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小中学生のお子さんをお持ちの方にお聞きします。お子さんに携帯電話を何歳から持た

せますか（持たせましたか？）、持たせた理由、きっかけについて聞かせてください。使用

のルールは決めていますか？ どんなルールですか？ 携帯電話を持たせて困っている

ことは？ 電話やメールの相手を知っていますか？ 履歴などは気にしていますか？ そ

の他、携帯電話についての不安は？ 

  回答内容 回答者 

居住県 

回答者

性別 

回答者

年齢 

1 10 歳から持たせています。プリペイド式で金額が

決まっているものです。アドレス、携帯番号は私に

言った人にしか教えてはいけない事になっていま

す。（友人は今 3人だけです。）ほとんどは塾が終

わった後に「迎えに来てコール」にしか使用してい

ません。 

1 日 1 回も使っていません。 

大阪府 女性 42

2 小２の娘と、今年入学の息子がいますが、 

まだ低学年なので、携帯を持たせることは考えて

いません。 

数年後周りの状況がどうなっているか分かりませ

んが、 

中学生くらいになれば考えると思います。 

家との連絡が主で、友達同士のメールやサイト閲

覧などはあまりさせたくないですが、 

数年後には子供でも当たり前にこなす時代になっ

ていると 

思うので、我が家だけさせない・・というのも難しい

かもしれません。 

福岡県 男性 42

3 小１の子供がいます。まだ持たせてはいません。

学童保育に預けていて、子供に直接連絡を取る必

要がないというのが理由です。親の身としては、当

分持たせるつもりはありませんが、もし子供が持ち

たいと言ってきた時は、良く考え話合った上で決め

たいと思っています。 

千葉県 女性 36

4 現在小２です。まだ持たせていませんが、高学年

になり 

夜間、塾などで外に出るようになれば持たせようと

思います。 

迎えに行くのに連絡手段が必要になると思うので。

このごろは公衆電話も少ないですから。 

ただその用途に限定して、自分のメールなどはもっ

と後になってからの 

解禁になると思います。 

福岡県 女性 34
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5 中２の娘の母です。小６から持たせました。 

一緒に買い物行っても別行動が多く、なかなか会

えないことも 

多いので持たせました。 

ルールはインターネットに繋ぐときは親の監視の下

でする。 

むやみなメールのやり取りはしないということで

す。 

履歴は気にします。不定期ですがチェックするよう

にしています。 

不安は約束を守ってくれてる限りはありません。 

広島県 女性 34

6 現在小学校１年生ですが、まだ持たせていませ

ん。出来れば高校生になるまでは持たせたくない

なと思っています。通う学校までの距離にもよる

し、地域の治安にもよるかと思いますが、今の住ま

いの環境であれば、中学までは必要ないと考えて

います。高校へあがって持たせたとしても、勿論ル

ールは決めるつもりです。金額の上限を決めるな

どです。 

愛知県 女性 38

7 現在中二の娘ですが、中学入学と同時に持たせて

います。 

きっかけは兄が持って居て親として便利を感じたこ

とと本人が希望したからです。 

ルールは使いすぎ禁止と、食事時の使用禁止で

す。 

通信相手はある程度把握していますが定かではあ

りません。 

履歴は気にしないです。 

困ったことも特に今はないです。 

大阪府 女性 39

8 ６年生と１年生の息子がいますが、まだ持たせて

いません。６年生のほうは中学受験をしたので、結

構遅い時間まで塾にいたのですが、塾を出る前に

備え付け（無料）の「家への連絡用の電話」からカ

エルコールをすることになっており、塾も家も駅の

そばなので必要性がありませんでした。携帯は多

機能でよさそうに見えますが、実際に持たせたら遊

びにかなり使ってしまいそう。しばらく持たせる予定

はありません。 

神奈川県 女性 40
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9 小学３ねん、５年、高校一年の３人ですが、だれに

