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学校には調査書などお子さんの個人情報に関する様々な書類がありますが、お子さんの

学校では、個人情報の扱いについて説明がありましたか？ その他、個人情報保護法施

行後に変わったことはありますか？ また、連絡網はありますか？ ない場合の緊急連絡

はどのようにしていますか？ それについてのご意見は？ その他、学校における「個人

情報」について気になることを教えてください。 

  回答内容 
回答者 

居住県 

回答者

性別 

回答者

年齢 

1 

個人情報の扱いに関しての説明は簡単にありま

した。昨年まで連絡網は作らず、メール登録者に

はメールで未登録者には電話で連絡するだけで

したが、今年からは、それでは不便だと父兄から

要望が強くあり、生徒名と電話番号のみ記載の

連絡網を復活させるというもので、それを許可す

る同意書を提出してくださいとの事でした。親同

士の連絡がすぐに出来ないのは困るので、それ

でよいと思っています。 

東京都 女性 35

2 

学校からの説明は、プリントでも口頭でも一切あ

りません。連絡網は、自分の列（６人）のみ載って

いる短冊をいただいています。クラス全員のもの

が特別必要だとは感じませんから、それで良いと

思っています。 

千葉県 女性 43

3 

担任から簡単な説明がありました。他のことに使

うことは一切ないと。クラスの連絡網はなく、地域

の部団の連絡網のみです。 

困るのは子供の友達の電話番号がわからないこ

とです。 

奈良県 女性 38

4 

個人情報は、卒業後に各家庭に返却する事を説

明されました。また連絡網もクラス全員の物だっ

たのが、個人情報保護法施行後は自分が回す筋

だけしか知る事ができなくなり、それも学年修了

時にＰＴＡが責任を持って廃棄すると説明があり

ました。 

連絡網は不審者から電話番号を聞き出そうとす

る電話が頻繁にあるようですし、仕方ないと思っ

ています。 

奈良県 女性 40

5 

個人情報の説明は、一切ありません。クラスの名

簿が くばられなくなったことぐらいです。連絡網

はありますが、クラス全員でなく 最小限のみで

す。 

困るのは、新しいクラスにもなり 遊んでいる子の

家の電話とかがわからないので、連絡がとれない

事です。 

愛知県 女性 42
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6 

個人情報の説明は特になかったと思います。 

提出する書類にはマル秘のマークがはっきりと入

っています。 

今年入学でどうなるかは判りませんが、昨年まで

は連絡網はありました。各家庭できちんとしてい

るようで特に問題が起きたことはないです。 

福岡県 女性 43

7 

個人情報の扱いについての説明はとくにはありま

せんでした。 

連絡網は昔ながら感じでクラス全員電話番号が

分かるようになっています。 

神奈川県 女性 33

8 

個人情報の取り扱いについては学校でプリントを

もらいました。 

それに担任の先生にも「もし個人情報を乗せるの

がイヤだったら 

事前に言って下さい」と言われました。 

クラスの連絡網は電話番号だけのをもらいました

ので 

不便はないです。それでいいと思います。 

静岡県 女性 35

9 

個人情報の扱いについてというよりも、連絡網に

ついて今検討中というようなことを聞きました。 

連絡網は作るけど、電話番号の取り扱いを自分

の前後のみに教えるか、今までどおりになるかは

まだわかっていません。 

愛媛県 女性 34

10 

個人情報については文書のようなものでの説明

などは特にありませんでしたが連絡網はありませ

ん。緊急の連絡の場合は携帯からのメールで

す。連絡網だと次に回さないといけないという使

命感みたいなものを感じるのでこの方法でいいと

思っています。ただ、親同士の連絡がとりづらい

と思うことはあります。 

福岡県 女性 35

11 

今年小学校に入学しましたが特に説明は無かっ

たです。 

学級名簿をもらいましたが名前が書いてあるの

みでした。 

緊急と言えば大抵学校が絡むと思っているので、

学校を通してと言う事になるので学校連絡でいい

かなと思っています。 

学校の事とはいえ一方的に番号を知られてかけ

てこられるのは嫌な感じがしました。 

愛知県 女性 37

12 

学校からの説明は特にありませんでした。調査票

も連絡網もあります。確かに個人情報の取り扱い

