学校

学年

性別

鎌ケ谷

小４

男

鎌ケ谷

小４

男

鎌ケ谷

小４

男

鎌ケ谷

小４

男

鎌ケ谷

小４

男

鎌ケ谷

小４

男

鎌ケ谷

小４

男

鎌ケ谷

小４

男

鎌ケ谷

小４

女

鎌ケ谷

小４

女

鎌ケ谷

小４

女

鎌ケ谷

小４

女

鎌ケ谷

小４

女

鎌ケ谷

小４

女

鎌ケ谷

小４

女

自由書き込み
学校で携帯やスマホ、ＳＮＳなどの講習を行ってほしい。他県で試
みられているようだが、小中学生の○時以降はしようしないという
のを地域単位で行うことの提案（家庭で○時までと決めても他の友
達が遅くまでできたりするとトラブルの原因になることもあありそ
うだから）
子どもたちを有害な環境から守るために今回のアンケートなど協力
しますので行政の積極的な取り組みをお願いします。
この調査結果を有効に活用してください。市民がわかりやすいよう
に
携帯を使用させることは大人への仲間入りをしているのと同じだと
考えます。色々なトラブルが発生するのは当たり前です。脳への影
響も大いに考えてください
小中学生には携帯電話を持たせない！法律で定めてほしい。
持たせる時期は悩む、あまり遅くまで持たないことで「仲間に入れ
ない」という不安、持たせることでの「いじめ」「交流サイト」の
トラブルへの心配
学校でご配慮いただけている環境でありがたいです。まだゲーム機
での通信ゲームを１日３０分リビング規定なので、とりたてて心配
していませんが、学年があがるとなかなか言えての約束事も難しく
なるのだと思います。いろいろと興味をもってやりたい年頃に入る
ころ学校や警察の方から考える機会を与えてもらえるとありがたい
です。判断力のない年頃なので、やはり常に家庭とその穂赤にも自
分をみちびいて助けてくれる場所があると教えてくださると重大な
ことになる前に子供を救えると思います、 どうぞよろしくお願いい
携帯電話を持っていないと不安なときも多々ありますがスマホ等
じゃなく家族、警察セコムしか連絡できないまもりーの的なものな
ら持った方が良いと思っています。 スマホ等は反対です、小中学生
が持つべきものではないと思います。
ＷＥＢでアンケートできるのはいいのですが紙でも提出させるのは
２度手間です
子どもにはインターネットの機能のついた携帯電話をもたせたくあ
りませんが、周りの話を聞く限り、中学生では持っている子供が多
いようです。私自身は緊急連絡の時の手段以外に使用する必要性が
ない携帯を持たせても持たせなくてもトラブルにつながることは想
像でき、（もっていない子供は話に入れないなど）我が家でも今後
検討が必要だと思います。今は家庭の考えが中心になっていると思
いますが、学校で規則を決めり（校則のように）ある程度強制的に
して頂かないと仮定のルールだけでは子供たちがトラブルなく使用
するのは難しいのではないかと思っています。
今回のアンケートが大いに活用されますことを願っております
保護者がある程度気を使っている家庭が多いが、全くの放任主義の
家庭もあるのでそのような家庭の悪影響が蔓延するのは残念だと思
う。各家庭まかせでは教育が行き届かないので学校でも学ぶ機会を
作るべきだと思います。
有害サイトはもちろんLINEなどによるつながりから場合によっては
なかまはずれ（いじめ）が生じたり、そうなりたくないがために携
帯を常にきにしているような事になっては人間としておかしくなっ
てしまうように思います。いつもつながっている（連絡をとりあ
う）から友達。ということでは決してないなど使い方の指導をして
もらいたいです。
以前、NTT主催の企画に参加した際に、ネットいじめやネットの危険
性についてのお話も聞きました。子供達も熱心に聞いていました。
保護者と子供がきちんと危険性もあると言うことを学習する機会が
必要な気がします。大人も被害に遭わないとは限らないので、大人
向けも必要なだと思います。
学校など公共の場の携帯の使用をなくすればいいと思う 特に学校で
は校舎内は電源が入らないようにすれば良い

学校

学年

性別

自由書き込み
今は持たせていないのですが、今後も友達関係をみているともたせ
ないといけないのかなと。 全体で中学生は１０時までと決めておい
てほしい。親の知識不足もあるので情報を詳しく取り上げてほし
い。 ゲームやタブレットなどもネットにつながるので、親はそこま
で心配してなかった。 ゲーム機から写真を投稿している子もいると
聞き、怖いと思った。早いうちから子供に知識とマナーを教えられ
れば良いし、説明書などにも注意書きを大きく書いてほしい

鎌ケ谷

小４

女

鎌ケ谷

小４

女

鎌ケ谷

小５

男

鎌ケ谷

小５

男

鎌ケ谷

小５

男

鎌ケ谷

小５

男

鎌ケ谷

小５

男

鎌ケ谷

小５

男

鎌ケ谷

小５

男

鎌ケ谷

小５

男

鎌ケ谷

小５

男

鎌ケ谷

小５

男

鎌ケ谷

小５

男

鎌ケ谷

小５

男

特にありません。
キッズ携帯なので電話帳に登録した人との通話とメールだけなので
トラブルにはなったことがありません。子供には最低限の機能で十
分だと思う
行政に対してネットに関する法の整備をどんどん進めてほしい。
親、子供にネットに関する使用にしっかり教育すべき→授業にネッ
トに関することを取り入れていくべき。危険な事例などを教え続け
る。子供にインターネットは必要ない。学校で持ち込み禁止にすべ
き（ガラケーなどはよい）
この調査をもとに今より状況が改善されればいいと思う
自分が子供の頃は携帯電話もなく現代のような携帯絡みのトラブル
ももちろんなかった。今、どのようなトラブルがあるのかなどもっ
と大人が知り子どもときちんと話し合いたいと思う
小中学生にスマートフォンは必要ない。百害あって一利なし。親が
安易に与えすぎ。自分の子供を守るためにも親田もっとしっかりし
なさい。LINEはできる機種を打っていはいけない条例を設ける。教
育委員でも強く保護者に言った方がよい。親がいけないと思う。
少なくとも小中学校までは携帯電話利用に関して、厳しいルールつ
くりをしていただきたいと思います。
中学生までは通話のみの携帯しか持ってはいけないと決めてほし
い。難しいとは思うがラインなどができる携帯はできれば持たせた
くない
テレビで取り組んでいることを見た。小中学生は２１時になったら
携帯を親に預けなければいけないなど、鎌ケ谷市でも取り組みを検
討してもらいたい
他の市の取り組みで９時以降のラインなどの送信を禁止するという
のも鎌ケ谷市でもやってみたらよいのでは。そうすることによって
子供がケータイを手放す時間が早くなる。ユーチューブとかも見な
いように決めてほしい。みんなでやればいいかなと。
わが家では家族間のみの通話とネットにはつながっていないという
ものなので子供も特に携帯を必要なときに使うくらいの道具でしか
ないのでアンケートのようなトラブルや使用の仕方の誤りはありま
せん。その子にもよると思いますが、あまりメール、ネットなどに
興味がないので使いたがりません。中学に入るとメール等したいと
要求があるかもしれません。
今回配布されたQRコードは全く読み取りができなかった。(コードが
隠れている部分があるのでは？)サイトのアドレスも、Oオーと0ゼロ
の区別がつかず、困ったが辿り着けました。ネットに弱い方もい
らっしゃいます。きちんとわかるもの、利用出来るか確認してから
配布をしていただきたいです。
子どもも興味があるので親子ともども相談して話し合うことで持た
せるかは決めたし。自転車に乗りながらのスマホをいじるのは危な
いと思う

鎌ケ谷

小５

男

子ども携帯など子供がもって安心なものは良いが大人が使うような
スマホなどの規制を中学生くらいまでに行政のほうで禁止にしてほ
しい。 うちの子だけが特別持たないというのもいじめにつながる世
の中になってきているので・・・。皆が持たない。

鎌ケ谷

小５

女

GPS機能と通話以外は子供には不要でないかと思う

学校

学年

性別

鎌ケ谷

小５

女

鎌ケ谷

小５

女

鎌ケ谷

小５

女

鎌ケ谷

小５

女

鎌ケ谷

小５

女

鎌ケ谷

小５

女

鎌ケ谷

小５

女

鎌ケ谷

小５

女

鎌ケ谷

小６

男

鎌ケ谷

小６

男

鎌ケ谷

小６

男

鎌ケ谷

小６

男

自由書き込み
今の時代、インターネットやLIMEを使うなとは私は言えません。こ
れだけの情報化社会なのですから興味を持つ使いたいと思うのは当
然だと思います。今現在私が一番心配なのはLINEです。行政でぜひ
規制をかけてほしい。使う側のモラルも必須ですから、そういった
指導もすすめてほしい。
親が注意を払うことは当然だが年頃の子は仲間意識が強いのでみん
なで守ろう！という指導で学校でしていただいたほうが効果がある
と思う
我が家では両親のみ通話メールできるように設定してあるが特に今
まで不便に思ったことはない。小学生は最低限のもので十分だと思
う
個人で携帯電話を持つことが当然のような環境で公衆電話も少なく
なっています。いろいろな犯罪が頻発する世の中なのですぐに連絡
をとれるように携帯を持たせたりＧＰＳつきのものを持たせ安心で
きる工夫を個人できなければならないのもの事実なのですが、子供
がまきこまれる犯罪もこれからますます増えると思うので親の教育
も必要だと思います。
最近の事件は巧妙な手口なども多く、親が監視できない携帯など購
入するとき携帯会社からの説明、フィルタリングなど徹底させない
といけない。 携帯やインターネットなどの事件など行政などが情報
開示し危険性を教えてほしい。
子供用携帯電話は最初からサイト規制をする
小学校で低学年と思われる子が下校中にスマホを手に画面を操作し
ながら歩いていました。ただでさえ注意がおろそかなところにスマ
ホの操作など、とてもみていて危ないと思いました。 家庭、学校で
注意喚起するべきだと思います。 また中学校に入ってのネットでの
友人関係を今から子供本人が恐れています。ガラケイで十分じゃな
いかと思います。
娘のクラスでは授業中に携帯が鳴っているそうです。学校にいる間
は携帯を預かったらどうでしょうか？中学生の娘もおりますが、や
はりLINEがメインです。うちはやらせていません。毎日夜中まで
やっているそうです。
学校が遠いから待ち合わせなどで必要。禁止されては困る
ガラケーで家族と連絡がとれれば十分なのに、販売店はほとんどス
マホしかおいていなかったので購入するときに困った
子どもの携帯電話料金を安くする（使用時にパスワード入力するな
どして）
幼児期からワンクリックで何事も経験した様な体験が得られるゲー
ムは規制してほしい。特に殺していくようなゲームは親のいるとこ
ろで声掛け注意しても見えないところで静かに見ているので困りま
す。