も持たせてません。持たねばならない必要性がな

いからです。皆がもっているだけで持たせようとは

思いません。はっきり行って行動範囲が住んでい

る地域がほとんどの小中学生では全く必要ないと

思ってます。携帯をもっても防犯には全く役に立た

ないと思うし、使うことはメールぐらいしかないと思

うからです。大学生になったら使ってもいいよとい

ってます。 

奈良県 女性 48

10 小学 1 年生ですが、１人で行動することが多くなる

高学年くらいから持たせたいと思っています。 

特にルールは決めていませんが、携帯電話でのネ

ットなどはさせたくないと思っています。 

自宅との連絡の電話のみの機能の物程度で良い

と思います。 

大阪府 女性 35

11 中学受験のため遅い時間まで塾に行っていたため

塾のときに塾に行くとき私の携帯電話を持たせて

いました。本人専用として持たせたのは中学二年

生のときからです。学校の友達と遊ぶときは電車

に乗らないとどうしようもないし、私が家を留守にす

るときは連絡のとりようがないためでした。 

定額にしていますが、それを超えるときは自分で支

払う条件です。 

大阪府 女性 43

12 今はまだ持たせていませんが高校生ぐらいになれ

ばいるのかな・・と考えています。でも持たすにあた

り約束事はしっかりと取り決めておかないと怖いで

すね。値段、マナー、時間、守れないと即解約！！

ですね。 

まだ持たせていないので具体的にはわかりません

が。 

香川県 女性 36

13 中 1 と中 3 二人とも持たせています。 

連絡がとりやすいので重宝しています。特に受験

期はあちこち遠出する事も多いので・・ 

履歴はロックしているので気にしていません。で

も、兄妹で見せ合いはしているようなので、何らか

の情報は入ってくるので今のところ安心です。定額

制にしていてもかなりの金額を使っていることがあ

り、考えさせました。おかげで今は最低範囲内でお

さまっています。 

東京都 女性 40

14 まだ幼稚園児なので全く必要ないですね。中学に

いくようになると必要になると思います。 

福井県 男性 41
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15 去年の夏（9 歳）から持たせています。 

電車で進学塾に通わせるようになったためです。 

ルールは特に決めていませんがインターネットは

使えないようにしてあります。いまのところかける

相手もいないし問題ないと思っています。 

神奈川県 女性 44

16 防犯の為にも早い時期で持たせようと思います

が、機能制限のもので十分だと思います 

北海道 男性 35

17 中学生になり、塾で遅くなるようなら購入を検討し

ようと思っています。ルールとしては塾、外へ出か

ける時だけ持たせるようにして自宅では預かって

おこうと思います。 

東京都 女性 38

18 今はまだ考えていません。 

中学に入って帰りが遅くなるようなら考えようと思

います。 

履歴は気にしませんが、金額の制限はつけたいで

す。 

東京都 女性 38

19 小学生の子供が２人います。まだ持たせていませ

ん。高学年の子は欲しがっていますが、高校生くら

いまでは持たせるつもりはありません。中学生くら

いまではあまり必要性を感じませんし、持たせるこ

とによって安心感が生まれ、私自身犯罪等の危機

感が薄らいでしまうようにも思います。また、連絡

等で電話が必要な時は電話を借りることも今しか

学べないことだと思います。便利過ぎるのもある意

味問題だと考えています。 

北海道 女性 39

20 高校生になってから持たせようと思っていますが、

中学生になって塾に通うようなら持たせるかもしれ

ません。女の子なので帰りが遅いと心配なので。 

神奈川県 女性 37

21 小学生が２人いますが高校生になったら持たせて

もいいかなと 

思ってます。 

遊び感覚で携帯を使われても困りますので。 

群馬県 女性 38

22 小２と中３がいます。中３の子には現在持たせてい

ませんが、高校生になったら持たせるつもりです。

小２の子は、中学生になり塾へ行き始めたら持た

せようと考えています。できれば家族限定で使って

ほしいですが、高校生にはあまり制限したくないの

で、本人を信用しようと思っています。履歴などは、

請求金額次第で、チェックするかもしれません。 

東京都 女性 47
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23 小学３年生と５年生の子供がいますがまだどちらも