は慎重にするに越したことはないですが、学校側

が子供のことを理解し個々にきちんと対応しても

らうためには必要なものだと思います。 

兵庫県 女性 35
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13 

個人情報の説明は学校のプリントでありました。

緊急連絡網も従来通りあり、学校役員の私として

は保護者の連絡などに使用するので、かなり重

宝しています。また今年度から緊急情報の伝達

手段としてかなり便利なケータイメールも使うよう

ですが、これについては個人情報流出の観点か

ら一抹の不安があります。 

富山県 女性 40

14 

今年入学しました。特に説明は無く、入学式にい

ただいたのは、ひらがなのフルネームのみの、ク

ラス名簿でした。男女混合あいうえお順なので、

性別すら分からない子もいます。親の名前ももち

ろん、電話番号もありません。緊急連絡網は、学

校全体のものは、朝がグループ登校なので、地

域ごとの名簿があり、そちらから回ることになって

います。 

個人の連絡の場合、自宅や携帯電話に行くよう

になっています。 

愛知県 女性 29

15 

個人情報についてのプリントは一度見たことがあ

ります。 

電話番号のみの連絡網はあります。住所がわか

らなくても 

とりたてて困ったこともありません。 

静岡県 女性 36

16 

個人情報の取り扱いについては、特に変わったこ

とはありませんが、一部の学校では、家庭状況調

査なども記入できる範囲内でという説明があると

ころもあるようです。 

岡山県 女性 40

17 

去年、プリントでの説明はあったように思います。

クラスの連絡網、地域の連絡網ともにあります。

電話番号だけ書かれたものですが、くれぐれも取

り扱いには注意するようにと言われています。 

親の留守に電話をしてきて、子供から連絡網を聞

き出す手口が以前からありますので、子供にも常

日頃から気をつける様言っています。 

兵庫県 女性 48

18 

個人情報の扱いに関しては 

プリントを貰ってきました。 

連絡網は学校で子どもが 

自分の前後の家の電話番号だけ聞いて 

プリントに書き加えてくるだけです。 

学校でなくても個人情報なんて 

何かの会員になったり 

懸賞の応募したりで漏れ漏れ。 

私は余り気にならないほうです。 

和歌山県 女性 40
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19 

個人情報の扱いに関しては特にありませんでし

た。 

連絡網はありますが、次の人の電話番号しかわ

かりません。 

東京都 女性 34

20 

緊急連絡網がクラス全体の分がなくなり、自分の

列（７名程度）の所のみの電話番号がのった物に

変わりました。 

緊急連絡時にはこれで困りませんでしたが、クラ

スの子供に個人で連絡を取りたいときには用を成

しません。 

個人情報の扱いについての連絡は特にありませ

ん。 

埼玉県 女性 44

21 

公立の中学では、個人情報の扱いについての説

明は手紙が来たような気がします。 

連絡網については、クラス全員の電話番号が書

いてあります。 

高校は、自分の後ろ、その後ろの二人のみ書い

てあります。 

栃木県 女性 41

22 

私立中高一貫校ですが、個人情報についてのプ

リントを頂きました 

緊急連絡網はありますが、住所録はなくなりまし

た 

住所録がなくて不便なことは、先生の移動や住所

が分からなくなったことです 

「○○校用の参考書のお薦めです」という電話は

減ったような気がします 

東京都 女性 54

23 

高校は個人情報についての手紙がありました

が、中学校はまだ来ていません。子供の友達が

どの辺に住んでいるかどうかは気になるところで

すので、住所が載っているといいなと思います

が・・・それ以外の利用法はないのでなくてもいい

です。どんなに気をつけても、塾などの勧誘の電

話はかかってくるので、もう少し慎重な対応をお

願いしたいところです。 

東京都 女性 40

24 

説明は特になかったですが、変わったことは名札

を学校で外して帰り、登校してから付けることにな

ったこと。あと連絡網はありますが、昨年より子供

の名前と電話番号のみの一覧表になりました。今

年はどうなるのか聞いてないです。特に問題はな

いです。 

東京都 女性 42
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25 

