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西村委員

　ただいまも、青少年のネット被害に対して、斉藤委員、土居委員からも質問が

出ました。私ももう少しこの点詳しく伺っていきたいと思うのですが、最近はス

マートフォンの急速な普及によって、青少年にとってインターネットの利用が非

常に身近なものとなっているわけですが、携帯電話の普及率を伺いましたが、ス

マートフォンの普及率というのは追跡しているのでしょうか。

学校支援課長

　教育委員会の方で先ほど御答弁申し上げた調査の中で、小・中・高校生のスマ

ートフォンの所持率は調査しております。小学生の場合が 6.3％、中学生が 15.1％、

高校生が 30.6％となっており、急速に普及していっていることが伺われます。

　スマートフォンの普及は携帯電話を利用したインターネットの利用がますます

進んでいることを示していると考えております。

西村委員

　それでは、その青少年のインターネットの利用状況について、少し雑ぱくな質

問で恐縮ですが伺いたいと思います。

青少年課長

　本県の実態調査ということではありませんが、内閣府の調査で恐縮でございま

すが、平成 24 年度に 10 歳から 17 歳までの青少年を対象に行ったインターネット

の利用環境実態調査ですが、その中のインターネット利用状況ですが、携帯電話

を通じたインターネットの利用が増大いたしております。携帯電話を所有する小

学生の４割はインターネットを使っている。それから中学生の７割半ばがやはり

インターネットを、高校生になるとほとんどインターネットを使っているという

ことでございます。

　利用の内容でございますが、小学生はメールが約 37.5％、ゲームが 15.2％、調

べものが 6.0％、中学生になりますとメールが 71.2％、調べものが 30.2％、ゲー

ムが 25.3％、高校生ですとメールが飛躍的に増えまして 90.8％、調べものが 65.7％、

閲覧が 53.5％でございます。

　それから利用時間につきましても、年々長時間化しておりまして、平均時間で

見ますと、これは経年変化でございますが、平成 22 年度が 71 分、平成 23 年度が

81.3 分、平成 24 年度が 97.1 分ということで、一日の利用時間が年々増えてきて

いる。こんな状況でございます。

西村委員

　青少年のほとんどがインターネットを利用しているということが分かりました。

青少年がインターネットを利用して犯罪被害に遭わないために、先ほど携帯電話

のフィルタリングのお話がありましたが、スマートフォンに関しては、このフィ

ルタリングはどうなっているのでしょうか。



学校支援課長

　携帯電話のフィルタリングの設定状況ですが、実は調査はしたのですが、調査

の方法が悪かったのか、回答のお願いの仕方が悪かったのか、少し使えない数字

が出てきてしまいまして、どういうことかというと、スマートフォンの所持して

いる人数よりも多くの回答が返ってきてしまったのです。ということで、普通の

携帯電話の人たちも回答してしまったので、結果的にこのスマートフォンでのフ

ィルタリングの設定状況というのは、把握してないということになってございま

す。

西村委員

　ただ、調べようという努力はしていただいたわけですね。

　何が言いたいかと言いますと、実は昨年度のこの特別委員会でもスマートフォ

ンについて、もう少し警鐘を鳴らした方がいいのではないかと提案をさせていた

だいたわけです。そのときにはスマートフォンはまだ普及していないからという

趣旨の答弁だったのですが、案の定といったらおかしいですね、普及してまいり

ました。

　今、私の認識の中では、例えばテレビのコマーシャルで、携帯電話のコマーシ

ャルってなくなったと思うんですよ。全部スマートフォンになっている、という

ことは企業はもうスマートフォンを売ろうという体制になっているということは、

子供が何か持たせてと親に頼んだときに、それでは、同じぐらいの値段で機能が

多いならスマートフォンを持たせてあげようということになるだろうと。

　神奈川県としては携帯電話に関した条例をつくり、しっかりと取り締まってい

ただいているが、スマートフォンのフィルタリングというのは有料であったり、

なかなか難しいという問題があるものですから、もう少しスマートフォンの対策

について前向きになっていただきたいという思いを込めて質問をさせていただき

ました。

　今申し上げました親が買う。結局は、ほとんど親がお金を出されるんだと思う

のです。先ほど斉藤委員の方から子供に対するメディアリテラシーの質問があり

ましたが、親に対してはどうなっているのかということを伺っていきたいと思い

ます。インターネットの利用の仕方については、保護者に対しても直接説明をし

て認識をしていただく必要があると思うのですが、保護者の方々に対する対策は

