門・高校生部門・おとなと子供で共同制作部門
②動画部門：中学生・高校生の個人又はグループ
③啓発動画感想文部門：小学生以下
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活動の特色
コンクール実施を通じて参加する子供たちが「ネットの危険性」や「安
全な使い方」について考える機会となっている。また、学校や家庭でコン
クールに取り組むことによって、情報モラルについて大人と子供が語り合
う機会を創出することができる。
また、今年度より中高生を対象とした「動画部門」を設置し、スマート
フォンやタブレットを使って撮影・編集に取り組む情報端末の利活用力を
期待している。小学生においては、学習力を高めるため、指定した課題動
画を視聴する「動画感想文部門」を設置している。

他団体や行政との連携
・佐賀県（情報・業務改革課、こども未来課、くらしの安全安心課）
・佐賀県教育委員会（学校教育課）
・佐賀県高度情報化推進協議会 ・佐賀県警察本部 等
活動による効果
周知活動を通して地域社会に「子供とインターネット」の現状を意識付けることができる。コンクール
参加者はもちろん佐賀県民全体の「ネットの安全・安心」に対する関心を高めることができ、具体的行動
を促す契機となる。
◆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

相談活動
子どもたちを取り巻くネットのトラブル相談窓口「ほっとネットライン」の運営
小学生、中学生、高校生、保護者や教育関係者
佐賀県を中心に、全国からの相談依頼
・電話（佐賀県内はフリーダイヤル）
、メールアドレス、LINE アカウントで受付
・相談員は、IT サポートさがの事務局（佐賀市）にて対応。
電話・メール・LINE 相談対応のためのスタッフ３名（交代制）
平日：9:00～18:00（土日祝日は当番制）

具体的な活動内容
・何時でも相談できる安心感をネット利用者に与えることを目的として、
子供たちを取り巻くネットのトラブル相談窓口「ほっとネットライン」
を運営（電話・メール・LINE）
。よくある相談事例を取りまとめた「事例
集」を作成して公開している。
・相談事例を基にして講演活動や、Web での情報発信、トラブル回避能力強
化の教材作成を行っている。
＜相談事例＞
・友人数名から SNS アプリで暴言を吐かれていじめられている。
・息子がクラスの無料通話アプリのグループ上に、ふざけている画像を載せてしまった。
活動の特色
・フリーダイヤルを配備して、相談しやすい体制を整えている。
・佐賀県内全ての小中高校、コミュニティセンター、佐賀県内の市町教育委員会など関連施設へ相談窓口
案内のポスターを配布。
・相談員は常日頃から、子供たちのインターネット利用に対して注意喚起に努めており、不適切な利用と
判断した場合は、学校を通じて連絡し、トラブルを未然に防ぐことが出来ている。
他団体や行政との連携
・佐賀県消費生活相談センター ・佐賀県警察本部サイバー犯罪対策室 ・佐賀県学校教育課
・佐賀県情報業務改革課 ・佐賀県こども未来課

-120-

活動による効果
・相談窓口の設置は、子供たちの現状を把握する手段ともなり、最近のトラブル事例として公開し共有す
ることで、トラブルの未然防止にも役立つと思われる。
・講演の際に身近で起きている相談事例を伝えることで、予防教育としての効果にもつながっている。
◆主な活動内容（３）
活動分類
事業名
活動の対象
活動場所