この春長男が入学した私立中学では、入学式の

ときに「個人情報については学校でも厳重に管理

しており、連絡網も必要があるので配ります。家

庭での管理も厳重に」と話がありました。弟の通

っている公立小学校では地区（登校班）とクラス

に電話番号のみの連絡網があります。新学年の

はじめに出す書類は似たようなものが多く、一括

できないかといつも思います。 

神奈川県 女性 40

26 

子供は公立中学校に入ったばかりでまだわから

ないので、小学校のことを書きます。小学校では

個人情報の扱いについて特に説明はなかったと

思います。連絡網は横の一列だけしか電話番号

はわからないようになっていました。クラス役員を

している人の連絡簿には全て書いてあったと記憶

しています。住所については必要なときに聞いて

きていました。 

神奈川県 女性 41

27 

公立中学校では個人情報の取り扱いについての

説明はあった。小学校では何も聞いていない。小

学校の連絡網は一昨年から暮らす連絡網のみの

縦部分だけの配布となり進級と同時に返却する

ようになった。 

兵庫県 女性 39

28 

個人情報の扱いについての説明はありませんで

した。連絡網はありますが、次の人の電話番号し

かわかりません。住所を記載したものは一切配布

されません。仲のいい友達からは直接教えてもら

うので、特に不便は感じないです。 

愛知県 女性 40

29 

公立中学です。学校 HP 掲載する写真の件では

賛否確認のアンケートがありましたが、それ以外

の書類（緊急連絡先・健康調査票 etc)に関しての

説明等は記憶にありません。重要でも無駄な提

出書類が多いと思います。施行後にクラスの連

絡網のプリント配布はなくなりました。自分の前後

の家庭だけ電話番号のメモを受け取りました。先

生の住所もわからず、年賀状も出せないのが気

になります。 

静岡県 女性 39

30 

説明はありませんが方法は変わりました。連絡網

は自分がまわす次の日とその次の人だけ知って

いると言う方法でした。 

愛知県 女性 53

31 

下の子（小６）は今年から緊急連絡網がなくなり、

担任が一人一人連絡する事になりました。個人

情報保護法によって、と説明がありました。 

去年から名簿もなくなりました。 

今の所不自由は感じた事がありませんが、場所

によってバラバラに違う方法で保護している様

で、不徹底なイメージです。 

群馬県 女性 39
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32 

学校の体育館で校長が説明したかもしれませ

ん。特に文書では説明なし。施行後の変化ととら

えています。連絡網はありますが、電話番号のみ

で住所の掲載は無し。学校における個人情報に

ついては、よく成績表を車に積んでお店に入って

る間に盗まれたという話を聞くので、案外そんな

程度の意識の先生が全国には多いのだろうとい

う想像がつく、象徴的な事件が多く報道されてる

ように思います。  

神奈川県 女性 39

33 

個人情報については口頭での説明はありません

でしたが 

お手紙にちょこっとだけ書いてありました。 

学校での連絡網は、新１年生なのでこれから作

成されて 

配られると思います。 

それと、子ども会の名簿は誰がどこに住んでいる

のか把握するため強制的にに作ることになってい

ます。 

でも、これは仕方が無いかな？と思います。 

あとは名簿をもらった人のモラルの問題だと思い

ます。 

宗教の勧誘などに使うのはやめて欲しいです。 

静岡県 女性 32

34 

個人情報の扱いに関しての説明は特にありませ

んでした。連絡網に関してはクラスをいくつかのグ

ループに分けているようで数名分のみの連絡網

があります。今のところ特に困ったことはありませ

ん。 

兵庫県 女性 39

35 

個人情報の扱いについての説明はありませんで

した。 

クラスの連絡網ですが、電話番号のみあります。

昨年は1学期に1回くらいの割合で連絡網が回る

用がありましたし、 

子供同士も遊ぶ約束をしたり、親御さんに電話し

たりすることも 

稀にあるので連絡網は必要です。 

住所はなくても差し支えないですが、電話番号は

必要ですね。 

富山県 女性 34

36 

個人情報についての説明はありませんでした。 

連絡網には子供の名前と電話番号が載ってま

す。 

連絡網がないよりあるほうがいいと思うので 

それでいいと思ってます。特に問題は感じませ

ん。 

群馬県 女性 38



    

