
学年・男女別のネット接続時間の比較では、

小学校高学年男子の30％が、１日３時間以上ネ

ットに接続していることに驚きました。高校生

は男女ともに３時間以上の人が増えており、Ｓ

ＮＳをつい長時間利用してしまうという意見が

ある一方、英単語アプリなど勉強に利用してい

るとの声もありました。

続いて、１日のネット接続時間が、実際に子

どもたちの睡眠や健康、勉強に与えている影響

を、接続時間別に比較しました。

ネット接続時間が３時間未満の人の方がネッ

トに接続しない人よりイライラしないという結

果について、「スマホを持っていない人は使えなくてイライラする」「適度の利用はストレス発

散になる」「使わなければよい、ではなく、使い方が重要だ」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人に動画投稿をした経験があり、その

割合はネット接続が３時間未満の生徒の約２倍となっていました。

更に、３時間以上ネットに接続している生徒の半数以上が、ＳＮＳ等で面識のない人とやりと

りをした経験がありました。きっかけは、ネットゲームのチャット機能、ＳＮＳのフォローやコ

メント、友達の友達などで、面識のない人とやりとりをするハードルが下がってきています。そ

のうちの13.1％が実際に会ったことがあるという結果が出ました。

発表者からは、「共通の趣味を持つ人と繋がることが多く、同じアイドルを応援している人と

ライブ会場等で実際に会ったことがある人もいた」と語られました。

最後のまとめでは、「どのようにして依存やトラブルを防止するか、この後に行われる公開討

論会で他の中高生たちとしっかり議論したい」と締めくくりました。
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■15:05 ひょうごの青少年によるネット利用ルールづくり公開討論会

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。

参加した中高生からは、「動画アプリは自分の好み

の動画をオススメしてくれるので、ついつい再生し

て、結果的に長時間見てしまう」「毎月のお小遣いを

全てゲームの課金に使っている友達もいる」など、青

少年のネット利用の現状が次々と報告されました。

中には、自分でルールを決めてアプリの利用時間制限を設定している参加者もおり、他の参加

者からは、「（保護者などに）一方的にルールを決められると守りたくなくなる」「利用時間制

限機能に頼り切るのはよくないが、ルールを守るためのきっかけとして使うのは悪いことではな

い」「自分の性格に合ったルールや方法、設定を決めることが大事」という意見が出ました。

最後の感想では、 「スマホやネットが子どもの日常の一部になっていることを知ってほし

い」 「スマホは正しく利用すれば便利なものであり、悪いことばかりではない。無理にやめさ

せるのではなく、フィルタリングなども活用し、適切な利用方法を考えていきたい」と大人に訴

え、「今日出た意見を参考にして、適切な利用のための対策を実践していきたい。また、今日学

んだことをもっと広く発信していきたい」など、今後の課題や目標を発表しました。

■15:35 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

事例発表の審査員長である兵庫県 松森章子女性生

活部長による講評が行われ、審査結果が下記の通り発

表されました。

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って決定しました。

どの団体の取り組みも非常に素晴らしく、甲乙つけ

がたいものでした。

各団体の代表者には、兵庫県 金澤和夫副知事から、

表彰状と副賞が贈呈されました。
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最優秀賞 兵庫県立東播磨高等学校

「放送部だから、動画で広める！『スマホの正しい使い方』」

優 秀 賞 兵庫県立大学附属高等学校

「情報モラル委員会活動事例」

奨 励 賞 神戸市立湊翔楠中学校

「湊翔楠中学校携帯電話・スマホ利用についての取組み

～「いじめ防止小中地域会議」の活動を通して～」

芦屋市立精道中学校

「広げようスマホサミットの輪」



～ひょうごスマホ宣言２０１９～
＜時間＞

大切な 「今」がスマホに 奪われる

＜危険＞

その画像 世界のどこかで 生きている

＜フィルタリング＞

守りたい 親の気持ち 分かってる？

＜人間関係＞

消しても消えない 自分の言葉に 責任を

■16:00 閉会

閉会の挨拶では、金澤副知事が「このスマホサミットは、大人よりスマホを使いこなし、ス

マホのことを一番理解している中高生が、大人たちに教えてくれる場となっている。今後も、

大人と子どもが協力して、毎年変化していく状況に対応していくきっかけとなれば」と述べら

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。」と感謝を述べ、「スマホサミットinひょうご2018」は終了となり

ました。

■展示コーナー

メイン会場において、フィルタリング利用や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。
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■15:45 総括－「スマホ宣言2019」発表－

総括として、ワークショップに参加した青少年

全員が登壇し、いままでのワークショップで話し

合って決めた、青少年のネットやスマホの使い方

に関するルール「ひょうごスマホ宣言2019」を発

表しました。

宣言後には、代表に選出された４人が前に立ち、

それぞれの標語を作成した経緯や込めた思いなど

を説明しました。
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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、早いもので、今回で５回目である。