どのようにとっていらっしゃるんでしょうか。

少年育成課長

　県警察におきましては、多数の保護者が学校を訪問する入校、入学前の保護者

説明会、入学終了後のオリエンテーションなどの場において、警察官などが被害

の実例やフィルタリングの必要性などを啓発するサイバー教室を開催しており、

平成 24 年中は、２万 6,396 人の保護者に受講をしていただいております。

　また、携帯電話等の販売の現場が保護者に説明する最良の機会であることから、

警察官などが携帯電話販売店を直接訪問して、青少年が利用する携帯電話の販売

時に、保護者に対してもインターネットの危険性の説明や、フィルタリング機能



の設定を推奨するような指導をいたしております。

西村委員

　入学説明会とかだと、ほとんどの親が出てこられると思うので、大変有益な取

組であると思います。学校の保護者会等を運営されている方に伺ったときに、イ

ンターネット被害について勉強会を持つと、そういうことに興味のある方が来ら

れる。そういった親は興味もあるし、きちんと対策もとってくださるんだけど、

情報が行き渡っていない方々、そういう親、あるいはそういうところの子供にこ

そ、いろんなトラブルが発生しているということを現場から伺ったものですから、

より広く多くの方に周知をしていただくという取組が必要だと思います。

　それと、もう一つこれは提案なのですが、具体的に特に親が何にひやっとされ

ますかと聞いたら、課金制度のゲームとかに参加をされて、急に、親に請求が来

たときにひやっとするというか、嫌だなと思うというふうにおっしゃられたもの

ですから、例えば、もちろん名前は出さないで、こういう課金で親に請求が来る

ようなことがあるよなんていう、具体的な例を御提示していただくと、自分のこ

ととして置き換えて考えていただけるんじゃないかなと思います。

　一方的に発信をすると、うちの子は大丈夫とおっしゃるんですね。この、うち

の子が大丈夫というのが一番恐ろしいなというふうに感じますので、より具体的

に我が身に置き換えて考えられるような教材の作り方、あるいは発信の仕方とい

うのをしていただいたらいいと思いますが、それにつけてもこの問題意識をより

広く深く持っていただくためには、様々な場を活用して繰り返して周知すること

も重要であるというふうに考えますが、この点についてはどのように取り組んで

いかれますか。

青少年課長

　現在青少年施策の基本方針であります、かながわ青少年育成・支援指針におき

まして、子供たちや保護者に対して青少年ネット被害防止に向け、いろいろな機

会を活用して、青少年のインターネットに対する正しい利用について周知を行っ

ているところでございます。

　今、委員のお話にありましたとおり、やはり保護者の方にいかに直接届くよう

にするかという、なかなか難しい問題でございます。そういう中で、我々として

も少しでも工夫をしまして届くようにしたいなと考えておりまして、一つには街

頭キャンペーンなどを活用しまして、このフィルタリングの設定でありますとか、

携帯だけでなくスマートフォンもやはり危険ですというような周知をしていくわ

けでありますが、同じ街頭キャンペーンでも例えばＪリーグの協力を得ておりま

して、そういう試合会場で、Ｊリーガーの写真の入りましたクリアホルダーをお

配りしており、親子連れがいらっしゃいましたら、親子連れに渡すようにし、そ

ういう機会を通じて、少しでも保護者の方の目にとどまるようにやっております。

　それから、先ほど警察の方で入学式というお話もございまして、やはり県の青

少年課といたしましてもこのインターネットの新しい使い方、それからフィルタ

リングの必要性等につきまして、啓発の資料を作っておりまして、これは学校の



協力を得まして、学校の保護者面談などでお配りするというような形で、少しで

も直接的にお話ができるように考えております。

　それから、先ほど委員のお話で、例えば大きなお金がかかってしまうような、

より身近に危険性があるような御提言を頂きました。私どもが作っている資料を

今一度見ましたら、スマートフォンの方では有害情報というか、個人情報という

か、そういう記述がありませんので、今後そういったものも参考にさせていただ

いて、より身近に届くような形にしていきたいと思っています。

西村委員

　インターネットは世界規模で情報の発信や収得などができる有用な、便利なコ

ミュニケーションツールであると同時に、有害情報も入ってくるという、いわば

もろ刃の剣と言ったらいいのでしょうか。功罪ともに併せ持つ存在になってしま

っていると。だからこそしっかりとした双方の面があるよという発信が必要だと

思います。

　また、先ほどあらい委員からの睡眠障害の話がありましたが、このインターネ

ットにはまることによって睡眠障害を起こしてしまうという事例も現に発表され

ているわけですし、問題視もされている。