学びの場.com http://www.manabinoba.com/                                     7/18 

37 

個人情報の扱いについては特に説明はなかった

ような気がします。特に変わったことはありませ

ん。連絡網も普通に電話番号が書かれたものを

配られます。 

ほとんどの人の住所がわからないので、昔と違っ

て子ども同士が年賀状のやり取りをすることはな

くなってしまいましたね。 

神奈川県 女性 37

38 

個人情報の扱いについては、何も説明はありま

せんでした。 

連絡網がなくて困ったので、クラスの保護者の了

解を得て、役員さんがおのおののブロックの名簿

を持つ形にしました。 

今年度娘が入学した高校で、身上書のような書

類に、親の勤め先、兄弟の学校名など記入する

ようになっていて、学校によって違うなと感じまし

た。 

広島県 女性 46

39 

特に説明は無かったと思います。保護法施行後

変わった事はありません。学校には調査書と緊

急連絡先等の紙を提出済みです。その後、学級

連絡網が配られます。小学校だと子ども会の連

絡網も配られるので、殆どの家庭の電話番号等

は直ぐにわかります。物騒な世の中なのでオープ

ンすぎる様な気もします。 

東京都 女性 41

40 

個人情報については、何も前もっての説明はなか

ったです。 

連絡網については、２年前からなくなりました。 

緊急時も、通常の連絡も、学校から、担任もしくは

他の先生から自宅に電話されてます。 

奈良県 女性 45

41 

個人情報の扱いについて特に説明はありません

でした。施行後に変わったことは、クラス名簿から

住所記載がなくなったことです。連絡網はありま

す。前後の方だけでなく他の方に連絡を取りたい

ときもあるので助かっています。その他としては、

1 年を通して塾などいろいろな DMが来るのです

が、どこから個人情報が漏れているかが気になり

ます。 

茨城県 女性 42

42 

説明は新学期の始まりにありました。クラスの名

簿がなくなりました。連絡網もありません。緊急の

連絡は携帯のメールで一斉送信です。クラス名簿

がないのでお友達の名前も、子どもが遊びに行き

たくてもそのお宅に連絡できなかったり年賀状が

だせなかったり不便になりました。 

岐阜県 女性 37
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43 

特に説明はありませんが、連絡網はありますが、

各自次の人の電話番号だけがきにゅうされた連

絡網が配られてます。昔みたいに全員の連絡先

は載ってません。名簿も以前は子供の名前、保

護者の名前、住所、電話番号が載っていたもの

が配られましたが、今はそれもなくなりました。個

人情報について少し過敏になりすぎてコミュニケ

ーションが取れない状態になってます。少しやり

すぎですね。 

奈良県 女性 48

44 

書面での説明がちょっと書いてあっただけだと思

います。 

緊急連絡表というのに親の連絡してもらいたいと

ころの電話番号を３つ登録しておくというものだけ

です。 

連絡網はなく、子ども会の連絡網を利用している

ようです。 

山口県 女性 37

45 

特に説明はありません。連絡網はありません。何

分割かにされた連絡網のみ手元にあります。新し

いクラスでお友達になった人に電話をいれたくて

も番号を知らず困ることがよくあります。高学年で

は子供同士で番号のやり取りはできますが、低

学年では無理があります。取り扱いに気をつけれ

ば連絡網を廃止する必要はないと思います。 

神奈川県 女性 38

46 

連絡網は前後の人しか知る事ができません。役

員名簿も、いつの間にか住所や電話番号の記載

はなくなりました。学校側も極力連絡もは使わな

い方針のようで、先生が直接訪ねてこられたり回

られたりしています。信じるしかないので学校の

方針に従うしかないのが現実だと思います 

兵庫県 女性 42

47 

説明はありました。連絡網はなく、緊急連絡は先

生が各家庭１件１件にかけるという形になってい

ます。 

クラスの知り合いに連絡するにも電話番号がわ

からないと不便ではありますが、こういう処置で無

差別教材押し売り電話などが減るなら良いと思い

ます。 

滋賀県 女性 35

48 

名前と電話番号のクラス連絡網と地域連絡網が

ありますが特に説明はありませんでした。連絡に

のみ使用するものなので外部に漏らさない等特

に説明が必要とは感じていません。 

福岡県 女性 44
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49 

説明も法施行後に変わったこともありません。連

絡網はありますが、連絡網グループ数人分の生

徒の名前と電話番号しかわかりません。低学年

の時は子供同士で約束しても連絡がとれず、親

が知らない子どもとは会うことも遊びに行く事もで

きず困りましたし、知らない子どもが遊びに来ても

何かあった時に親に連絡できないので困りまし

