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鎌ケ谷 中１ 男

各家庭でルールを決めて使用させる。そのルールはそれぞれ違うの
でその中でも子供が流されないように親が注意して見守り時には毅
然とした態度必要です。 我が家では携帯に関して今のところ特に問
題は無いように思っています。

鎌ケ谷 中１ 男

携帯電話というくくりで携帯ゲーム端末やＰＣまで対象にされると
回答がしづらいです。 ガラケーは対象になっていませんし・・・
今一番危険性が叫ばれているのはスマホ、ipod touchなどのアプリ
がダウンロードできる端末機であり 今回のアンケートもそこが聞き
たいのでしょうから 携帯電話というくくりでの質問はまぎらわしい
と思いました。

鎌ケ谷 中１ 男

変に規制することで良く分からない親御さんが「規制されているか
ら大丈夫」と思ってしまうのも怖いかと思います。 親が安心してい
て、子供は裏をかいてほくえそえんでいる様では「親を騙す」訓練
をさせているだけにすぎません。 情報機器云々ではなく根本的な躾
の問題だと思います。形だけの対処にならない様希望します。

鎌ケ谷 中１ 男
小学校においては携帯は不要。部活動の時間連絡等「ライン」が主
要の様だが、携帯を持っていない子供は「対象外」になるのか？学
校連絡に対しての不安が多々あります。

鎌ケ谷 中１ 男

最近、ラインがやりたいとよく言っています。いつも説得力のない
理由でまだダメと話しています。やらないと、仲間外れになるの
か、話が合わないのか知りたいくらいです。いつかは持たせるよう
になる（持たないわけにはいかないため）ので、子供と約束をして
使わせたいです。しかし、親もよく分からず、どう約束してよいか
わかりません。知りたいのですが、親も持っていないので説明をき
いてもわかりません。個人的にはトラブル事例などの情報を得ると
具体的でイメージがつきやすいので紙や学校に集まった時など、少
し先生からでもお話があればと思います。

鎌ケ谷 中１ 男

子どもの携帯電話は家庭と学校で何度も気をつけなければいけない
点などを話し合えば大丈夫と思います。しかし、鎌ケ谷も治安が悪
くなりはじめているように思え、やはりキッズ携帯は持たせないと
心配です。

鎌ケ谷 中１ 男

嫌がらせなどではないが、クラス内のチャットや他校とのチャット
などグループチャットの中で、ＬＩＮＥはあくまで無料なので意味
のないワン切りやゲーム感覚のスタンプ送りあい、顔文字の送りあ
いなどをしていて、１０分で１００件を超えたこともあります。で
も、グループを抜けないと送られてくるし、グループを抜けさせる
わけにもいかずマナーモードにしておくようにしましたが、iPhone
のバッテリーが消費はやくなるなーと思ったこともあります。正直
なかなかむずかしいですね

鎌ケ谷 中１ 男

学校でインターネットのメリット、デメリットを教えて頂けたらと
思います。正しい使い方を理解せずに使用している現状がさびしい
です。正直、親のfacebookなども家族写真を一般公開している方が
おりますが、大丈夫なのか心配になります。

鎌ケ谷 中１ 女
親の保護下にいる場合には、情報端末の使用ルールは親が決めるべ
き。子供の自主性に任せるのは非常に危険。 ネット上のトラブルの
責任は保護監督責任者である親が負わなければならない。

鎌ケ谷 中１ 女

家庭内でのルールは親の意識がないと意味がないと思う。警察の方
の協力も交え、学校での機会を設けるとともに、子供たちへのネッ
トの怖さ、巻き込まれることへのハードルの低さを徹底して学ぶよ
うにして欲しいと思います。懇談会に来ず、先生からの話をわから
ない親も多いので学年集会等でも市内で起こったトラブルなどをま
めに伝える事も大事だと思う
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鎌ケ谷 中１ 女

中学生未満は電話と親とのメールしかできない携帯しか持ってはい
けない！みたいな法律があるといいですね。メーカーや電話会社は
りたいと思うので、ムリでしょうが。全国でそのような法律ができ
たらあの子は持ってるし…とかなくなると思うので…。電車の中や
歩きスマホ、大人もばかげている人たくさんいますよね。大人が見
本ですよね

鎌ケ谷 中１ 女

どこかの市で行っている○時以降は携帯使用禁止条例（小中学生に
限り）やればいいのでは？家庭のルールだけではどうにもならな
い。友達からメールが来れば夜１２時だろうと返信しなくてはなら
ないし。スマホはいろんな機能がありすぎるし、KIDS携帯は機能が
なさすぎ。部活動の連絡もＬＩＮＥでやるとなると持たせるしかな
い。結局先生方も携帯に頼っているところがあると思う。

鎌ケ谷 中１ 女
中学生にスマートフォンは必要ない。親が簡単に与えすぎ。連絡を
取りたいならガラケーでいいじゃないか。親がもう一度考えてみる
べき

鎌ケ谷 中１ 女
子供がみんな、ほとんどスマホを持っていると言っているが、この
アンケートの結果中一で何％の人が持っているのか知りたい

鎌ケ谷 中１ 女
中学校では学校へ携帯持ち込み禁止であるのだから小学校での携帯
も考えるべき

鎌ケ谷 中１ 女

基本的に小中学生の子供には携帯は必要ないと思う。反面、持って
いるお友達が多いのが現状。メールのやり取りをしたい希望が日々
つのっています。（←子供）。でも、家では言葉（会話）以外のや
り取りをしたいのなら、手紙でする様に話しています。携帯は料金
もかかり、不特定多数の人とつながってしまう危険があり、やはり
いじめやトラブルに巻き込まれることが怖いです。もっと親と子供
が危険性について学べる機会があると良いと思います。学校等で親
子同時に同じ話を聞くことができたら、良いと思います。その方が
時間差がなく家庭でも話し合う事ができると思います。

鎌ケ谷 中１ 女
鎌ケ谷市も小中学生のスマホを禁止してほしい。スマホを持たせて
あげないと仲間外れにされてしまうのではないかと心配でたまらな
い。が、うちはまだ持たせてません。

鎌ケ谷 中１ 女

携帯電話、スマートフォン購入、使用に関するルールは、各家庭の
問題ということを中学時から徹底させるべき。中学校側からは「中
学生では必要ない」ということを保護者にアピールし、交友関係の
トラブル等、学校運営上支障となる問題も携帯電話やスマホを持た
せた親の責任を追及すべき。中学生にネットの危険性を説明して理
解させ上手く使用させることなどムリ。

鎌ケ谷 中１ 女

高校生になった子はクラスで一人だけスマホは持っていません。ア
ルバイトをして買うつもりで頑張ったり、しんぼうしたり、我慢し
たり、本当にどのように必要でどのくらい支払えるのか勉強と両立
できるのか考えたり悩んだり話し合っています。大学生の兄たちも
（すべて自腹で携帯～スマホを持っています。）お金の価値観も社
会の厳しさも親が真剣に子供にとって大切なことを伝える心がある
ことが何よりも与えるだけの親より生きざまを見せる事が大切かと
考えてこどもたちは「よかった～」と我慢も辛抱も待つことの大切
さも身についています。

鎌ケ谷 中１ 女

携帯そのものではなく、人間性の問題であると思います。持つこと
により危険性や悪質なことは教えるべき。だが、人と人との会話コ
ミュニケーション（子供との会話、特に）必要。それができないの
であれば携帯持たせるのは早いと思う。
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鎌ケ谷 中１ 女

フィルタリングだけではなく、携帯本体への電話番号やメアドなど
親の承認がないと登録できないようにロックをかけてあげれば親の
知る範囲での使用になります。使用可能時間の制限を携帯本体で
セットするなど子供が設定変更できないようにしています

鎌ケ谷 中１ 女

タイムラインに意味のない内容（診断チェッカーやポエムのような
もの）やチェーンメールのように指名した人がまわしていくような
のがあり、影響しないように何度も注意した。今の時代、共働きの
家庭も多く携帯電話は設定でどこにいるか探すこともでき、悪いこ
とばかりではない。授業中集めるなどして学校の登下校時にも利用
出来たら助かる

