
小学生

制限時間　午後 8時まで

使用時間　1時間

スマホより楽しい経験を
～幼少期の実体験を大切に～

小学校に進学し、学校での友達関係が

形成されると友達同士でのライントーク

やオンラインゲーム等の使用が始まりま

す。

しかし、脳や体が未発達な小学生のネ

ットやスマホ利用は、親の管理下で行う

ことが大切です。家庭で子どもと話し合

い、「ルールづくり」を始めましょう。

コンピューターやネットのスキル身に

つけることは大切ですが、デジタルの世

界だけでは、自己肯定感や問題解決する

力が発達しません。自然に触れたり、ス

ポーツや習い事にうち込んだり、実体験

する機会を大切にしましょう。

また、デジタル上でのコミュニケーシ

ョンを中心に生きていくと、リアルな人

間関係を作ることが困難になります。た

くさんの人とのふれあいの中で、コミュ

ニケーションの楽しさを実感させましょ

う。

乳幼児

制限時間　午後 7時まで

使用時間　３０分間

スマホ子守やめて！
～親子のコミュニケーションを大切に～

乳幼児がいる家庭では、スマホはとて

も便利なツール。公共の場で機嫌の悪い

子も、スマホで動画をみせると驚くほど

静かになります。スクロールができる赤

ちゃんもいるほど、乳幼児もスマホを使

用する時代になりました。

しかし、日常的にスマホを使わせてい

ると使えないときや取り上げたときに泣

いて暴れたりするようになります。これ

が依存の始まりです。依存が進むとスマ

ホがないと心が落ち着かず不安やイライ

ラをつのらせ、精神的に不安定になって

しまいます。

また、長時間の使用で言葉や目の発達

への影響も心配されています。そして、

夜間のスマホ使用では体内時計の発達を

乱し、睡眠パターンも乱れやすくなりま

す。その結果、今後長く続く子育てがと

ても大変なものになってしまいます。

スマホに頼りすぎずに、おきにいりの

絵本やおもちゃを使ってみたり、外遊び

をするなど、親子でのコミュニケーショ

ンを大切にしましょう。
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高校生

制限時間　午後 10時まで
使用時間　1時間

大切なのは？夢ⅴｓスマホ？

～社会で自立する準備を始める時期～
高校生になると、ネットやスマホの使

用に慣れ、世の中の仕組みやルールを少

しずつ理解できる年齢になります。ま

た、学校生活の連絡や進学や就職のた

め、日常生活でネットやスマホが必要不

可欠なツールとなります。子どもの状況

に合わせて、ペアレントコントロールを

調整し、自立への準備を始めましょう。

自立の目標は、「ネットやスマホを利

用する場所や時間を自分でコントロール

できるようになる」ことです。進路選択

が間近な高校２年生までには、「やりた

いこと」や「やらなければならないこ

と」を理解し行動できるようになること

が理想です。

進路の実現に向け勉学に専念し、自分

の行動に伴う責任を理解しなければなら

ない時期です。トラブルが絶えない、ル

ールが守れない場合は、スマホを持つた

めに資質が身についておらず、契約内容

等を見直すなどの対応も必要です。

中学生

制限時間　午後 9時まで
使用時間　1時間

スマホを持つ資格は？
～ルールや良識を身につける時期～
中学生に進学するタイミングで、スマ

ホの使用率や所持率が増えます。しか

し、社会でのルールや良識が未成熟の

中、子どもたちの使用技術や知識や好奇

心が高まるため、トラブルが頻発する時

期です。また、思春期や反抗期が重な

り、スマホトラブルが複雑になる時期で

す。

「アカウントののっとり」「課金トラ

ブル」「金銭トラブル」「グループライ

ンでのいじめ」などトラブルは年々多様

になっています。親の知らない間に、子

どもが加害者にも被害者にもなってしま

うため、特にペアレントコントロールが

必要です。

・どんな機能を利用しているのか

・どんな人と連絡をとっているのか

・どのくらいの時間利用しているか

保護者が、子どものネットやスマホの

利用をしっかり把握しましょう。また、

子どもが健やかな中学校生活を過ごせる

ように、利用内容をコントロールしまし

ょう。

子ども達の未来のために、
地域や家庭で使用制限を！

対象者

