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利用のためのルールづくり

青少年育成青森県民会議
次代を担う青少年が社会における自分の役割と責任を自覚し、心身ともにたくましく健やかに成長することは、県民すべての願いです。
青少年育成青森県民会議では、青少年の健全育成に向けて、関係機関・団体と連携して様々な取り組みを推進しています。

〒030‑8570 青森市長島1‑1‑1

青森県環境生活部

青少年・男女共同参画課内

青森県庁ホームページ
（http://www.pref.aomori.lg.jp）
内で検索

TEL017‑734‑9224

青少年育成青森県民会議

検 索

家族みんなで 一緒に考えてみよう
「みんなやってるよ」･･･
みんなって どれくらい？
に聞きました

青森県の
中学生・高校生

昨年度、青森県警察本部の生活安全部少年課が中学生や高校生、その

保護者を対象に「ネットに関する実態及び意識調査」を実施しました。
その回答を、少し見てみましょう。

●あなたはインターネットを使っていますか？
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約1,000人の回答を見てみると、中学１年
生の72%が、高校１年生では実に93.7%の
人が「インターネットを使っている」と答えて
いるように、インターネットは便利で、生活
に欠かせないものになっているようです。
そして、その使い方は、スマートフォン、
パソコン、ゲーム機、携帯音楽プレーヤー、
タブレット型携帯端末など、モバイル端末の
普及で急激に変化しています。

中学1年生436人・高校1年生635人が回答

「インターネットを使っている」と答えた人の65.6％が自宅の
パソコンを使っていることが分かりました。
携帯電話
（PHS、スマートフォンを含む）
を使っている人が27.1％、
そして、それよりゲーム機
（PS、PSP、DS等）
を使っている人のほう
が29.0％と多かったことが分かりました。
また、携帯型デジタル音楽プレーヤー
（iPod、ウォークマン等）
を
使ってインターネットを利用している人も13.4％いました。

使っているものは
どう変わって
いるんだろう？

どんなものを
利用して
いるの？

私は、音楽プレーヤーと携帯を持って
ます。どっちでもネットはできますよ。
近頃は、スマートフォンに替えてる
友達も多いです。

保護者の方へ
スマートフォンだけではなく、
無線LANなどを通じて、

学校ではパソコンが使えるし、
うちには、パソコンもあるけど
自分専用は、携帯型ゲーム機。
携帯を持ってる友達もいるよ。

ゲーム機器や
携帯音楽プレーヤーでも
インターネットへの接続が
可能です。
無線LAN回線
（Wi-Fiなど）
を利用すると、

小学生〜

パソコンに次いで、ゲーム機や
携帯電話からのネット利用が多い⁉

中学生〜高校生

フィルタリングなしの状態で

高校１年生の96.7％が「携帯電話を持って
いる」と答え、そのうちのなんと90.6％が、
スマートフォンを持っている⁉

しまうことに !

インターネットを利用して

安全・安心 インターネット生活
使 い す ぎ に は 注 意 が 必 要
スマートフォンはコミュニケーションツールとしての利用だけではなく、
インターネット接続で、ゲームや映像の視聴なども可能なため、使いすぎ
による生活習慣の乱れが問題になっています。
もし、インターネットを１日２時間したら
１年間では・・・２時間×365日＝730時間

なんと、30日以上の時間を費やしてしまう計算になります。

誰にでも「ネット依存」の危険性が⁉

平成25年度の厚生労働省研究班の調査によると、

全国でネット依存の中高生は推計 約52万人 。

❖ オンラインゲーム依存

❖ 無料通話アプリ依存

無料のオンラインゲームをやり始めて、いつの
間にか熱中して、ゲームにはまりこんでしまった
Ａ君。
オンラインゲームでの、顔を合わせない人間関
係が楽しくなり抜け出せなくなった。
食事も家族と一緒に食べなくなり、睡眠不足・
昼夜逆転となり、ゲーム機を
取り上げると、暴れるなどの
禁断症状が……

同じ部活の仲間とチャットを始めたＢ子さん。
返事がきてうれしかったのは最初だけ。
「メッセージを読んだら５分以内に返信」の
ルールができ「そろそろ宿題
をしよう」
「そろそろ寝よう」
と思っても、仲間外れにされ
ないかが心配で、やめられな
くなった。
食事中・入浴中も携帯電話
を手放せなくなり、家族が話
しかけてもうわの空。
夜更かしするので成績も落ちてしまった。