鎌ケ谷 中２ 男

皆が持っているから持たせないと可哀想や、子供も持っていないと
相手しないとか 親も子も底辺な考えはやめてほしい。 学校はどの
ようにしてるとか他人任せが多い… 子供のラインなんて出来なくて
いいと思う。 でも、この機械や世界は子供が造ったわけではない事
を大人が考えなければとも思う

鎌ケ谷 中２ 男 スマホのゲーム多すぎるし、ＣＭもうるさい

鎌ケ谷 中２ 男

我が家では母親の携帯を子供と共有しています。子どもはライン中
心ですが、私も同じラインを使い、全てではないですが、内容を
チェックしています。（本人同意のもと）時間も夜は１０時までと
きめてその間もあまり長時間見続けていれば注意するようにはして
います。これからの時代全く使わないというのもどうかと思う気持
ちもあり、本人が上手にＳＮＳと付き合っていけるようにと思って
いますが、思うようにはいきません。私達親もＳＮＳを上手に付き
合っているのか？という不安もあります。個人レベルではどうする
事もできないのが現状だと思います。すべての親の認識を変えない
と無理だと思います。むずかしい時代です。

鎌ケ谷 中２ 男 今後、家庭で携帯電話についてのルールを決めていきたい

鎌ケ谷 中２ 女

携帯・スマホでやれることがどんどん増え、子どもより親の方が把
握や理解がしきれていないと思われ、子どもよりも大人(親や先生)
がまずきちんと学ぶ必要があると思います。 一概に危ない、使わせ
ないではなく、正しい知識を持った上で、有効な使い方をさせる、
できるように促せればよいのではないでしょうか。

鎌ケ谷 中２ 男 掲示板等、一定の機関がもっと簡単に削除できる様にしてほしい

鎌ケ谷 中２ 男

学校の部活内連絡でラインやメールを子供内で使う事自体間違って
いると思う。どうしても必要なら親メールで十分。しかしながら子
ども同士電話を使うべき。頭や言葉を使わずネット使用が多くなっ
た現代で子供たちが育っていくのがとても心配です。中学生のうち
に自分の頭や言葉で相手に伝えることをできるようになったほうが
よいと思います。

鎌ケ谷 中２ 男
携帯の使用時間を学校などで２１時以降は禁止とかにしてもらえる
と子供にいいやすい

鎌ケ谷 中２ 男

鎌中は先生方が携帯の危険性を入学当初から親にも子供にも話して
くださっているので今は携帯を持たせた当初の目的（連絡用）通り
に使用していると思います。今後、スマホを持ちたいと言い始めた
ら、また新たな問題が起こるのではないか…と心配ですが、家庭で
しっかりと話し合っていきたいと思います。携帯をもたせたからに
は、親は責任をはたさなくてはいけないと思います（子供とＯＰＥ
Ｎに話し合う事）

鎌ケ谷 中２ 男

習い事で遅くなった時の連絡用に家族へのメールだけ（ゲームは不
要）できればよかったのに、販売店ではスマホがほとんどでガラ
ケーがほとんど置いてなかった。機能で選ぶと簡単ケータイやキッ
ズケータイしかなく中学生に使わせるタイプがない（結局１機種し
かなく選びようもなくそれを購入した）スマホはせめて高校生から
で良いと思います。中学生には早すぎる、トラブルのもと
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鎌ケ谷 中２ 女

携帯電話に限らずトラブルを相談できる環境が整っていることが大
切なのではないか。もはや歯止めのきかないところまで来ていると
思うので、家庭環境の見直しや公的相談機関の存在を知らせるな
ど、子供たちが「見張られている」ではなく「見守られている」と
感じる事が大切

鎌ケ谷 中２ 女

小中学生では持たせないというのが良い事なのかもしれないです
が、高校生になって心身ともに親離れし、行動範囲が広がってから
いきなり持たせる方が保護者も指導する機会はずっと減るように思
うのですが。高校生のこの履歴チェックはなかなかできないです
ね。

鎌ケ谷 中２ 女

小中学生に本当に携帯電話が必要なのか、各家庭でしっかり話し合
い、判断することが大切だと思う。結局、周りの子がみんな持って
いるから・・・という理由でみんなが持つなら、みんなが持たない
という方向もあると思う。ここまで普及した今、禁止というのは激
しい判断である。何の為に使うのか、目的を見直す必要があると思
う。

鎌ケ谷 中３ 男
携帯電話の使用が当たり前のようになった今、（本人が電話に出る
と思っているので）家庭電話のマナーが悪い様に思います。あえ
て、対応を教える事も必要になっていると思います。

鎌ケ谷 中３ 男

子供が持っている携帯電話の内容すべてを把握することは不可能で
す。フィルタリングをしたからといって安心できないし、携帯の
メールなどの内容をすべて見せろというのもどうかと・・・。でも
話し合うきっかけになるので学校からの指導や親への手紙があった
りするのはいいことだと思う。

鎌ケ谷 中３ 男

先日、子供たちの話からわかったのだが、今、ＬＩＮＥが友人間ト
ラブルの原因になっているが、携帯電話でＬＩＮＥを見ていなかっ
たひとりはタブレット、一人はｉｐｏｄナノ、一人は携帯ゲーム
機、もう一人がスマホ、ワイファイがつながる場所で見る事ができ
ると言っていた。携帯電話で子供は電話などしない。とにかく法律
や施策があとから追いかけている状態でどうしたらよいものか誰に
もわからない

鎌ケ谷 中３ 男 携帯はガラケー、ゲーム用にタブレット使用

鎌ケ谷 中３ 男
意味のある調査なのか疑問である。アンケートの集計結果を知る事
ができるのか

鎌ケ谷 中３ 女

便利であることが、子供実体験の機会や興味をうばっている様な気
がする。本当に必要としている社会的弱者にいきわたり活用されて
いるのか、実際の所どうでしょう。携帯だけではありませんが、便
利さを追求されるがあまり、その年代がするべきものや本当の幸せ
が見失われているのではないでしょうか。

鎌ケ谷 中３ 女
学校でＰＣなどを使用し、実際に経験させ危険なことを体験させる
時間をふやす

鎌ケ谷 中３ 女
行政による有害サイトの規制を強化していただき、危険性や注意す
べきものを親子が一緒に学ぶ機会を増やしていただきたいです

鎌ケ谷 中３ 女
今後スマートフォンを持たせるようになった時、親もわからないこ
とが多いので、どんなトラブルに巻き込まれるか心配です

鎌ケ谷 中３ 女
アンケートで初めて知った内容もあったので、有効なアンケートで
した

鎌ケ谷 中３ 女
当家では携帯電話を持たせているが、子供個人の物ではなく家族共
同の電話が１台あり必要なときに必要な人が使うようにしている

鎌ケ谷 中３ 女

これだけ世の中に普及されて、大人も子供も利用が当たり前になっ
てくると子供にだけ危険性を伝えても説得力がない。大人のモラル
の低下が大きい。家庭の問題だけではなく行政も動かないと無理で
すね。
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第２ 男
今現在特に困っていることはありませんが、今後子供が使用して、
トラブルとならないように話し合っておこうと思いました。

第２ 男
こどもの携帯電話はスマートフォンではなく、PHSを使用。ラインは
IPODでインターネットは主にゲーム機が家族使用のタブレットで見
ています

第２ 男

大人も子供も今なくてはならないものになりました。便利な点、リ
スクなどを大人も子供もある程度理解してい上手に使えればと思い
ます。有害なサイトや詐欺などの規制あ難しい思いますが特に悪質
なケースや被害の多い場合などは野放しではなく行政に対策をお願
いできればと思います

第２ 中１ 男
こんなに広まってしまったものを いまさら規制しても、無理だと思
う、大人もやめないと 子供もやめない。酒、たばこと同じ こうな
ることはわかっていたはず。