普及・啓発活動
情報モラル教材作成事業
青少年（未就学児・小学生・中学生・高校生）、保護者、教員、地域住民
家庭学習、学校での授業、学校での特別活動、講座 等

具体的な活動内容
・子供や高齢者、パソコン初心者がインターネットを介して巻き込まれやすい不当請求やソーシャルゲー
ム、電子マネー決済のトラブル事例を収集し、シナリオ・画像を作成して、事例を基にした疑似体験で
きる教材や、視聴できる教材を作成している。
・教材は誰もが自由に利用できるように Web サイトにて無料公開している。
・疑似体験教材は HTML 形式で制作しており、パソコンやタブレット、スマートフォンなど全ての端末のブ
ラウザで利用することができ、学校や家庭、社会教育の現場でも実践的な学習が可能となっている。
活動の特色
・相談窓口での事例を基に、子供たちが巻き込まれやすいトラブルについて、リアルな教材を作成するこ
とができている。
・学齢に応じて、電子紙芝居形式や、動画、ロールプレイング形式、ネットショッピング疑似体験サイト
等、多彩な学習方法を用意している。
・実写の劇は地元（佐賀県）の小中高生や大学生が出演しており、より身近な教材となっている。
他団体や行政との連携
・佐賀大学教育学部学生 ・佐賀県くらしの安全安心課
活動による効果
・ロールプレイング形式の教材は、子供たちが事例の主人公に自分を重ねて模擬体験し、場面転換で自ら
考えて選択することにより、トラブルに巻き込まれないよう危険回避する手段を身に付けることができ
ていると思われる。
・Web サイトにアップロード、公開したことで、いつでもどこでも、どのような端末からでも閲覧・利用
できる。
・解説書やチラシもダウンロードをして印刷して配布することも可能。
◆団体の課題・今後の予定
団体の課題
学齢期の児童生徒が、リスクや対応策を理解した上で、ICT 機器を正しく利活用できる環境を整えるこ
とや情報モラル意識を醸成することの重要性が従前に増して高まっている。子供たちが自ら気づき、考
え、共有する力を成長に応じて、段階的に学習できるプログラムの作成が急がれる。
団体の今後の予定
トラブル事例を知り、疑似体験を通して危険を体感しながら、正しい知識を身に付けられるよう親子で
無理なく、普段の生活の中で学習できる環境を作りたい。
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普及・啓発活動

子どもプログラミング＆ロボット教室

マリオネット
熊本県／有限会社マリオネット

団体人数

【総数】10 人（内非常勤職員数／３人）

【主な年齢層】30～40 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
○パソコンスクール事業 ○職業訓練事業

○子どもプログラミング＆ロボット教室

等

◆団体沿革
平成１年

「有限会社マリオネット」設立

◆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

子供たちが安心してインターネットを活用できる、また、トラブル事例を具体的に知る事で自ら回避する能力を身
に付けさせるとともに、インターネットネイティブ世代ではない保護者への知識拡充を目指す。
活動の背景
熊本県教育センターからのご依頼、子どもプログラミング＆ロボット教室内授業の一環として活動を開始。

◆主な活動内容
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動
子どもプログラミング＆ロボット教室 マリオネット
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 150 人が対象

活動場所

学校での授業、学校での特別活動、地元イベント

活動の頻度

年に 15 回【１回あたり概ね１人が従事】

具体的な活動内容
・依頼元小学校を訪問し、担当の先生と授業内容打ち合わせ
（生徒のみ、生徒と保護者、地域住民等）
。
・学年ごとのデジタルデバイス利用割合アンケート確認、家庭での教
育状態アンケート確認、各学校における問題点の洗い出し、スライ
ド作成。
・各学校での授業参観や特別学級等での講話、質問受付
※マリオネットの事業「子どもプログラミング＆ロボット教室」の
一環として情報モラル講話を実施。
他団体や行政との連携
・熊本県教育センター ・各地域公民館
活動による効果
・インターネットやスマホ、ゲーム機によるトラブルに遭っている児童が、先生や保護者の予想よりも多
い。保護者に相談しても「ネットの事だから気にしなくて大丈夫」と言われた児童から、具体的な解決
策を求める質問を多く受ける。
・｢知らない人から中傷された｣｢請求画面が表示されて怖くなった｣などがほとんどで、講話の中で、酷似
した具体的事例を話した上で「これは無視して大丈夫だよ」と指導している。
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◆団体の課題・今後の予定
団体の課題
・授業参観が、共働き家庭には負担となる時間での実施が多く、保護者の参加率の低さが課題となってい
る。
・そもそもネット等に疎い母親が多く、無関心により発生するトラブルが多い。子供たちがしっかりと大
人を指導できる知識を身に付けて、家庭でのネット環境を守れるように意識させることが重要。
団体の今後の予定
各地域の PTA や社会福祉協議会へ呼び掛け、情報モラル教育活動の活性化を呼び掛けていく。
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普及・啓発活動