携帯は持たせていません。何歳からとは決めてい

ませんがどちらかというと高校生くらいまでは必要

ないような気がします。どうしても必要な時期にな

ったら必要な日だけ持って行かせるようにしたいと

思っています。持たせ始めはきっと遍歴などもチェ

ックすると思います。 

兵庫県 女性 37

24 中２の男の子です。まだ持たせていませんが、本

人がほしがっているので、成績が上がったら買うと

約束しています。必要性はないように思います。も

し持たせたら、月に使う金額を決めて、それを出た

ら自分で払う約束をさせます。また持ち歩くときは、

無くさないように注意して使うことを指導します。連

絡や友達とのメールのやり取りのみでゲームやイ

ンターネットは使わせません。 

千葉県 女性 50

25 小 1 小 6女児です。どちらも持たせていません。具

体的な年齢は考えていませんが、塾や友達との遊

びなど、親と離れる時間が極端に増えたら考えて

います。恐らく中3か高1 くらいだと思います。支払

いは親になるので、親の管理下で使わせたいで

す。履歴はチェックするつもりです。 

茨城県 女性 42

26 今 10 歳です。 

携帯電話の電話機能としては、子どもに必要ない

と思うし、少々不便でも、固定電話を利用させたい

と思っているのですが、物騒な世の中で、そちらの

事を考えると、今いる場所が分る機能とかは魅力

的です。 

使用させることになったら、ルールはかなり厳しくし

たいです。 

決まった人にしか番号も教えず、かけないと言うよ

うにしたいです。 

岡山県 女性 44

27 今はまだ持たせる必要はないと思っていますが、

塾などで遅くなる高学年になったら持たせようと思

っています。 

持たせるとしたら、子供向けの端末にするつもりで

す。 

もし、メールがしたいと言い出したら、高校生になっ

て自分のお小遣いで携帯代を払えるようになった

らと言うつもりでいます。 

千葉県 女性 31
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28 中３女児です。高校生になってからと約束してま

す。 

学校には持っていってはいけないので、メールした

いときは家のパソコンでといってます。持つように

なってからの不安は 

うっかり物なので落としたり、なくしたりするのが心

配です。 

パソコンのメール、履歴も、だいたい親が把握でき

てると思ってます。別に見てるわけではないけれ

ど。 

大阪府 女性 43

29 小学校 2年の息子がいますが、持たせていませ

ん。 

学校が歩いて 5分ほどのところにあるので 

それほど必要性を感じません。 

多分中学生くらいになったらお付合いのために持

ちたいと言うかもしれません。それまでは必要ない

と思っています。 

ただ持たせることで友人関係の把握が出来なくな

るのが心配です。 

兵庫県 女性 38

30 小学３年と５年ですが、持たせていません。行動範

囲が町内だけだし、男の子なのであまり心配して

いません。塾の送迎もしますが定時に終わるので

特に必要はありません。もし持たせるとしたら高校

生以降だと思います。  

愛媛県 女性 46

31 小 3 の息子がいますが持たせていません。 

お友達にも持っている子はいなくほしいとは言いま

せん。 

高校生になったら買って上げようかと思っていま

す。 

6 年後はどんな料金設定になっているか予想でき

ませんが 

使いすぎには気をつけようと思っています。 

長野県 女性 39

32 ８歳（小学３年生）から持たせています。持たせた

理由は帰宅後の移動時に不安、迎えに行く時の連

絡等に使っています。学校へは持って行きません

し、メールもさせていないので困ったことは今の所

ありません。履歴も今の所自宅のみの利用なので

見ていません。不安はありません。 

福岡県 女性 36
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33 小６中３の子供がいますが持たせていないです。 

中３の子には高校生になれば持たせると思います

が、小中学生に専用な物を持たせる必要性はまっ

たく無いと思います。 

公衆電話が少なくなった最近では塾などの連絡用

として必要な機会もありますが、子供が専用にもっ

てメールで遊ぶことが主な利用方法の人がほとん

どだと思うのでおもちゃとしては高額な利用料だと

思います。 

福岡県 女性 43

34 小学４年生、１０歳の男の子です。まだ持たせてま

せん。お友達とか持ち始めてる子もいますが、本

人もそんなに欲しがってないし、使い方など理解し

てない部分もあるので当分は要らないと思ってま

す。塾とかで帰りが遅くなるとしても無ければ無い

で工夫してる様なので。持たせたら履歴までは気

にしないと思います。本人が責任持って使いこなせ

るようになるまでは要らないと思うので。 

東京都 女性 37

35 小学２・４・６年です。今はまだ携帯を持たせていま

せん。持たせるとしても自分で働いて通話料が支

払えるようになる大学生から出いいと思っていま

す。高校生まではお金の価値観もまだまだ身につ

いていないと思うし、メールなど怖い部分もあること

をまだ理解しきれないと思うからです。そういうこと

も含めて自分で判断できる年齢まで強いて持たせ

ようとは思いません。 

東京都 女性 43

36 上が小３です。 

小学生の間は持たせるつもりはないです。 

中学生になって、学校以外（習い事など）で帰りが

遅い場合のみ、 

持たせようとは思ってます。 

今は、遅くなっても５時までには帰ってこれるので、

まだ必要ないかなと思ってます。 

大阪府 女性 36

37 中学生の息子は欲しがっていますが、学校が持ち

込み禁止なので 

持たせていません。電車が止まった時や地震など

を考えると、持たせた方が親としては安心、便利と

思う時もありますが、学校の決まりなので。 

小学生の娘の方が、塾の帰りの連絡に必要性が

高いです。ただ、この年齢では遊び半分でしょう

し、ルールや怖さも知らないので躊躇しています。 

神奈川県 女性 42
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38 小学６年の娘がいます。携帯は現在与えていませ