第２ 中１ 男
時代の流れからして携帯は必須  販売しているのは大人 時代に見
あった対応が必須   親も勉強しなければ

第２ 中１ 男

持たせてはいませんが親のスマホでアプリゲームをダウンロードし
て遊んでいます。きりがないのですが、親の持ち物なので時間に制
限が出来るという状態です。とても持たせることは出来ません。た
だ、今の世の中何が仲間外れの要因になるかわからないので、息子
の周りのスマホ所持率は私が気にしています。

第２ 中１ 男

女子に比べて男子は携帯に執着する感じはないが、ネットには毎日
触れるので親の目の届くようにしているが、勝手にラインで情報が
回っていたりする。 部活で携帯を持ってくることを全く把握されて
いないことに驚いた。学校が禁止していても、部活で外に出ると把
握しないのはおかしい。きちんと禁止を促している部活もある。徹
底してほしい。

第２ 中１ 男
携帯電話やゲーム等　どれも時代の流れが早く　親が付いて行くの
が大変です けれど、与えるのならば　どのようなアプリなのか　そ
の仕組みについて知る努力もしなければ ならないと感じます。

第２ 中１ 男
子供が携帯を持つときは暗証番号をいれないとあけられないなどに
なると親が何かあった時見れないのでそうゆうのをできないように
してほしい

第２ 中１ 男
携帯をいつも握ってみているから怒ると口答えして母親の言うこと
は聞いてくれない←中学生ともなると反抗的

第２ 中１ 男

昨年、実際に友人の子供がＬＩＮＥのいじめにより転校せざるを得
ない状態になり、友人の家族全員がとても苦しんでいました。学校
ではかかわった生徒と親同士の話し合いで解決へ取り組んでおられ
ましたが、かかわっていない生徒には何も指導はなく結果噂ばかり
広がり、転校した子が悪者のように言われていました。ネットによ
るいじめは残酷です。個人を保護するのもいいですが、せめて学校
全体で全生徒に考える機会をつくって取り組んでほしかったです

第２ 中１ 男
携帯電話を子供に持たせるかどうかは家庭よって考え方が様々なの
で、禁止にはできないと思いますが、学校行事や部活動の連絡は電
話や手紙で連絡してもらえるのが望ましいです。

第２ 中１ 女

ある市では、「九時以降携帯禁止」という決まり事ができたため、
子供達もラインなどから解放されたと喜んでいた。 今の時代、すぐ
返信しないと仲間外れなどが怖い様子。 ぜひ、鎌ヶ谷市でも、 市
として、このように禁止することを検討していただきたい。

第２ 中１ 女

本人が実際に料金を払う立場にならないとわからない事、イヤな目
にあわないとわからない事がたくさんあると思う。アンケートに意
味があるのかも疑問ですが少しでも子供たちの為になるよう願いま
す。
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第２ 中１ 女

学校で、授業枠で情報分野について取扱う枠をしっかり作ること。
具体的なケーススタディをやり、子どもたち自らが考え、ルールを
作り、それをチェックできるようにできるようにするためのディス
カッションを何度も何度も形を変えて取り組ませること。 以上、特
に中学入学の5～7月が大事だと思う。

第２ 中１ 女

あれば便利なものだが使いかたを間違えると大変なことになること
は話しているし理解もしていると思います。しかし、中高生の興味
は大人の想像をこえることがあるので一人ひとりの子供のモラルが
ためされるのだと思います。子供自身が正しいと思う道へ進むよう
に日々指導することが大切なのではないかと思います

第２ 中１ 女
携帯は持たせていないがipodを使用してます。子供があまりにネッ
トに集中しているので自分のすべきことをしないので取り上げまし
た

第２ 中１ 女
規則をしても子供もサイト側もすぐに逃げ道をみつけるので難しい
と思います。親・子供の両方に危険性をおしえつことしかないよう
に思います。

第２ 中１ 女
小中学生には携帯電話は通話機能のみでラインなどは国の法律で禁
止とした方がいいと思います

第２ 中１ 女

どこかの市のように小中学生の使用は２１時までと行政で決めてく
れると、睡眠時間が確保できると思う。うちは２２時で無線ランを
切ればいいが、結局、朝２２時以降のものを見ているので、朝忙し
い。タイムラインなどで他人の生活をのぞきみる時間が長く勉強の
時間がなくなっている

第２ 中１ 女
ＬＩＮＥを初めて以来、携帯電話を手放さない生活になり家族とは
会話が全くなくなった

第２ 中１ 女

我が家は原則携帯を持たせていません（メールやLINEにふりまわさ
れ時間を有効に使えなくなるとの子判断です）しかしながら、習い
事のため普段通いなれていない場所での練習や夏期講習の行き帰
り、友人たちと図書館や博物館など市外に行ったときのみ主人のガ
ラケーをもたせ、ついたときと帰るときにメールする。緊急時はTEL
する約束で貸すこともあります。普段自宅のパソコンはデザリング
という方法で主人のｉｐａｄまたは私のスマホに接続しなければイ
ンターネットがみれない環境のため仕事で双方がいないときは使用
できません。そのため学校から調べる宿題（小学校4年生あたりか
ら）が出たときは本人は不便に感じていたようですが中1の今でも貫
いています。時折主人のipadを借りてファッションページを見てい
るようですが、時間を決めてあくまでもだらだら使用しないよう促
しています。すべて排除しようとしても、益々スマホ、携帯は生活
に深くかかわっている機器なので、YOUTUBEやあぷりなど楽しそうな
ものは親も「こんな動画あるね」「このアプリ無料で便利だね」と
言葉をかけて一緒に観たり遊んだり、使うときは一人でずっと使用
しないなどある程度マナーが身につくまではそのような方法で乗り
切りたいと思います。親自身も周りに流されない覚悟がものすごく
必要な時代だと思います。

第２ 中１ 女 チェーンメールなどが多い

第２ 中２ 男
子供は音楽プレーヤーでLINEをしたり動画をみています。 ネットで
の人間関係やトラブルも心配ですが、ネットに依存しないよううま
く利用していってもらいたいとおもいます。

第２ 中２ 女

子供の使い方をチェックしていない親が多い為、 どれだけ依存して
いるかを把握できていない親が多い。 いまだにツイッターなどで、
個人名をだしていたり、 毎日何度も投稿していたり。 親がＳＮＳ
の利用方法を理解し、ツイッターなどを検索して 自分の子供がどの
程度使用しているか把握できるような、 講習会とかがあればいいと
思う。

第２ 中２ 女
情報倫理の教育。悪ふざけにより、企業や他人に損害をあたえると
とうしたことになるのか。
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第２ 中２ 女
親も先生もしっかり子どもを見る、学期ごとに学校で注意する点を
子供たちに話してほしい

第２ 中２ 女

我が家ではガラケーでネットへのアクセスはさせておらず、メール
ＴＥＬのみで使用しています。ＬＩＮＥの使用を学校で禁止を徹底
してもらいたい。ＬＩＮＥの使用＝ネット環境を子供に与えること
になり危険性が増える（メールの方がまだ安全）ネット環境が危険
とされているなかでＬＩＮＥが復旧するとネットをさせない家庭の
子供（安全を意識している家庭）が仲間はずれになる。・子供たち
の社会でＬＩＮＥを通し、積極的なネット社会への参加は好ましく
ないと思う。

第２ 中２ 女

電話会社によるが共通してもっと子供の成長に合わせた機能や設定
が可能なもの、使用禁止や使用制限を選べるものなどを広めてほし
い。親が管理できる携帯電話つくりをしていく。持たせるか持たせ
ないかの2択しかないのが現実で利便性を考えれば持たせないがめ
りっとよりデメリットのほうが大きい。なのでうちでは今は持たせ
ていない。デメリットを上手に避けて、うまく活用していけるよう
になるまで、大人（親）が管理できる機能や契約など、もっと選択
肢をふやしてもらいたい。

