
兵庫県教育委員会

　兵庫県は、青少年愛護条例で、青少年のインタ
ーネット利用に関する基準（ルール）づくりへの
支援を県内全ての人の努力義務としています。
また、青少年のスマートフォン、携帯電話へのフ
ィルタリング利用を原則義務化しています。

02教P2-076A４

兵庫県の実態を知ろう

依存傾向の子どもが増加している？

もっと詳しく知りたい方は…

令和元年度「ケータイ・スマホアンケート」及び「インターネット夢中度調査」結果より
年度版2021

ポイント！ 　緊急時には子どもの部屋や鞄の
中を確認できるように、スマホの
利用状況も確認できる環境をつく
ることが、ネットトラブル等を防
ぐ大切なポイントになります。

〒650-8567　神戸市中央区下山手通5-10-1
TEL.078-362-3779 / FAX.078-362-4283
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インターネット依存症傾向の割合（高校生）

【参 考】兵庫県青少年本部
令和元年度『ケータイ・スマホアンケート』
及び『インターネット夢中度調査』結果

□✓にチェックを入れてみましょう

我が子のスマホの設定等を確認しましょう
フィルタリングは有効である

ウイルス対策は有効である

入っているアプリを知っている

スマホのパスワードを知っている

ＳＮＳのアカウントを知っている

ネットでの支払いができるクレジットカード
のパスワードを教えていない

　  使用できる時間や場所など他の項目についても、

両者が納得できるルールを作成し、「スマホの利用」を

後悔しない高校生活を過ごせるように支援しましょう。

我が家のスマホルールを考えてみましょう
■利用状況（データ量、利用アプリ、課金等）の確認は

親子で年数回確認親子で毎月確認

トラブル時に親子で確認

■ルールを守らなかった時は？
一定期間使用禁止 没収親子会議

■ＳＮＳの投稿は

親が求めたら見せる親に全て見せる

トラブルの際は親に見せる

スマホ（ネットやゲーム）に依存することなく上
手に利用するために、「守ることのできるルー
ル」を家庭で話し合って決めましょう。

保護者の認識がずれている？
子ども：会ったことない人とネット上でやりとりした事がある
保護者：子どもが会ったことがない人とやりとりしていると思う
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普段からネット利用の仕方について、コミュニ
ケーションをとる時間をとりましょう。
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A１　県青少年愛護条例で、フィルタリングを有効化措置する
　　　ことが義務化されています。 

Q１　フィルタリングの設定はしなくてもいいですか？

A2　フィルタリングは必要に応じた設定変更が可能です。
　　  アプリごとに使用制限を変えることできます。

Q2　フィルタリングを設定するとアプリが使えないのでは？　

Ａ3　一部携帯電話事業者で有料の場合がありますが、多くの
        事業者は無料で提供しています。サービス内容や料金に
        ついてショップまたはWebページで確認しましょう。

Q3　フィルタリングの設定は有料ですか？

ルールは子どものネット社会における安全を高めます。
少しずつルール変更すると上手なネット利用者になります。

保護者の皆様ができること　その２

「スマホを持ってネット接続すること」は、「車に乗って高速道路
を運転すること」によくたとえられます。それほど危険がたくさん
あります。

ネット利用のルールづくり

保護者の皆様ができること　その１

フィルタリングの設定と利用

スマホのトラブルを知ろう

SNSでの「仲間はずれ・いじめ」

もっと詳しく知りたい方は…

【参考】文部科学省　教育の情報化の推進
「情報モラル教育の充実」Webページ
児童生徒向け啓発資料

保 護 者 の 皆 様 へ
SNS編

保護者の皆様ができること 困ったときは

Q&AQ&A
SNSでの投稿による人生への影響

※性別に関係なく、未成年が自ら撮影した画像に伴う被害が急増し
　ています。

写真等の個人情報は投稿しない

少年課

　インターネット（ネット上の犯罪や不適切な書き込み、ネット
いじめ等）に関して、県では下記の窓口を設置しています。

188（局番なし）

ひょうごっ子〈いじめ・体罰・
子ども安全〉相談24時間ホット
ライン ※24時間子どもSOSダイヤル

0120-0-78310

文部科学省Webページ兵庫県教育委員会Webページ

ウイルス対策ソフトは、スマホやパソコンを守ります。
フィルタリングソフトは、あなたや子どもの命を守ります。

有害

安全

この情報は正しいかな？
このアプリは入れても大丈夫かな？
この人は本当に高校生かな？
このメッセージは送ってもいいかな？

今や高校生のスマホの利用は当たり前の時代になりました。
その反面、スマホで悩む子どもたちが増えています。
新生活の前に、保護者の皆様も「高校生のスマホ事情」を知
ることが大切です。

親子で学ぼう
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