
「スマホ（携帯電話）」の取扱いについて

～小・中学生にとってより良いスマホ（携帯電話）の活用とは～

教育委員会事務局 学校教育課

総合教育会議 資料 資料１



学校における携帯電話の取扱い等について
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本市では、学校への持ち込みを原則禁止としている。

平成21（2009）年文科省通知

１携帯電話は、学校における教育活動に直接必要のない物
であることから、小・中学校においては、学校への児童
生徒の携帯電話の持込みについては、原則禁止とすべき
であること。

２学校における情報モラル教育の取組について
３「ネット上のいじめ」等に関する取組の徹底について
４家庭や地域に対する働きかけについて

※本市では、通知以前から必要のない物として、持込みを禁止していた



大阪府教育庁の例
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2018年10月
大阪府が持ち込みを認めるように方針転換をした。

保護者から持込みを認めるように声が上がっていた

2018年６月 大阪府北部地震

【方針転換をした背景】

全国的な登下校中の犯罪被害

登校時間と重な
り、子どもと連
絡を取れなった

ねらい
・登下校中に所持する目
的は防犯・防災のため。
緊急時のみ使用。

・学校と家庭が協力関係
を築き、携帯電話の正
しい使い方について考
えていくための指針で
ある。

責任の所在
・所持の判断、その管理
責任は保護者にある。

・保護者へ確認書の提出
を求める。

学校での指導
・学校はスマホや携帯の適
切な使い方を指導する。

・校内では電源を切ってか
ばんの中に入れ、子供が
管理する。

・緊急時以外、保護者から
子供のスマホや携帯に連
絡しない。

2019年３月27日 大阪府教育庁
「小中学校における携帯電話の取扱いに関するガイドライン」を示す



柴山昌彦文部科学相 2019年２月19日閣議後記者会見

2009年の文科省通知を見直す
「学校を取り巻く社会環境や児童・生徒の状況の変化を踏まえ、通知の
見直しについて検討を進めていきたい」

・所持率が上がっていること

・緊急時に連絡が取れないことを不安に思う保護者が多いこと

などを踏まえ、通知の緩和を含め検討する。
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大阪府教育庁は2019年2月18日
小中学校における携帯電話の取扱いに関するガイドライン（素案）を公表



・本市の市立小・中学校では、学校生活において携帯端末は不必要で
あるとし、原則、持ち込みを禁止している。

・子どもたちが所持することにより、さらに被害やトラブルに巻き込
まれるのではないか、ネット依存症の増大につながるのではないか
といった携帯端末の負の側面を心配する。

・教育委員会では、今回の見直しについて、文部科学省の動向を注視
し、慎重を期してまいりたいと考えております。

長野市教育委員会の考え
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平成31年３月議会答弁より



スマホを持つと・・・

メリットとして考えられること

デメリットとして考えられること
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通学途中の自然災害や犯罪への対応
授業での調べ学習
カメラやアプリを使った情報活用能力の育成

GPS機能等

SNSによる自殺、
いじめ、自画撮り
被害、金銭トラブ
ルの増加の懸念

個人のスマホを所持
していない児童生徒

ネット依存の助長 管理（盗難の恐れ）

保護者の理解、協力を得ていくことが大切
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[資料①]都道府県ごとのスマホの所持率［2015年調査］

参考資料：都道府県別統計とランキングで見る県民性 https://todo-ran.com/t/gcateg/90002#jumpto10009 7

※傾向をつかむためのグラフ。
2015年度の全国学力・学習状況調査で平日の1日
当あたりの携帯電話やスマホでの通話やメール,
インターネットの利用時間への回答より、ホーム
ページ開設者が算出したもの。そのため、実際の
所持率と必ずしも一致はしていない。

47都道府県



[資料②]大阪府と本市のスマホ所持率比較
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参考資料「ＯＳＡＫＡスマホサミット2018を開催します！」報道資料
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=32822 8



引用資料：警察庁「STOP!子どもの性被害」https://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/no_cp/newsrelease/kodomonoseihigaih30-2.pdf

［全国］
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[資料③]全国におけるSNSの罪種別による
被害にあった子どもの数の推移
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[資料④]全国で自画撮り被害にあった子どもの数の推移と内訳



[資料⑤]本市の児童生徒の実態①

アンケート実施学年 小学校５,６年生 中学生
実施時期 2018年10～11月

携帯端末（ネットにつながる携帯電話、スマートフォン、携帯ゲーム機等）の所持
率は、高い値を示している。その中で、年々、スマートフォンの所持率は増加傾向
にある。利用時間、やりとり件数から、ネット依存の傾向が強い児童生徒がいるこ
とが分かる。

本市は、原則、持ち込み禁止
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[資料⑥]本市の児童生徒の実態②
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[資料⑦]本市の児童生徒の実態③

