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寝屋川市
携帯ネットいじめ対策会議
•Ｈ１９市ネットいじめ対策会議

指導主事、中学生徒指導、ＮＨＫ、新聞記者、警察関係

• 様々な実態調査• 様々な実態調査
①アンケート→全小中学校で定期的に実施

②インタビュー→実態把握のため、頻繁に実施

③ネットパトロール→各学校への情報提供と交流③ネットパトロ ル→各学校への情報提供と交流

•啓発活動啓発活動
①校内研修会（教員）②講演会（保護者）③啓発ＤＶＤ作成 (1)



寝屋川市ケータイ三ヶ条！寝屋川市ケータイ三ヶ条！
• Ｈ１９ １２ 策定• Ｈ１９．１２ 策定

• 毎年１２月に全小中でキャンペーン毎年１２月に全小中でキャンペ ン

①啓発プリント全小中学生に配布①啓発 リント全小中学 配布

②各校で啓発活動、教育研究員

③啓発ＤＶＤ（保護者用、子ども用）

(2)



(3)



(4)



問題点①

①フィルタリング率が伸びない

•新規契約者へは手厚い
店頭調査で感心（寝屋川店等）

既に持 ている未成年が課題•既に持っている未成年が課題
機種変更時がタイミング機種変更時がタイミング

• 保護者同意で外せるのが問題
保護者がわかっていない

(5)



②「親携帯 の使用
問題点②

②「親携帯」の使用

「親携帯 ト ブ• 「親携帯」でのトラブル
保護者の携帯を子どもに持たせる保護者の携帯を子どもに持たせる

フィルタリング未設定で危険

• 早速実態調査（寝屋川市内）

小３ ６ ３０５３人小３～６ ３０５３人

中１～３ １０４６人 計４０９９人中１～３ １０４６人 計４０９９人

(6)



低学年が多い

女子に多い

(7)



③フ ルタリングは万能ではない

問題点③

③フィルタリングは万能ではない

保護者から相談（苦情）• 保護者から相談（苦情）
→フィルタリングしているのに卑猥な漫画（祖母）→フィルタリングしているのに卑猥な漫画（祖母）

→フィルタリングしているのに架空請求（母親）

• 小さなサイトは登録されない

新規サイトも登録されない• 新規サイトも登録されない

• ＵＲＬを頻繁に変更すれば• ＵＲＬを頻繁に変更すれば……
• 子どもたちは知っている！子どもたちは知っている！

(8)



③フ ルタリングは万能ではない
問題点③

③フィルタリングは万能ではない

ブ ク ト方式 宿命• ブラックリスト方式の宿命

→ホワイトリスト方式が安全→ホワイトリスト方式が安全

→年齢による段階制度は？→年齢による段階制度は？

小４まで ＷＥＢ制限等小 まで 制限等

• 時間制限、ｗｅｂ制限等の周知不足

→必要な保護者が知らない

(9)



問題点④

④保護者が履歴を確認できない

•携帯電話では履歴確認できない

•保護者へ明細書等で通知

（パケ放題の本来の金額）

•Ｗｅｂ上での確認

(10)



⑤トラブルの低年齢化

問題点⑤

⑤トラブルの低年齢化

掲 板 小学生が学校間抗争• 掲示板で小学生が学校間抗争
掲示板で「誰がけんか強い？」掲示板で「誰がけんか強い？」

• 小学生でなりすましメール
一人で８人になりすましネットいじめ→不登校に

• 保育園児の所持が急増• 保育園児の所持が急増
母親がケータイ世代→公園で遊ばせるときに便利

• 産婦人科の授乳室で
左手に赤ち ん 右手でメ ル左手に赤ちゃん、右手でメール

(11)



⑥携帯依存症
問題点⑥

⑥携帯依存症

•正式な医学用語ではない正式な医学用語ではない

•薬物依存症に似た症状薬物依存症に似た症状

•片時もケータイを離せない片時 ケ タ を離 な
→どんどん増えている印象（小学生も）

寝屋川市全体で調査•寝屋川市全体で調査

(12)



携帯依存症調査（Ｈ２２．７）

対象 寝屋川市内小５～中３ ２５８８人

①不所持 携帯電話を持っていない

１，５５２人（６０．１％）

②依存小 メ 日 通以下②依存小 メール１日３０通以下

８２４人（３１ ７％）８２４人（３１．７％）

③依存大 メール１日３１通以上③依存大 メ ル１日３１通以上

２１２人（ ８．２％）人（ ）

(13)



(14)



依存大 は依存大の子は
朝食を食べない

(15)



依存大 は依存大の子は
遅く寝る

(16)



依存大 は依存大の子は
勉強に自信がない

(17)



依存大の子は
部活に参加しない部活に参加しない

(18)
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疲れている イライラする 落ち込む やる気ない

不所持 23.6 18.2 11 19.7
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依存小 28.5 21.7 16.4 20.8

依存大 34.4 26.4 24.6 30.3 (19)



携帯依存の子どもたちは携帯依存の子どもたちは……

生活が乱れ 自信もない•生活が乱れ、自信もない……
トレ を抱えている•ストレスを抱えている……

疲れていて イライラ 落ち込む やる気がない疲れていて、イライラ、落ち込む、やる気がない……

•別の形で何かが起こる別の形で何かが起こる……
•日本の子どもたちが危ない日本の子どもたちが危ない

(20)