鎌ケ谷

小６

男

我が家では子供の携帯は父母以外の通話もメールをできなくなって
います。その他の昨日はついていない子供の機種なのでそれ以上
（ネットやブログなど）の機種を与えるつもりはありません。母親
が仕事をしているので連絡用だけの用途でしか使用していません。

鎌ケ谷

小６

男

何でも危険や害のありものについて規制したりばかりでは自分で判
断できるようにならないと思う。 日頃の会話の中で伝えていけるも
のも多いと思う。いくら規制しても完全ではないと思います。

男

学校の授業参観などの行事同日に保護者対象（子供一緒ならなおよ
い）で携帯所有、ネット利用リスクについて勉強会、情報共有する
場があると良いと思います。 ゲーム機を皆がもっているから自分も
持っていないと話の輪に入れない等の理由で、泣く泣くゲーム機を
与えた家庭も多いと思う。携帯も皆がもっているからという理由で
与えるのは問題があると思う。中学は学校持参は×でも持っている
子はいる。毎日学校で会っているのにメールはラインをする必要は
ないと思う。 大人でも複雑な内容のメールは受け取り側により送信
側の意図がきちんと伝わらないことがあるので、子供の扱いは難し
いと思う。 メールより電話、電話より直接かを見て話した方がよい
と常々思っている。

鎌ケ谷

小６

学校

鎌ケ谷

鎌ケ谷

学年

小６

小６

性別

自由書き込み

男

携帯がなければ連絡が来にくい。そもそも学校内での連絡に携帯が
でてくること自体がおかしいと思う。話せる口、伝える言葉、考え
る力があるのだから、家の電話を使うべき。どうしても携帯が必要
ならキッズ携帯のようなショートメール、限られた人への電話機の
だけで充分です。

男

子どもに携帯をもたせてもいろいろ問題が起きるのは持たせっぱな
しの親だと思うので、学校の行きかえり以外でもたせるならすべて
の責任を持つようにしてほしい。これは家庭の教育の問題。多くの
親が気がつかずに他人のせいにしてしまう世の中なので契約させな
い条約なりを制定するのがいいかと考えます。

鎌ケ谷

小６

男

鎌ケ谷

小６

女

鎌ケ谷

小６

女

鎌ケ谷

小６

女

鎌ケ谷

小６

女

鎌ケ谷

小６

女

鎌ケ谷

小６

女

鎌ケ谷

小６

女

鎌ケ谷

小６

女

鎌ケ谷

小６

女

鎌ケ谷

小６

女

中学生になると部活度の連絡を携帯電話ですることがあり持たせて
いないと困ることがあり我が家では中学生の間は親といっしょに使
いました。就職活動では必須のアイテムでありこれからの時代上手
に使いこなす必要があります。高校生になると、友人と上手に情報
交換をしているようですが、小中学生の間はフィルタリングはもち
ろん使用規制は必要だと感じます。
学校に携帯電話を持っていくのは原則禁止のはずなのに堂々とぶら
下げて登下校していたりというのは親がちゃんと説明できていない
と思う。親子でもっと話し合ったらよいと思う
携帯スマホを持っている人が持ってるんだよ。いいだろーみたいに
自慢したり見せびらかしたりすることがないようにしてほしい
携帯電話料金を親が支払う限り親の責任と家庭のルールが必要だと
思う
現在では携帯電話を持たせる持たせないという議論をしているより
はどういう風に使うべきかのルールを守らせることのほうが大切だ
と思います。学校にもパソコンでインターネットなどを使用したり
興味をもつのは当たり前ではないでしょうか。
中学でも携帯の持ち込みは禁止なんだから小学校でも持ち込みは禁
止にした方がいいのではないでしょうか。緊急なら保護者が学校に
連絡すればいいだけだと思うのですが・・。
フィルタリングの他に家族以外のメールの使用上限が設定できると
良いと思う
以前、学校で携帯電話のトラブルは学校だけでは解決しにくく、警
察の手を借りることになると説明がありました。基本的には持たせ
る＝家庭（親）の責任ですが 使い方や啓発は学校でも率先して取り
組んでいただけたらと思います。
業界がスマホ中心になっているのでガラケーを購入したくてもあま
り売ってないし、スマホにした方がお得お説明するので、小学生で
もスマホが当たり前になってきており、困惑する。どこかでブレー
キをかけてほしい
校内使用禁止するのじゃなくて、 もっと活用して欲しい。
夜遅くにメールをしてる子がいるので家庭ごとに夜は使用しないよ
うにきちんとしてほしい。あくまでも家庭内でケータイを持つか持
たないかを決めることなので責任を持つべきだと思う。（親が管理
をしっかりする）一応、学校でも話したり決まりごとを伝えてくれ
ると助かります。

学校

学年

性別

東部

小４

男

東部

小４

男

東部

小４

男

自由書き込み
今の世の中携帯電話の問題はとても問題が多いと思います。せめて
義務教育中は携帯電話を持たせない方向で徹底していただきたいと
思います。
質問と選択肢があっていない問いがある。携帯ゲーム端末では電話
やメールは出来ないものがあるのに、問４の中に携帯ゲーム端末が
入っている。これも入れるのなら、質問内容を考えるべきではない
か。
脱法ハーブの度重なる事件にも重なりますが、規制をしても穴があ
り、いたちごっこになってます。抜け目のない、一歩二歩先をいく
規制をしていかなければならないと思います。

東部

小４

女

LINEはとても便利な事は認めますが、子供達が利用する場合につい
ては考えるべき点のほうが多いと思っています。一度やりはじめる
ときり良くなるまで終わらせない為、何もかもが後回しになり生活
が乱れすぎてしまいます。18才未満の子供達に関してはもっと使用
方法の規制を作り、けじめある生活が送れる様、大人達がもっとよ
く考えなければなりません。※視力も突然悪くなります。

東部

小４

女

ない

東部

小５

男

便利ばかりでなく危険がたくさんあるという事を、もっと知るべき
だと思う。家庭でルールをきちんと話し合い守る事が大切と思う。

東部

小５

男

法律として高1(16才)からとか国のルールを決めてほしい。年齢制限
など
まだまだ一人ではインターネットにつなげたりさせることはなく、
携帯電話を基本的に電話としてしか利用させていなかったので以前
は自分たちとは縁遠い問題と思っていたが、このようなアンケート
があるということで、とても問題になっているのだと思った。

東部

小５

男

東部

小５

女

東部

小５

女

東部

小５

女

東部

小６

男

東部

小６

男

東部

小６

男

東部

小６

男

東部

小６

女

東部

小６

女

子供に与えっぱなしにしないで時間を決め、ルールを決め危険性を
理解して持たせている(姉の中学生の子には…)今のところ何のトラ
ブルもありません。
すでに持っている子達も沢山いるので、 急に制限すると余計気に
なって、アクセスしてしまう気がする、でも、 日本全体で考えなけ
ればいけない問題だと思う。
中学生以下は、携帯は不必要だと思います。あれば便利であります
が、それは親が子どもを携帯でしばり、安心できるからつい使わせ
てしまうのではないですか？人間形成が出来ていない子どもに携帯
での人間関係や情報の良し悪しの判断は無理だと思います。
LINEなど子どもが使用することで様々な問題が起きているものには
制限を加えるなど、規制をしてもらいたい。
自分の子どもがどのような事をしているのかを把握していない親が
多いと思います。また、何でも学校側に面倒を見てもらうと思う事
もよくないと思います。家庭で親が教えるべきことはきちんとする
事が大切だと思います。このことは先生にとっても子どもにとって
も大切な必要な事だと思います。
中学校の部活動などで、連絡事項がメールで...と聞いた事があり、
そうなると家庭で持たせる持たせないと考える前に、持っていない
と困るという状態になり、仕方なく持たせる(利用料金の負担など)
となりそうです
学校で学活の時間なとに生徒自身に考えさせ、意見を話し合う機会
をもうけてもらえることを希望します
子どもにスマホは必要ないと思います。(フィルタリングでは間に合
わない)決まった人間と連絡がとれ、保護者に居場所が分かれば(い
ざという時)それでいいと思います。我が家は小3からマモリーノを
持たせていますが、それで充分です。(電話帳に入っている親や友達
10件のみ通話やメールができ、GPSで親は居場所の確認ができま
す。)クラスメイトでLINEをしたり、便利な点があるのは分かります
が(宿題の確認など)子どもには、活字の重みがまだ分からないと思
います。
中学校の部活の連絡がLINEで行われていると耳にしました。楽だと
はいえ、やはり家電の方がよいのでは。保護者、子どもが携帯の危
険性を学ぶ機会を是非設けて欲しいです。