第２ 中３ 男
携帯のマナーは守ってほしい。 自転車に乗りながら携帯を操作して
いる子が多い

第２ 中３ 男
携帯電話は本当は持たせたくないのが正直な気持ちです。携帯の必
要性について改めて親子で話し合いたいと思います。

第２ 中３ 男

今回の調査の目的が、｢児童生徒の利用状況｣ではなく｢保護者の管理
状況｣では？教育委員会はこのようなアンケートをしている場合では
なく、法による保護者の管理徹底が責務であることを御面倒です
が、毎年度初めに伝えトラブルにあった場合の責任の在り処が、家
庭にあることを再確認させることが必要だと感じます。

第２ 中３ 男 あんまりわかっていないと思った

第２ 中３ 男
子供はipodでLINEもしています。親の承認を得ないで自分のお金で
周辺機器を購入しipodでLINEができるようにしてしまいました。イ
ンターネットもipodで見ています

第２ 中３ 男
おもに友達との交流（皆が持っているから）で使っているので皆が
もっていなければ自分も帆知らないと思う。

第２ 中３ 女
小学生中学生には、携帯は不必要。部活などの連絡が、連絡簿を作
らないのでメールやラインで行ってるのは、いかがなものかと思
う。携帯がないと不都合が生じている。

第２ 中３ 女
安易にブログを書いたりしている子供がいるが、親は知らないので
はないかと思う。ラインなど、私たち親世代がしっかりと勉強しな
いと子供たちには注意できないと感じている。

第２ 中３ 女

学校に携帯を持ってこないと言われても、下校時に携帯を見ながら
歩いてる生徒も見ます。 また部活でも、きちんと禁止を手紙等で保
護者にも促している部もあれば、全く把握してない部もある。徹底
してほしい。

第２ 中３ 女

ラインのタイムラインやツイッター　ブログ、不特定多数の人が見
る場合も あるにも拘わらず、写真や心情を掲載しているのには　理
解しがたい ところがあります。小学生より目のとどかなくなり、高
校生ほど世の中の常識が 分からない中学生は　一番ネットとのかか
わり方に注意すべきなのでは と思います。　　無理だとは思います
が、いっそ小中学生は子供携帯以外保持 してはいけないというルー
ルになればよいのにな。。と思います。

第２ 中３ 女
携帯を持たせる事に反対はしませんが、子供が持つ携帯の設定を親
の携帯から操作できるような機能が付いていると 良いと思います。
例   休日、平日、テスト期間中などの携帯利用時間の変更など。

第２ 中３ 女 アンケート結果を知らせてほしい
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第２ 中３ 女

携帯電話の通話機能は便利だと思いますが、その他の機能は子供も
のうちは必要ではないし、害の方が大きいと思います。架空の世界
でやりとりしているような感じ（ラインなど）で、コミュニケー
ションスキルが育たないように思います。家庭で持たせないように
したい気持ちはありますが、大多数のの子供が持っているとそれは
難しいです。なので、中学生まではスマホ禁止（ガラ携で通話、
メールのみ）などの規制があって良いと思います。

第２ 中３ 女 調査結果を有効い活用してほしいと思います

第２ 中３ 女

現在子供に携帯をもたせていますが、親よりも子供のほうが携帯の
使用方法はなんでもわかっているような気がします。今は地方色々
な方の動画で会話できるみたいで、見知らぬ人とと出会いで友達に
なれる反面、不安なこともたくさんあり心配でたまりません、親と
しては携帯内容のチェックをしてみたいのですが、いつの間にかパ
スワードにてロックをかけ内容の確認もできなくなり見ることすら
できない状態になってしまいました。年ごろの子供を持つ親子はさ
んは、みなさんどのように対処をしているのか知りたいトロです。

第２ 中３ 女

20歳（19歳、15歳　3人の子供がいます。わが家は中学生を持たせな
い、高校入学が決まったら携帯を買っています。中3の娘のまわりは
皆持っています（20歳の子の時は友人に持っていない子が何人もい
ました）中学生に携帯が必要とは思いません、皆が持っているから
と持たせる親が間違っていると思います。「高価すぎるおもちゃで
す」高校生になるとある程度、大人になりルールも守られようにな
ると思います。持っていないことで（中３の娘）連絡ミス！があっ
たり何度が嫌な思いもしました。それ以外は良いことばかりかと？
家にTELがくるので友人関係がわかります。「あ~○○ちゃんね、
待ってね、また遊びにおいで」と親でも会話します。忙しい中学生
には時間ももったいないあと思います。大人でも依存している人が
多いのに子どもはもっと依存してしまうのでは？親の意識がかわら
ないとますますエスカレートするのではと思っています
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第３ 中１ 男
携帯やスマホが普及し、どこまで関わるべきかと悩むことも多々あ
りますが、ここの家庭でルールを決めてちゃんとやれることができ
るようにこれからも見守っていければ良いと思う。

第３ 中１ 男
ラインによるいじめ等の被害がなくなるような対策をお願いしま
す。

第３ 中１ 男
周りの友達が携帯を持ちはじめてきて、仲間に入れないのでは？と
心配になったりはします。ただ携帯をもっとそれ中心になってしま
うのは・・・。うちは持たせていないので考えてしまいます。

第３ 中１ 男
子どもでも親の承諾なしに携帯を買える店があるらしいが、年齢確
認や承諾書等がないと購入できないという規制を作っておいてほし
い。

第３ 中１ 男

最近のインターネットのトラブルには本人が自分だけで防げる事で
はないと考えています。以前、GPSが有効と考え（小学生低学年の
頃）防犯の為に持たせていましたが、現在は持たせていません。し
かしながら、公衆電話の減少等、緊急の対処は必要な為、今後通話
（家族のみ限定）だけの状態にして渡す事は相談しています。（規
制をしても実際お友達が使用していたら使いたくなるだろう・・・
とも考えて、今は持たせるつもりはありません。

第３ 中１ 女 このような調査を今後も継続して頂きたい。

第３ 中１ 女
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。

第３ 中１ 女
今の時代携帯電話を禁止するのは 防犯じょう無理だと思います。
ただ  昔と違って親が子供の交友関係や友達とのやりとりを把握で
きなくなってるのはよくないと思います。

第３ 中１ 女

子どもはスマートフォンに機種変したがっているが、今の所認めて
いません。まわりからのトラブルの話しを聞くと怖いです。家庭内
でのルールは決めて使用しておりますが、みなそれぞれ（他のご家
庭）ルールが違うため、本当に難しく悩みます。

第３ 中１ 女
携帯電話、今の時代だから持っていて当たり前、子どもにも持たせ
ていて当然と思っていましたが、色々危険があるという事を今一度
確認しようと思います。
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第３ 中２ 男

本アンケートの実施、ありがとうございます。他市ですが学校の教
員をしております。勤務校でも、ちょうど生徒への携帯電話につい
てのアンケートを実施するところで、個人的に、とても鎌ヶ谷市へ
の期待値が高まりました。 教育委員会の先生方に、知っていただき
たいのは、委員会まで報告が上がるような大きなトラブルはごく一
握りであって、今、学校現場では、トラブルの8割にネットが絡んで
いるといってもいい過ぎでないくらい、小さなトラブルは日常茶飯
事、非常に頭を抱えている問題です。保護者が買い与えた携帯で起
きたトラブルを、いじめ問題として、学校に訴えてくる例も少なく
ありません。子どもたちは、勉強時間・睡眠時間を削られ、LINEの
グループが乱立し、人のコメントに一喜一憂し、既読スルーに心不
安になり…健康的な中学生としての生活が危ぶまれているのを、
日々目の当たりにしています。 愛知県刈谷市、横浜市、仙台市…最
近行政が、スマホ規制の声を上げ始めています。学力向上の取り組
みもさることながら、このスマホ規制が勉強時間を生み出す成果に
繋がった報告もあるようです。ぜひ鎌ヶ谷市も、大きな取り返しの
つかないような事件（大げさな…と思わないでください。学校現場
では、しょっちゅう、事件の一歩手前ギリギリの状況を感じていま
す。）が起きる前に、今回のアンケートを活かしていただき、子ど
もたちの健全な心を育むために、結果報告のみのアンケートに留ま
らず、行政発信の前向きな具体策を提言していただけるよう、切に
希望いたします。 規制を守る守らないは個々の判断にはなります
が、少なくとも、現状に不安を感じている保護者は、行政が（学校
が）発信したルール、という後ろ盾があれば、子どものわがままや
言い訳に振り回されることなく、各家庭でのルール作りの土台にす
ることができます。 携帯の弊害ばかりが目に付き、絶対に買い与え
る気がない私のような保護者は、携帯の規制とか関係ないだろうと
思われるかもしれませんが、影響は携帯を持っていない子へも大い
にあります。いまや携帯ばかりが連絡ツールになり、仲間に入れて
もらえなかったり、必要な連絡を回してもらえなかったり…という
こともよく起こります。LINEに入っていない人の悪口が飛び交った