とうとう、病院での治療が
必要になってしまった。

個人情報流出

パソコンやスマートフォンは、さまざまなアプリ（アプリケーションソフト）を新たに

インストールすることができます。その中には、ウイルスが仕込まれたアプリやアプリ自体が
怪しいものもあり、個人情報が抜き取られる被害に遭うおそれがあります。

❖ 写真で自宅が特定されてしまったＣ君の場合
不良行為（飲酒・喫煙）や彼女と一緒の写真を、仲間だけに見られるように設定してネット上に載せた。

でも、写真が誰にでも見られる場所に公開され、写真に位置情報がついたままだったので、

自宅が特定されてしまい、学校や自宅に誹謗・中傷の電話等が殺到。

インターネットは仲間内の世界だと思っていたら、
自覚のないままに、世界中に自分の

情報を公開することになってしまった。
こんなことにも注意！

知らない間に、友達のアドレスや電話番号を提供してしまっているなんていうことも。

〜 子どものために 家族のために 今できること 〜
それって、大丈夫⁉ うっかりでは、すまないことも。
インターネットは、調べ物をしたり、時間を気にせずメールで連絡をとりあったり・・・と、とても便利な
反面、コミュニティサイトの利用などにより、友達同士のトラブルや事故に発展してしまうこともあります。
また、知らず知らずのうちに、自分が犯罪に巻き込まれてしまうこともあるのです。
実際に起こっているトラブルと、気をつけなければいけないことを見てみましょう。

無料通話アプリでいじめ?!

ゲームアプリで高額請求！
おもしろそうな有料の

無料通話アプリで友達とグループを作ったＤ子さん。
メッセージがあったのに、返信が遅かったり、書き込まないと、

Ｅ君。

「遅い」「スルーした」
と非難され、いじめの対

仲間はずれ

象に⁉
グループのうちの一人
が「Ａ子さんがムカつく」
プを作り「はずし」が起
こり、仲間はずれに。
…とうとう、Ａ子さん
は学校に行けなくなって
しまった。
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高額請求

ゲームに必要な
アイテムを入手
したら高額請求が

おとうさんの了解をも
らってクレジットカード
決済でアプリを購入。
一度購入すれば、後は
無料で遊べると思ってい
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と言い出し、別のグルー

実は有料

ゲームアプリを見つけた

たら、月末に思いもよら

スルーが
多かったから
自業自得。

ない高額の請求が。

そうそう
｢既読｣になるのも
遅いし。

後はＩＤとパスワードだけでアイテムが入手できるが、

最初に登録すると、
それはすべて有料だった。

コミュニティサイトで性犯罪被害に⁉

ハンドルネーム
HNだし平気

男の人と
ちょこっと会って
｢小遣いかせぎ｣

ネットで知り合った男性から、
「アルバイト感覚でお金をもらおう」と考えたＦ子さん
とＧ子さん。二人だと危ない目に遭わないだろうと、
「援助してくれる人、募集」と書き
込んだ。
待ち合わせの場所に現れた男性から、
「俺は、○○組のものだ」などと脅かされた末に
性犯罪の被害に遭ってしまった・・・。
暴力団に強制的に売春させられてしまうなど、最悪のケースに発展することも。
また、ＩＤ交換掲示板サイトで知り合った男性から、ドライブに誘われ、車内
で睡眠薬を入れたジュースを飲まされ、眠っている間にわいせつな行為をされて

食事するだけ

ゆきち2デート有り
今から会えませんか？
いいよ
今から○○で
会おうよ！

わかりました(^^)
待ってます♥

しまったＨさんの例も。

こんな ｢誤解｣ してませんか？
■ 「本名じゃないから大丈夫」「友達限定だから、大丈夫」そう思っていたとしたら・・・
インターネットは仲間内の世界ではありません。
一度、ネットに流出した写真などの画像の回収は困難で、完全消去はほぼ不可能です。
■ ほんの軽い気持ちやいたずら心で書き込んでも、罪に問われることになってしまう場合も｡
「書いたのは自分だってバレない」と思っていても、インターネットは追跡性が高く特定
される可能性が高いのです。
□ 出会い系サイトへの異性を誘う書き込み
➡ 出会い系サイト規制法違反（禁止誘引行為）【100万円以下の罰金】
□ 友達の写真を無断でアップ ➡ 肖像権やプライバシーの侵害などで訴えられ、裁判に。

こんなことに
なったら
大変ですぞ！

ネットに潜む危険性からお子さんを守りましょう。
無線LANを使って、インターネットに接続することができる
携帯、スマートフォン等を買い与える時には…
有害情報からお子さんを守るため、フィルタリングの設定をしましょう。