インタビューから

依存症を克服（中２）

友達が彼を救 た•友達が彼を救った！
解決策→生身のコミュニケーション（ネットではダメ）解決策→生身のコミュニケ ション（ネットではダメ）

•ケータイ依存は加速している依存
メール、ホムペ、ネトゲ（オンラインゲーム）

片時も離 な•片時も離せない
３分ルール→「即返」 返信が来ないと不安３分ルール→「即返」 返信が来ないと不安

「嫌われているのかな？」「どうしよう……」
友達が な げリアルで友達ができない→ネットに逃げる

(21)



①大人がまず知ること

今後の課題

①大人がまず知ること

大 が知らな とが問題•大人が知らないことが問題

保 師•保護者、教師、地域の方……
•知らないのも問題

•危険と思いすぎるのも問題
親子の話し合→親子の話し合い

→携帯電話が問題なのではない

→結局は心の問題
(22)



②子どもたちから学ぶ

今後の課題

②子どもたちから学ぶ
• 「未熟な大人」ではない• 「未熟な大人」ではない

• 一生懸命ケータイしている生懸命ケ タイしている

• 大人が真剣に聞けば真剣に話します

• 文科省フォーラムで中学生が発表

→後輩たちががんばっています。
①携帯電話に いての話し合い①携帯電話についての話し合い

②ネットいじめ撲滅劇「桜の樹のメッセージ」

③小中学生対象ＤＶＤ「ケータイなんて怖くない」
(23)



寝屋川市携帯電話キャンペーン
～親子で話し合っていますか？～

寝屋川市携帯・ネットいじめ対策会議
寝屋川市教育委員会

携帯のルールを決めましょう！
携帯電話は便利ですが、使い方を間違うと危険なものになります。「出会い

系サイト」「ワンクリック詐欺」等のトラブルが連日マスコミをにぎわせてい
ます。特に女子に深刻で、ある調査①では、35％が携帯電話を1日に30通以上メ
ールをしていており、52％が面識のない人とメールしたことがあると答えてい
ます。親子でしっかり話し合って、それぞれの家庭での携帯電話についてのル
ールづくりをしましょう。

「寝屋川市携帯三カ条」を掲載しています。話し合いの参考にして下さい。

深刻な「携帯依存症」
携帯依存症とは、正式な病名ではありませんが、携帯を持っていないと不安

になったり、イライラしたりするような状態を指しています。
図1の通り1日に30通以上メールする

生徒は携帯電話を持っていない生徒に
比べ「イライラしする」「勉強に自信
がない」「12時以降に寝る」と多く答
えています。

数字だけで判断するのは危険ですが、
携帯電話を頻繁に使う生徒が、心のバ
ランスを崩しやすいことがわかります。

携帯電話を触っていて睡眠時間を削
り、結果としてイライラし、勉強に自
信をなくしているとしたら、とても悲
しいことです。

図１ 携帯依存の子ども達
②

月刊学校教育相談 2009.6 P4-9 竹内和雄

「携帯依存の寂しい心に大人ができること」より

フィルタリングを設定しましょう！
各携帯電話会社は「フィルタリングサービス」を用意して

います。それぞれの会社で違いますが、設定しておけば、「出
会い系サイト」等危険なサイトにアクセスできなくなり、安
心です。購入した店に持っていくと簡単に設定できますが、
電話やホームページ上からも設定できます。右に一覧表を掲
載しておきますので、参考にしてください。
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寝屋川市携帯電話キャンペーン（全小中学生配布資料）

寝屋川市携帯三ヶ条

子どもに携帯を持たせるときに、最低、次の３つの約束をしましょう。
家族みんなで守る習慣がつけば、子ども達も安心です。

①夜の使用時間を決めよう！
「○時まで」と家族中で決め、それ以降は、家族全員が居間等の

充電器に並べて置きましょう。決まっていないと、布団の中でも携
帯を触り、いつまでも眠れない場合が多く心配です。

②学校には持って行かない！
学校に携帯電話は必要ありません。授業中もメールや友達のホー

ムページが気になって、勉強どころではなくなります。家の充電器
に置いてきましょう。

③必ずフィルタリングを設定！
設定すると、「出会い系サイト」「アダルトサイト」等、有害サ

イトにアクセスできなくなり安心。簡単に設定できます。

各社のフィルタリングサービス

サービス名 問い合わせ（電話は無料）

キッズｉモードフィルタ ドコモの携帯 151
ｄｏｃｏｍｏ ｉモードフィルタ 一般電話 0120-800-000

時間制限 http://www.nttdocomo.co.jp/

Ｙａｈｏｏ！きっず ソフトバンクの携帯 157
Ｓｏｆｔｂａｎｋ ウェブ利用制限 一般電話 0088-21-2000

http://mb.softbank.jp/mb/

ＥＺ安心アクセスサービス ａｕの携帯 157
ａｕ 接続先限定コース 一般電話 0077-7-111

特定カテゴリ制限コース http://www.kddi.com/

有害サイト ウィルコムのＰＨＳ 116
ＷＩＬＬＣＯＭ アクセス制限サービス 一般電話 0120-921-156

http://www.willcom-inc.com/ja/

ｗｅｂアクセス制限 イーモバイルの携帯 157
ｅｍｏｂｉｌｅ 一般電話 0120-736-157

http://emobile.jp/service/