ん。今後も中学生の間は購入するつもりはありま

せん。学校でも禁止されてるのに、どうしてクラブ

の連絡に必要なのか私にはありません。持たせる

となると、不安いっぱいです！ 

大阪府 女性 40

39 周りの友人たちは高校生で持たせる人が多いよう

ですが、うちではまだ小学生ということもあり、当分

必要ないと思っています。 

ただこれから塾通いなどで帰宅が遅くなったりする

ことを考えると、１２歳ぐらいから考えたほうがいい

かとも思っています。 

神奈川県 男性 41

40 小 1 なのでまだ持たせていません。 

習い事などで帰りが遅くなるようなときには 

いずれ持たせたいとは思っていますが 

ルールはまだ考えていません。 

使いすぎないように管理はしたいと思います。 

神奈川県 女性 30

41 まだ持たせてないですが 10 歳から持たせようと思

ってます。 

理由は自分が幾らか大人の言う事を理解出来るよ

うになった年だからです。 

ルールは親との連絡手段として使う事でしょうね。 

友人との電話・メールはまたもう少ししてからと思っ

てます。 

東京都 女性 32

42 こどもはまだ小１なので今は全く考えていないので

すが、中学生くらいから持たせようかと思います。 

住んでいる地域にもよると思いますが、治安が悪

い場所ならもう少し早くてもいいかとも思います。 

はじめは最低限の機能しかない簡単なものを持た

せようと思います。 

神奈川県 女性 38

43 中学１年の男の子がいます。友達は何人か持って

いますが持たせていません。高校からと考えてい

ます。でもパソコンのメールで連絡を取っているの

でどのような友達がいるかわからないですね。 

兵庫県 女性 43

44 小４の子供がいますが、持たせていません。 

高校生になったら自分のおこずかいで料金を払う

という約束で持たせようかと思っています。 

上に兄姉がいる子や両親が働いている子は何人

か持っているのでうらやましがりますが、まだ必要

ないと思います。 

兵庫県 女性 44

45 中３、小６の息子がいますが、高校生になって子供

が欲しいといったら検討します。いまのところ、欲し

がっていません。 

普段から電話の使用はほとんどないのですが、お

そらく必要最小限の使用に制限すると思います。 

静岡県 女性 44
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46 小５と中１の娘がいます。習い事に子供たちだけで

行かせていたので帰りに迎えに行く際の連絡手段

として、更に私がフルタイムの勤務をしていたの

で、何かあった際のために持たせるようになりまし

た。家族や親も知っている友人だけしか登録して

いないので、登録者以外からは受信できない設定

にしています。インターネットも禁止。基本料金内

でおさまっているし、約束は守れています。 

北海道 女性 39

47 小学２年の息子がいます。まだ携帯電話は持たせ

ていません。 

小学生のうちは持たせないつもりです。周りでも低

学年のうちから 

持たせている家庭もあり便利だろうなとは思いま

す。 

まだ、子供の行動範囲も狭いですし、遠くに習い事

を始めたり 

本人が持ちたがるようになったら考えようと思って

います。 

東京都 女性 36

48 中２の息子がおります。 

携帯電話はまだ持たせていません。 

学校は近くにあるし 

放課後は部活をしていて 

大体は息子の行動を把握しており 

必要を感じないので。 

本当は自分で責任を持って支払いが出来るまで 

持たせたくはないのですが 

長男が高校生になった時に初めて持たせたので 

次男にも高校生になれば持たせるという約束をし

ました。 

和歌山県 女性 40

49 小学生のこどもがいます。習い事は送り迎えして

いますし 学校の帰りもたまに散歩がてら迎えに行

くので 今は必要性を感じません。中学入学と同時

に持たせる予定です。学校から帰宅したら 親が

預かりたいと思っています。 

大阪府 女性 33

50 小 2 と 5 歳の子供がいます。携帯は持たせること

は考えていません。このような物を小さいうちから

持たせることに、私自身、非常に抵抗があること、

そして、多分、そんな事だけでは、子供の安全を守

るのは不十分だと思うからです。その代わりに、私

（母親）が、学校の送り迎えをしたり、遊びに関して

も、（友達の家に行く際も送り迎えをする等）充分監

視をするようにしています。とりあえず、うちはこの

ような方法を徹底しています。 

神奈川県 女性 42
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51 ８歳の子供がいます。携帯は小学校の間は持たせ