た。あまり神経質になって、地域で子どもを育てる

という姿勢とは逆行していると思います。 

愛媛県 女性 46

50 

説明はありました。個人情報保護法によりクラス

発表は写真撮影禁止、連絡網に掲載しては困る

という人は申し出るように言われました。誰も特に

申し出がなかったとみえて、本日連絡網の用紙を

もらいました。去年の運動会は自分の前後の人

のみ電話番号を控えるという方式で実際にそれ

で雨天延期の連絡がありました。 

奈良県 女性 38

51 

個人情報の扱いについては特に何も説明されま

せんでした。 

個人情報保護法施行後も変わったことはありま

せん。 

連絡網はあります。 

これからも今まで通りでいいと思います。 

長野県 男性 48

52 

クラス別連絡網はまだもらっていませんがあると

思います。 

個人情報の扱いについては特にありませんが 

学校のプリントでクラスの人の電話番号などの個

人情報を聞き出そうとする不審電話がかかってく

ることがあるので もらさないように気をつけてく

ださいというのがありました。 

福岡県 女性 43

53 

個人情報の取り扱いについては特に説明があり

ませんでした。緊急連絡網はありますが、出席番

号順の前後３人ずつくらいしか教えてくれませ

ん。子供が仲の良い友達に年賀状を出したくても

出せませんし、遊ぶ約束をしたくても電話すらで

きないのが実情です。子供がクラスのお友達に迷

惑をかけたとき、謝罪したくても連絡できない状況

に大変困惑しました。正直言ってクラスの中くらい

はオープンにしてもらいたいです。 

神奈川県 女性 39

54 

特にこれといった説明は受けていません。連絡網

については載せてもよいか希望をとり、載せたく

ない人には先生が直接連絡するという形になりま

した。 

北海道 女性 39
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55 

特に説明はなかったです。 

クラス別連絡網もないです。 

緊急は学校からメールがきます。 

大阪府 女性 43

56 

個人情報の取り扱いに関する説明は特にありま

せんでした。その他特に変わったこともありませ

ん。連絡網は子供の名前と電話番号のみが記載

されています、あまりにも個人情報ということに神

経質になりすぎてるような感じがあります、親の

名前と住所ぐらいは載せてもいいような気がしま

す。 

東京都 男性 46

57 

学校の HP に載せる写真についての説明の書類

はありましたが、連絡網などについてはクラス懇

談会に詳しい話があるようで現段階では何もあり

ません。新入学生なので、個人情報保護法施行

前の情報がないので今とどう違うのかわりませ

ん。 

個人情報の漏洩はあってはならないとは思いま

すが、子供が折角親しくなっても電話で遊びの誘

いも出来ないので困ると感じる事もあります。 

静岡県 女性 37

58 

説明は特にありませんでした。 

連絡網は前の学校（東海地方）は電話番号だけ

でしたが 

今の学校（東京）は住所と電話番号両方記載され

ています。 

東京都 女性 39

59 

個人情報の取り扱いについての説明は、あったよ

うななかったような・・・記憶が定かじゃないです。

個人情報保護法施行後に変わったことは、連絡

網を作らなくなったこと。緊急連絡は、メール配信

システムを採用してる学校なので、携帯やパソコ

ンにメールが入ります。一斉連絡なのでどこかに

回す心配がないので助かります。個人的に緊急

なことは学校や先生から電話が入るようです。 

神奈川県 女性 40

60 

説明は特にありませんでした。連絡網ではなく住

所録があり、 

個人情報保護法施行後に変わったというわけで

もないです。 

ただ、住所録に載せる・載せないは各家庭の判

断になっており 

載せない選択をした場合はもらえません。 

学校からの緊急連絡は、学級の連絡員の方がし

てくれます。 

低学年のうちは、友達のノートなどを間違えて持

ち帰ることもあるので 

そういう時に、住所録に載ってないお宅だとちょっ

と困ります。 

福岡県 男性 42
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61 

個人情報の扱いについては特になかったと思い

ます。クラス連絡網はありますが今年分はまだき

ていません。 

いかがわしい電話がきてお友達の電話番号を教

えてほしいといわれても絶対言わないでください。

とのお手紙はもらいました。 

連絡網で固定電話に電話しても留守の時が多い

のでなるべくならメールもしくは携帯電話を知らせ

てもらいたいくらいです。 

静岡県 女性 43

62 

個人情報の扱いについては、プリントで説明があ

りました。 

連絡網は子供の名前と電話番号のみを記載した

ものがあります。また、不審な電話が市内の学校

や通学している学校内であった場合は応対しな

い様にと連絡が回ってきます。 

千葉県 女性 35

63 

個人情報の扱いについての説明は、特にありま

せんでした。でも、名簿など以前配られていたも