学校

東部

東部

東部

学年

小６

小６

小６

性別

自由書き込み

女

ドコモのガラケーを持たせています。インターネットの制限をかけ
ているので安心していましたが、ドコモのdメニューという中にある
dマーケットで大量に卑猥な本を購入していることが明細を見て発覚
しました。携帯会社に聞くと、インターネットを制限してもこれら
を制限することはないとのことでした。対応としては購入すること
ができないように設定しましたが、携帯会社の機能が失くせないも
ののなかに未成年が見るにふさわしくないものが簡単に見れ、購入
までできるのは、いかがなものか。情報があからさまにあふれすぎ
ていると思います。

女

友達が持つからと携帯を希望されています。時代なのか、親の責務
を問えば販売できるシステムに疑問を抱きます。ある程度の友達が
持っていれば、自分も欲しくなるのは当たり前のことだと思いま
す。本当に必要かどうかは、親の判断もありますが、その前に行政
が子どもに必要か判断すべきだとも思います。携帯でなく連絡を取
れる。子どもの所在がわかるもので十分だと感じますが。

女

両親が働いて祖父母に子供をお願いしています。夜勤があり、子供
だけで過ごさない様、友達の家にお願いすることもあります。禁止
にする必要はないと思いますが、嫌な思いをする子が出ない様ルー
ルは必要だと思います。知らない事が多いですが、子供と一緒に勉
強しようと思います。

学校

学年

性別

北部

小４

男

北部

小４

男

北部

小４

女

北部

小５

男

北部

小５

女

北部

小５

女

北部

小５

女

北部

小５

北部

小６

男

北部

小６

男

北部

小６

女

北部

小６

女

北部

小６

北部

自由書き込み
現在、家庭、祖父、祖母との通信の為だけの簡易携帯しか持たせて
いませんが、今後いろんな面で不安な点が多々あり、しっかり話し
合う必要有と思っています。
便利なようで有害サイトやトラブルへの対応が子供任せになってし
まう時間があることが心配です。持たせたくないと思っていても、
友達が(多くの）持つことにより、会話についていけず、結果的に仲
間外れになってしまうので子供専用の携帯を義務として販売しても
らいたいです。フィルタリングを使用したから安全なのかも心配で
す。
家庭内だけでは、なかなか複雑ネット社会の仕組みは子供たちに話
ができないので、学校でも色々な機会を設けて話をしてほしいと思
います。
親は子供の携帯をちゃんと確認するべき。誰とどんなメールをして
るか、ネットができる家は、どんなサイトを見たか親がちゃんと知
ることにだと思います。
特になし
家から学校までが遠いのと、自分が仕事で留守にしていることがあ
るため、子どもに携帯電話を持たせていますが、インターネットは
出来ないようにしてあります。 パソコンでインターネットを利用す
ることはありますが、子どもがいつの間にか、いろいろ検索出来る
ことを知っていて、利用時は、ちょっと心配です｡ こわいと言うこ
とをつたえ、自分がいる時にしか、利用させないようにはしていま
す。
携帯電話に束縛されてはダメ。既読表示があるlineアプリの禁止を
行政ですべき。
kids用は決められた3件しかかけられないため。何も心配はない。
特になし
持っていると言っても、ガラケーでティーンズモードにしてあるの
で、登録してある人のみ通話ができるだけで、遊びに行く時とか習
い事の時に持たせている程度です。
この調査の依頼元の情報がこの用紙のどこにもきさいされておら
ず、アンケートに答えても何に活用したいのか伝わってこないで
す。
問28の○したのを重点的に取組んでもらいたい
フィルタリングしたり、便利な道具ではあるがそれと同時にキケン
な物である事をしっかり話し合うことが大事。学校でも学ぶ機会が
あるとありがたいです。
小学生の登校、下校、遊びに行く時も、治安が悪く子供が心配にな
る。両親が仕事をしているととくにそう思うので、安全の目的で
使っている。中学生になればまたちがうと思うが、親がしっかり管
理すべき。親がよくわからないまま子供にもたせないほうがいいと
思う。

学校

学年

性別

南部

小４

男

南部

小４

女

南部

小４

女

自由書き込み
小学生や中学生にスマホなどが必要無いと、それぞれの親が買い与
えなければいいのにと思うのですが…。
危険なめにあった時には遅いので、学校などでも危険性についてな
ど話す機会をもうけてもらえたら…と思います。
小学生ではみかけないですが、イヤホンを使用しケイタイを利用し
ている鎌ヶ谷市内の高校生には（鎌高）禁止をして頂きたい。交通
ルールとして学校側で教えて頂きたい。小学生は、高校生になれば
その様な事が出来ると勘違いをしています。よろしくお願いしま
す。

南部

小５

男

携帯でとった写真をicloudにバックアップとっていたらハッカーに
ぬすまれてネットに流出した話もきく。ネットに接続する危険性だ
けでなく、個人情報がわかる写真を保存したり、人にみられたくな
いような写真を保存するのも危険。多面的に教育してほしい。

南部

小５

女

小5の娘は使用していないので心配ありませんが、上の子は使用して
いて普段から注意している事がたくさんあります。危険性の高いも
のだと思っています。

南部

小５

女

中学に入ったらケータイをもたせないといけないと思っている人が
多すぎます。うちの子だけないのはかわいそうと。周りにながされ
すぎ。だからトラブルに発展するケースが多いのでは。

南部

小６

男

南部

小６

女

南部

小６

女

南部

男

うちはスマホではなく古いケイタイで、通話のみなので、塾のお迎
えのみに使用しています。今はアンケート内容のような心配、トラ
ブルはありません。
親がスマホやケイタイを持たせる事についてあまりにも知識不足な
気がします。
小中学生で持っているのを良く見ますが、何の為に親が持たせてい
るのか！と疑問に思います。本当に必要性があるのか！ただゲー
ム、メールのために持っているのか！我が家でも小6の女の子がいま
すが、友達で持っているのを見て欲しがります。アルバイトが出来
る年齢になり、自分の収入で支払が出来る様になれば親として考え
る時が来ると思っています。今の所、全く必要性はないと思いま
す。今回のアンケートで学校や家庭で子供と話し合いが出来るきっ
かけで良かったと思います。
小中学生は携帯電話を禁止してほしい（特にスマートフォン）

学校

学年

性別

自由書き込み

西部

小４

男

西部

小４

男

西部

小４

男

西部

小４

男

情報セキュリティの観点より（ＩＯＳ２７００１）まだまだ子供、
保護者への説明が不充分であると考えています。学校としてＩＭＳ
Ｍの組織化と運用について取り組みが必須と考えます。

有りません
今のケータイは「みまもりケータイ」なので特に心配ないですが、
大きくなるにつれて、スマートフォンに変更していった場合はきち
んと指導しなくてはならないだろうと思います。ゲーム、ネットば
かりに依存してしまう今の子供たちの将来は心配です。我が家の子
供たち（男小４、小１）は、ｉＰａｄでのゲーム、ＹｏｕＴｕｂｅ
ばかりで恐ろしいです。もちろん1日1時間までと時間を決めて、過
ぎた場合は注意していますが、それしかない子ども達（我が家の）
が情けないです。
携帯電話は両親と祖母と叔母としかやり取りできないキッズケータ
イなので今のところ問題ありません。３DSを持っていますが、時間
を決めて長時間使用しない様注意していますが、１人で居る時にど
れだけ守れているかは不明です。（アクセス制限は掛けているので
ゲームのみの使用）

西部

小４

女

今の所、子どもがネットにつながる環境は全く必要が無いと思いま
す。持たせるならキッズ携帯で充分です。ただ、周囲の影響を受け
やすい時期に入っていくので、周りの子達がスマホなど持つのが当
たり前の環境になってしまった場合、子どもを納得させるのにとて
も苦労をするだろうと思います。（今は、持たないのが当たり前の
環境で助かっています）家庭でルールを決めるのもいいけれど、か
なり差が出てしまうと思うし、ある程度、自分で判断ができる年
齢、自分で料金が払えるようになるまでは、学校なりで禁止とされ
た方が助かります。（少なくとも、小・中学生は不必要なツール）
（親もスマホを使っているので、子どもに使うなという説得力にも
欠ける。という理由もあり・・・）

西部

小４

女

今は中学生で必ず持つようになっているみたいなので持たせてあげ
ないと逆に可哀そうだと思ってしまう。そこですごく悩みます。

西部

小４

女

今まで携帯電話を使わずに済んでいた事なのだから小中学生には持
たせない！！と行政が決めてしまえば良い。居場所が分からないか
ら持たせたいという親、教師や周りの大人の見守り、声掛けで安全
に気を配ってれば大丈夫だったのだから。・・・でも今は校長先生
も画像付きで学校の様子をＵＰする位の社会なのだからネットをな
くすのは無理。自分の子には親が良く話して守っていくしかない。

西部

小４

女

今回の調査は必要ないと思う。私たちの様に子供にキッズ携帯を持
たせている親は何も答えれれません。

女

本来はケイタイは持たせたくはありませんが、中学校が非常に遠い
為、やむをえず（不審者の危険、事故がこわい為etc)中学生になっ
たらケイタイを持たせようかと考えています。よく親子でインター
ネットなどについて勉強しなければ言えないと思います。