第３ 中２ 男

ネットとは、いいことばかりではなく　危険な事がありすぎると、
具体的な事例を教え込む。学校任せではなく、家庭ｌ　親が管理
し、決まりを守らせる。子供任せにしない。子供が、犯罪に巻き込
まれて欲しくないです。犯罪者にもなってほしくないです。

第３ 中２ 男

中学では必要ないです。高校生になった時、携帯で子ども達が連絡
をとり合う事をさせなければ（主に部活）買い与えない。連絡をも
らえない事で悪者にされても困る。約束の時間・場所を前もって
守ったり変化に対応できる携帯に頼らない経験も必要。地元にいる
中学までは特に。

第３ 中２ 男

これだけ情報を得る為に携帯が当たり前になってしまっているから
こそ、子ども達にどの様に与えるのか、まず大人がきちんと利用方
法を含め機能を熟知しなければならないと思います。使い方を少し
でも間違えると、携帯は犯罪にまきこまれる恐ろしいもの、人の命
を奪う（いじめなど）凶器となることを子ども達に徹底的に自覚さ
せないとなりません。自分できちんと判断出来るようになるまでは
持たせないことが大切ですが、様々な事情があり、早くから携帯を
持つことが必要となってしまう現在だからこそ、これらのことを行
政でも誰でもわかり易く、何度でも伝え広めていく必要があると思
います。連れ去り等子ども達が犯罪にまきこまれるのを防ぎ、すぐ
に連絡を取れるように・・・ということで携帯を持たせることも多
いのですが、依然品川区に住んでいた時”まもるっち”がありまし
たので、小学生はこれを活用すれば例えばメールを介しての友達同
士のトラブル等も減ると思うので、行政主導でこの”まもるっち”
を導入することを検討するのも良いかと思います。
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第３ 中２ 女

子どもには中学卒業したら携帯電話をも持たせる予定ですが、周囲
の友達がみんな持っており、自分がみんなから乗り遅れてしまうと
話しているのをきくと複雑な心境になります。 LINEなどもいろいろ
な問題がありながらも子ども達は便利さや楽しさを求めていく状況
なのだなぁと思います。 時代の流れに乗らなければ過ごしづらい環
境になっていることを痛感しています。

第３ 中２ 女

犯罪につながるケースが増えていますが、行政の規制がゆるすぎま
す。アプリをダウンロードするだけで、ゲームが使用できる様にな
るということには不安が多くあります。友達との関係を考えて、子
どもに渡していますが、トラブルに巻き込まれそうになったらどん
なことでも話せる環境であるように努めています。

第３ 中２ 女

小中学生には携帯電話は必要ないと考えていますが、周りでは持っ
ている子が多く、しかも保護者がきちんと管理できていると思えな
いので、そこに自分の子が加わることに非常に抵抗があります。最
新の知識を持っている販売者が販売時にしっかり説明するなど含
め、プロから学ぶ機会が程者・子どもともに継続してあるとよいと
思います。

第３ 中２ 女
子ども同様、保護者である親ももっとネット上の危険性を知る必要
があると思います。親子一緒に学ぶ機会を設けて欲しいです。

第３ 中２ 女

携帯を持たせる＝何かしらのトラブルに巻き込まれると覚悟しなけ
ればと思います。友達がやっているから自分もやらないと等もある
と思いますし、各家庭では指導の差があると思うので、子どもたち
に均等にマナー・ルールが広がるように学校でも指導してもらえる
と良いと思います。有害サイトと呼ばれるものをしっかり規制（で
きればなくしてほしいですが）してもらいたいです。山があるから
登るではないでしょうが、そういうサイトがあるから興味本位で始
めてしまうのではないでしょうか。匿名というのも問題があると思
います。

第３ 中３ 男

今はケータイだけでなくゲーム機でもネットやLINEなども出来ま
す。 保護者が子どもに、ケータイ、ゲーム機などを買い与える時
に、保護者もどういう機能があるのか把握したうえで、買い与える
べきである。 何かあってからでは遅いし、何かあった時の責任は、
やっぱり保護者にかかってくるものだと思うので、知らなかった…
では済まなくなるのでは…と思います。

第３ 中３ 男

今回のアンケートに答えながら、私自身が携帯電話のことをあまり
にも知らなさすぎだなとても反省した。子どもの持っているは
iPodTouchなので、何もできないと思っていたが、きちんと知る必要
があると痛感しました。

第３ 中３ 男
携帯電話は必要ないと思います。何かあれば家の電話で十分だと思
います。

第３ 中３ 男
今は持っていないと色々な面で不便になってしまうご時世！確認を
取ったり、取られたり・・・必要な事だけに使っていれば、そして
ルールを守らせて便利なものになってほしいものです！
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第３ 中３ 女

子供の交友関係によって、携帯およびスマホを持つか持たないかは
決まるようです。 お友達によっては、いまだに携帯すら持っていな
い子もいるみたいですが、一度持たせてしまったら悪いことばかり
でもなく、出掛けたときに互いに連絡や居場所を、確認できたり、
私が仕事の時などには持っていたことにより安心できることもあり
ました。   ただ、学年があがるにつれて携帯からスマホへの移行率
が上がり、中２からは自宅だけで使えるスマホの２台持ちにさせま
したが、携帯の時には出来なかったLINEが出来るようになり、学年
関係なく交友関係が広がったことは本人にとっては良いこともあり
ますが、親としては時間を関係なく書き込みがあったり、書き込ん
でいたり、パスワードがあるためなにを書き込んでいるか？で不安
な部分もあり、その都度、話し合い、最悪は取り上げたりもしたの
で親としては複雑な気持ちもあります。

第３ 中３ 女
携帯事業者でケータイ教室(このアンケートで出てくることなどが題
材)を活用したらどうですか。たしか無料。

第３ 中３ 女

周りを見ても大人から携帯電話の利用マナーを守っていない場面を
よく見かける。まずは大人から直しましょう。行政が何かしてくれ
るとは思えない。家庭、また本人がしっかりルールを守り、トラブ
ルに巻き込まれない様、自身で行動することが必要と考えます。

第３ 中３ 女

我が子は一人で知らない所へ行かなければならないことも多いた
め、道に迷った時等、連絡を取り合う必要があるため重宝していま
す。持つこと禁止になってしまうのは困ります。しかしその分心配
や不安も沢山あります。安全で便利というのがやはり理想です。

第３ 中３ 女

小中学生はスマホ禁止にしてほしいです。子ども達は「○○ちゃん
も持っているのにうちだけない」など行って、持ってないとおかし
いという状況になってきています。持たせるからトラブルに巻き込
まれると思います。
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第４ 中１ 男

子どもが使う携帯電話にフィルタリングをかけても、その携帯電話
からフィルタリングがかからないアプリやサイトがダウンロード出
来てしまう。 子ども達は子ども同士でも情報が多く、様々な新しい
情報や色々な方法を共有出来てしまうので、自分の家がやっている
から、ではその子ども達の使い方のすり抜けまでは防げない気がし
ます。 全ての携帯会社や、家庭で子どもを守る決まりが徹底される
ようにして欲しいです。