ないです。 

緊急連絡の必要性がないですし、持たせないから

といって困ることもありません。 

神奈川県 女性 40

52 中学生の子供がいます。 

今現在は持たせていません。 

帰宅が遅くなると思われるので、高校に入学したら

持たせたいと思います。 

履歴とかは気にしないと思いますが、料金が高額

になるとチェックはすると思いますが・・。 

鳥取県 女性 33

53 小学２年生の男児です。持たせていません。学校

も徒歩５分と近いし、遊ぶのも家の近所だし、習い

事も送り迎えしているので。必要であればそのとき

だけ一時的に私のを貸すことも考えていますが今

のところ、少なくとも中学生以上になるまでは持た

せる予定はありません。 

大阪府 女性 38

54 二人の低学年の子がいますが子供たちに持たせ

ることを考えていませんし、子供たちも持ちたいと

言う事はありません。遊ぶのはいつも自宅近くなの

で特に必要も感じていません。 

愛知県 女性 36

55 11 歳です。持たせていません。 

本人は欲しがりますが必要ないと思いますので。 

持たせたら持たせたで心配もありますので・・・ 

奈良県 女性 38

56 小１の男の子と 4 歳の男の子がいます。 

入学してすぐにお友達(同じ年)が一人だけですが、

持っています。 

うちの場合は高校生になってから持たせたいと思

っていますが、周囲の動向をみて早まるかもしれま

せん。 

できれば通話のみとし、発信先も制限したいです

ね。 

宮城県 女性 36

57 ３年生の男の子がいます。 

特に必要性を感じないので持たせていません。 

高校生くらいになって自分で料金を払えるようにな

ってからでいいと思います。 

埼玉県 女性 33

58 小学校３年生の男の子です。持たせることを検討

中です。共働きなうえ、２月から塾が週２日、４時３

０分から８時となり、子どもだけで電車で通塾して

いるのでとても心配です。ＧＰＳ機能のついたもの

を考えています。発信よりも受信が主になりそうで

す。履歴はたぶん気にしないと思います。不安とい

うと、強いて言えば、携帯をなくさないかしら、とい

うことくらいです。 

千葉県 女性 43
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59 小１の男の子です。 

まだ持たせていません。持たせるとしたら大学生に

なってからでいい。と思ってます。 

自分で使用料金払えるようになり、携帯に絡んだ

問題も自分で解決できる年齢になってからで。と考

えてます。 

ただ、物騒な世の中なので、警報機能つきのシン

プルなもの（通話は最低限度）は考えたほうがいい

のかも。とも思ってます。 

山口県 女性 37

60 まだ幼稚園児ですが、小学校に上がれば考えてい

こうかなと思っています。近所で不審者が出るなど

の噂を聞きますので。もし持たせると外出以外では

携帯は親が預かるという形にすると思います。来

月、ドコモから子供向け携帯が出るという話なので

興味があります。 

京都府 女性 36

61 現在小学二年生ですが、まだ持たせてません。 

習い事などが多いので、もうそろそろＧＰＳ付きの

ものを、 

持たせた方がいいのかな？と思ってはいます。 

福岡県 女性 38

62 12 才で塾に行き始めたときから持たせました。帰り

が遅くなるので家庭との連絡用に持たせました。特

定の人としか電話やメールをやり取りしないように

決めています。困っていることは特にありません。

電話やメールの相手を知っています。履歴などは

本人同席の元、ときどきチェックします。不安は今

のところありません。 

神奈川県 女性 43

63 10 歳の上の子に持たせようか悩んでいるところで

す。 

理由は防犯のためです。塾に行く時間も遅くなって

きたし 

学校から家までの道のりもちょっと遠いので心配で

す。 

どんな内容の携帯があるのかまだ調べ中ですが 

あちこち電話をかけたりしないように決まった人に

電話 

する機能のものを選びたいと思います。 

ですからまだ不安などはありません。 

神奈川県 女性 40

64 中学３年生ですが 持たせてはおりません 

公立で近いので 必要はないと思っています 

４月より高校生で 電車での通学となりますので持

たせようと思っています。もう高校生になるので 

自分の責任を持って使ってもらいたいと思っていま

す。 

千葉県 女性 46
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65 現在小学生ですが、高校生になるまでもたせる気