西部

小４

西部

小５

男

西部

小５

男

西部

小５

男

西部

小５

男

西部

小５

男

携帯電話はとても便利ですが子供たちがトラブルに巻き込まれる可
能性も有ります。私達が子供の頃は携帯電話などなかったですが、
生活してこれました。安全上、必要なときも有ると思うので今後親
が必要だと思った時に携帯を持たせるつもりです。家でもその時に
利用の仕方について話し合うと思いますが、何らかの機会で子供た
ちに学ぶ機会を設けてもらえると使う前に知識がついて良いかと思
います。
字が小さくて読みにくいです。（行間がなくて読むのが嫌になりま
した）
自分で責任も取れない子どもに与えることが間違いです。楽な事を
しようとするからいろいろな問題が起こるのです。とても残念なア
ンケートをしています。
特にありません
とにかく携帯電話は学校が中心に禁止する。「学校で禁止されてい
る」となれば家庭でも指導しやすくなる。教育委員会も全学校に対
し禁止を呼び掛けることが良いと思います。

学校

西部

西部

西部

学年

小５

小５

小５

性別

男

ネット社会になってしまっていることが怖い。学校でも校長先生が
毎回画像付きで子供たちの様子を知らせなきゃいけなくなっている
こと等。学校は学校！！教師に任せる！と出来ない親が多すぎる。
昔はそんな事言う人も居なかったと思うのに。そんな大人が多い社
会の子供を守るのも親。自分で自分の事は守らなきゃいけない。行
政に何ができるのか。

男

まだ携帯を持たせる必要性が無い為持たせてませんが、今後携帯を
持たせた時に何かトラブルに巻き込まれないかが不安です。 大人で
も色んなトラブルに巻き込まれている今の世の中で、まだまだ世間
知らずな子供達を守る法律などが劣っているように思います。 新し
い法律が出来てもその法律のことを知らなかったりよく理解できて
なかったりするので、私達一般人がちゃんと理解して法律を守れる
ようにもっと告知なり手紙配布なりをするべきだと思います。 大人
だけでなく子供たち自身も自分達の身を守るために学校での法律の
勉強を取り入れて欲しいと思います。

男

有害サイトへの強化。（インターネットで何でも調べられるのも心
配なところです）ＬＩＮＥはゲームや既読無しなど問題をよく聞く
ため社会問題でもある。何故「既読」を付けるのかがギモン。普通
のメールの様になら平和でもあると思えます。ゲーム→学習の妨げ
である→家庭でルールを決めるのも大事ですが心配です。

西部

小５

女

西部

小５

女

西部

小５

女

西部

小５

自由書き込み

女

西部

小５

女

西部

小５

女

西部

小６

男

（スマートフォン、タブレットと携帯ゲーム端末を一緒にするのは
どうか？と思う）。自分は現時点でインターネット接続できない携
帯電話（子ども携帯）と３ＤＳを子供に持たせています。中学・高
校で、スマートフォンを持っていないことで仲間外れにされたり
持っていることでトラブルに巻き込まれたり・・の話を聞きます。
スマートフォン、タブレットなどは、考えてみればただの“便利
グッズ”であり、なくても生きていけます。しばらく持たせる予定
はありませんが、仲間外れにされたり、トラブルに巻き込まれた
り、悩むところです。
１．店によっては子供にも携帯電話を販売しているが、どんな物で
も親の許可を必要として欲しいし、販売店にも規制して欲しい。
２．学校へ持って行く場合も、子どもが首からかけて歩いている姿
をよく見かけるが、音を出しながら歩いているのはあまりよくない
のではないか。
携帯は設定でネットを使用できなくしているがＰＣはなかなかフィ
ルタリングをかけてもどこまで子供に見せたくないものを表示でき
なくしているかわからない。
小中学生がネットにつながる携帯電話を持つ必要はないと思う。う
ちでは習い事の送り迎えのためにキッズケータイを持たせている
が、安全面を考えるならそれで十分。「みんなもっている」の言葉
に負けて持たせるのは考え物だと思います。もっているから（ＬＩ
ＮＥ等を）やっているからトラブルに巻き込まれるのであってもっ
ていないから仲間にはいれないならそんな友人関係はなくて良い。
家電を通さなくなった事でどの様な友人と付き合っているか把握で
きなくなるのはとても危険だと思います。
我が家では携帯やタブレットなどに子供が非常に興味を持っており
ます。父親のタブレットを時々使用するときは他の事が手つかずに
なります。基本的な家のルールは、宿題などやるべきことを済ませ
たうえ、1日1時間ルールと決めている事も、全く忘れてしまう程の
のめり込み様です。すべてを子供からとりのぞいては親の目を盗ん
でやるようになるのでルールさえ守れば良いよと話してあります
が・・・。一度スイッチが入ると気持ちの切替えが出来なくて困っ
ています。親の助言はなかなか聞いてもらえないので（なさけない
です・・・）学校や行政からの学習指導はお願いしたいところで
す。
親に管理をちゃんとさせるべき。 親が責任を取れないなら持たせて
はいけない法律があっても良い。
携帯電話はキッズ携帯なのでインターネットは出来ない。家でiPad
を使いLINEやYouTubeをみている

学校

学年

性別

自由書き込み

西部

小６

女

今携帯電話を持つことにより、いじめを受ける事件が増えていま
す。学校の方でも色々と対策をとっていただけるとありがたいで
す。（クラスで話合い等）

西部

小６

女

子供に携帯電話を持たせることを考えた時期が有りましたが、色々
なトラブルを聞き、もう少し先にしようと話し合いました。まずは
親がインターネットを含め、危険性についてもう少し勉強し、家庭
でのルールを決めて、と考えています。（できれば連絡を親と取る
のに有ると良いな。と思うことはありますが、学校からの連絡を見
て考えると、先に延ばしているのが現状です。）

西部

小６

女

小・中学生のケイタイを持つという事は親の責任で、いじめや悪口
を書かれたりメールされたりする原因を本人と親が作り出してい
る。学校側も大変だと言わざるおえない。

西部

小６

女

とても難しい問題です。中学生になるとほぼスマホを持ち、ライン
を利用してグループに入る入らない、などによるいじめにつながっ
ている事も事実です。中学生の3年間と高校の3年間では子供の考
え、成長がまったく違うので、一番多感である１２～１５才という
中学生のまだ未熟で有るが故にそれをひとりで受け止めて思い悩ん
だりすることがあります。ケータイの中での事は学校以外での出来
事なので家庭で把握するしかないとは思いますが、なかなか難しい
事です。せめて中学生の間は夜１０：００以降などは電源を切る、
親元へわたすなど、きめ事が必要になると思います。とはいっても
家庭によってかなりまちまちであると思うので、鎌ケ谷市の方から
強く指導して、学校の先生からも、そして個々に文書にして承諾を
して、親の捺印をもらうといったことが必要だと思います。

西部

小６

女

何かあればＬＩＮＥで連絡。やりたくない場合も参加しないと連絡
がとれない。今後、そういう社会になっていくのでしょうか。

西部

小６

女

西部

小６

女

西部

小６

通学路について等、他にもこうゆうふうに学校を通さないアンケー
トをとってください。
法律の整備は必要ですが、事件や事象が発生したときの責任はどこ
にあるかを決める基準とするだけで、抑止力にはならないように思
われる。公は個人ユーザーに対して後手なのが実態です。未成年に
は親の心得の有無次第で守られるか否かが決まってしまうような気
がします。
休日、習い事の時など、携帯を持たせています。メール、通話のみ
の使用です。インターネットを使用する様になったらきちんと話を
していきたいと思います。

学校

学年

性別

中部

小４

男

中部

小４

男

中部

小４

男

中部

小４

男

中部

小４

男

中部

小４

男

中部

小４

男

中部

小４

男

中部

小４

男

中部

小４

男

中部

小４

男

中部

小４

男

中部

小４

女

中部

小４

女

中部

小４

女

自由書き込み
今の時代、携帯電話は近くにあり子と親の連絡手段でもある。学校
で規則を決め、使用可能な時間をとってもいいのでは！
今は家族との連絡とゲームしか使っていないのですが、今後友人と
メールやライン等を使い始めるとやはり心配なので、よく子供と話
していきたいです。
今はキッズ携帯で通話とSNSのみの使用なのであまり気にしていませ
んが、次の段階のスマホになる時にはしっかりと話し合いたいと思
いますが、行政の方でもとりしまりの強化などしていただきたいで
す。
義務教育の間は携帯電話を持つべきではないと思います。やるべき
事が他にたくさんあると思います。
子供たちが携帯電話利用のマナーを学ぶ機会をたくさん作ってほし
いです。
今回、このような調査をして頂きありがとうございました。
中学生まではいわゆる子供ケイタイにして欲しい。インターネット
やメールなどの利用はできないで欲しい。必ずもめることになると
思います。
登下校中の安全を守るためにも携帯は有効と考えますが、子供同士
のコミュニケーションツールとしては不安材料となります。大人が
ルールを決めても守る子供ばかりではありませんので、強制力を
持った機関による監視・介入が必要かと思います。プライバシーを
隠れみのにしないシステムの開発を期待します。どうぞよろしくお
願いします。
本人が責任を持ってお金が払える様になるまで、携帯電話を持たせ
るべきでは無いと思います。
私が小学生の時は、小学生が携帯電話を持っている人はいませんで
した。防犯のために持たせる保護者の方が多いみたいですが、保護
者も携帯電話に頼り過ぎた結果、親の知らないところでネットでい
じめられたりといろいろな事件に巻き込まれていると思います。子
供も学校も悪くありません。買って与える親の責任です。携帯を持
たせるなら家庭でルールを決めて使用する事が大事だと思います。
携帯電話を持たせるなら、きちんと親が管理しなくてはいけないと
思う。それが出来ないなら持たせるべきではない。その前に親がキ
チンとルールを守らなくてはいけないとも思う。
今回のアンケートの趣旨がインターネットの利用だと思い携帯を
持っていない。と言う事で答えましたが、インターネットはできな
いキッズ携帯は持たせています。子供の位置を確認する為と緊急の
連絡をする為です。これは不審者に遭遇した時など役立ちました。
小学生の間はこれで充分と考えています。
親子間での携帯電話についての話し合いがないとトラブルや危険が
生じるのではないでしょうか?!うちでは一緒にわからないことを検
索したり音楽を楽しんだりしています。きちんと危険性等、親も子
も理解しています。携帯電話の事だけでなく、親子間の会話が減少
しているのが大きな原因だと思います。
キッズ携帯は防犯ブザーや登録者しか電話できないのでいいとは思
いますが、スマホは学生には必要ではないと思うので販売者が制限
して頂ければ良いのではとも思いました。特にキッズスマホは必要
ではないと思います。
子供が遊びに行っている時、子供が習い事の時など、親と別の場所
にいる時に携帯は連絡がとれて便利だし、GPS機能で探し出せるとい
うメリットもあるが、それ以上にデメリットが大きいと思う。小中
学生のいろいろと感性が磨かれる時期にスマホなどを持たせてネッ
トをたくさんやったり友達とメールするのに時間がとられてはもっ
たいないと思います。イジメなどにつながったら怖いし、やり過ぎ
て携帯依存症になったり、勉強もはかどらないのでは？と想像され
ます。持つとしてもキッズ携帯で親と連絡とるなど必要最低限だけ
とかにして、小中学生の間はスマホなどもってほしくないと切実に
思います。やはりこういう取り組みは全体でやらないと周りが持っ
ていたら子供は欲しくなるし、市町村や国全体で考えていった方が
よいと思います。携帯会社も顧客を確保することばかり考えるので
はなく、本当に子供の為になることを考えてほしいです。