　実は、２月１日に公明党県議団で久里浜医療センターのネット依存治療部門に

行ってまいりました。院長をはじめ医療スタッフの方々のお話を伺い、また、意

見交換というのをやらせていただきました。

　そのときに具体な話に出てきたのが、スマートフォンの普及は大きな一つの要

因になっている。パソコンだったら家族で１台だったりして、いつ誰が何をやっ

ているかというのは、分かる、部屋に持っている子もいるでしょう。スマートフ

ォンだったら部屋に持って入って、電気消してお布団の中でやっていたら分から

ない。それでなかなか親が気付かない。

　学校には頑張って行くが、学校に行っても全然勉強をやる気にならない、つい

ていけない。生活のリズムが崩れるというのはまだ序の口で、そのうちそれを取

り上げると、ある意味依存と言われているわけですから、今度は家族に暴力を振

るうとか、本当の意味でひきこもりになってしまうとか。専門的には依存という

言い方ではなく、し癖という言い方をするんだそうですが、そういったことで治

療に訪れている方が多い。

　特にインターネットの中でも７割がゲームにはまることによって、こういった

し癖の傾向になっているというようなお話を伺いました。

　これも、昨年度の特別委員会で提案をさせていただいて、そのときにはまだエ

ビデンスもないということだったんですが、どうやらＷＨＯも動き出したようで

ございますし、それに併せて国の方でも調査を始める方針が打ち出されてきたよ

うでございます。

　せっかくこの久里浜医療センターは、神奈川県内にあるわけですから、神奈川

県はこれまでも携帯電話において一歩先んじた対策を打ってきたので、この後も

情報交換をしていただいて、またこのネット依存治療、あるいはネット医療治療



研究というところでも一歩二歩進めた対策として、青少年のネット被害全般に対

する対応策というのを考えていただけますことを要望いたしまして、次の質問を

させていただきます。

　自殺対策の取組についてですが、もう質問が幾つか出てまいりましたので、で

きるだけかぶらないように、またピンポイントで御質問をさせていただきたいと

いうふうに思います。

　そんな中で、かかりつけ医がうつ病対応力向上研修を受講するということがご

ざいました。このことも御質問がありましたが、このかかりつけ医がうつ病対応

力向上研修を受講されたその後、どうなるんでしょうか。かかりつけ医の方が自

分の診ている患者が鬱病かもしれないと思った後、どういった方向性で取り組み、

あるいはどういったところにつないでいくという、こういうシステムはしっかり

しているのでしょうか、御質問させていただきます。

保健予防課長

　かかりつけ医を対象としたこのうつ病対応力向上研修の目的でございますが、

日頃の診断・治療について、知識と理解を深めるということと、地域のかかりつ

け医と精神科医師との連携を推進するということが、目的でございます。したが

いまして、研修では例えば鬱病のチェック項目などが書かれた診断情報提供書の

様式等をお配りしまして、それで精神科医へ紹介できるような紙を配り、そうい

うことで精神科医につなげるようなことができるように、また、保健福祉事務所

等の相談機能の情報を提供するなどして、何かあった場合にはそちらに相談して

もらうように、患者につなげるようにしております。

　今年度は全県で 328 名の内科医等のかかりつけ医の受講がありまして、本事業

については、今保健医療計画を掲げてございます。この精神疾患対策の予防に対

する数値目標になっていまして、平成 24 年度には全体で累計 3,000 名ほど研修を

受けてもらうことを目指してまいりたいと考えています。

　本研修を受講すれば急に地域との連携が進むとか、そういうことではありませ

んが、先ほど申し上げたように、診療情報提供書というような用紙をお配りして、

精神科医への紹介にもつなげるようにしていますので、これが契機となって地域

ごとに患者の紹介が連絡会、それから事例検討会などかかりつけ医と精神科医の

連携、情報交換が推進されることを期待しています。

西村委員

　ここまで質問が出たゲートキーパーと、このかかりつけ医の方がゲートキーパ

ーとして活躍をされる、このゲートキーパーの意味合いはすごく違ってくると思

うんです。やっぱり医療に携わる方がそれなりの身体的疾患というような、体の

不調を訴えた人に、精神的な何かしらＳＯＳを感じて発信をしていただくわけで

すから、この次の精神科医との連携というのがしっかりとられていないと、やは

りせっかくのかかりつけ医制度というのが生かされてこないなと思います。

　もう一度確認なんですが、ここに行けばいいですよという紙を患者に渡すんで

すか、あるいはかかりつけ医の方がきちんとそこに連携をしてつなぐんでしょう



か。

医療課長

　通常の紹介と同じように、かかりつけ医が記載して、それを持参して患者本人

が持って行くというのがやはり基本だろうというふうに思います。