はありません。 

今持たせると、友達に見せびらかせたり、紛失する

恐れがあるからです。 

京都府 女性 39

66 うちは上の子が８歳です。今の所は持たせていま

せんが、学校の帰り道は少人数でのバス下校なの

で、困ったことがあれば連絡できるように持たせよ

うかと思っています。もちろん学校に許可を得て、

必要以外には鞄にしまっておくように約束するつも

りです。 

奈良県 女性 39

67 小学一年生の子供がいます。携帯は持たせていま

せん。これからも当分持たせるつもりはないです。

中学生になったら検討してみようと思います。 

広島県 女性 39

68 小学生の母です。 

１年ぐらい前から周りのお友だちで持っている子が

出てきました。 

でも、習い事など、親から遠く離れる場合だけ使っ

ているようです。 

高学年になって行動範囲が広がったら考えるつも

りです。 

最近はなりすましメールなど、大人には分かるけれ

ど、子供に判断できないものがありますのでその

へんが不安ですね。 

東京都 女性 39

69 中２の子に最近持たせました。出掛ける時とかに

持ち歩いています。 

友達の範囲も把握していますし、使用制限もしてい

ます。 

今のところ特に困った事はありません。 

東京都 女性 41

70 小学生の子供がいます。 

まだ持たせていません。持たせるのは多分高校生

くらい体と思います。 

使い方によっては高額な金額もかかることがあり

ます。ちゃんと自分で管理できるようになってから

と思っています。 

岡山県 女性 37
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71 小中学生の子がいます。 

携帯はまだ持たせていません。 

子どもが欲しがるのと、習い事のお迎えの電話を

すぐにかけられることで、携帯を検討してはいま

す。 

でも、好き放題に通話したりしそうなので、その辺り

がしっかりできるのと、 

料金プランがもう少し安くなれば、買ってもいいか

なと思っています。 

履歴は見ないと思います。 

出会い系が不安です。 

神奈川県 女性 38

72 中学生の子どもがいます。 

もたせません 

不安もないです 

神奈川県 女性 47

73 小 2 と小 4 といますが、高校生になってからと思っ

てます。 

友達でも持っている子が数人いますが、 

持って行っても忘れて来たり、落としたりしそうです

ので・・。 

愛知県 女性 35

74 小５、小３の子供がいます。子供たちは欲しいと言

い、実際同級生でも持っている子も数名いるようで

す。 

塾や部活等で帰りが遅くなれば考えますが、今は

中３か高校生頃に持たせようかと考えています。 

持たせる時は制限つきのもの？にすると思いま

す。 

福岡県 女性 39

75 小５がいますが、私は高校からでは？と思います。

高校になっても、子供の生活や行動範囲によって

は、持たさないでもいいのでは？と思います。  

 もしもたせても、無駄遣い等の事はチェックすると

思いますが、子供の履歴やメールチェックはかわ

いそうな気がしてとまどいます。 

（子供の頃母親が勝手になんでも隠れて見る人だ

ったので） 

大阪府 女性 37

76 小学４年と６年の子供がいます。高校になるまでは

持たせない、という約束をしています。今は特に塾

で遅くなったりすることもないので十分やっていけ

るのですが、中学校になってからどうなるか、少し

不安ではあります。どうしても必要なときは私のを

使わせるかもしれません。 

大阪府 女性 50
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77 中学生の子どもがいます。周囲はすでに持ってい