学校

学年

性別

中部

小４

女

中部

小４

女

中部

小４

女

中部

小４

女

中部

小４

女

中部

小４

女

中部

小４

女

中部

小５

男

中部

小５

男

中部

小５

男

中部

小５

男

中部

小５

男

中部

小５

男

中部

小５

男

中部

小５

女

中部

小５

女

自由書き込み
子供の使用可能な時間帯を学校で定めるのも良いかと思います。家
庭で決めても友人から届いて返事がない事でのトラブルもあると聞
いているので。
このアンケートを有効に利用してください。中学校の部活連絡を
LINEで行うなどといった事を認めないよう働きかけて下さい。（ケ
イタイのメールで連絡、までは仕方のない事と思いますが、LINEは
行き過ぎです）
自分がなにもわからない。無知。何を知ればいいのかもわからな
い。
習い事等の帰宅の連絡等の為、まもりーのを持たせていますが、今
後、中学生になり周囲やその周りの環境に合わせてスマホ等を使用
する様になると、やはり色々と問題が出てくると思い心配です。法
律で中学生迄はせめて携帯禁止として欲しいです。
携帯は、子供の居場所がわかるので持たせたいと思っています。特
に女子は、連れ去られたりする心配があるので、安全のためにも必
要です。 ただ子供の携帯は、18歳未満はインターネットが使えない
など規制をしてほしいです。 lineも事件がおおく、心配なので、
キッズ携帯以外は、持ってはいけないなど、やはり規制そてほしい
です。
新しい情報機器に対して悪質な者とのイタチゴッコ感はいなめない
。利用者自身が危機感を忘れないことが大切だと思う。 そのために
は、気を付けなければいけないよと大人が言い続けなければいけな
いと考えます。
特に有りません。
いくら親が言っても子供たちの間でしていることは目がとどかない
ことが多いので、携帯電話にかぎらず他のこともすべてにおいてモ
ラルや生活態度に注意していきたい。
今現在、防犯ブザー付きの安心携帯を持たせています。これから
先、中学に入ってインターネットに接続できる携帯を持たせる事に
不安があるので、子供達が安心して使用できる様になると良いで
す。
学校では禁止にしてほしい。トラブルのもとになるので、友達との
メール・ラインなどの交換をさせないなど徹底させてほしい。
キッズ携帯を持たせています。ネットが使えない携帯であれば登下
校時に安心出来るので禁止にする必要はないと思います。
携帯でのトラブルなどは保護者と使っている子供の責任。各家庭で
よく話し合ったりしなければならないと思います。ただ中学生にな
ると携帯を持っている持っていないで友達から仲間はずれにされる
事があります。
小中学生は通話のみの携帯電話で充分と私は思うので、あまりにも
社会問題ならば販売の制限も必要と思います。
私は年齢が普通の母親（小5）より上なので、今の時代のこのイン
ターネットの世界について行けてません。残念ながら。ただ、今か
らの世の中は、この世界?!になってしまうと思うので、親が少しず
つ説明しながら使用させていくしかないのかなぁと思っています。
昔はビニ本とかH系の本とかあって、なんとなく性に目覚めていって
いたのが、今やすごいスピードで私はびっくり。あと、いじめにつ
いては何かあったら言うようにしてますが、子供が正直に親に言え
るのかどうかちょっと疑問にも思っています。
アンケート調査をするのが遅いと思います。このアンケートをする
前にもっと早く子供への教材を（情報モラル教育）充実させる事
や、子供への説明会などを行って欲しいです。一個人一家庭で説
明・教育しても全体が理解していなければ巻き込まれていまう可能
性大です。行政は現実的行動を早くして下さい。よろしくお願いし
ます。
携帯電話所持の低年齢化が進む中で、その危険性を充分に理解せず
に使用する子供たちも多いと思います。子供たちが安全に利用でき
るよう更なる対策を望みます。

学校

学年

性別

中部

小５

女

中部

小５

女

中部

小５

女

中部

小５

女

自由書き込み
ゲームやメールなどに依存する事なく、必要な時だけ正しく使用す
れば、携帯電話はとても便利なものなので、その事を理解してもら
う為に親として努力していきたいと思っておりますので、学校など
でも充分に指導して頂きたいと願っております。
小中学生に携帯電話を持たせてはいけない法律を作るべきである。
問題が起こってからでは遅いので。
正しく使えば便利なものですが本当に難しい問題だと思います。親
子で話をして情報をきちんと伝えられればいいのですが、自分
（親）もしっかり勉強しなくてはと思いました。
我が家はキッズ携帯なのでインターネットのトラブルは今のところ
心配ありませんが、いずれインターネットの使える端末を持つ時に
はルールをしっかりと決め、しくみなどを把握していかなければな
らないと思いました。

中部

小６

男

・自転車に乗りながら携帯をいじっている小学生を何回か見たこと
があり危ない。・大人でも携帯などに頼りすぎている所があると思
うので、危険な事故につながることが子供にはたくさんあると思う
ので、少し厳しい位のルールは必要だと思う。・携帯との一方通行
の会話が増えると大人になってからの社会人としての会話でのコ
ミュニケーションが出来なくなると聞いた。

中部

小６

男

携帯電話に限らず、モラルや知識の足りない大人が親となり子供に
指導している世の中、子供よりも大人への教育が必要ではないか。

中部

小６

男

中部

小６

男

中部

小６

男

中部

小６

男

中部

小６

男

中部

小６

女

中部

小６

女

中部

小６

女

携帯の事などは各家庭で子供と話したりすれば良いと思う。学校が
考える事はないのでは？何でも学校に頼りすぎるのでは？親と子が
もっと色々と話し合うべきだと思う。我家では話をできるだけする
ようにしている。参観日などで、子供がゲームをしすぎて困るから
宿題を増やしてほしいと言う人がいたが、親がどうにかするべきで
は？親がかわるべき！！
中学生になると親や先生の言う事をなかなか受け入れてくれなくな
ると思うので、自分達で意見を出し合ったりモラルについて学んだ
り、自主的に勉強出来る時間を作って頂けると良いのではと思いま
す。
流れを止める事はできない（持つなとは云えない）が、いきなり無
法地帯の中に放り込まれたような子供にどう対応をしてあげるべき
なのか手にあまる。ルールづくりはとてもむずかしい。現在はまだ
心配していないが、思春期はやはり心配。本人や家族のモラルでは
限界があるだろうか。「法」に頼らざるをえないのか。
保護者が責任を持って子供に携帯を持たせれば良い事で行政の調査
は必要なのでしょうか？責任を持てない保護者は子供に携帯を持た
すべきではない。携帯は勉強のジャマにもなるものだから家に居る
時は親が管理すればよいのではと思う。息子は必要以外に携帯をい
じりません。あくまでも連絡をとるものとして携帯をもっていま
す。
携帯電話を持ってない事で、仲間はずれになったりしないか心配な
所もあります。
今の時点では常に持たせておらずほとんど使用していないのでトラ
ブルはないです。
上の子に持たせた時フィルタリングをかけました。が、そうすると
ほとんどの機能が使えないと知り驚きました。YahooやGoogle検索な
ども。危険性の強い物と生活に必要なサイトが分けられて親が選択
できるようになっていると安心です。
うちでは携帯電話が必要な時だけ渡していて、家族間でのやりとり
しかしておらず、電話番号、メールアドレスも家族しか知らず、友
達には教えていないので、特にトラブルはありません。着信も電話
帳に登録していあるものだけしか受けれないように設定していある
ので、間違い電話もなく便利に利用していますが、今後中学生に
なった場合の利用法も変わってくると思うので、年齢によって利用
の仕方やトラブル等も変わると思うので、その都度、親の細かい対
応も必要になってくると思います。

学校

学年

性別

中部

小６

女

中部

小６

女

中部

小６

うちの子は自宅では使わない。持たせたのは「場所がわかるから」
だけです。子供を信じられないなら持たせないべき。
学生の時の携帯電話の必要性がわからない。やはり良し悪しの分べ
つがつかない年に色々な便利な物をあたえるのはどうかと思う。親
がきちんと把握し、充分ルールを決めて行わないと、良い物も悪い
物へとなってしまう。携帯電話だけでなくタブレットやパソコンも
同じだと思います。