　ただ、その際に直接医師が連絡をとるとか、そういうことは追加でできるとい

うことだと思うんです。ただ課題としては精神科が混雑して、なかなか予約がと

れないという状況にあるということも、課題として取り上げられているというこ

とでございます。

西村委員

　正におっしゃるとおりだと思います。御紹介はしたけれども、行ってくれれば

また幸いだし、行ったら行ったで、混んでいると言われたら、今度はかかりつけ

医の方が文句を言われるというような、十分に補完されているシステムにはまだ

なっていないのかなと。例えば、この間に行政が入って差し上げて、一旦そこで

お預かりをして御紹介をするという、要するに行ったけれども、待たされるよと

か、そういう類いの苦情に関しては、かかりつけ医のお医者さんに行かないよう

にしてあげるとか、そういうこれは一つの例として言っただけですが、何かしら

かかりつけ医の方に大きな負担を強いるような形になったのでは普及していかな

いのではないかなというふうに思いますので、御検討というか工夫をしていただ

きたいと思うところです。

　ちなみに、この自殺の要因として鬱病というのを上げられていますが、この自

死を選ばれるときに鬱病状態になっていらっしゃる方が多いということだという

ふうに認識をしているんですが、この鬱病自体を発症した要因というところまで

の調査というのは、されているのでしょうか。

保健予防課長

　これは警察統計で得た情報でございまして、その自殺されるときの状況という

のは確かに聞いていますが、それ以前のことについては、追跡調査とかはしてい

ないということでございます。

西村委員

　大変複合的な問題であったり、あるいはもう自殺をなされてしまった後という

こともあったり、様々なことがあると思うのですが、やはり本来であれば、その

要因を追跡するようなところまでやらないと、実際何が大きな要因として社会問

題としてクローズアップされるのかって、できないこともあるかもしれませんが、

そういう姿勢が必要なのかなと。

　鬱病というひとくくりにしてしまうだけではなく、何かしら調査研究というの

は必要なのではないかなと思って質問させていただきました。

　もう一つ、電車への飛び込みですが、これがもうほとんど日常茶飯事に起こっ

ております。電車への飛び込み防止に対する対策も重要だと思いますが、このよ

うな対策について計画があるのか伺いたいと思います。

保健予防課長



　鉄道関連の対策ですが、まず横浜市の方で電車ホームのブルーライト照明です。

ブルーライトは人の気持ちを落ち着ける効果があるということで、防犯効果が上

がるとして街路灯などにも取り入れられたり、踏切や駅ホームに飛び込み自殺防

止の目的として設置されたりしてございます。

　横浜市が平成 21 年度から３年間電車ホームのブルーライト照明、それから侵入

防止用フェンスについて市内私鉄の沿線の一部で設置してございます。

　今後は県といたしましても、地域自殺対策緊急強化基金が来年度もございます

ので、これを活用いたしましてブルーライト照明の設置など、鉄道に関連した対

策を少しでも推進できるよう調整を図ってまいりたいと考えてございます。

　なお、よくホームドアというのがございます。これに関しましては直接の自殺

対策の目的、もちろん自殺対策も大きな要因を占めるのですが、直接自殺対策と

いうよりは大きな安全対策、それから高齢者、障害者のバリアフリーの関係とい

うことで、国交省の方で予算を組みながら設置しているものと聞いておりまして、

私ども直接自殺対策としてそちらを流用するというのは、なかなか難しいという

ふうに考えてございます。

西村委員

　直接そのホームドアに関わるのは難しいという、予算的な問題もあるのかと。

ただ、やはり直接的ではないといいながら、実はこちらの方が直接的に命を守る

という形になるということは事実なものですから、この地域自殺対策緊急強化基

金というのは、こういうホームドアには充てられないということなんですか。

保健予防課長

　充てられないことはないと思うのですが、今の基金の金額の中では難しいと思

っております。

西村委員

　これからも具体的に進めていただく中で、様々な交付金というのが出てきて、

どれがどれに当てはまって、あるいはどれがどの額に見合うかというのは大変難

しい調整だとは思うんですが、研究また検討しながら進めていただきたいと思い

ます。

　自殺対策、確かに自殺者の数は減ってきています。率ということで考えても減

っている。しかし、本来は与えられた命を全うできないという方がお一人でもい

らっしゃるということは、やはり不幸なことでございますので、しっかりとこの

自殺対策、正面から向き合って、私どもも意見を出しながら進めてまいりたいと

思っておりますので、どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。