る子も多いですが、うちは高校からと決めてていま

す。周囲が皆持っている中、連絡が取れないのも

かわいそうなので。 

ルールは小遣いを携帯代込にしています。連絡相

手はわかりません。家電にかかってこないので友

達関係がわからなくなるのが困ります（上の子の

体験から）。気にはなりますが、履歴等見ません。

友達関係がわからなくなるのが一番不安ですね。 

兵庫県 女性 42

78 現在中学３年の子どもが、中学入学と同時に持た

せました。塾に通わせることになり、お迎えの場所

の確認（車が塾近くに止められないので）のために

持たせました。ルールは、むやみに携帯を使わな

いこと、知らない人の番号や非通知には出ないこ

とですが、友人とはまったくと言っていいほど携帯

を使わないし、昼間もその辺に置いているので、困

っていることはないし履歴も気になりません。不安

は、今はないです。 

広島県 女性 41

79 小５の娘がいます。 

近所の塾にも通っていますが冬場は早く暗くなる

為、防犯をかねて６年生になったら、防犯機能の備

わった携帯を持たせる予定でいます。 

持たせるとしたら、電話のかけ過ぎなどが無い様

にと落としたり無くさない様注意すると思います。メ

ールはＯＫです。履歴は気にしません。大体子供

の口から言いますので。 

神奈川県 女性 43

80 小１、小４の子がいます。まだ、持たせません。携

帯電話は個人情報が満載です。使い方、ルール以

前に家の鍵を持たせる以上の注意が必要なもの

です。その様な責任が自覚できるまでにならないと

持たせられません。不審者対策で持つと安心便利

でしょうが・・・持っていても不幸な結果になった事

件もありましたし。持たせるのは高校生からと考え

ます。 

栃木県 女性 41

81 高校生まで持たせないつもりでいます。 

ただ、防犯の面を考えると持たせた方が良いのか

なとも思いますし、 

でも持たせても、以前事件がありましたしね・・・。 

持たせたら、履歴などは気にしないと思います。 

子供と言えども、プライバシーはありますし。 

京都府 女性 37
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82 小 1 娘がいます。今のところ子供用の携帯は持た

せていません。 

が、夏休みに少し長くお友達の家や公園へ行った

ときに私の携帯に 

家の番号を入力したものを持たせていました。 

お友達の家の電話を使わなくてもいいように、お迎

えコール用です。 

高学年になって塾などに通うようになったらコール

だけできるものを 

持たせようかなと思っています。女の子なので心配

だし。 

富山県 女性 34

83 ８歳の息子と６歳の娘がいます。今は持たせてい

ませんが、６歳の娘が今年から小学校に入るの

で、様子を見て持たせたいと思っています。制限つ

きのもので、必要なときのみ持たせるようにすると

思います。 

神奈川県 女性 33

84 中学三年の１月に持たせました。 

周りの子は殆ど全員持っていたのですが、かなり

親が料金プランなど苦労したりしていて高校までは

持たせたくなかったので。 

メール定額で、なるべく通話しない事にしていま

す。 

でも実際あまり頻繁に友達と連絡を取り合う習慣

はついていませんし、うざいのだそうです。なので

安心しています。 

群馬県 女性 39

85 小５の子供に持たせています。 

きっかけは塾通いです。プリペイド式ですので利用

料金も限られていますし、ルールは決めてありま

せん。ケータイの相手は私がほとんどですし、それ

以外の相手も把握しています。ケータイを見ても怒

らないので見る事もあります。 

今は不安がありません。 

三重県 女性 41

86 中学３年ですが中学２年のときから持たせていま

す。クラブ活動や塾で帰りが遅くなることもあるの

で必要性を感じて持たせました。ルールは携帯で

ゲームはやらないこと。困ってることはアラームを

解除し忘れて時々必要のないときに鳴り出してしま

うこと。親しい友人は大体決まってるのでほとんど

知っています。履歴とかはそんなに気になりませ

ん。他は特に不安はありません。 

東京都 男性 46
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87 小学４と中１の子供がいますが、高校になったらと

いう約束です。中学生にもなると持っている子は多

いですが、基本的に学校に持って行っては駄目な

ので意味ないと考えます。 

女の子の方が持っている比率が断然多いようで

す。 

持たせたら電話やメールの相手など検索するつも

りはありません。 

悪質なサイトもあるのでＷＥＢ通信だけは注意する

と思います。 

北海道 女性 38

88 小 2 ですが今はまだもたせていません。まだ持た

せることは考えていないんですが金額の制限やか

ける相手を決めてそこだけしかかける事ができな

い様にできるのであれば高学年になってからもた

せてもいいかなと思います。帰宅時間や習い事な

どで遅くなることも多くなりそうなので。セキュリティ

ーを考えると今でも持たせたいと思うんですが今の

段階ではおもしろ半分で使用したり落としたりしそ

うなので。 

福岡県 女性 35

89 小５と中２の子がいます。 

小５の子は持ってません。 

中２の子は中学入学して部活が始まったので、帰

りが遅くなった時に迎えに行くために家に連絡する

ために買いました。 

サイトに行く時は私に確認してから行きます。 

でも殆ど行った事がありませんが。 

友だちとメールするのみです。相手は殆ど知ってま

す。履歴は気になりません。 

ちょっとでも金額が高いと携帯で何をしたのか聞き

ます。 

不安はありません。 

東京都 女性 42

90 ８歳と１２歳の男の子がいます。 

まだ携帯電話は持たせていません。 

使いすぎや通話料が気になってまだもたせていま

せんが、 

兄は今春から中学生になることもあり、 

そろそろ持たせようかなと思っています。 

愛知県 女性 34
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91 中２の子供です。まだもたせていません。でも私の