女

学校には携帯を持ち込まない事を徹底。必要な場合は担任が預かっ
て下校時に返却などする。子供だけでなく、先生もポケットに携帯
を入れ一日中持ち歩いているらしいので、それも徹底してやめるべ
きではないか。（時に出して調べたりしているらしい）
先日子供が祖父にゲーム機（ネット機能付）を買ってもらおうとし
ていたので私（母）が止めました。（3DSも持っていますし、これ以
上親が管理するのも大変だと思ったので）今のゲーム機は一見おも
ちゃの様に見えてもネット通信できてしまう事等、うちの祖父（70
代）は知らなかったと話しておりました。こういう物が普通に売ら
れている以上、小さな子供も欲しがるのは当然で、知らずにトラブ
ルになる事を防ぐ為にも、携帯電話以前に、もっと早いうちからイ
ンターネットの危険性や使用する時の注意点を子供達に伝える必要
性を感じております。携帯電話については、今はキッズ携帯です
が、もうすぐメールなどできる携帯を欲しがると思います。依存す
る事が一番心配なので、そうさせない努力を親としてできる限りし
たいと思っております。今後どの様な取組が有効なのか、正直これ
というものが思いつきませんでした。ただ日々急速に進化している
のを目の当たりにして恐怖すら感じていますので、どうか我々のよ
うな親に力をお貸し頂ける事を願っております。

中部

小６

女

中部

小６

女

中部

小６

女

中部

小６

女

中部

小６

中部

自由書き込み

どんなに行政や学校で規制しても、子ども達はそれをすり抜ける方
法を考えて実行すると思います。 できる限り携帯電話を持たせない
ようにするしかないのではないかと感じます。
今回の調査で、携帯電話と携帯ゲーム機器を同列にしているのです
が、ゲーム機器ではできることが限られているので（ネットも見る
だけ、ラインなどもできない）、区別した方がよかったと思いま
す。 最初は持っているゲーム機器として回答していたのが、途中は
携帯を持たせた場合の回答になってしまったり、あやふやになって
しまった。
小学生まではガラケーのみしか契約できないようにしたほうが良い
と思う。LINEもできにくいですし。
子供に携帯を持たせると決めた時から、販売店の方に説明して頂い
ていますが、年齢を増すごとに色々と利用する際、何に気を付ける
か家庭で話し合う事が大事な事だとこのアンケートで再度子供と話
す事が出来ました。ありがとうございました。
携帯電話あったら便利、なくても平気と思える様な子供でいてほし
いと思いますが…今の情報化社会においてはなかなかむずかしいの
でしょうか。

学校

学年

性別

初富

小４

男

初富

小４

男

初富

小４

男

初富

小４

男

初富

小４

男

初富

小４

女

初富

小４

女

初富

小４

女

初富

小４

女

初富

小４

女

初富

小４

女

初富

小５

男

自由書き込み
安全のために携帯電話は欠かせないものだと思います。一番は親が
しっかり教えるべき、そして管理すべきだと思っています。
今の時代、持つなと言うことは難しいと思うので子供と親がよく話
し合って使用すれば問題はあまりないと思う。
家庭での携帯使用ルールを決める事も大切だと思いますが学校単位
でのルール決めも大切ではないでしょうか。子供たちで色々な意見
を出して、例えば１０時以降、９時以降の携帯利用をやめるなどの
ルールを決める事も良いと思います。小学生は関係ないですが最近
ショッピングセンターのフードコートでグループになりテスト勉強
をしている中学生以降の子供たちを多く見かけます。それぞれが携
帯などで音楽を聞きながら席を占領して勉強していますが意味があ
るのか疑問です。
キッズ携帯（通話のみ）を持たせていますがアンケートの本質がイ
ンターネットに関する内容とのことで質問への回答に悩むところが
多々ありました。もう少し区分を明確にしたほうが正確なアンケー
トになると思います。
携帯電話やゲーム機等が急速に普及したことに不安と不満を抱いて
います。大人が夢中になるほどのものを子供が喜ばないはずがな
く、少しでもそれに触れる機会があれば、依存してしまう状態にな
ること、そしてそれが必ずしも良いことでないことは発案・製作・
販売する側の誰もが簡単に理解できる事なのに新たな市場をもとめ
て安易に販売することにはそれを許可する国の責任も感じます。自
らを振り返っても小中高時代には自ら考え、悩み、苦しんで何かを
学ぶべき大切な時期であたっとしみじみ感じています。成人しても
大人になりきれない大人が増える背景にはしかるべき時期のコミュ
ニケーション不足・精神の未発達・問題解決能力の欠如等があるの
ではないでしょうか？買い与える保護者が多数であることにも疑問
を感じます。国が主体になってもっと真剣に考えるべきことだと思
います。
うちは小学校まで遠く朝登校中に不審者に会った事もあるので、首
から携帯をさげて登校させています（防犯ブザーのついた子供携
帯）。問28の6のように携帯電話を禁止されてしまうとこまります。
携帯は使い方によって良くも悪くもなってしまう物なので一切を禁
止にするのではなく、正しい使い方、間違った使い方を教えること
が大切だと思いました。今後スマホにするかもしれません。LINEも
するかもしれません。被害者にも加害者にもならない様に子供とむ
きあっていきたいです。
この用紙を持ちかえったお子様についてとあるが、小４からの対象
のアンケートなのか（ガラ携には対応しておりません）ガラ携とい
う用語は一般的なのか、スマートフォンのみとかそういう答えでは
ないのか、公式のアンケートでガラ携は・・・。
せっかくアンケートを集めたのだから、結果を活かして戴きたい。
中学生までは見まもり機能（GPSなど）程度のものの所持しか許可し
ないよう学校で規則を作るほうがよいと思う
未成年はネット接続できぬ様、法律で義務付けてしまえば良いと思
う。
考える良いきっかけとなった。
今回は下の子の回答で兄は１つ上ですがケイタイを持っています。
アクセス制限をしてます。メールもチェックしてます。友人から曲
のダウンロード(したもの)や画像のダウンロードをもらえるの
に・・・と自分もやりたいとせがまれます。私自身も大人の目で変
だなとおもうものにはアクセスしない判断で、インターネットにつ
いて詳しくないので、子供にはもっと分からないと思うので便利な
分悪質な物が増えるのは当然ですが、迷惑メールなど本当に親でも
困るのにと思う。制限は解除しませんが、どうしたら無くなるので
しょうかね。

学校

学年

性別

初富

小５

男

初富

小５

男

初富

小５

女

初富

小６

男

初富

小６

女

初富

小６

女

初富

小６

女

初富

小６

自由書き込み
問４でかっこに入っているタブレット端末を使わせているが、次の
質問で携帯電話のみの質問になっていてどう答えてよいかわからな
かった。ちなみに、我が家はタブレット端末を親と共用で使ってい
るが、携帯電話は持たせていません。タブレットの使用方法は、調
べ物、ゲーム、ユーチューブが主です。お金のかかる事はいっさい
していないが、必要に応じて親の判断でやっています。
常々、学校で携帯やネットの恐さとモラルを教えて貰いたい。家庭
でも教える必要があるが、ネットイジメは学校で取り組むのが一番
効き目があるとおもう。
どんどん普及していく中で、対応がおいつかない状況に思われま
す。どうしたらトラブルに巻き込まれず、困ったことにならないか
心配です。今は「見まもり携帯」でメールやインターネットもでき
ませんが、中学生になったら携帯を持たせる事になるのかなと思い
ますが、その時までしっかり考えたいです。
今はまだ使っていませんが（本人のものとしては。親の端末でゲー
ム等します）失敗した話、成功した話を聞いてみたいです。テレビ
ではネットイジメやトラブルを見聞きしますが、身近でないため警
戒心があまりありません。もし、いろんな事例があれば知りたいで
す。
・もっと高度なフィルタリングが必要かと思います。フィルタリン
グによって見てもOKなページまで開けなくなり不便なことが多いで
す。・スマホなどのブラウザによっては、常にエロゲームバナーが
表示されており、クリックするだけでエロサイトに行ってしまうの
で、ブラウザアプリの選択も重要ですね。・「検索」においての予
測ワードも困ります。例えば「助成金」を調べるのに「じょ
せ・・・」と打つと予測で「女性器」などでてきます。
今は、携帯を持たせるとなると、スマホ→LINEとなるので、持って
る子でグループになるのかな。
うちの子供はDSで友達とメール交換をしています。DSはゲーム機だ
と思っていたので、親はなぜDSでメール交換ができるのか不思議で
した。親もゲーム機、ケイタイetcの多様化しているキノウを知って
おくべきだ（勉強するべき）とおもいました。（DSだからと軽く考
えず・・・）

女

学校での対応を統一してもらいたい。きちんと説明された事がなく
電源を入れない状態なら持たせても良いと聞いたのですが・・・。
学校は基本は持ってきてはいけないはずですよね？！どういう場合
はOKなのか？ちゃんと説明してほしいです。
基本的に携帯（親のもの含む）使用させている親が多すぎる。お金
の価値、使用の必要性を考えていなさすぎる。LINEはただだとと
思っているがケイタイ本体や、基本使用料の理解をしていないで使
用している子が多い気がする。（流行のものの一部と考え方が軽）

初富

小６

女

初富

小６

女

初富

小６

女

販売業者（通信業者）による自主的な販売制限。小中学生には昔の
通話しかできないガラケーで十分。通話相手も特定者のみで親が管
理できればなお可。
危険が沢山あることを知りつつも曖昧にしていることが多いので親
が責任を持ってルールを徹底させる必要があると改めて感じまし
た。 行政も積極的に啓発活動をするとまた気持ちを引き締める良い
機会になると思います。
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学年

