
鳥取県教育委員会発行
2015. ３ 弥生 157

絵・文：紙原 四郎 氏

『切り絵シリーズ』日吉津村チューリップマラソン（日吉津村）
咲き誇る色とりどりのチューリップを眺めながら走る日吉津村チューリップマラソンは、
すっかり春の風物詩として定着したようです。

★特集
増えています！ 

★ボランティアをしたい人とボランティアを求める人を結ぶ情報サイト
「ボランとり」にご登録ください！
★とっとり県民カレッジ

● 3・4 月講座情報（連携講座）
★お知らせ

●鳥取県立生涯学習センター（県民ふれあい会館）

★生涯学習に関する教室を開きたい団体のみなさん
生涯学習スクール「まなび」に登録しませんか？

★お知らせ
●大山青年の家　●船上山少年自然の家

★文部科学大臣表彰

県内の優れた取組をご紹介します！
★ご案内

●平成27年度県政参画電子アンケート
●「ウォーキング立県１９のまちを歩こう事業」

インターネットトラブル！！



　インターネットに関するトラブルは、パソコン・携帯電話・スマートフォンだけでは
ありません。音楽プレーヤー、ゲーム機もインターネットにつながるものが増えていま
す。それに伴い、子ども達の音楽プレーヤー、ゲーム機でのトラブルも増えています。
　子ども達は大人が知らないうちに、インターネットの世界に入り込んでいます。

インターネットトラブル！！

ゲーム機や音楽プレーヤー、スマートフォンに関するトラブル

ペアレンタルコントロール　（青少年のインターネットの利用を管理するために行う保護者が行うべき措置）

1. インターネットを利用できる時間及び場所を制限し、インターネットの利用状況を把握すること
2. 保護者が同意した機能に限り、インターネットを利用できるようにすること
3. 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを利用して、有害情報の閲覧や視聴を防止すること
4. そのほか、青少年のインターネットの利用を制御することができる措置

動画・画像の投稿
面白半分でやった動画・画像の
投稿が、多くの人に迷惑をかけ
たり、事件になったりすること
があります。ながら操作

歩きながら、自転車に乗りながら
の使用は、周囲の変化に気づかず、
つまずいて転倒したり、人にぶつ
かりケガをさせたりすることもあ
ります。

メールでのトラブル
メールは短い文章が多いため、誤解も生じやすく、人
間関係がこわれるケースもあります。

個人情報の流出
SNS やブログ・プロフなどに個人情報を載せると悪用
される可能性があります。

ゲーム依存・ネット依存
ひどい場合には昼夜逆転して、健
康を害することもあります。
このような状態は「ゲーム依存
症・ネット依存症」です。 クリック詐欺

有害サイトから架空請求や
詐欺に巻き込まれることが
あります。中傷・悪口

SNS やブログへの何気ない書き
込みが、人を傷つけたり、傷害
などの事件につながったりする
ことがあります。

鳥取県青少年健全育成条例が改正され、
子どもの年齢に応じ、ペアレンタルコントロール等の措置を行うよう

保護者の努力義務が追加されました。

増えています！ スマートフォンだけではありません
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鳥取県教育委員会 社会教育課 社会教育担当 TEL：0857-26-7520　FAX：0857-26-8175
Eメール  shakaikyouiku@pref.tottori.jp問合せ先

インターネットトラブル事例、ペアレンタルコントロール等のことをもっと勉強したいという皆さんに…

研修会等に講師としてケータイ・インターネット教育推進員を無料派遣します。
申込先   鳥取県教育委員会事務局社会教育課

◎困ったときの相談窓口

架空・不当請求の
疑問を感じたり
悩んだら

〔鳥取県消費生活センター〕
　【本部・西部】　0859-34-2648（米子コンベンションセンター４階）（祝日以外 8：30 ～ 17：00）
　【東　　　部】　0857-26-7605（県庁第２庁舎２階）（平日のみ 8：30 ～ 17：00）
　【中　　　部】　0858-22-3000（倉吉交流プラザ２階）（祝日とその翌日以外の火～土曜 9：00 ～ 17：30）

ネットを利用した
犯罪にあったら

〔鳥取県警察本部〕
　【警察総合相談電話】　0857-27-9110　（鳥取県警察本部生活安全企画課内）
　【サイバー犯罪対策室】　0857-23-0110　（鳥取県警察本部代表番号）
　　　　　　　　　　　　電子メール　 k_haiteku@pref.tottori.jp

ネットいじめに
悩んだら

〔相談電話・メール〕
　【24 時間いじめ相談ダイヤル】　0570-0-7

な

8
や

3
み

1
言おう

0　　　　　　　　　（毎日 24時間）
　【い じ め 相 談 メ ー ル】　ijime ＠ kyoiku-c.torikyo.ed.jp   （毎日 24時間）
　【い　  じ　  め　 1 1 0　 番】　0857-28-8718　　　　　　　　　（毎日 24 時間）
　【子 ど も の 人 権 110 番】　0120-007-110　　　　　　　　　（平日のみ 8:30 ～ 17:15）
　　　　　　　　　　　　　　　 （全国共通・無料・IP電話不可）（法務省・鳥取地方法務局）

①フィルタリング
■電話回線のフィルタリング
（スマートフォン、携帯電話）
電話回線（３G、４G、LTE）からのインターネット接続
に対するフィルタリングが購入時に設定されているか確認
してください。
※フィルタリング…違法・有害情報（犯罪、アダルト、薬物販