事例① Ａ中学校
同じ学年の男子生徒のあだ名から連想する食べ物について動画を
ＳＮＳに掲載。

事例② Ｂ中学校
Ｄ生が学校にデジカメを持ち込み、授業風景や職員、生徒のようすを
盗撮した動画をグループラインにアップした。その動画にテロップを
入れる等の加工をした上で、他のグループラインにアップし、100名
以上の生徒が閲覧した。
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平成30,31年度 本市の市立小・中学校であったSNS利用によるいじめ等の事例

事例③ Ｃ小学校
複数の女子がトークアプリを使用し、見ず知らずの男性からの要求に
従い、裸の画像を送信した。



[資料⑧]本市での情報モラル教育の教材「事例で学ぶNetモラル」
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学校職員が活用できる長野市ポータルサイトに掲載されている情報モラル教材（70以上の事例動画、指導資料を掲載）を準備
している。また、校長会、教頭会、情報主任会等で、学期に１度は、情報モラル教育に取り組むように指示している。
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[資料⑨]市ポータルサイト「事例で学ぶNetモラル」アクセス件数

平成30年度 月別アクセス件数（小・中学校合計）

平成30年度 校種別アクセス件数 推移
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引用：文部科学省「話し合っていますか？家庭のルール」

警察庁「コミュニティサイト等の起因する事犯の現状と対策について」より

子供を守るには・・・

全国では、被害児童のうち９割以
上が被害当時にフィルタリングを
利用していなかった。
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[資料⑩]保護者への啓発

本市の実態

本市の実態

本市では、外部講師による講演会、保護者と一緒に考える授業参観、学年PTAや学
級PTAで保護者への啓発等に取り組んでいる学校が多い。



[資料⑪]家庭の考え方の変化のようす
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私の頃は、高校に合格した時、買ってもらった腕時計を高校につ
けて行ったよ。大事にしたなぁ。

10年前だったなぁ、高校に合格したら買ってくれる！
って約束で、スマホを買ってもらったよ。
それを励みに頑張ったよ。

僕は、この前、「小学校のクラスのみんなが持ってるか
ら」って言ったら、スマホを買ってくれたよ。

子供に言われるとすぐ買ってしまうし、フィルタリングも設
定しないでいいよって許しちゃうんだよね。



・本市の市立小・中学校では、学校生活において携帯端末は不必要で
あるとし、原則、持ち込みを禁止している。

・子どもたちが所持することにより、さらに被害やトラブルに巻き込
まれるのではないか、ネット依存症の増大につながるのではないか
といった携帯端末の負の側面を心配する。

・教育委員会では、今回の見直しについて、文部科学省の動向を注視
し、慎重を期してまいりたいと考えております。

長野市教育委員会の考え（再掲）
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平成31年３月議会答弁より



・高度情報化社会を生きる子供たちにスキルやマナーを身に
つけさせることは必須。

・保管方法、歩きスマホによる事故等が課題。また、それら
の責任の所在は大きな課題。

・ＧＰＳの装置を持つだけなどの検討も。
・十分な議論と準備が必要。社会全体で話し合うことが大人
の責務。

・大阪の子供を実験台にしてはならない。

・日本には子供の安全を守る体系的なシステムはない。
・的外れで先走った対策だ。
・安全は人間の目で十分に確認できる。安否確認だけならＧＰＳ
つきの防犯グッズなどでよい。

・学校や家庭が置き去りのまま解禁に向けた動きが進んでいる。
・子どもがツールとして活用できるよう、まずは大人が実態を把
握してほしい。

・子どもを交えて議論し、仕組みを作っていく必要がある。

兵庫県立大学准教授
竹内和雄氏

教育評論家
尾木直樹氏
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平成31年４月20日産経新聞より

日本の議論「小中学校のスマホ解禁」①



自分たちの時代だったら。大人たちが柔軟な想像力を持って話し合え
ば、着地点が見えるかもしれない。

子供のころ、スマホは身の回りに存在しませんでした。もし現代に生ま
れ、スマホの学校への持ち込みが許可されていたら、と考えます。
確かにトラブルは怖い。いじめやイタズラ、持っている人とそうでない

人の差が出てしまいます。便利だとは思う半面、どうしてもマイナス面ば
かりを想像してしまいます。

しかし、時代は変わった。

スマホは、日常生活に不可欠なツールに進化。情報をうまく使える人と
そうでない人の格差は、ますます広がっていく。
持ち込みを禁じる手法は、確かに今は一理ある。しかし、それだけで

は、教育が社会から取り残されていくような気もする。必要なのは子供の
視点や立場だ。
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参考資料：４月20日産経新聞

本市は、当面、スマホの持ち込み禁止を継続していきますが、このような
新聞記事もございますので、これらを踏まえ、今後に向けて、ご意見をい
ただきますよう、お願いします。

平成31年４月20日産経新聞より

日本の議論「小中学校のスマホ解禁」②