「ノー・モア・ネットトラブル」事業
熊本県／モバイル・ネットワーク研究所

団体略称

モネケン

団体人数

【総数】１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

◆団体の主な活動
○ICT 分野の人材育成

○ICT 導入の企画・支援

○WEB ページ制作・運用支援

◆団体沿革
平成24年５月

「モバイル・ネットワーク研究所」設立

平成24年８月

情報モラルに関する講演活動を開始

◆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

地域や世代に関係なく、誰もが情報コミュニケーション技術の恩恵を享受することができる社会作りを支援する。
・スマートフォンやタブレット等の身近な機器を用いて、誰もが情報を発信、必要な情報を取得できるよう支援する。
・スマートフォンやタブレット等の機器を安全・安心に活用するために、ルールやマナーの周知と順守を啓発する。
活動の背景
スマートフォンやタブレット等の選び方や使い方講座を開催していくうちに、安心して利用するためにはネットモ
ラルやマナー、ネット上で起こっているトラブルや事件について多くの人に知ってもらい、被害者や加害者にならな
いための対策を自ら講じる必要があると考えたため。

◆主な活動内容
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動
「ノー・モア・ネットトラブル」事業
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回あたり概ね～100 人が対象

活動場所

学校での授業、学校での特別活動

活動の頻度

年に約 30 回【１回あたり概ね１人が従事】

具体的な活動内容

講演の開催
対象／小学生・中学生・保護者・一般・団体
小中学生向け演題「ネットトラブルに巻きこまれないために」
保護者向け演題「ネット社会における子どもたちの現状と保護者の役割」
一般、団体向け演題「ネット社会における子どもたちの現状と大人の役割」
「インターネット上の人権を考える」
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活動の特色
・小学生や中学生に向けた講演で保護者の参観を伴う場合は、講演内の最後５分ほどは保護者に向けて、
子供のネット利用における保護者の責任やルールを守る大切さなどを情報として提供するようにしてい
る。
・120 分以上の長い講演の場合、講演内容を踏まえネット利用についての川柳を作ってもらっている。参
加者が多い場合は２～３人に発表してもらう。参加人数が少なければ紙に書かせて掲示し、良いと思わ
れる作品に投票してもらい、その結果を共有する。
他団体や行政との連携
・熊本市教育センター ・総務省

・一般財団法人インターネット協会 ・熊本県 ・熊本市

活動による効果 参加者（小学生）の主な意見
・インターネットの良いところと悪いところが分かった。
・調べ物をする時はインターネットだけでなく両親に聞いたり、辞書で調べたりしようと思う。
・インターネットは必要な時だけ使おうと思う。
◆団体の課題・今後の予定
団体の課題
・保護者向けに子供のネットトラブルについて講演することが多いが、本当に聞いてほしい保護者の関心
が低く、参加してもらえない。開催のタイミングや講演形式について更に工夫が必要だと感じている。
・一度の講演やワークショップでは効果測定が難しいため、継続して関わっていくことができるような工
夫が必要だと感じている。
団体の今後の予定
主に講演活動を行っているが一方通行になりがちなので、より理解を深めるためにワークショップ形式
を積極的に取り入れたい。
また、「誰に相談していいのかわからない」という声をよく聞くため、相談窓口を設け、実態に合ったア
ドバイスを行っていきたい。

-125-

普及・啓発活動／調査活動／相談窓口／その他

青少年ネット利用実態調査／高校生 ICT カンファレンス
ネットあんしんセンター
大分県／公益財団法人ハイパーネットワーク社会研究所

団体人数

【総数】13 人

【主な年齢層】30～50 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】６人

◆団体の主な活動
○ネットワーク社会の健全な実現の推進に関する事業を行い、我が国及び国際社会の発展と国民生活の向上に寄与す
ることをめざす。主に、①国や県からの受託事業、②地域ネットワーク型コミュニティ研究会活動、③中小企業の海
外進出支援、などを行う。特に中小企業庁委託の情報モラル啓発事業では、全国各地でのセミナー開催やパンフレッ
ト制作による普及啓発を、平成 15 年度から継続している。大分県教育委員会委託事業では、教育情報化ファシリテー
タを務め、情報化に対応する人材育成とともに青少年の健全なネット利用に向けた活動（IT 技術者発見事業、普及啓
発セミナーやカンファレンス開催、相談窓口、実態調査等）を行っている。
◆団体沿革
平成５年