性別

道野辺

小４

男

道野辺

小４

男

道野辺

小４

男

道野辺

小４

男

道野辺

小４

男

道野辺

小４

男

道野辺

小４

男

道野辺

小４

男

道野辺

小４

男

道野辺

小４

男

道野辺

小４

男

道野辺

道野辺

小４

小４

自由書き込み
・一度もたせてしまうと、もう持たせないことはできなくなると思
うので、もたせる時期は慎重に考え、ある程度自己管理ができる年
令になってからもたせたいと考えています。・トラブルが多いのは
よく耳にします。船橋のある中学校では、夜の9時以降のライン
（メール？）は禁止としたら、子ども自身もかなり精神的負担が
減ったと聞きました。大人や学校が協力し、子どもを守る姿勢も必
要であると感じています。
ＬＩＮＥなどは、たばこやお酒を買うように年齢制限を厳しくし
て、小中学生には使用できないように国として法律を決めて欲しい
です。
安全な利用のため、事業者や行政が対策をとること等も大事です
が、子供達本人の意識も大事だと思うので、家族でのきめごと、家
庭以外で子供が学べる機会があれば良いと思います。
親自身が子の手本となるモラルを持った行動をする。（食事中に携
帯に触らない。携帯に夢中になり家族とのコミュニケーションをお
ろそかにすることがないようにする、等）
携帯電話だけでなく、うちではパソコン、３ＤＳ、ＷｉｉＵ、ｉｐ
ａｄでネット接続できます。うちのルールでは３ＤＳとＷｉｉＵ
は、ネット接続の設定を完全にＯＦＦ、パソコンとｉｐａｄでは見
れるサイトを限定し検索はさせていません。むやみにクリックして
はいけない。ワナがしかけられている…と少々おどしています。男
の子なので今後アダルトサイトに興味を持ってしまった時、どのよ
うに対処すべきか考えています。
ゲーム感覚で持たせてしまうと、携帯でゲームはフィルタリングが
かかってると充分できないし、携帯とゲーム機２台も持っていたら
どっちかなくしそうだし、親としても、携帯の１つで通話もゲーム
もできれば良いけれどフィルタリングもめんどうな部分でもある
が、ないと興味本位で手を出してしまいそうで親としても迷うとこ
ろではあるし、もさく中でもある。機械だけがどんどん進んでしま
い、親がついていけないのもつらい。
子供は、判断能力が弱いので、ネットの規制や使用制限をもっと強
化してほしい。ラインは小中学生には必要ないと思う。18歳以上な
ど年齢制限も必要ではないか。
小中学生が携帯電話を持つ意味があるのでしょうか。危険性がある
以上、白黒はっきりさせなければいけないと思います。危険性が少
しでもあるのならば禁止だと思います。大人がはっきりしないか
ら、子供も使用するでしょうし、使用すれば危険性は増すはずです
から。
問28の6について。メールと電話の機能だけのケータイまでならＯＫ
だと思います。スマホは中学生までは禁止で不便はないはず。
特にありません
便利さの裏には危険な事もたくさんあることを小中学生のうちに
知ってほしい。使い方やルールについて討論する時間があるといい
と思います。

男

我家での使い方を見ていると、何かを調べる時だけに使っている
が、今後、色々な情報が入ってくると思うので、インターネットの
危険性も話そうと思う。気を付けて使えば、良いこともあると思
う。うちの場合解約しているので、メールなどはできません。

女

悪人を取締まる方に力を注ぐべき、何からも子どもを守れないの
に、時間のムダ！！うちでは身を守るものとして持たせている。
ルールを守らない（親が守らせない）子どもが多過ぎてどの道避け
られない。このアンケートをもとに何をしてくれるの？問いたい。

道野辺

小４

女

道野辺

小４

女

今さらですが、18歳未満の子供は通話のみ可能の携帯電話しか使用
してはいけないというような法律をつくってほしい。インターネッ
トは家のパソコンで充分です。携帯電話のように私物化しやすいも
のからネットにつながることはトラブルにつながる確率が高いと思
います。そもそも携帯電話は電話なのだから通話だけできれば、い
いのではと思います。
携帯ゲーム端末を他の通信機器と同じインターネットツールとして
回答させるのは少々強引な気がする。

学校

学年

性別

道野辺

小４

女

道野辺

小４

女

道野辺

小４

女

道野辺

小４

女

道野辺

小４

女

道野辺

小４

女

子供が小さいうちから、携帯電話の危険性を学ばせる事が必要だと
思う。
小中学生に携帯電話は必要ないと思います！！法律で禁止してもら
いたいです。
中学になると部活などの連絡が携帯メールやＬＩＮＥで行うことが
多くなり、持っていないと連絡がとれにくくなる、などの話を聞き
ました。中学生のＬＩＮＥでのトラブルをよく聞くので、ＬＩＮＥ
の使い方、怖さなどをきちんと学習する必要があるとおもいます。
携帯、スマホ依存にならないようにするためには家庭での指導が一
番効果があるとおもいます。
有害サイトの対策も重要と思いますが、メールやラインの使い方、
ブログなどの自分達が簡単に特定できる内容を写真付きで（友人こ
みで）アップしたりすることなど、身近な危険への対策も必要だと
感じます。（ネットパトロールの強化など）便利な機器なだけに使
い方を間違ってほしくないと思います。
既読機能をやめてほしい。 チャット機能もやめてほしい。
姉が中学入学してすぐにLINEでのトラブルや度重なる通知に家族で
話す機会がありました。４年生の娘はまだよく分からないという感
じでしたが、怖い事が起こるというのは漠然と伝わったようです。
携帯電話やインターネットの普及率を考えると全く関わらないとい
うのも不可能かと思います。家庭はもちろん、学校や地域など様々
な方面から「正しい使い方、つきあい方」を子どもたちに伝える事
が大切だと思います。姉は学校で携帯電話の講座を聞いてきて、
LINEでのトラブルやフィルタリングについて、画像流出の危険性な
ど分かりやすく説明してもらった事で理解出来たようです。年齢に
あった説明を受ける機会があればいいと思います。 入学してすぐに
トラブルがあったという事は、小学校の時点で持っている子が増え
ており、中学入学を機に一気に増えた様子です。６年生の段階で一
度携帯電話講座を聞く機会を持ってもいいのかな？と思いました。
質問事項があいまいで答えにくいものが多かったです。 というの
も、小学生はほとんどのお子さんは防犯ブザー兼キッズ携帯だと思
います。 キッズ携帯ではインターネットへのアクセスもできませ
ん。 キッズ携帯を持っているお子さんとガラ携、スマホを持ってい
るお子さんでかなり状況が違ってくるので、このようなあいまいな
質問事項はとても答えにくいです。 もう少し質問事項を吟味してい
ただきたいです。
そもそもケイタイなど、生きていくうえで必要ないものという（な
くても生きれる）のが子供にはない。友人などケイタイで連絡とる
ものではない。その基本が今の子にない生活が問題。
・絶対に小中学生には携帯は必要ない。・持たせなくてもいい。・
小中学生は部活、勉強を１番に考えた方がいい。
18歳未満の子供には法律で携帯電話は禁止して欲しい。ある程度の
人間性をきちんと身につけてから与えるべき！働けない子供が増え
ます。

道野辺

小４

道野辺

小４

道野辺

小５

男

道野辺

小５

男

道野辺

小５

男

がんばって下さい。よろしくお願いします。家庭でも指導します。

男

携帯電話で便利な事もあるが、年々便利になりすぎていると思う。
計算、読書、ゲーム、インターネット、大人でも楽しいのですから
小人も使いたがります。今、スマホになり、私もラインに参加する
事になり（幼稚園の役員の関係）大人ですから悪口はありません
が、くだらない話も、グループで入ってくるので、めいわくしてい
ます。

男

小学生のうちは、今の携帯のままで持たせておいて、友達との連絡
は固定電話で取らせています。ゲーム機にもメールのような事がで
き、「言葉のいじめ」を子供の友達が受けているみたいな事を耳に
した事もありますので、ゲーム機のインターネットは親が全てを設
定し、パスワードやＩＤを教えていないので、配信のゲームは子供
にたのまれた物を親が受信して、インターネット環境に子供をふれ
させていません。家のパソコンもインターネットにつないでいない
ので、今のところは心配していないのですが、中学生以降はもっと
親も色々知った上で、必要最低限の物を持たせるつもりです。

道野辺

道野辺

小５

小５

女

自由書き込み

学校

学年

性別

道野辺

小５

男

道野辺

小５

男

道野辺

小５

男

自由書き込み
連絡手段としては便利だと思うが、基本的に小中学生にはまったく
必要はないと思う（携帯電話）
携帯電話のことに限らず、子どもに対してしっかりと指導・管理を
行うのは親の義務だと考えています。親がその義務を果たさなけれ
ば、いくら行政や学校で指導をしたとしても、子どもに浸透するは
ずがありません。まずは、親がしっかりと問題意識と知識を持ち、
子どもとしっかり向き合うことが必要だと思います。学校や行政
は、もっと「親の責任」を大々的にうたっても良いのではないかと
思います。
他の市の様に夜9時以降は禁止と明確に制限をした方が良い。睡眠時
間の確保にもつながるし、携帯電話を見ない理由付けとなり、メー
ルを見た見ない返事が返ってこないなどの交友関係のトラブル回避
になる。基本的に小中学生にはスマホは必要なし。学校にも持込み
禁止大賛成。最近学校の部活動の連絡手段にLINEを使う先生がいる
みたいだが問題だと思う。そうなると買わざるおえなくなってしま
う。学校の生徒への連絡にLINEとは疑問を感じます。
・アプリのダウンロードに制限をかける（無料のものでも）・携帯
依存症について、つきつめて説明する場をもつ・有害サイトや、
ネット上のつき合い等の被害を身近な実例をあげて説明する☆携帯
電話もＤＳも、どれだけほしがっても与えていません。”持ってい
ないことがおかしい”という考えの生徒の方に考えを改めることも
うながすべき→いじめにつながる。
学校に携帯電話を持っていく児童がいますが、学校では取り上げは
しないのでしょうか？禁止を言われてますが、学校、教育委員会等
では、何か対策を取っているのでしょうか？