第４ 中１ 男

携帯電話の使い方は各家庭で異なるようです。遅い時間にLINEのや
りとりをしていたり、数人が何度もやりとりしていて、この子は布
団やテーブルにも持っていくのだろうか、と疑問に思います。a 道
具ではありますが、各家庭での使い方やモラルの指導は必須と感じ
ます。最近、学校やテレビなどでも問題視されている事は良い事だ
と思います。ゲームやSNSだけでなく、調べものをしたりなど違う使
い方も学んでほしいと考えています。

第４ 中１ 男

本当に難しい問題だと思います。正しく使えば便利なものですが、
この、興味がある時期に正しく使えるかとは、なかなか難しいと思
います。大人でもわかっていない事もありますし・・・。親子で
しっかり危険性のあるものいろいろ勉強して使用する必要があると
思います。

第４ 中１ 男

携帯電話からネットゲームに参加できる事やLINEなどネットにつな
がる事が大問題。社会も必要以上のネットゲームの配信やサイトの
立ち上げの制限をして欲しい。子供だけでなく、依存症からも大人
にも同じ問題があげられると思う。このような世の中にしたのを社
会問題としてもっと厳しく規制（法律でも）すべき！

第４ 中１ 男 使用方法等もう一度話し合いたいと思いました。

第４ 中１ 男
保護者がインターネットトラブル等について知らなすぎるとお思い
ます。子供に対して注意することももちろん大事ですが、もっと保
護者対象の啓発が必要だと思います。

第４ 中１ 女
携帯で出来る事が多く、アクセス先には今まで以上に親が気を付け
て行きたい。

第４ 中１ 女
基本的に、メールは特定の人にしか教えていないので、今のところ
トラブルはなし。勉強の為に持たせているので（タブレット）今の
ところは大丈夫と思うがLINEは禁止している。

第４ 中１ 女

「皆が持っているからうちの子だけかわいそう」このような考えで
ケータイを子供に与える親が多く、そう言う人はルールやモラルに
興味がない事が多いと感じる。小学生のうちに「みんな持たせな
い」という話をしておけば、少しは減るかも？

第４ 中１ 女
スマホなど、子供に欲しいと言われたからといって、安易に買い与
える親がおかしいと思います。

第４ 中１ 女

持たせるのはそれぞれの家の事情ですが、もう少し子供の携帯の使
い方を親が注意すべき。持たせたら終わりではないと思う。もっと
注意深く見てやらないと、トラブルや犯罪に巻き込まれたりするん
だと思います。持たせる事で心配事が更に増えると私は思ってしま
います。大人が思うLINEの使い方と又子供は違います。１０秒ルー
ルではないですが、すぐに返事がないといじめる。大人は返事がな
くてもそれぞれ事情があるのだと思えるが、子供はそこまで心が発
達しているかと思うとそうでもないように思います。まだまだ必要
ないと思います。持たせても通話のみで充分ではないでしょうか？

第４ 中１ 女 家庭での携帯ルールをもっと徹底するべきと思います。

第４ 中１ 女

小中学生では正直携帯電話は必要ないと思っております。ただ、連
絡用（習い事や外出時など）に持たせたいというのは希望していま
す。電話とメールだけが出来る機器を持つ事は許可できて良いと思
います。スマートフォンや携帯電話を持つ事を運転免許のように年
齢制限しても良いと思っています。自分のした事に責任を持つ事が
出来るようになれば、少しは問題を減らす事が出来るのではないか
と思っております。
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第４ 中１ 女

今の中学生にとって携帯電話は友達との付き合いで、なくてはなら
ない物となって来ています。でも、相手がいるから夜遅い時間に
なってもなかなかやめられなかったり、勉強時間が確保できなく
なったりしています。各家庭で親が子供と話し合ったり、ルールを
決めてきちんと守るといった事をし続けて行かないといけないと思
います。

第４ 中１ 女

携帯電話への対応がいつも後追いの感じがします。中学校でも禁止
のようですが、隠れて持って来ているのが、あたりまえのような感
じです。ここまで携帯の事が問題になっているので、せめて小学校
は行政で持たせるのを禁止すべきだし、中学校も徹底して、持って
こさせないべきだと思います。

第４ 中１ 女
子供達が個人情報についてもう少し考えて欲しいです。勝手に友達
のアドレスやIDを他の人に教えたり、知らない所でID等が出回って
しまう事が気になります。

第４ 中２ 男

・アドレスは複雑にし、他人には教えないようにしています。・モ
バゲー以外の使用は本人もやり方がわからない事から利用してな
い。・通話も送迎等、必要な時しか利用していない。・本人が興味
を持っていないので助かっているのかもしれませんが、有害サイト
やブログ等は小中学生には必要ないと思います。トラブルの元にな
るので。

第４ 中２ 男
家族と話す時間がかなり減りました。すぐイライラする事も増えた
ように思います。

第４ 中２ 女
LINEのトラブルが多いのは問題あると思う。年齢によって、グルー
プ作成できないようにしたり、既読がつかない設定に出来たら良い
と思う。

第４ 中２ 女
携帯を持たせるか否かではなく、使用する意味合いやマナーをどう
教えるかが問題。

第４ 中２ 女

皆、安易に子供に携帯電話を持たせ過ぎだと思います。保護者があ
る程度ネットトラブル等について知識がない状態で子供のネット利
用を自由にさせてしまうのは本当に危険です。もっと保護者に対し
ての啓発が必要だと思います。

第４ 中２ 女
未成年が持つ場合は親が確認する必要があると思います。友人の悪
口を平気で書き込む子供が多い事に驚きます。

第４ 中３ 男 アンケートのバーコードが読み取れませんでした。

第４ 中３ 男
考えたらわかる事、深みにはまる子は、親と環境が悪いので、ウチ
にはありえない。

第４ 中３ 男

LINEやツイッターがないと部活の連絡等に使う等、ないと支障が生
じる状態の為、使わせたくなくても使わざるをえないというのが実
情です。結果勉強すると言ってもそちらに気がとられ集中できない
事が多いです。本人の意志の弱さも問題だと思いますが、目の前に
あるとつい使ってしまうようです。その都度注意していますが、限
界も感じています。

第４ 中３ 男

・携帯電話の普及で便利な世の中になった反面、危険も多くなった
と思います。家族の会話がなくなり、子供の交友関係がわからなく
なり、とても不安です。・コミュニケーション能力が低下している
と思います。

第４ 中３ 男

持っていますが、本当は持たせたくないです。とても便利なもので
すが、使い方を間違えるととても大変です。子供には”危険なも
の”だと言ってありますが、保護者も子供達ももっと使い方につい
て学ばなければならないと思っています。

第４ 中３ 女

携帯については、ガラ携にしています。ブログ・ラインは使わせま
せん。 電話とメールのみ有効にしています。 パソコンでは、調べ
もの以外に使用することは禁じています。 性的なサイトに入ってい
たこともあります。（コミュニケーションではなく、恋愛小説を読
むサイトでしたが）家族で話し合い、閲覧制限をかけました。 常に
閲覧履歴を確認し、様子をみて場合によっては、家族で話し合い、
注意をします。 本人は不満かもしれませんが、睡眠不足の懸念され
ますので、10時以降の閲覧はできないようにしています。
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第４ 中３ 女
これおからは情報が進む分危険も多くなるので、子供だからではな
く人として携帯を持った者はあつかい、小さくても大人の様な理解
モラルを持たせる事が必要だと思います。

第４ 中３ 女

高校生（進学しない子であれば中学卒業後）になって初めて携帯電
話を持てるという形であればいいかなと思います。高校生だから安
心というわけではありませんが、少なくとも小中学生よりは危険性
についても理解できるのではないでしょうか。

第４ 中３ 女

・部活動の連絡を生徒同士で携帯での連絡はしないようにしたらい
いと思う。・時間帯によっては使用できない、親の携帯への転送が
出来ないようになっているといいと思う。・本当に必要のない人が
持っているから暇で常にLINEやメールをしていると思います。