のが、配られないようになりました。緊急連絡網

は、クラスの人に配布されました。特に、問題は

無いと思います。 

長野県 女性 43

64 

個人情報の説明は、プリントと先生からの簡単な

説明はありました。変わったことは、学級用のお

手紙などに写真や名前が載らなくなったことで

す。連絡網は、自分の前後数人の電話番号が載

っているものが配られるか、役員さんのみ知って

いて他の人に連絡がいくかのどちらか（クラスに

よって違う）です。連絡網は必要だと思いますが、

昔のように全員の名簿だと何に使われるか分か

らないので、今のやり方のほうが良いです。 

広島県 女性 41

65 

個人情報については説明はありませんでした 

連絡網は電話番号のみで住所などは書いてあり

ません 

個人情報保護の問題も分かりますが子供が低学

年なので 

お友達の家を知るきっかけになるので住所はあ

る程度わかっておいたほうがいいときもあります 

東京都 女性 39

66 

説明はとくにありませんでした。連絡網はありま

す（電話番号のみ）。他人へは絶対に教えてはい

けない旨の断り書きがついてます。 

あまり深く考えてないので気になることなどはない

です。 

千葉県 女性 36
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67 

個人情報の扱いについて説明はなかったと思い

ます。施行後に変わったことも特にありません。ク

ラスの連絡網ではなく子ども会の連絡網はありま

す。子供の仲のいい友達の連絡先が分からない

のがちょっと困ります。 

宮城県 女性 42

68 

特に説明はなかったです。 

連絡網はありません。 

役員の方だけは持ってるようで何かあったらその

方達から 

連絡があります。 

役員だから…とその方達に情報が渡るのはどう

かな？と 

不思議に思っています。 

個人情報の保護なのかもしれないけど中途半端

な対応だなと 

思っています。 

それならいっそ無くして先生から連絡がある方が

いいと思っています。 

福岡県 女性 36

69 

個人情報の扱いについて先生から説明がありま

した。プリントもいただきました。法施行後、写真

についての取り扱いに注意するよう言われまし

た。連絡網がなくなりましたが、やはり不便なので

また復活しました。不特定多数の親がいて、いろ

んな考えや性格、環境があるので個人情報の学

校内での公開は電話番号までにしておくのが無

難です。 

大阪府 女性 43

70 

扱いについての書類はもらいました。 

入学したばかりなのでまだ連絡網はもらっていま

せんし、配られる予定になっているのかもわかり

ません。 

今のところ緊急連絡は学校から直接あると思いま

すし、携帯電話は禁止なので子供への連絡は学

校に連絡を入れると取り次いでもらえるらしいで

す。 

塾の勧誘等のセールス電話がかかってきたりす

るのでしっかり管理してもらいたいですし、連絡網

は特に必要ないです。 

大阪府 女性 42

71 

個人情報の扱いについての説明は、特になかっ

たと思う。連絡網はなし。ない場合の緊急連絡

は、（疑問点は）こちらから学校に問い合わせるよ

うにしている。今まで、連絡網が必要だったこと

は、一度もなかった。本当に"緊急"という事は、

滅多にない印象なので、現状のままでよいと思っ

ている。 

神奈川県 女性 42
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72 

個人情報保護に関する説明はなかったと記憶し

ています。 

クラスの連絡網はあります。 

つい最近学校の個人情報が漏れたというニュー

スがありましたが、ある程度の個人情報を提出す

るのは仕方が無いですが、しっかり管理して欲し

いですね。 

神奈川県 男性 33

73 

個人情報の説明はないです 

クラスの連絡網 部活の連絡網があります 連絡

網は緊急時に必要だと思います 

それよりも 修学旅行・林間学校などのときに提

出する 保険証の写しが使用後戻ってこないし 

わざわざ中が見えないように封筒に入れて提出

してあるにもかかわらず 見えるようにして管理し

たりと 認識のない先生が少なくない 

千葉県 女性 46

74 

個人情報の扱いについては、説明会で軽く説明

がありました。まだ入りたてなので今後のことは

わかりませんが、今のところ連絡網はもらってい

ません。 

個人情報保護も大切だとは思いますが、子ども

の友達の連絡先くらいはわからないと不便かなぁ

とは思います。 

愛知県 女性 30

75 

個人情報の扱いについての説明はありません。

学校のクラスと、地域登校班の連絡網は今までど

おりあります。連絡がすぐに出来るのはいいので

すが、悪用されないか少し心配です。 

大阪府 女性 43

76 

クラスの緊急連絡網は毎年配られています。 

個人情報については、『学校の連絡網以外に使

用しないでください』 

と注意書きが添えてあるくらいです。 

住所は載せていないので、友達がどこに住んで