売などのサイト）の閲覧を防ぐサービス
※フィルタリングの設定や安易な解除の禁止が、法律や条令で
　定められています。

■無線 LAN回線（Wi-Fi など）のフィルタリング
（ゲーム機、音楽プレーヤー、スマートフォン）

ゲーム機、音楽プレーヤー、スマートフォンは、無線
LAN回線（Wi-Fi など）からインターネットに接続する
ことができます。その場合は電話回線のフィルタリングが
適用されない場合があります。無線LAN回線（Wi-Fiなど）
に有効なフィルタリングが必要です。

■アプリケーションへの対策
（ゲーム機、音楽プレーヤー、スマートフォン）
ゲーム機、音楽プレーヤー、スマートフォンは、様々なア
プリケーション（アプリ）をダウンロードすることができ
ます。
有害なアプリや青少年にふさわしくないアプリのダウンロ
ードを防いだり、起動制限するアプリ用の対策が必要です。

②ウィルス対策ソフト
（ゲーム機、音楽プレーヤー、スマートフォン）
ゲーム機、音楽プレーヤー、スマートフォンは、パソコン
同様コンピューターウィルスに感染す
る危険性があります。必ず最新のウィ
ルス対策ソフトの導入が必要です。

ペ ア レ ン タ ル コ ン ト ロ ー ル
　鳥　取　県　福　祉　保　健　部
　子育て王国推進局青少年・家庭課

URL　http://www.pref.tottori.lg.jp/169275.htm

インターネットトラブル・予防事例
　国　民　生　活　セ　ン　タ　ー URL　http://www.kokusen.go.jp/topics/internet.html

サイバー犯罪に遭わないために
　鳥　取　県　警　察　本　部 URL　http://www.pref.tottori.lg.jp/35012.htm

その他インターネットに関する調査等
　総 務 省 　 情 報 政 策 研 究 所
　内　　　　　　閣　　　　　　府

URL　http://www.soumu.go.jp/iicp/chousakenkyu/seika/houkoku-since2011.html
URL　http://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/index.html

◎詳しく知りたい方は・・・

4月から
受け付け
ますTEL：0857-26-7520　FAX：0857-26-8175

URL http://www.pref.tottori.lg.jp/67797.htm

わからない時は販売店に
相談して下さい。

ゲーム機、音楽プレーヤー、スマートフォン、携帯電話を持たせる前には

「①フィルタリング」と「②ウィルス対策」の２つのセキュリティ対策が必要です !!
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昨年開催された「鳥取マラソン2014」では、鳥取県内から集まっ
た400名を超えるボランティアの皆様にご協力いただきました。大
会終了後には、参加した方からボランティアの「おもてなし」が素晴
らしかったと絶賛されました。
「ボランとり」は、こうしたボランティアを必要とするイベント等
とボランティアに意欲のある方々を引き合わせ、幅広いボランティア
活動を支援しています。

鳥取を代表するスポーツチーム「ガイナーレ鳥取」のホームゲーム
は、毎試合多くのボランティアによって支えられています。今シーズ
ン鳥取と米子で開催されたホームゲームでも、チームのＨＰや「ボラ
ンとり」を通じて、看板の設置やゴミの回収、ゲートでの接客など数
多くのボランティアのサポートをいただきました。

鳥取県　ボランティア 検索

【問合せ先】
鳥取県未来づくり推進局　鳥取力創造課
〒680-8570　鳥取市東町１-220
TEL：0857-26-7071　FAX：0857-26-8196　Eメール：tottoriryoku@pref.tottori.jp

ボランティアをしたい人とボランティアを求める人を結ぶ情報サイト

「ボランとり」にご登録ください！　　
■鳥取県では、ボランティアによる地域活動への参画を進めています。
■「ボランとり」は、ボランティアをしたい方とボランティアを必要とする方の情報を結び付け、様々なボランティア活動を応援します。

「ボランとり」は、ボランティア活動情報やボラ
ンティア関連イベント情報をお届けし、地域の活動
をサポートしています。
現在、ボランティアをしたい方の登録数は、個人

170名程度、団体86団体とまだ十分ではありま
せん。より多くの方に登録いただければ、ボランティ
アを求めている団体の活動の力になりますし、様々
な団体の活動が活性化することでボランティア人口
そのものの底上げが可能になります。
実際にボランティアをされている方の声を聞いて

みると、友達や家族、地元の方から誘われてお手伝
いされている方が多く、ボランティア活動やＮＰＯ
活動がこういった地縁関係に支えられていることが
わかります。「ボランとり」は、そんな地縁関係を
土台に、人手の必要な地域やイベントの手助けがで
きる、温かいシステムを目指しています。
鳥取県はボランティア行動者率全国４位という、

ボランティア精神の高い県です。全国１位を目指し
て、ぜひ「ボランとり」をご活用ください！

◆登録するには・・・インターネットサイトをご覧ください
①グーグルやヤフーなどの検索サイトで「鳥取県　ボランティア」を入力し、
検索していただくと「ボランとり」を見つけることができます。ここに、
ボランティアに関する情報が掲載されています。

　「ボランとり」のウェブサイトURL:http://tottoriryoku.pref.tottori.jp/vol/
②「ログイン・新規登録」をクリックしてください。
③登録要綱に同意の上、お名前、連絡先、活動を希望される地域・分野をご
登録ください。

ボランティアをしたい方
◆登録すると・・・ボランティア募集情報が送られます
　ボランティアをしたい方には、興味のあるボランティア募
集情報が新着登録された時に、メールでお知らせします。
ボランティアを募集する方
◆団体登録によりボランティア募集ができます
　ボランティア団体として登録すると、地域のイベント等で
活動していただくボランティアを募集することができます。

ボランティアしたい方とボランティアを
必要とする方とのマッチングの結果、
さまざまな取組みが生まれています！

（１月末現在）
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