第４ 中３ 女

持たせたくないが、部活の連絡等でどうしても必要な場合がある。
ルールを守って使うなら問題はないと思うがそうでない場合は親も
学校もしっかり対応すべきだと思う。部活の連絡メールが夜遅い。
メールだから？先生の発信が遅い！！
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第５ 中１ 男
禁止するから、影で悪さをする訳で学校でもどんどん活用して欲し
い。 授業などにも取り入れて日頃から正しい使い方を身を持って学
ばせたい。

第５ 中１ 男

一番は、家庭で使い方や決まり事を話し合うべきだが 学校でも何時
以降は、必要でない LINEは、しないとか指導してもらうと家庭でも
助かる。 やはり友達からくれば返信しないといけないとかあるので
一晩みないと何十件も入ってたりすると聞くので 小中学生には、便
利だがいらない機能も沢山あるので規制をするのは、難しいが行政
でも考えて欲しい

第５ 中１ 男

私自身携帯電話を持たせることについては反対であるにもかかわら
ず祖父が相談なく勝手に持たせ本当に困っています。祖父からの携
帯は解除し、子と相談しスマートフォンをを持たせるも３日後には
紛失しトラブルで本当に困っています。片手で操作でき、ポケット
に入れて持ち運びもでき手軽で便利すぎるためいつでもできてしま
います。夜もこっそり遅くまで行っているようで依存性が本当に心
配です。しかし、大人も電車の中を見渡せば皆携帯を見ている人ば
かりです。大人自身も携帯について考え直すべきだと思う。本当に
スマホは小さなパソコンです。大切な子供時代にスマホに費やす時
間がもったいないと思います。、明確に１６歳や１８歳以上と年齢
制限をつけてもたせても良いと思います。明確に規制をかけていい
と思う。家庭の事情で持たせるときはスマホではない携帯を持たせ
るのみにしてはどうか？私自身母として困っています。

第５ 中１ 男
中学校での携帯は禁止してください。ＬＩＮＥも中学生としてまっ
たく必要性がないため禁止すべき

第５ 中１ 男

友達がスマートフォンを持っているという理由でスマートフォンを
持ちたがっています。しかし、中学生が持つ必要はないという意見
は（親）覆いと思います。周囲が持っていなければ必要性を感じな
いと思いますので、小中学生の間はキッズ携帯のような通話のみと
なる制限あるもの以外は持つことができないなどの法理的規制をか
けてもよいと思います。

第５ 中１ 女 学校からも子供達にLINEについて 話してほしい。

第５ 中１ 女

メールやLINEの使い方が大人も含めて間違っているのではないで
しょうか。 すぐ返信しなくてはいけない、既読したままではいけな
いという風潮がどうしても消えません。 今でこそ親自身はそうして
も周りからのクレームはありませんが、５年前は仕事中にメールを
送ってきて、「至急返信してください」と書いてきて、返信しない
と○○さんからの返信がありませんということも多々ありました。
大人がそのような行動をとるわけですから、親がいくらそれは問題
ないことだと教えても、相手がそれをNGとした瞬間にいじめが始ま
る可能性があります。 相手の都合を考えずに送信し、相手の都合を
考えずに相手の行動に怒りを覚える短絡的思考は非常に問題である
と考えています。 携帯は有意義なものですが、一気に普及した分、
ルールが浸透していないように感じられ、とても残念です。

第５ 中１ 女

どうして安易に子にスマホを与えるのか本当に理解に苦しむ。家庭
によって考えは様々だからなのかもしれないが、未熟なこどもがも
ち続ける限りトラブルはなくならないと思う。 行政と学校で厳格に
ルールを決めて欲しい。

第５ 中１ 女
通話以外(LINEなど)は、21時～22時位になったら使用できなくなれ
ばいいのに。と、おもっています。

第５ 中１ 女 特にありません。
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第５ 中１ 女

中学生になり、習い事や友人との外出も増えると思い連絡がとりや
すくなるようにとスマートフォンを持たせ、LINEも始めました。入
学して、友達同士でのLINE交換をするようになった途端グループへ
の誘いが頻繁に届いたり、またグループを作ることが流行ったりし
て、山のようなチェーンメール、個人情報の書き込みなど子供たち
のスマートフォンの使い方として目にあまるものがありました。私
は子供には内緒で、LINEメールのチェックをしています。プライバ
シーが。。という保護者の方も多いですが、自分の子供がネットの
中で何をしているが知ることは大切です。我が家で使用時間は何時
までと制限しても夜中までLINEのグループとーくを続けている子供
たちもいたりします。本来ならば各家庭でぢ用制限すべきですが、
市の条例で９時以降は保護者が管理するくちらする必要があるかも
しれません。正しい使い方を学ぶ場を親子で待つ（学校の講習など
で）機会を作って頂ければとも思います。

第５ 中１ 女

アンケートよりも携帯電話を成人するまで持たせない法律でも作っ
たらどうですか？アンケートするのも大人・携帯電話を規制しない
のも大人、子供が携帯電話をもっていなかった時代を思い出しま
しょう。子供たちが講演や学校で楽しく遊んでいたはずです。たく
さんのお友達と時には喧嘩をするでしょう、こんな時代だから子供
が犯罪や殺人を平気でするようになったのではないですか？もっと
今の大人がモラルを持つことが大事ではないですか？

第５ 中１ 女

スマホの機能やアプリの内容を知らず与えてる親も多いと思いま
す。その様な方のために講習会などは必要だと思います。が親も
いっしょになって遊んであげるのが一番だと思いますが。アプリ内
でのチャットのやりとりや基本的にネット内での男女関係ない年齢
も幅広くどんな人がいるかわからないのでそのあたりは私が目を光
らせています

第５ 中１ 女

携帯電話の機能や携帯電話でできるサイトやコミュニケーションな
ど親世代ではついていへないくらい進化しているが子供たちは新し
いものをどんどん吸収していきます。親の私たちも勉強しなくては
いけませんが実生活のなかで自分たちが新しいサイトやコミュニ
ケーションなど必要としていないため、そのような情報を得る機会
が少なく携帯電話がどれほど進化しているのかわかりません。知ら
ないので「携帯電話＝危険＝子供にはまだ早いという思い込みもし
ます。子供へ啓発ももちろん大切ですが、親が具体的に携帯電話に
ついて学ぶ機会がぜひあれば助かります

第５ 中１ 女

今の時代ではたしかに必要な便利なものだとは思うがあくまでも便
利なものどうい段階からはずれて逆に携帯にふりまわされているの
では駄目だと思う。大人とか子供とかいう前に一人の人間としてき
ちんと使い方と学ぶべきなのではないかと思います。

第５ 中１ 女
スマホは高校くらいからにしたい。あれは小さなパソコンと同じだ
と思うから。

第５ 中１ 女
子供のほうがいろいろと知っていたりある一定の親が大人が子供に
いろいろ教えたりするので携帯を使用しているけどあまりアプリ使
用がわからないまま使っている親が多いと思う

第５ 中１ 女

情報関連への行政からの規則はいたちごっこになるから使用する本
人への専門家らの実例を混ぜての話が一番きくと思います。面白お
かしく聞くか真剣にとらえるか千差万別ではあると思うがなにもや
らなかったり、とおりいっぺん的な注意では無駄。ましてやプリン
トを配るなどは読んでくれないですから意味がないように思いま
す。まずは大人が正しく使用し手本を見せることに徹すること
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第５ 中２ 男