兵庫県はこれまで、全国に先駆けて産官学民言をあげて、「オール兵庫」で子どもとネットの

問題に取り組んできたが、その実態について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、スマホサミットに、兵庫県下の子どもたちが集まって、自分たちのスマ

ホ使用について考える機会は貴重である。

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、兵庫県教委、兵庫県警察、ＰＴＡ、企業等）の前で発表する。子ど

もにとっても、大人にとっても大変貴重な機会である。

２．子どもたちのルールづくり

兵庫県は、平成28年に兵庫県青少年愛護条例を改正し、「県内全ての人々が青少年のインター

ネット利用に関する基準（ルール）づくりを支援する」と定めたことに伴い、全国に先駆けて、

子どもたちのルールづくり支援に取り組んでいる。

兵庫県下で、子どもたちがルールづくりに取り組んでいる小中学校は、平成28年44.7％、平成

29年63.9％、平成30年81.3％となっており、この数字は全国一である。

そもそもこういう調査は私の知る限り、他では聞いたことすらないので、兵庫県の取り組みは進

んでいるといえるだろう。

３．ネット依存に取り組んで

兵庫県は、ネット依存に関しても、全国に先駆けた取り組みをしてきている。

ネットをやめられない子どもたちが、ネットから離れ、カヌーや野外炊事等の自然体験や日常

生活のふりかえりを行う「人とつながるオフラインキャンプ」において、得られた知見を県下に

発信したり、スマホサミットでは、子どもたち自身がネット依存について深く考えたり、ネット

を利用する際に意識すべきことをまとめた標語（「ひょうごスマホ宣言」）を考え、啓発しよう

としている。子どもたちも、長時間利用については危機感を持っており、「いくらなんでも使

いすぎだ」という声が多数あがった。

そういう声は昨年までもあったが、今年はさ

らに一歩進んで、「フィルタリングや時間制限

の機能を使うべき」という意見まで子どもたち

から発せられたのには驚いた。事態はそこまで

来ているのだ。

平成25年度に中高生を対象に実施した全国調

査では、全国の中高生のうちネット依存の疑い

があるのは52万人で、平成30年度には93万人と

ほぼ倍増している。図１は、ネット依存の疑い

がある生徒の割合をまとめたものである。

スマホサミットinひょうご2018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
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兵庫県にもかなりの割合でネット依存の疑いがある生徒がおり、対策が必要である。しかし、

数字だけを見ると、全国に比べて低いことが分かっている。

４ 学校のルールや友だちとのルールは破りにくい？

図２は、「ひょうごケータイ・スマホワークショップ」に参加した子どもたちが考えた「ひょ

うごケータイ・スマホアンケート」の結果から、「決めたルールを破った経験の有無」につい

て、依存傾向別にまとめたものである。

一見すると、依存傾向にある者は、依存傾向にない者に比べて、ルールを破った経験がある割

合が倍以上多い。約束が守れないから依存になってしまうのか、依存になってしまったから約束

を守れないかはよくわからないが、依存傾向にある子どもたちがルールを守れていないのは、グ

ラフからはっきり読み取ることができる。

さらによく見ると、依存傾向がある者は、半

分近くが「保護者」「自分」とのルールを破っ

た経験があるが、「学校」や「友だち」との

ルールは破りにくいようだ。細かいメカニズム

はまだわからないが、ネット依存対策には、

「学校」「友だち」のルールが効果的であると

考えられる。

そう見ると、子どもたちがルールづくりをす

る支援を、兵庫県が県内全ての人々に義務づけ

たことは正しかったといえるだろう。

５ 今後の対応

今年のスマホサミットも盛会であった。副知事や教育長まで会場に足を運んでくださり、教育

長からは、「こういう取り組みをすべての学校で実施しなければならない」と力強い言葉をいた

だいた。

大人と子どものどちらか一方だけでは、この問題を解決することは難しい。ネット依存対策は

喫緊の問題であり、子どもと大人が一緒にこれからの方向性を考えていくことが必要である。
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■ワークショップの実施