総務省及び経済産業省の認可を得て、
「ハイパーネットワーク社会研究所」設立

平成７年

大分県マルチメディア地域利用実験

平成15年

中小企業庁委託・情報モラル啓発事業開始（以降、毎年開催）

平成18年

経済産業省商務情報政策局長表彰「情報セキュリティ促進部門」

平成21年

ネットあんしんセンター開設

平成22年

大分県教育情報化推進計画基本構想策定

平成27年

地域ネットワーク型コミュニティ研究会発足

◆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

子供から大人までが、ネットを安心安全に活用していくことを目的に、情報モラルの普及啓発活動を行う。事前に
問題を防ぐための普及啓発活動、現状把握のための実態調査、問題が起きた際に対応するトラブル相談等を中心に取
り組む。
活動の背景
当研究所は、ネット社会の光の部分となる IT 技術の利活用の推進と、影の部分となる情報モラルや情報セキュリテ
ィ対策の両側面から活動を行っている。青少年の健全なネットワーク利用に関する活動は、平成 14 年、大分県内で高校
生が掲示板に友人の悪口を書くトラブルが頻発し、これを契機として調査研究・普及啓発活動を自主企画として始めた。
その後、国や県、地域、学校等と連携した事業に展開し、子供から大人に向けて行うようになった。

◆主な活動内容（１）
活動分類
事業名
活動の対象
対象人数
活動の頻度

その他

／ 調査活動

青少年ネット利用実態調査
保護者、青少年（小学生・中学生・高校生）
１回あたり概ね 10,000 人
年に１回【１回あたり概ね３人が従事】
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具体的な活動内容
・青少年のネット利用に関連する情報収集
国が実施している類似の調査や青少年がよく利用すると予測されるアプリ等について事前リサーチ
・対象校の選定
私学振興・青少年課に相談し、対象校を選定。（小学校 22 校、中学校 16 校、高校８校 計 46 校）
・調査項目検討
アンケートの内容、具体的な調査項目について検討。これまでの調査項目の見直しや、内閣府の全国調
査等を参考に新規項目等を検討。
・調査票作成、紙面印刷、配布準備
私学振興・青少年課から各市町村教育委員会を経由して、各学校へ配布。
・調査実施、回収
各学校で対象の児童・生徒に配布。学校ごとに回収し、私学振興・青少年課に提出。
・アンケート分析
・報告書作成
活動の特色
・過去のデータとの比較や、全国の調査と比較することができる。
・調査結果を、教育委員会や学校へフィードバックし、今後の青少年のネット利用教育について考える資
料としてもらう。
他団体や行政との連携
・大分県私学振興・青少年課

・大分県教育委員会 ・大分県内市町村教育委員会

◆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
高校生 ICT カンファレンス
高校生

対象人数

１回あたり 熟議参加生徒
合計：121 人

活動場所

地域の会場など

活動の頻度

47 人、見学者

74 人（教員・教育関係者・その他）

年に１回【１回あたり概ね３人が従事】

具体的な活動内容
（企画）
開催日の決定、プログラム等の企画及びチラシの作成。
（周知広報）
WEB や SNS、また新聞・テレビ等のほか、各高校や PTA、各研修会等に
チラシを配布するなどして周知。
（ファシリテータ研修）
受講者：21 人（平成 28 年度）
第１回／高校生 ICT カンファレンスの概要、ネット社会の現状、課題、
グループワークについて
第２回／ファシリテータとは、グループワーク実践（リハーサル含む）
（ICT カンファレンス運営）
・資料等事前準備の上、会場受付や進行、参加者アンケートの集計等を実
施。
・当日の様子をまとめたチラシを作成し、高校生 ICT カンファレンスの取組を多くの人に知ってもらうよ
う、学校や教育関係者等に配布。
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活動の特色
・ファシリテータとして専門学校生や大学生が参加し、議論を促すことで高校生が話しやすくなり、また
専門学校生や大学生自身にも大きな学びがある。
他団体や行政との連携
・大分県私学振興・青少年課

・大分県教育委員会 ・安心ネットづくり促進協議会

活動による効果
参加者の感想
・SNS の怖さや情報拡散の凄さ等を知り、両親や兄弟にも保護機能を付けるよう促しました。
・友人がトラブルにつながる使用法をした場合、積極的に忠告をしていこうと思う。
◆主な活動内容（３）
活動分類
事業名

相談窓口
子どもと教員のためのネットあんしんセンター

活動の対象

大分県内の保護者、小学生・中学生・高校生、教員

活動の頻度

月曜・水曜・金曜（14 時～18 時）

具体的な活動内容

ネットあんしんセンター
相談窓口／メールや SNS：随時受付（ただし、緊急時以外は業務時間内に対応する）
電話対応：月曜・水曜・金曜 14 時～18 時
相談員／ハイパーネットワーク社会研究所内の研究員が対応
相談内容と対応をまとめたレポートを作成し、今後の情報モラル教育に役立てる。
レポートは、小学校から高校までの全教員に向けて、各教育委員会を通じて配布する。