道野辺

小５

女

道野辺

小５

女

道野辺

小５

女

周りの友達の利用状況に流されることなく、自分の責任（判断）で
利用出来るようになったら、持たせてあげたいと思っています。

女

現在、ゲーム機（3ＤＳ）でのオンライン、チャット、携帯メールで
子どもがトラブルに直面しています。一か月程登校が難しい状況で
す。親には本音を話しませんので担任の先生に相談はしていますが
解決出来ないでいます。スクールカウンセラーの配置について必要
性感じています。ご検討よろしくお願いします。

道野辺

小５

道野辺

小５

女

道野辺

小６

男

道野辺

小６

男

道野辺

小６

女

道野辺

小６

女

道野辺

小６

女

道野辺

小６

女

中学校の部活動の連絡はメール及びLINEがメインになっていると聞
きます。持っていない子は疎外されるとも。持っていなければなら
ない、持たなければならないと子供が感じてしまう様な状況の改善
が必要だと思います。
習い事などの都合で、携帯電話を持たせないわけにはいかないが、
家庭内でルールをしっかり決めて、制限をかけたりすればトラブル
を防げると思うので、子供としっかり話し合いたいと思う。どのよ
うな使い方をするか、トラブルに合うかは、親の考え方で変わると
思うので、親がもっとトラブルなどについて把握する必要があると
思う。
まだ小学生なので、深刻な事はありませんが、中学生になったら気
軽にいろんな媒体を利用すると思うと、そこに伴う危険性に不安を
感じています。学校、家庭で、注意点、モラルの共有が大切だと思
います。
携帯電話ももちろん便利ですが子供達に悪影響を与える機能も多く
ありますが、ゲーム機器やソフトなどについても規制をかけて欲し
いです。
これから先、インターネットは生活に不可欠のものになっていくと
思います。子供達がどうインターネットとつきあっていくのか、親
もよく考えないといけないな、と感じています。
小中学生にＬＩＮＥが普及しすぎています。未成年はＩＤが持てな
いはずなのに、親が許したり、年令をごまかして入っています。そ
もそもそれが許されているのがＬＩＮＥいじめが多くなる原因で
す。悪影響の方が多いので規制すべきです。中学生の部活もＬＩＮ
Ｅ連絡なのは、本当におかしいです！
使い方が正しければ、便利で安心できるもの。必要なものなので、
上手に使っていきたい、親子で。

学校

学年

道野辺

小６

道野辺

小６

道野辺

小６

道野辺

性別

女

自由書き込み
どこの市かは忘れましたが、市内の小中学生に携帯を禁止している
所があるそうです。欲しい理由に友達が持っているからというのが
大きいので難しいとは思いますが、市全体で禁止にして頂けると助
かります。なくても生活できます。昔はそうでした。
特にない
メールやＬＩＮＥに依存しないように学校できちんと子供達にご指
導お願いします。（家庭で説明しない親もいるので。）

女

最近の問題点は、有害サイトへのアクセスより、ラインでの人間関
係が悪化したり、最悪いじめなどの問題が多く起こっているように
思えます。携帯電話でのいじめは表面化されにくい為、大人が解決
できる事が少なく、だからと言って、子供は成長過程で、全ての責
任があるとは思えません。解決法はというとまだ真剣に考えたこと
はありませんが…全て大人が作ったもの、考えていかなくては。

学校

学年

性別

五本松

小４

男

五本松

小４

男

五本松

小４

男

五本松

小４

男

五本松

小４

女

五本松

小４

女

五本松

小４

女

五本松

小４

女

五本松

小４

女

五本松

小５

男

五本松

小５

男

五本松

小５

男

五本松

小５

男

五本松

小５

男

五本松

小５

女

自由書き込み
以前学校にグリーの方に来ていただき携帯に関するお話を聞きまし
た。親も携帯やスマホの使い方、怖さを勉強できたら専門の方にき
ていただき、子供親ともに学ぶことができたらよいのですが・・。
インターネットにつながる機器を子供たちが当然のようにもってい
る現実が理解できない。家族のみ連絡がとれる（短時間の会話と
メール）さえできれば十分だと思う。もっと高額なものにし、子供
がもつべきものではないと徹底すべき。このようなものをもつこと
で増えるトラブルは作ってやたらに普及させた大人の責任。もっと
原点に帰るべきだと思う。
携帯は持たせていませんが３DSで通信、ネットはある程度やってい
るそうです
便利になればなるほどリスクも伴う便利のほうがクローズアップさ
れリスクに対しての認識は浅いように思う
鎌ヶ谷市全体で子供のには２１時以降携帯を渡さない（預かる）と
いったきまりごとを作ってほしい
次回は紙媒体ではなくネットなども考えてほしい。集計結果もネッ
トだと保存しやすいので。
情報社会が加速しているなか、携帯電話だけではなく家庭用パソコ
ン等からも色々な情報が得られるので家庭や学校での指導はもちろ
んですが最終的には本人の意志の強さも必要と思われるのでどのよ
うにその意志を確立すればよいのかを考えたい
問２８にある携帯電話の問題に対する家庭での対策方法。具体的な
やり方、例えばフィルタリングのやり方、有害サイトへの規制方法
などを書面で説明してほしい。危険性や注意すべき点などどんなこ
とがあるのか、そうすれば回避できるの書面で説明してほしい。詳
しくわからないので。
ネットの有害さをもっと子供達に学習させ、加害者は犯罪を犯して
しまった場合、小学生などであっても、きちんとした対処をしたほ
うがいい。
今は、キッズ携帯だからｃ中学に行ったら心配だ。部活の連絡も
メールやラインでのことが多いと聞く。やはりそういう所から竜谷
につながるのだと思うから子供への連絡は、少し考えるべきかと思
いました。３DSなどでも、ネットが見える環境だからこの辺も注意
したい。基本的にこの世の中がネット社会になってしまっている以
上仕方ないのかもしれないが、そういうのに対応できる様にもっと
もっとしていかないといけないとも思った。
現在持たせている携帯はインターネットへは接続できないのでアン
ケートにこたえるのに迷いました。メールとのやりとりも限定の人
としかできませんし。
子ども、親に学ぶ機会はあった方がいいと思う。どこかの市でやっ
ている時間制限はとても良いと思う。便利で安全に守るものとして
使用できるよう指導してほしい。
今回アンケート対象の小６男子については、携帯電話への興味もま
だ薄く、心配するようなことは起きていませんが、高２女子の上の
子に対しては、本当に悩んでいます。～中３までは、規制したり、
しかったりできたことが、高校生から突然ムリになります。学校含
めて、全ての連絡手段のラインになるからです。２４時間手元に置
き、全てがスマホ中心。生活自体おびやかされています。なぜ、高
校生でこのような状況になってしまうのか？これは規制や全体の動
きをとめようとする力が甘いからです。家庭でどんなに話し合って
も、その他友人や部活や学校そのものがそこを中心とする限り、本
人はがんばってしまっています。小６の子が高校生になる４年後、
もっと携帯の世界が成熟していくことをのぞみます。上の子を教訓
に下の子には会話しています。
一人で遠方に外出するときには親にしか通じないキッズケータイを
持たせている・子供同士の連絡は親の家の電話でしています。コ
ミュニケーションに不自由は全くありません
今、携帯電話は持たせていませんが、いつ頃からもたせるべきかわ
かりません。周りが持ち出すと自分も持ちたいとなり難しいところ
です

学校

学年

性別

自由書き込み

五本松

小５

女

五本松

小５

女

五本松

小５

五本松

小６

男

五本松

小６

女

五本松

小６

女

五本松

小６

女

携帯電話に限らずDSなどでも簡単にインターネットへの接続できて
しまい、ゲームをしているのかネットを利用しているのかわからな
い。広告も有害だと感じるものがあるので排除してほしい。

関連企業にも問題があると思います
今回、このアンケートでは現在持っている携帯が親が留守にすると
き、お友達と出かけるときのみ渡して、連絡をとるだけなので心配
はありませんでしたが、今後中学生になりスマートフォンなどに変
えたときは、親子できちんと話し合い、毎日、親が管理しながらう
まく使っていけるように！と思いました。
質問がわかりづらかった。携帯電話は所持していないが、３DSのイ
ンターネットは使っているのでとても答えにくくて困りました。
携帯社会になっており、使わず触れず育つことの方の問題も大きく
思います。使うことで便利さと責任さえ理解していればそれで充分
だと思います。
規制強化や使う側への教育を徹底し加害者は犯罪であると認識させ
ること。厳重な処罰を設けていただきたいです
禁止だけを子供に行ってもダメだと思うので、エリアを用意してそ
の中で自由にできるものがあるとよいと思います。

五本松

小６

女

中学生になると携帯をもつ子の数が多くなり、部活動などでの連絡
事項に使ったりするという話を聞いたことがあります。小中学生の
携帯電話は禁止（原則）としてもらえたら（もしくは学校に持って
こないなど）心配が減るかと思います。

五本松

小６

女

便利なものとして利用していますが危険が事も行ってしまうことが
あることを知らなかったからですまされないように子供のまわりの
保護者や学校などで正しい使用方法を教える必要があると思います

五本松

小６

女

夜間１０時以降は使用しないようにするなど家庭以外でも学校や市
で取り決めがあると、周りのみんまもそうがだからという子供同士
の利用時間の制御にもなると思う。