いるのか 

把握していません。 

埼玉県 女性 33

77 

説明はプリントを貰ってきています。施行前から

少しずつ意識は変わってきていましたが、施行後

は、学校などは意識して取り扱っていると感じて

います。  

連絡網はあります。ある方が正直便利です。 

もっとメールを利用したらいいのに、と思います。

メールだと一斉送信が出来ますし、時間差もなく

なり、文章が残るので確実です。 

着信確認さえできれば、一番いいと思うのです

が、まだ取り入れられていません。 

神奈川県 女性 38
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78 

学校で怪我・病気をしたときに先生に病状を説明

していいです。という同意書をかいたのでその時

に少し説明がありました。今年入学なので変わっ

たことはわかりません。連絡網はないです。話し

にきくと全員に先生から連絡があるそうです。必

要以上に情報を公開する必要はないけれど、名

前だけしかわからない（近所の幼稚園は名前すら

公表されてない）というのは、人間としての交流を

完全に断っていて寂しいとおもう 

兵庫県 女性 33

79 

個人情報の取り扱いについての説明は何もない

です。連絡網は子供の名前の前後の５人分くらい

連絡をまわす人の分だけもらいます。個人情報

の保護も大切ですが子供同士が連絡したくても

電話番号が解らなかったりするのでせめて電話

番号くらいはクラス全員の分を渡しても良いと思

います。 

兵庫県 女性 37

80 

個人情報については、説明はありませんでした。 

登校班の班長には、班の子供の連絡先、クラス

委員にはクラスの子供の連絡先がありますが、

他の人には連絡網はありません。 

緊急の場合登校班の班長の家から、連絡がまわ

ります。 

個人情報について、特に気になることはありませ

んが、子供の友達の家に連絡したいことがあって

も、電話番号もわからず困ったことがあります。 

岡山県 女性 37

81 

今年転校したのですが、前の学校では連絡網が

ありましたが、今の学校には連絡網がありませ

ん。幼稚園も転園したのですが、前の幼稚園には

連絡網があり、今の幼稚園はありません。 

連絡網と住所録は必要だと思っています。 

まだ、通いだしたばかりなので連絡網がない学校

と幼稚園はどのように緊急連絡するのか疑問で

す。 

群馬県 女性 32

82 

すこし前、小学校で成績表の紛失があり警察ざた

になりました。 

ペーパは配られましたが、全体に対する説明がな

く無責任です。 

神奈川県 男性 42

83 

個人情報については特に説明もなかったですし、

例年どおり連絡網もらいました。緊急時はその紙

に書かれている順番に連絡をまわします。 

石川県 女性 37
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84 

個人情報についての説明はなく、施行前後で変

わったこともありません。 

連絡網は苗字と電話番号が記載されているもの

があります。 

個人情報保護は大事ですが、チョッと神経質にな

り過ぎているような気もします。 

埼玉県 男性 53

85 

個人情報の取り扱いについては特に説明はなか

ったです。 

連絡網はありません。緊急連絡は携帯に届くそう

です。 

まだ、入りたてで親も子供も一年生でどきまぎし

ています。 

大阪府 女性 25

86 

個人情報の扱いについての説明はありませんで

した。 

うちは昨年入学なので保護法が施行されて変わ

ったのかどうかはわかりませんが、連絡網はクラ

ス全員の電話番号ではなく必要な人の分だけし

か記載されていませんでした。 

連絡したい人の番号が分からずに担任の先生を

介しての連絡になるのが不便でした。 

昨年１年ですが、学校の連絡網が利用されること

はありませんでした。（子ども会の連絡網は何度

か使われました。）  

宮城県 女性 36

87 

特に説明があったような気はしません。 

個人情報保護法施行後に変わったことも気づき

ません。 

緊急連絡網はあります。 

私自身は個人情報保護のために情報をとにかく

隠すのではなく、各々の自覚とか、責任とか、理

性とかで何とかして欲しいと思っているので、学

校に対しての不満はありません。 

岡山県 女性 44

88 

個人情報の扱いについて説明は特にありません

でした。クラスの連絡網はなく、分団の連絡網を

利用するか、学校から直接連絡がくるようになっ

ています。クラスの名簿も名前と住所のみです。 

愛知県 女性 36

89 

個人情報についての説明は特にありませんでし

た。連絡網はありますが、自分の枝の部分だけし

かわからないようになっています。 

学校側できちんと管理していてさえもらえれば、

必要最低限の連絡網でも大丈夫だと思っていま

す。 

埼玉県 女性 38
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90 

個人情報の扱いに関しての記載も説明もありま