情報モラル教育セミナーの開催
セミナーの中で「子どもと教員のためのネットあんしんセンター」に寄せられた実際に県内で発生して
いる情報モラル・情報セキュリティに関するトラブルを報告するとともに、児童・生徒からの相談を受け
た際の対処法やトラブルを防ぐ手段を学ぶ。
活動の特色
相談内容を LINE＠で受け付ける。
他団体や行政との連携
・大分県教育委員会
◆団体の課題・今後の予定
団体の課題
・学校の情報モラル教育が進んでいないため、地域でできるところから力を入れているが、学校と地域関
係団体と保護者全体で、同じ目的に向けて取り組まなければ進まないと感じている。
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相談活動

スマートフォン大事なのは使い方より使い道
鹿児島県／特定非営利活動法人ネットポリス鹿児島

団体人数

【総数】11 人（内ボランティア人数／11 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（内ボランティア人数／８人）
◆団体の主な活動
○サイバー犯罪やネットいじめの調査研究事業
○サイバー犯罪ネットいじめ被害者支援事業

○児童・生徒対象情報モラル教室事業
○ネットパトロール事業

○人材（指導者）育成事業

◆団体沿革
平成25年６月

「特定非営利活動法人 ネットポリス鹿児島」設立・若者を対象とした自殺対策緊急強化モデル事業を
開始

平成25年～

中学校・高等学校での情報モラル教育講座の開催
保護者．学校職員向けネットいじめ対策研修会

平成27年

政府インターネットテレビ｢知りたいニッポン｣内で若者の命を救う取組活動が紹介される。

◆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

サイバー犯罪やネットいじめの調査研究を行い、県民及び一般市民の方々に対して、サイバー犯罪の周知、犯罪被
害者支援及びネットいじめ等の対策アドバイスを行うことにより、ネット社会の青少年健全育成に寄与することを目
的としている。
活動の背景
青少年を直接監護・教育する立場にある保護者が単独でその役割を全うすることが困難な現状であるため、民間を
主体とし連携協力して保護者を補助する役割が必要だと感じ、保護者や教職員等の青少年健全育成指導者の役に立ち
たいと考え団体を設立した。

◆主な活動内容
活動分類
事業名
活動の対象

相談活動
スマートフォン大事なのは使い方より使い道
保護者、青少年（中学生・高校生）
、教員等

対象人数

１回あたり概ね 10～1,400 人

活動場所

学校での授業、家庭教育学級、生徒指導部会、学校保健委員会など

活動の頻度

年に 250 回【１回あたり概ね１人が従事】

具体的な活動内容

情報モラル教室
活動回数／年間 100 回程度
中高校生を対象に各学校で情報モラル教室を開催。
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保護者・教職員への講話
活動回数／年間 150 回程度
家庭教育学級、学校保健委員会等で保護者、教職員を対象に開催

活動の特色
・生徒向けの情報モラルで使用する動画は、関係機関が制作
し、許可を得たものを使用している。
・保護者や教職員には相談事例を元に講話を実施、対策につ
いてはワークショップ等を実施してスキルアップを図って
いる。
・相談業務ではメールのほか LINE アカウントを使い、若者
が相談しやすい環境を提供している。
他団体や行政との連携
・鹿児島県精神保健福祉センター ・自殺予防情報センター ・鹿児島市教育委員会
・出水市教育委員会 ・鹿児島県 PTA 連合会 ・鹿児島市 PTA 連合会 ・鹿児島県警生活安全部少年課
活動による効果 参加者の主な意見
・親の責任の重さを痛感させられた。
・保護者と子供と一緒に今回の講座を聴く機会を提供頂きたい。
・実際に子供が、携帯電話による嫌がらせを受けた時、親に知識がなく、賢い対応ができなかった。
・ネットとの上手な付き合い方、自己責任だということを親も勉強しなくてはならないと思った。
・知らない間に加害者や被害者になっていることもあると聞き、勉強になった。
相談業務では親に聞きたくても相談できない子供たちから年間述べ１万人以上から相談を受け付け、自
殺予防相談でも常時２人以上から悩みを受け付けて、自死予防に繋げている。
◆団体の課題・今後の予定
団体の課題
・より多くの学校に学習機会を提供したいが、学校現場は行事予定が似たり寄ったりで調整が難しい。
スケジュール調整が目下の課題。
・活動に係る資金の調達。
団体の今後の予定
・相談業務を充実させて現状の把握に努め、何を必要としているのかを見極めたい。
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普及・啓発活動