県内の青少年が集まり、インターネット利用の現状や具体的な対応策について考えるワーク

ショップとすることができました。また、青少年による啓発活動や啓発動画の作成を行うととも

に、各校で考え、議論し作成した標語を「ひょうごスマホ宣言2019」にすることができました。

■アンケートを通じた実態把握と対策の検討

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ました｡

その結果、9.4％の青少年がネット依存傾向にあることが

判明しました。その割合は年々増加しており、ネット依存

の深刻化を感じています。特に小学生では、依存の割合は

低いものの、伸び率が高いことから、ネット依存の低年齢

化が進んでいることが読み取れます。

また、平成30年度に初めて実施した保護者アンケートで

は、保護者が子どものネット利用の実態を把握出来ていな

いことが明らかとなりました。

■全県大会等を通じた周知啓発

全県大会などを通じて、お小遣いを全額ネットで使用で

きるプリペイドカードの購入にあてたり、動画をアップし

て遊ぶ友達を探すなど、青少年のネット利用に関する最新

の実態を把握するとともに、周知啓発等の施策に反映させ

ることができました。

青少年からも、スマホ・ネットは便利なものであり、利

用することが決して悪いことばかりではないという前提の

もと、自分を律し、スマホを適正に利用するためには、端

末の利用制限機能やフィルタリングを利用したり、家庭や

学校でのルールづくりが必要であるとの意見がありました。

■課題と今後の展望

青少年が主体的にネット利用の現状や対応策について検討するワークショップ等は、青少年及

び青少年を取り巻く学校・家庭・地域において効果的な取り組みです。今後この取組を広げてい

くためには、市町単位で実施されることが望ましいですが、どう働きかけていくかが課題です。

子どもたちが知らない人とやりとりをしたり、実際に会っている状況を半数の保護者が把握出

来ていない実態を踏まえ、ネットトラブルやＳＮＳ上の犯罪被害防止のため、親子間でフィルタ

リングやルールづくりについて話し合う機会が増えるよう、産官学民言の様々な主体が連携し、

取組を推進していきます。

■事業成果の評価と今後の展望



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
・兵庫県立大学環境人間学部 竹内 和雄 准教授【座長】 ・株式会社サンテレビジョン
・神戸親和女子大学 ・日本放送協会神戸放送局
・幸地クリニック ・株式会社ドコモＣＳ関西神戸支店
・兵庫県立神出学園 ・株式会社テレックス関西
・兵庫県立いえしま自然体験センター ・兵庫県教育委員会事務局教育企画課
・兵庫県青少年団体連絡協議会 ・神戸市教育委員会事務局学校教育部学校教育課
・兵庫県ＰＴＡ協議会 ・兵庫県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課
・こころ豊かな人づくり500人委員会阪神南ＯＢ会 ・兵庫県警察本部生活安全部少年課
・北播磨青少年本部 ・兵庫県企画県民部女性青少年局青少年課
・株式会社神戸新聞社 ・公益財団法人兵庫県青少年本部【事務局】

■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

回 日 時
検討内容

主な意見等

第
１
回

5月18日
(金)

①推進会議の運営について ②事業概要について ③ワークショップについて

・昨年度に引き続き、文部科学省委託事業として「ひょうごケータイ・スマホワークショッ
プ」及び「スマホサミットinひょうご」を開催する。

・ルールを作ることにより、ネット依存の割合が減り、保護者とのルール、自分のルール、学
校のルールのいずれもネット依存に有効であることが分かっている。

・アンケートの結果、ルールづくりが有効であることは分かっている。今年度は、ルールの中
身に関する項目をアンケートに加え、どういったルールが有効なのか検証する必要がある。

第
２
回

7月13日
(金)

①第１回ワークショップ実施報告 ②ひょうごケータイ・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2018に向けた今後の活動について

・例年「ひょうごケータイ・スマホアンケート」については、県内青少年を対象に行っていた
が、今年度は対象に保護者を加える予定である。

・スマホサミットでは小学生も活躍出来る場を設けた方が良い。
・青少年のネット利用対策先進事例については、スマホサミットでの発表団体が決まれば、マ
スコミに発表までの課程を取材いただければ良いものができるのではないか。

第
３
回

11月26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2018について

・保護者アンケートは、子どもとの認識の違いを知るうえで、非常に有効なデータである。
・保護者アンケート結果で、保護者の考えが甘いということが数字でも証明された。保護者に
も認識の乖離を知ってもらうことが重要である。

・フィルタリングについて、どんな機能を設定しているのか分からないという回答が多い。店
頭での説明を子どもにも分かり易くものにする必要がある。

第
４
回

2月18日
(月)

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

・ネットトラブル防止大作戦の取組は、子ども達の当事者性を醸成する良い機会となっている。
・今の保護者はこういった教育を受けてこなかった世代であり、講演会やリーフレットでは伝
わりにくい。今の子ども達が大人になったときに、きちんと子どもを教育できるようにする
ことが大事である。

・数年後には、保護者も完全にスマホネイティブになる。状況も刻々と変わり、これから新た
な問題が出てくるだろう。

・こういった取組が今後市町単位でも実施できるよう働きかけを行う必要がある。
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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

今井 直哉 田原有里花 談義 和祐 寺田奈々花 福田 有里

藤城 美穂 藤原あづみ 松村 友慎 松本 健吾 矢本 美咲

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 山内 喜夫 笠井 信介

板村 裕美 東 浩太郎 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/