インターネット情報

インターネット情報
無線LAN

携帯電話回線
有害な情報

健全な情報

Wi-Fi回線など

有害な情報

保護者がフィルタリング
ソフトをインストール

フィルタリング

店舗・駅等の公衆
無線LAN、自宅等
のパソコンに接続
した無線LAN

携帯電話
回
線
有害な情報

健全な情報

フィルタリング

フィルタリング

携帯電話会社

ケータイ

携帯電話会社

スマートフォン

制限できるジャンルの例
ⅰ 熱中・時間浪費の可能性のあるサイト➡ 懸賞、ゲーム、動画など

ⅱ コミュニケーションサイト➡ チャット、掲示板、ブログ、プロフ、SNSなど
ⅲ 本来は成人向けで、知識経験、判断力などを要するサイト

➡ グラビア、ホラー映画、超常現象、極端な主張など

ⅳ 不適切コンテンツサイト➡ 違法なもの、薬物、自殺、出会い、ポルノ、ギャンブル、飲酒、喫煙など
携帯やスマートフォンを持っていなくても、ゲーム機器や携帯音楽プレーヤーも無線LANを使って
インターネットに接続することができます。
保護者が子どもに悪影響を与える可能性のあるゲームなどの使用や購入、ネットの利用を制限する
ペアレンタルコントロール機能 やフィルタリング を設定しましょう。

ゲーム機

携帯音楽プレーヤー

ペアレンタルコントロール

ペアレンタルコントロール

▶ ゲーム機から「保護者による使用制限」あるいは
「ペアレンタルコントロール」を選択し、
設定したい項目を選択
※インターネットブラウザの使用やクレジットカードの
使用、インターネット通信などを制限可。

フィルタリング

▶ 機械本体から設定

How
to?

※機能制限を設定できないものもあります。

フィルタリング
▶ 市販のフィルタリングソフト
（有料）
を
ダウンロードして設定。

携帯電話・スマートフォン

▶ ゲーム機からの設定
3DSの場合は
フィルタリング
「 i−フィルター for ニンテンドー
（無料）
」が利用可。
▶ 携帯電話回線と無線ＬＡＮに対応する
PS Vitaの場合は
フィルタリングを設定する必要があります。
「トレンドマイクロキッズセーフティ for Play Station
ⓇVita
（有料）
」が利用可。
＊具体的な設定方法は、販売店か携帯電話事業者のホームページで

ネットとうまく付き合うためのルールづくりを！
スマートフォン・携帯などの、インターネットの利用上でのトラブルを防止するには、
「我が家のルール」を
話し合って決めることが大切です。
その際には、使い方のルールだけではなく、生活習慣に関わるルールなども決めておきましょう。

■ 使おうとしているサービスを親子で一緒に見てみましょう。
■ ルールを守れなかったときの罰則を決めておきましょう。

ルール作りの
ポイントだよ

■ トラブルのときに慌てないように、対応の方法や相談窓口を確認して
おきましょう。
【時

間】

【場

所】

我が家のルール

□ １日○時間まで、○時以降は使用しない

ルール①

□ 使う場所は、○○にする

【その他】

ルール②

□ 困ったことがあったら、すぐに相談する

ルール③

□ ネットで知り合った人と直接会わない

□ 名前、顔写真、学校名などは書き込まない

ルール④

□ 人を傷つける書き込みはしない
□ フィルタリングを外さない

ルール⑤

□ サイトに登録する場合は、事前に相談する
□ ベッドやお風呂に持ち込まない

ルール⑥

■ もしも、ルールが守れなかったら

ルールが守れなかったら

□ 勉強する時は、電源をＯＦＦにする
一時、使用禁止とする

小さなことでも
気軽に相談

作ってみよう！

等

相談窓口

INFORMATION

■ ネット上の犯罪行為を発見した・犯罪に巻き込まれた
青森県警察本部 警察相談室 ☎017−735−9110

＃9110

■ 消費者トラブルに関する相談窓口
消費者ホットライン ☎0570−064−370
■ インターネット上の人権侵害に関する相談窓口
法務局の人権相談窓口（みんなの人権110番）☎0570−003−110

会

員

募

集

青少年育成青森県民会議は、地域での青少年活動、育成活動をより一層活発に進めるため、すべての県民による青少年育成運動の推進を
目指しており、活動資金は会員の皆様から寄せられた温かなご支援により支えられています。
地域のすべての大人が、地域社会を共に作っていく仲間である青少年の育成に主体的に関わり、住みよい地域社会をみんなで作っていこ
うという運動の趣旨にご賛同・ご協力いただける会員を広く募集しています。
加入のお申し込みを随時受け付けておりますので、県民会議事務局までご連絡ください。

正会員
青少年育成活動を協議して推進していただける団体・個人
年会費 団体：6,000円 個人：3,000円

特別会員
趣旨に賛同して支援していただける団体・個人
年会費 団体・個人・企業とも 10,000円以上

会員の皆様には、当会議で作成する機関誌
「青少年あおもり」
、情報啓発誌
「青い樹」
、
「家庭の日」
カレンダー、研究大会の報告書をお送りいたします。