保護者の力で子どもたちを守る「ネットいじめパトロール隊」
沖縄県／ネットいじめパトロール隊

団体略称

CBP

団体人数

【総数】６人（内非常勤職員数／１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
【総数】６人（内非常勤職員数／１人・内ボランティア人数／５人）

◆団体の主な活動
○ネットいじめ、トラブル防止の講演活動を中心とした啓発活動
○ネットいじめ、トラブルの調査、研究
◆団体沿革
平成25年５月

保護者が中心となって｢ネットいじめパトロール隊｣設立
小中高の児童生徒、保護者、教職員を対象にネットモラル・マナー講演会実施

平成28年

沖縄県サイバー防犯被害防止及びネットモラル向上等の資質向上等に資するサイバー講習業務を受託

◆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

・スマホ、ネット、ゲーム等と上手に付き合うための生活習慣の改善指導
・SNS のメリット、デメリットを子供自身で考えるための情報モラル授業実施
・SNS 等でのいじめ・暴力動画拡散等が発生した場合の対策と対応等の助言活動
・ネット、スマホ等でのいじめ、トラブルの等の相談業務 ・ネットいじめパトロール隊の育成
活動の背景
各学校で、ネットいじめやトラブルが気軽に相談できる保護者の相談員の必要性を痛感したため、人材育成を行うべ
く活動を展開している。

◆主な活動内容
活動分類
事業名
活動の対象

普及・啓発活動
保護者の力で子どもたちを守る「ネットいじめパトロール隊」
保護者、青少年（未就学児・小学生・中学生・高校生）、教員、地域住民等

対象人数

１回あたり概ね 50 人が対象

活動場所

学校での授業、授業参観、スマホ安全宣言等の行政関係イベント

活動の頻度

年に 96 回／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

ネットいじめパトロール隊
・各地域の教育委員会、学校、PTA 等からの講演依頼を受けて「ネットいじめ・トラブルの実態と対策」
「ネ
ット・スマホのマナーとルール」を作成。
・下記スマホ・インターネットに関する講演の際に参加者から相談を受理し、解決（誹謗中傷や動画投
稿）に向けた助言と支援を実施。
・講演活動以外にも、相談を受けたネットの誹謗中傷への対応、人権にかかわる動画削除、拡散の防止へ
の対応業務をボランティアの隊員２名が対応。
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スマホ・インターネットに関する講演
対象／子供と保護者
活動回数／年間約 80 回
・平成 26 年度より、ネット利用を親子で学ぶ講演会活動開始。
・学校、教育委員会等からの依頼により、年間約 80 回の講演活動に
よる情報モラル・マナーの啓発活動を展開している。
活動の特色
（ワークショップ）
親子で「ネット・スマホのマナーとルール」の講座を受講し、メリット・デメリットに関する共通認識
を持った後にグループ討論を行い、各家庭の事情に沿ったルール、ルールを破った時のペナルティーを作
成の上、発表してもらっている。
他団体や行政との連携
・沖縄県警察本部生活安全部生活保安課サイバー対策係
活動による効果 参加者の主な意見
・２時間以上ゲームをしていた子供の利用時間が、講演後には 30 分になった。
・ネットを使っていても早寝、早起き、朝ごはんが大切だということを実感し、朝６時に子供が自主的に
起きるようになった。
・スマホの使い方について、大人の在り方がとても大切だということが分かった。
・「時間の使い方」
「親子のアイコンタクト」など、もっと根本的な事に大人が気づく大切さを学んだ。
・SNS の何気ない書き込みが、相手を傷つけ、法律に抵触し、大変なことになるということが分かった。
◆団体の課題・今後の予定
団体の課題
安定した組織運営、活動展開を図るための資金の確保。
団体の今後の予定
・ネット・スマホの情報モラル学習後に、理解度を証明するネット検定「ネット・スマホの免許（ライセ
ンス子供版・保護者版）
」事業を実施。
・各地区の PTA 連合会と連携し、定期的なネット・スマホに関するいじめ、トラブル等の情報共有と対策
に関する意見交換の場の提供。
・情報モラルの啓発にかかわる保護者（ネットいじめパトロール隊隊員）の人材育成。
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