新しい情報通信手段をどのように利用するかどうかという問題であ
ると思う。テレビばかり見て勉強しない、ポケベルで問題行動を起
こす女子高生がいるなど、過去に新しい技術を社会に取り組む際に
同様の問題があった。最終的には、子供に、きちんと教育して付き
合えるようにするしか方法はない。また、教育の自主性という大義
名分のもとに、市町村毎に教育員会などが個別に取り組んでいる
が、全国的な問題であり、何千という自治体が個別に取り組むの
は、時間と労力の無駄であり、非効率。むしろ、文部科学省や教育
員会でも全国的な組織を立ち上げて、大手キャリアやSNS団体と統一
して交渉したり、無償の統一教材をHPで提供するなどした方がよ
い。IT系の大企業であれば、CSRとしてこのような教材も無償(著作
権フリーは当然の前提)で提供したり、出張授業も無償で提供すると
ころがあると思われる(出張授業の様子も無償の動画配信)。またそ
の方が、最新の技術に対応し、より迅速に、必要な規制、教材(動画
を含む)の準備や実行が可能になると思料される。いずれにしても、
全国の何千という教育委員会が、膨大な時間と労力を、国民の税金
であることを天恵として浪費するのではなく(本アンケートも全国の
サンプル調査、百歩譲っても関東地区のサンプル調査で十分と思
料)、子供の教育やいじめの解消(携帯以外でも昔からどこの学校で
も必ずある。通常の企業は、労務問題がゼロと報告してきた事業所
があれば、優先して監査を行う)といった、担任として、また、現場
たる学校でなければ付加価値をつけることができない業務に注力す
べきと考える。

第５ 中２ 男
家で決まりを作っても相手あってのメールやライなので、鳴ると返
信が気になり、寝る時間が遅くなります。学校で夜何時以降は禁止
と決まりを指導して頂きたく思います。

第５ 中２ 男

親よりも子供のほうが知識があるこの方が多い気がする。ネット等
にあかるい保護者以外に定期的にネットの危険性について知る機会
が絶対に必要だと感じる。Twitterを本名や学校名をだしてやってい
る生徒が多すぎる！せめて鍵をかけるとか具体的な自衛策を学ぶこ
とも必要

第５ 中２ 男

基本的に携帯電話（ゲーム端末）は中学卒用までは持たせないと考
えています。兄の時も高校生からです。メール、ラインに時間をと
られてしまうからです。でもみんな持っていてうちの子だけもって
いなく仲間外れにならないか心配です。でも家庭の方針で中学相当
まで持たせてないつもりです

第５ 中２ 男

親の私が趣味でＨＰを作っていたりブログの利用ツイッターを利用
しているのを子供が身近に見て知っている。一般に子供たちに楽し
い漫画アニメからの交流もあるので名前を知らせてはいけない危険
もよく知っているがここまでネットを利用してみせている親はあま
りいないだろうし、子供のほうが覚えが早いから子供から教えても
らうネット教育があってもいいんじゃないかと。子供がなにしてい
るか知る機会にもなるかな。フィルタリングよりもコマーシャルて
きなアダルトにつながるような宣伝ＰＯＰを何とかならないもの
か？スマホでうっかりは親もよくやってしまう。

第５ 中２ 男
子供が持つときにインターネットの危険性などわかりやすく説明を
聞く場にいき、理解したうえでもてるようにしたいです。学校、保
護者も十分理解できる場を作ってほしいです

第５ 中２ 女
携帯電話とひとくくりにしているなど、行政の認識の甘さや知識の
不足がよくわかるアンケートでした。

第５ 中２ 女
各家庭のルールは違うので何とも言えないこともありますが、フィ
ルタリンクなどは購入するときに自動的にはいっているかと。子供
のものは携帯ロックができないとかあったらと思います。
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第５ 中２ 女

どんなに親がしつこく危険性を教えて、家のルールを作ってもこど
もは色々な手をつかってやぶっています。まわりの子のほうがくわ
しく、いろいろな情報を教えるので歯止めがきかないです。働ける
まで持たせないようにしなｋれば何をやってもトラブルに巻き込ま
れると思います。

第５ 中２ 女
ご家庭でもっと話し合い、親がきちんと禁止したり注意したりする
べき、。少し甘い家庭が多いように思います。うちの子に限ってと
いう考えをやめて向き合ってほしい。巻き込まれて迷惑

第５ 中２ 女

わが子は携帯料金を支払っているのがもったいなくらい使いこなし
てないし、ほとんど使っていないからあまり心配ないが、いまどき
の中学生のLINETALKを見せてもらうびっくりぎょうてん！不快で仕
方ない

第５ 中２ 女

人と人が目と目を合わせて話ができない大人が増えていたり電話で
の話し方を中３または社会人になって指導しなければならないよう
に昔に比べて中高生に幼稚なところが多いのはメールのやり取りな
どによるコミュニケーション不足が原因ではないかと思います、

第５ 中２ 女

携帯会社の利益の確保より子供たちが携帯電話を持たせない世の中
になるべき、高校生以上もキャンパス内では原則電源を入れない当
為決まりがあるべき。携帯電話がニート、引き子守などを増やして
いる要因になっている（コミュニケー不足のため）迷惑メール送信
元は罰せられてほしい＝徹底的に操作してほしい、携帯会社はもっ
と社会貢献するべき（儲かっているのだし）法人税入りを上げても
よいと思う。

第５ 中２ 女

そもそも携帯電話などは自分で購入して料金を払える人間が使うべ
きであるので、小学生、中学生には必要がないと思っています。
持ってないで死んでしまうのでしたら別だと思いますが。家の子も
もたせる気はあまりないのですが、持っているのが普通になってし
まっているので、近々持たせようと思いますが、厳しく利用に関し
ては監視します

第５ 中３ 男

塾などに通っている子も多く、帰宅時の心配などで携帯を持たせて
いますが、近頃は、スマホやタブレットなどもネットが使えるた
め、制限なども難しく感じます。しかし、ネットを使えない環境の
子も仲間はずれにされていたり、一概にどちらが良いのかも分かり
ません。

第５ 中３ 男
子供には携帯は不必要だし、ゲームも。友達や家族とのコミュニ
ケーション機会が減少してるから。

第５ 中３ 男 ２１時以降は親に預けることを鎌ケ谷市全体で伝えてほしい

第５ 中３ 男

基本的に小中学生の携帯電話の保有に問題があると思う。もしそう
しも保持する理由ががあるのならばあからしめ制限したものを販売
するのが良いと思う。SIMカードで年齢情報を記憶させてフィルタリ
ングを行うのもやり方ではないか一番は持たせる保護者が責任をも
つのが本当だとは思うのですが・・。

第５ 中３ 男
ＬＩＮＥの使用は小中学生にはまだ早すぎます。このまま使用する
なら子供の携帯のチェックをしたほうがいいと思います。

第５ 中３ 男

息子は特に携帯の必要性を感じてないようなので使い方もよくわか
りません。本人がほしいといってきたらガラケーをあたえようと思
います。姉もですが、我が家ではスマホは使いません。利用料金が
高いのもあるので自分で悪寒目をかせぐようになってからと思って
います。

第５ 中３ 女

18歳未満はスマートフォンを持たないと法で決めてくれないと お友
達が持っていると仲間外れになるので、困ります。 さまざまな危険
に合わないためにも持たせたくないのですが 仲間意識が高い思春期
の時期に一人だけスマホを持たせないのは かえっていけないと思う
ので、学校や県ででもいいので スマホは持ってはいけないと決めて
ほしいです。
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第５ 中３ 女

今は携帯電話だけでなく３DSもインターネットに接続でき一人で簡
単に有害サイトのアクセスができてしまうので携帯電話だけにとど
まらず、フィルタリングを初期設定でつけるべきだと思います。あ
と、有害サイトだけでなく広告も有害と感じるものは外すべきだと
思います。

第５ 中３ 女

学校で学ぶことは意外と守るので、授業の中で教えてほしい。有害
サイトの規則強化、身体的影響の研究とそのフィードバックの公
開、教育、→視力・睡眠時間減少など、ネット犯罪の撲滅と判事罪
強化、誹謗中傷の罰則強化

第５

携帯売り場での０円等の誇大広告がめざりです。うのみにした子ど
もがせがんできていざ買いに行った際、だんなに任せたものの料金
のこともあまり理解していないで購入し、後で金額がいったりわか
りずらい。料金設定をもっとわかりやすくしてほしい！


