子どもを有害情報から守るのは保護者の責任です
もし、本当に必要で、携帯電話を持たせるのなら、フィルタリング（有害サイトアクセス制限サービス）の設
定と家庭でのルールを作り、守らせましょう。購入済みの場合は、契約した携帯電話事業者へ相談し、フィ
ルタリングを利用しましょう。

青少年の健全な育成に関する条例（京都府）が改正されました（平成23年４月１日から適用）
【主な改正内容】
青少年をインターネット上の有害情報から守るため、青少年が使用する携帯電話等についてフィル
タリングサービスを解除する場合は、保護者が正当な理由（※）
を携帯電話事業者に書面で申し出て
いただくことが必要になりました。
※ 正当な理由
保護者がその保護する青少年の携帯電話等でのインターネット利用状況を適切に把握すること等により、青少年がインター
ネット上での有害情報を閲覧することがないようにすること など。

ルールって？

）
）

家 庭 で 話 そ う！
〜携帯電話やインターネットの利用実態〜
「ご存じですか、子どもたちの利用実態？」
「小・中学生に携帯電話は、本当に必要でしょうか？」

注意することは？

□1ヶ月（
）円以上は使わない。
□夜（
）時をすぎたら使わない。
□自宅では、
リビングに置く。
□食事中は使わない。
□お風呂に持ち込まない。
□困ったときは、保護者に相談する。
□ルール違反をしたら、使用を停止する。
□（
□（

保護者のみなさまへ

□電話番号・メールアドレスなどの個人情報は書かない。
□悪口を書かない。
□迷惑メールに返信しない。
□チェーンメールを転送しない。
□知らない人からのメールには返信せず、保護者に報告する。
□ネット上で知り合った人とは絶対会わない。
□着メロ、音楽、ゲームなどを勝手にダウンロードしない。
□（
）
□（
）

「高校生なら、まかせておいて大丈夫ですか？」
まず、家庭でしっかりと話し合いましょう。

困ったときの連絡先
ケータイでトラブルにまきこまれたり、どうしたらよいのか迷ったときは、
お家の人や学校の先生に相談するか、下記の相談窓口に連絡しましょう。
全国の通報・相談窓口
インターネット
（携帯電話利用含む）
やメールによる
トラブルの通報・相談窓口です。
内閣官房ＩＴ担当室ホームページ（安全安心に利用するための情報
を紹介するホームページ）

◆

▶ http://www.it-anshin.go.jp/

法務省人権擁護局ホームページ（人権相談を受け付けるホーム
ページ）

◆

京都府の通報・相談窓口
ふれあい・すこやかテレフォン
いじめやトラブルで悩んでいたら

◆

京都府総合教育センター
075-612-3268または3301

0773-43-0390

メール教育相談（携帯電話の場合、受信拒否設定を解除してください。）
アドレス：sukoyaka@kyoto-be.ne.jp

▶ http://www.moj.go.jp/JINKEN/

ネットいじめ通報サイト

違法・有害情報相談センター（学校関係者などから違法・有害情報相
談を受け付ける相談窓口）

http://www.kyoto-be.ne.jp/gakkyou/netijime.htm

◆

インターネット上でいじめ・中傷などの書き込みを発見したら

●

▶ http://www.ihaho.jp/

インターネット・ホットラインセンター（違法・有害情報に関する通報
を受け付ける通報窓口）

◆

携帯電話からも通報できます。▶▶▶▶

▶ http://www.internethotline.jp/

京都府警察本部（少年サポートセンター）相談窓口
少年の悩みや困りごとの解決に向け、サポートします。
ヤングテレホン 075-551-7500
メール相談
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/
（携帯からはhttp://www.kyotofukei-syonen.jp/i）

子どもに携帯電話を持たせる必要があるのなら、保護者の責任として
●利用目的を決めるとともに有害情報などの危険性についてしっかり話し合いましょう。
●家庭で使用のルールを決め、マナーについて話し合いましょう。
●有害情報にはアクセスできないようにフィルタリングサービスを利用しましょう。

PTA等の研修会でもご活用ください

京都市の通報・相談窓口
いじめ相談24時間ホットライン
０７５−３５１−７８３４
【年中無休】

京都府教育委員会・京都市教育委員会では、児童生徒を有害情報やトラブルから守るために、

京都市ネットトラブル情報デスク
http://www.edu.city.kyoto.jp/net-trouble.html

携帯電話やパソコンにおけるフィルタリングの普及を促進しています。フィルタリングを設定

◆

◆

平成23年7月発行：京都府教育庁指導部学校教育課
TEL 075-414-5840
URL http://www.kyoto-be.ne.jp/

するためには保護者のみなさまのご理解とご協力が必要です。

京都府教育委員会・京都市教育委員会

ご存じですか？

児童生徒のケータイ利用実態
ケータイ…インターネット機能付き携帯電話

家庭で
話し合いましょう！

京都府教育委員会・京都市教育委員会では、昨年９月から、児童生徒のトラブルの原因となっているインターネット上でのいじめ・中傷や
個人情報の書き込み等への対応として、専門的な知識を有する民間企業にネット監視業務を委託しています。
検出された不適切な書き込みを、各教育委員会を通じて学校へ情報提供し、個別指導や全体指導に役立てるなど、
トラブルの未然防止や、
早期発見、早期対応を行っています。下記の情報は、昨年度の本業務における調査結果をもとに作成しています。