乳幼児

小学生

制限時刻

午後 7時

午後 8時

使用時間

30分間

1時間

中学生 午後 9時 1時間

高校生 午後 10時 1時間

ネット及びスマホ等の使用時間制限

徳之島町青少年育成町民会議では、子

どものスマホ等の過度な利用状況を改善

するために、使用制限時間を設定しまし

た。ネットやスマホの過度な使用は、心

身の成長に悪影響を及ぼし、子どもの将

来の可能性を壊します。子どもの心身の

健やかな成長を守り、未来の夢に挑戦す

るための学習時間等をしっかり確保しま

しょう。子どもたちの輝かしい未来のた

めに、地域や家庭で、ネットやスマホの

適切な利用環境を整えましょう。

徳之島町青少年育成町民会議
（事務局）徳之島町教育委員会社会教育課
TEL0997-82-2904　　FAX0997-82-2905
〒891-7101
鹿児島県大島郡徳之島町亀津 2918 番地



快適さだけを求め、耐性が弱る

青少年は大人より影響が大きい

規則正しい生活リズムを大切に

SNS やネットの投稿を信じないで！日常の直接的なかかわりを大切に

・クレジット情報を子どもが使用でき
ないように管理しましょう。

・おこづかいの範囲でプリペイドカー
ドを購入するようにしましょう

IDやパスワードは聞いたり教えた
りしてはいけません！

個人情報を書き込まないで！

ネットやスマホのトラブル事例
無料通話アプリでは、ちょっとしたこと

で誤解や感情の行き違いが生じます。特
定の子の発言だけを無視したり、嫌がる
写真や動画を共有したり、グループから
はずしたり、他のグループを作ったりす
るなど、何気ない出来事からいじめに発
展することがあります。
その様子は、グループで

なければ見ることができな
いため、トラブルの発見は
遅くなる傾向にあります。
普段から、子どもの様子や
変化に気づくことが、早期
発見や解決につながります。

他人にIDとパスワードを教えた後、パス
ワード変更されゲーム等を乗っ取られてし
まう事例が多発しています。IDとパスワー
ドさえ分かれば、だれでもアクセスできる

ようになり、パスワー
ド変更されてしまうと、
取り返すことが出来ま
せん。青少年の被害や
加害、ともに注意が必
要です。

SNSやネットで知り合った人に、青少年
が会いに行き事件やトラブルになるケー
スが増えています。2019年、「家出した
い」とSNSで発信した小6女児が、栃木県
内で保護された誘拐事
件は、記憶に新しい事
件です。
ネット上の投稿内容

の過信は危険です。絶
対に１人で会いに行か
ないようにしましょう。

寝る直前までのスマホの使用や深夜のス
マホ使用で生活リズムが乱れる子どもが増
えています。夜の睡眠がおろそかになると、

疲れがとれず、心身の発育
に悪影響を及ぼします。最
終的に昼夜逆転の生活リズ
ムに変わってしまい、規則
正しい生活を送ることが困
難になります。

自分をコントロールできず長時間使うよ
うになると、勉強に充てる時間が減り、学
力低下が著しくみられ、進学等に影響を及
ぼします。
また、視力低下・記

憶低下・うつ病・コミ
ュニケーション障害な
ど様々な健康被害を及
ぼすことがあります。

ゲームのアイテム等がほしい子どもが、
スマホに登録されているクレジット番号を
利用して過度な課金をする事例が多発して
います。段々エスカレートし、保護者の気

が付かないうちに、10万円
を超えるような高額の請求
が！
※子どもが保護者のお財

布からクレジットカード番
号を入手する事例もありま
す。クレジットカードの管
理は保護者の責任です。

投稿した情報や写真から、個人が特定さ
れ、つきまといや待ち伏せなどの被害が増
えています。個人情報は、回さない、答え
ない、書き込まないように心がけましょう。

請求書

￥100,0
00-

ネット ・ スマホ依存

健康不調 ・ 学力低下

生活リズムの乱れ

性犯罪被害

乗っ取り

いじめ ・ 仲間はずれ

課金トラブル

つきまとい ・ ストーカー

ネットやスマホのトラブル事例

！
パスワードがちがいます

　スマホやネットの使用を過度に続けると、
使用がやめられず使用できない状況になる
とイライラし落ち着かなくなるなど精神的
に依存してしまう状況になる恐れがありま
す。依存が進むと、様々な耐性が弱り、徐
々に日常生活を送ることが困難になります。