携帯と共用という事で実質私のものを使っていま

す。通話は使わない。着うた、画像を取る場合は報

告する事。無料通話内に抑える事。いくら使ったか

を頻繁にチェックし多いと今月はもう使ってはダメと

いう事にします。本人専用は高校合格後ということ

で決まっています。中学生には必要ないです。共

用という事で私は全てチェックできているので不安

はないです 

兵庫県 女性 42

92 新学期(４月)から小学二年生になる娘に持たせた

いと考えています。 

携帯電話会社からこの春発売される機種を待って

ます。 

学校では一年生でもちらほら持っている子は増え

てきていて、特に没収とか注意はないようなので使

い方を娘としっかり決めて持たせます。家や学校な

ど決まったところに必要な時だけ電話するしか使

わせません。メール他はさせません。居場所がわ

かるように人に見られないように常に身につけるよ

うにさせます。 

宮城県 女性 43

93 中学入学の時に買いました。(１１歳） 

塾の行き帰りや遊びに行く時に心配なので。 

使用のルールは、登録していない人からメールや

電話が来ても折り返し電話しない事。ネットには繋

がない事。決めた使用料を超えない事。 

困っている事は、家電に掛かっていた電話が直に

携帯へ行くので、今だれとどんな付き合い方（同性

ですが）をしているのかが、見えにくくなりました。

履歴まではプライバシーなので気にしません。 

埼玉県 女性 44

94 中学 2 年生男子、小学 3年生女子がいます。上の

中 2は中学入学の頃から塾に通わせた際に持た

せています。ルールは特に決めてはいませんが、

クリックする時にはよく読んで気をつけるようには

話しています。履歴は気にしません。居場所がわ

かる携帯にしましたので少しは安心です。 

大阪府 女性 43

95 中１娘がいます。 

まだ子供が持ちたいと言わないので持たせていま

せん。 

メールもＰＣを使っているので、不便さを感じていな

いようです。 

子供が持ちたいと言ったときには持たせる予定で

す。 

山口県 女性 35
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96 娘中２と息子小４がいますがまだもたせていませ

ん。娘が高校に進学するときに持たせようと思って

います。上のこの周りでは持っている子も多いよう

ですが、部活や塾に行っている訳ではないので必

要ないと思っています。 

石川県 女性 37

97 ９歳から持たせました。 

電車通学していたので心配で連絡がとりやすいよ

うにするのが理由です。ルールはありません。家

族に連絡するだけなので困っていることもありませ

ん。メール機能はなし、電話も家族だけなので履歴

は気にしません。 

大阪府 女性 42

98 娘は今中３ですが、中２のときにもたせました。塾

のお迎えのときに必要だったからです。ルールは

絶対に学校へ持っていかない（学校で禁止されて

いても、もっていっている生徒が多いようだったの

で）。塾以外のときはほとんどリビングに置いたま

まなので、とくに誰とメールしているかは気になりま

せん。不安はありません。 

広島県 女性 46

99 小２の子供がいます。まだ近場の習い事しかいか

せていないので、必要性は感じませんが、送り迎

えが必要な習い事になったりしたら必要になるか

も・・・。でも、発信指定ができるような制限つきのタ

イプじゃないと怖くて与えられないですね。 

愛知県 女性 34

100 上は今高校生の女子で中学進学と同時に持たせ

ました。 

下も女子で１０歳になります、塾には行かせていな

いので現在は必要ないと思っていますが中学進学

と同時に持たせる予定です。中学は遠いのに徒歩

通学で部活で遅くなるので多少の安心感の為に持

たせます。 

約束事は「むやみにクリックしない」「無駄話に使わ

ない」 

上の子の時にネット接続で高額になった事があり

ますから中学時はネット接続は必要ないかなと考

えてます。 

千葉県 女性 42

101 二人の低学年の子供を持つ母です。子供達に今

持たせることは考えていませんが、物騒な世の中

なので今後の子供達をとりまく事情に応じて考えて

いこうと思っています。遊びで使ってもらっては困る

のである程度の年齢になるまで外出時以外は親

が預かるという形にするかもしれません。 

神奈川県 女性 37
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102 今年から持たせてます。9 歳です。近間で不審者

が出たと聞いたのと塾に行かせてるので。ルール

は特には決めてませんが... 

本当に必要な時だけと決めてます。困ったことは

特にありません。 

電話だけでメールはさせてません。履歴は気にし

ません。私が登録したところにしかかけないように

していますので。 

不安は今の所ありません。 

富山県 女性 32

 