せんし、施行前後で変わったことは何はありませ

ん。連絡網は子どもの名前と電話番号を記入した

ものがあります。以前は住所や親の情報も記載し

ていたのですが簡易になったので安心していま

す。個人情報の漏洩が心配でも連絡網は最低必

要だと思います。 

兵庫県 女性 45

91 

学校では個人情報についての話は記憶にないで

す。まだ届いてないですがクラスの連絡網はある

と思います。今までのところ連絡網を使った悪質

な悪戯等は受けていないので便利だと思います。

学校からもれるとは思いませんがニュースを聞い

ていると PC から流出したというような話もあるの

で気をつけてほしいなと思うくらいです。 

茨城県 女性 40

92 

個人情報保護法施行後と言うより、個人情報の

載った書類をごっそり学校から盗まれてから、厳

しくなりました。提出書類の数も減ったように思い

ます。 

連絡網も「送りつけ詐欺」が多数発生してから、自

分の列のみになってます。あまり役に立ってない

ように感じます。 

あまりに隠しすぎて、自分の子供のクラスメイトか

どうかも良く判らないのは、困りますね。 

岡山県 女性 42

93 

特に説明はなかったと思います。一応クラスの連

絡網として電話だけの物はあります。個人情報の

保護は必要だし大切だと思いますが、何かあった

時、連絡先もわからないようでは困りますから、

電話番号くらいは出しても仕方ないと思います。 

神奈川県 女性 42

94 

個人情報の扱いについては、書面で説明があり

ました。個人情報保護法施行後に変わったこと

は、名簿の配布がなくなりました。電話番号のみ

の連絡網はありますので、べつに不便さは感じて

いません。あまり深く考えたことはないです。 

神奈川県 女性 41

95 

説明は特になく、連絡網もありません。 

緊急時は学級委員さんから連絡がくるので、学級

委員だけには同じクラスの子供の電話番号等、

知らされているのかな？と思う程度です。 

大阪府 女性 37
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96 

特に説明はありませんでした。 

新入生の情報がまったくなく、地区担当の役員が

聞きまわって 

何とか判りましたが近所付き合いがないところも

あり大変でした。 

クラスの連絡網はあります。 

2 年前に宅急便で届けたいけど電話番号が判ら

ないので 

教えて欲しいという怪しい電話が同じ学年で何件

かありましたが 

それ以来、今のところ問題はないので各家庭でち

ゃんと 

管理していると思っています。 

長野県 女性 39

97 

個人情報の説明はありません。ただ厳重に管理

いたしますというようなことだけ書かれていました

が、持ち帰った書類がいきなり他人のものだった

事がありました。クラスの連絡網はありませんが

子供会（通学団）としての連絡網があります。特に

緊急の時には直接先生のほうから連絡がきま

す。特に問題はありません。 

愛知県 女性 36

98 

担任から簡単な説明がありました。書類には但し

書きがつけられたことと、書きにくい情報は担任

に直接連絡でも、封筒にいれて書類を保護など

配慮されたことなどが変わりました。連絡網はあ

りますが必要最小限（自分の前後）しか分からな

くなりました。子供の新しい遊び相手の連絡先が

分からずに困ったこともあります。 

大分県 女性 40

99 

個人情報の扱いについて説明は特に無かったと

思いますが、 

個人情報の大切さについては、学校側も保護者

も十分認識していると 

いう前提はあると思います。個人情報保護法施

行後に特に変わったと 

いう訳ではありません。クラスの連絡網は、希望

者のみで、 

電話番号を提出すれば貰えますが、住所は必ず

しも出さなくて良いです。 

個人情報の問題は確かにありますが、親同士の

連絡のやり取りが 

出来ないのは、困ると思います。 

福岡県 女性 34
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100 

個人情報の説明はなかったと思います。特に今

の所変わったことはありませんが...連絡網はあり

ません。緊急の連絡の時は学校からメールがき

ます。後は自宅に電話してもらうようになっていま

す。だから安心はしています。私はそれでいいと

思っています。 

富山県 女性 32

101 

個人情報の扱いについては、特になかったように

記憶しています。部活の連絡網はありますが、子

供の情報のみで、親のことは書かれていません。

クラスの連絡網はありません。緊急連絡には、子

供の携帯にメール、または自宅に先生から電話

がかかってきます。それで良いと思っています。 

福島県 女性 47

102 

先生個人のパソコンに子どもの成績を入れてい

る学校があります。テストの得点が漏洩したな

ど、最近ニュースでもよく聞きます。学校としてセ

キュリティ対策はしているのか？個人に成績処理

を任せていいのでしょうか？不安です。 

東京都 男性 33

 