困った時は相談を！

進学や就職に支障

ペアレント ・ コントロール 家庭のルールづくり

犯罪行為には警察が出動し、悪ふ
ざけではすみません

スマホは親の所有物≠子どもの所有物
親が契約したスマホを子どもに貸すという

立場をはっきりとさせましょう。保護者（ペ
アレント）は、日頃から子どもによる機器の
使用状況を正しく把握しておくことが大切で
す。
ペアレント・コントロールサービスの活動

プレイ時間の制限・調節、課金等の管理、
ネットワーク利用の制限、年齢区分のチェッ
ク等を行うことが可能です。

フィルタリングの活用
販売店で契約の際、必ずフィルタリング設

定を行います。子どものせがむままに設定を
解除せず、子どもの成長に合わせた設定を心
がけましょう。

子どもとのルールづくり
　使用の目的を具体的にした上で、使用のルー
ルづくりを行いましょう。
（例）
・使用は●●時まで、●●時間
・就寝時、寝室には持ち込まない。
・新しいアプリの使用や課金がしたい場合は必
　ず保護者に相談する。
・ロックはかけない。
・食事の時間や人が話している時は使わない。
・トラブルが起きた場合は親に相談する。
・他人の嫌がること迷惑になることはしない。
※ルールが守れない場合の罰則は、あらかじめ
決めておきましょう
まずは大人がお手本に
　子どもにスマホの使いすぎを注意しても、保
護者が常にスマホを使っている状況では説得力
はありません。大人もスマホを使いすぎない姿
勢を見せましょう。

●ネット上の有害情報・犯罪行為を発見した・
犯罪に巻き込まれたら
「インターネット・ホットラインセンター」
www.internethotline.jp

「県警本部生活案全部サイバー犯罪対策課」
０９９－２５４－９１１０

●少年に関する悩みごとや困りごと
「ヤングテレホン」
０９９－２５２－７８６７

●子どもの人権問題に関する相談は
「子どもの人権１１０当番」
０１２０－００７－１１０

●いじめや不登校の相談
「かごしま教育ホットライン２４」
０１２０－７８３－５７４
０１２０－０７８－３１０
０９９－２９４－２２００

「かごしま子ども・若者総合相談センター」
０９９－２５７－８２３０

●依存やひきこもりの相談
「鹿児島県精神保健福祉センター」
０９９－２１８－４７５５

スクリーンタイム ファミリーリンク

ネットやスマホの使用は

リスクがいっぱい！

全ての責任をとれますか？

ネットやスマホを 安心安全に使うために

他人にIDとパスワードを教えた後、パス
ワード変更されゲーム等を乗っ取られてし
まう事例が多発しています。IDとパスワー
ドさえ分かれば、だれでもアクセスできる

ようになり、パスワー
ド変更されてしまうと、
取り返すことが出来ま
せん。青少年の被害や
加害、ともに注意が必
要です。

不登校やひきこもりの要因は人それぞれ
ですが、「スマホの過度な使用」「生活リ
ズムの乱れ」「不登校・ひきこもり」の連
鎖は関係が深いといわれています。
一度不登校になってしまうと、進級する

ための出席日数が足りなくなったり、希望
の学校に進学できなかったり、今後の将来
に支障をきたします。また、就職後も欠勤
が続き、社会に出ることが困難になる恐れ
があります。

単なる悪ふざけで、脅迫めいた書き込み
や相手に損害が発生する書き込みは、犯罪
となる恐れがあります。軽い気持ちで書き
込むと、相手を深く傷つけるだけではなく、
自分自身の傷になる恐れがあります。匿名
のネット投稿でも、いつどこでだれが書き
込んだのか調査することは出来ます。善悪
の判断ができない場合はネットの使用を控
えることが必要です。

不登校 ・ ひきこもり悪ふざけ投稿