どんなサイトを利用しているの？

調査結果概要（平成22年９月〜平成23年３月）
学校種別ごとの件数内訳

リスクレベル内訳

特別支援学校
総合支援学校
0件

小学校
16件

リスクレベル高
0件

リスクレベル中
56件

0.0％

0.2％

0.0％

0.7％

いじめ・中傷
106件

その他
672件

1.3％

8.2％

個人情報の流布
7,416件

リスクレベル低
8,155件

■小学校
■中学校
■高等学校 ■特別支援学校
総合支援学校

不法行為
13件

インターネット上に自分のプロフィール（自己紹介）
を作成し、公開できるサイトです。あらかじめ用意さ
れている簡単な質問に答えるだけで誰でも自分の
プロフを持つことができます。

ブログ

インターネット上で利用できる簡易日記サービスで
す。ブログが開設できるサービスを利用して、専門的
な知識がなくても容易に自分のブログを持ち、写真
や文章を掲載できます。

トラブル
4件

23.7％

76.1％

プロフ

0.2％

中学校
1,945件
高等学校
6,250件

子どもたちが利用するサイトの種類

書き込み分類

90.3％

■リスクレベル高 ■リスクレベル中
■リスクレベル低

■いじめ・中傷 ■不法行為 ■トラブル
■個人情報の流布 ■その他

プロフィール
最終更新日：04/01

【ハンドルネーム】
サマー

■8,211件の書き込みを検出。検出割合は、
高等学校が約76％、中学校が約24％。
■書き込みの分類は「個人情報の流布」に関する内容が90％以上と大多数を占めており、次いで「その他」
（飲酒・喫煙等の不良行為）、
「いじめ・中傷」
と
続いている。
■書き込みの男女比については、約68％が女子児童生徒から、約31％が男子児童生徒から、残りの約1％が不明であった。
■検出された書き込みのリスクレベルについては、児童生徒の生命に関わるようなリスクレベル高に該当するものの検出は無かった。
リスクレベル中に
該当するものは56件確認されており、他はすべてリスクレベル低に該当するものであった。
■リスクレベル中の内、
「いじめ・中傷」が35件と最も多く、次いで「不法行為」が13件、
自殺願望等の「トラブル」が４件、他人の個人情報の記載が４件と
なっている。
リスクレベル高…犯罪予告や児童生徒の生命に関わる事など緊急性の高い内容
リスクレベル中…緊急性はないものの、早期の指導・対応等が望ましい内容
リスクレベル低…緊急性はないが、必要に応じて適切な指導・対応等が望ましい内容

実際に次のような書き込みが検出されています

携帯電話を対象とした簡易ブログサービスです。基
本的な構成はブログと似ていますが、利用者の状
況をリアルタイムに公開するのが主な目的で、掲載
されている文章は通常のブログと異なり、一行程度
の短文で表現され、気軽に何度も更新できるように
なっています。

0.0％

99.3％

【リスクレベルについて】

リアル

★リアル・タイム★

題名「あのスポーツ選手が！」

2011-04-01

今日は朝から町をブラブラ。映画

やっと順番が来た！

を観に行こうと思ったんだけど何

どんな髪型にしようかなー

駅から徒歩10分！

【職業】
学生です

掲示板

参加者が複数の利用者と自由に文章などを書き込
んでコミュニケーションを図るサイトで、インター
ネットでは古くからあるコミュニケーションサービス
のひとつです。誰でも気軽に書き込みができます。

【いじめ・中傷】

コメント
（1件）

近くに行ってみると、なんとあの
2011-04-01

人が…

しばらく待ちま〜す。
2011/04/01

コメント
（2件）

11：34

ゲーム系SNS
（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）

趣味や嗜好、居住地域、友人・知人といった共通の話
題でコミュニケーションを広げられるサービスです。
内容としてはブログやプロフのような機能を備えた
ものがほとんどですが、他の参加者の招待がない
と入会できなかったり、公開・非公開が設定できるな
ど、入会・閲覧に制限を設けられるサイトもあります。

これらのサイトは、専門的な知識を必要とせず
に無料で開設・運営ができます。また、無料携帯
ゲームサイトも人気が高くなっています。無料
ゲームサイトは単にゲームが無料で遊べるだけ
ではなく、SNSやプロフといった複数の機能を
併せ持っており、様々なサービスが利用できる
ために、多くの利用者がいますが、出会い行為や
利用者間のトラブル、個人情報の漏えいなどに
つながる危険性があります。
京都府における
サイト利用による被害者数（18歳未満）※

▶他者のメールアドレスを公開して中傷する書き込み
▶フルネームを記載した上で中傷する書き込み

【不法行為】

1

名前：名無し希望

投稿日：2011/04/01 12：30
公園に人だかりができてたけど

◆○○に△△円入れてる金持ちいたからお札パクった

▶金銭を盗ったことを告白する書き込み

◆○○道で△△ちゃんの自動車乗り回した
！これから教習所へいきます！

▶無免許で、公道での運転を告白する書き込み

【個人情報の流布】
◆○○中△年□組◇◇番070＊＊＊＊＊＊、
誰でもいいから、電話してこーい(^o^)

▶自分の電話番号を記載している書き込み

ゲーム大好き
サークル

何やっているか知ってる人いる？

【地域】○○府

2

【オーナー】
まほうつかい

名前：名無し希望

投稿日：2011/04/01 12：32
映画の撮影やってたっぽいよ。

11：55

髪を切りに来た。

続きを読む

◆誰かこのひと知りませんか？
（××××××@×××××××.ne.jp）○○のことが腹立つ
◆○○校△年□組＊＊＊＊は○○たらし
！
！性格悪すぎ
（笑）

12：15

やら人だかりが。

【住んでいるところ】
○町

エブリデイブログ

【人数】100人
【サークル説明】
いろいろゲーム攻略とかやりま
す。高校生だけ参加OK。
このサークルに参加する
メンバー紹介
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平成20年

平成21年

■出会い系サイト

平成22年

■非出会い系サイト

※京都府警が検挙したサイト利用の福祉犯事件
（児童買春・児童ポルノ等）の被害者数

