
スマートフォンやケータイ。 
 

こどもも欲しがってるし 
『みんな』持ってるって言ってるし 

ちょっと不安だけど 
持たせてあげた方がいいのかな・・・？ 

 
と思っているお父さん、お母さん。 

今のまま持たせて本当に大丈夫ですか？ 
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ネットde　 
安全安心大作戦！ 

　  特定非営利活動法人ｅ-とちぎ 

スマホも ゲーム機も 
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携帯電話を持たせる不安 

まずは我が身を振り返る。 

LINEいじめって…　知らない大人と… 
出会い系って…　アダルトサイトって　・・・というモラル面の不安 
 
毎晩遅くまで…　いつも手放さない… 
すぐ返信しないとダメって…   ・・・という依存性への不安 
 
電話代が…　パケット代って… 
知らないうちに有料サイトを使って請求が…  ・・・という料金面の不安 
 
そんな不安が消えないのなら、「持たせない」勇気も必要です。 
 
 
 
 
 

こどもと一緒にいるとき、スマートフォンの画面を見ていませんか？ 
 

  こどもと一緒にいる時間を大切にする保護者が増えている 
  一方で、「接している時間」はむしろ減少傾向にあります。 

  その原因は、携帯電話。 
  また、あやす道具としてスマートフォンを渡していれば、こどもは 

  コミュニケーション機会を失うことになってしまいます。 
  このような、気づかぬうちに発生してしまう育児放棄 

  「サイレント・ネグレクト」を意識して、自分とこども双方の 
  携帯電話とのつきあい方を考えることが重要です。 

 
 
現在、携帯の利用時間は飛躍的に伸び続けています。各種端末の利用時間を合計すると

１日の利用時間で２時間以上が５割、平均時間でも２時間半弱に及びました。端末別では
スマートフォン140分、携帯49分と、スマートフォンは単体でも２時間を超えます。1） 
また７割の保護者が「こどもを静かにさせるため」の利用の経験があり、親の利用時間

に伴いこどもの利用時間も増えており、親の利用習慣がこどもの利用習慣に直接的に影響
することがわかっています。2）、一方で、こどもに使わせているケースの約半数が「こど
もが想定外の端末の使い方をしていた」経験があると答えています。3）日本小児科医会で
はテレビやゲームも含め、全てのメディアに接する時間を一日２時間以内とすることなど
を呼び掛けており、『スマホに子守をさせないで』 ４）と警鐘を鳴らしています。 
１）内閣府「平成２６年度青少年のインターネット利用環境実態調査」２０１５年２月  
２）NPO法人e-Lunch「親とこどものスマートフォン・タブレット利用調査結果 」２０１４年１２月 
３）デジタルアーツ株式会社「第８回未成年の携帯電話・スマートフォン利用実態調査」２０１５年７月 
４）日本小児科医会「こどもとメディア」の問題に対する提言」 2013年11月 
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インターネットには様々な危険がつきまといます。依存は言うまでもな
く、些細な行き違いからトラブルやいじめに発展したり、大人の目が届か
ないと思い込んで悪ふざけしたり、知らない大人と安易につながってしま
うことも。大人でも難しいインターネットでのコミュニケーション。メ
リット以上にデメリット、危険性が高いことも事実なのです。 

まずは、「与えない」という選択肢を 
「端末を小さい頃から与えてこどもの可能性を高める」という考え方や、
「『みんなが持っている』ので、持たせないことでいじめられたら…」と
の危惧もありますが、一方で、持たせることで保護者が想像しえないリス
クを抱えます。インターネットを自由に使わせてしまうと、こどもを守る
ことは困難です。持たないことで生じる危険性よりも、持つことで生じる
危険性が大きいのが現実です。 
こどもの想像力、適応力は圧倒的。すぐに知らない人とつながってしま
うなど、想定外の使い方をします。そして「場の質」は多様で、普段の生
活では使わないような粗暴で意地悪な表現が溢れています。もちろん多年
代交流はこどもの成長に必要不可欠ですが、現実社会で機会を持った方が
より安全です。 
携帯電話は連絡手段以外には必要がありません。情報教育は本人が機器
を所有していなくても十分に行うことが出来ます。どうしても必要になっ
たと判断できるまでは 『与えない』という選択肢を持ち、連絡手段として
必要なときには家族用携帯電話を貸すなど、「こどもの所有物」にしない
ようにしましょう。 
なぜ、いつ、どう持たせるのか。こどもからの要求や必要に迫られる前
に家族でしっかり考え、話し合っておくことが重要です。 

※マルウェア：悪意を持って意図しない動作を起こすプログラム 
※ハッキングの被害：個人情報漏洩、アカウント乗っ取りによるトラブル 
（迷惑メールや詐欺被害、なりすまし、ゲームのアイテムを横取り）など 

いったいなにが危険なの？ 

ハッキング 
／マルウェア 

トラブルや 
イジメ 犯罪 

被害 
無自覚な 
加害 

健康被害 

本来必要な 
時間への侵食 出会い 

アダルト 
情報 

依存 

お金の無駄遣い 
課金／パケット料 

アイドルごっこ 
セクスティング 
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持たせるなら「持ち主は保護者」 
 
 
 
　いつでもどこでも誰とでも繋がることが出来るインターネットの利用を
コントロールすることは大人でも難しいこと。また、悪意の他者と簡単に
つながってしまう危険な側面を持ちます。 
 
　自主性、自律性は大切ですが、携帯電話でそれらを育まなくても機会は
他にたくさんあります。自律は不可能という前提を持ち、基本は家族用を
必要に応じて限定的に貸与し、個人用として与える場合も「保護者のもの
を貸している・借りている」という意識を共有しましょう。「高価な壊れ
やすいものを借りている」「保護者が通信内容をチェックする」「好き勝
手にしてもいいものではない」という意識が、さまざまな危険に近づくこ
どもたちのブレーキになってくれます。 
 
 
 
 
　携帯電話の契約時の暗証番号、端末のパスワードなどは全て保護者が管
理しましょう。もし教えてしまえば、ネットショップやゲームサイトの買
い物はもちろん、端末の設定まで、何でもできるようになってしまいます。 
 
　もちろん、こどもにもプライバシーはあります。こどもの人格、人権を
尊重し、保護者であってもこどもに無断で携帯電話の中を見るべきではあ
りません。逆説的ですが、保護者が責任を持ちきれない携帯電話の中にプ
ライバシーを持たせないようにし、あらかじめ「保護者がケータイを
チェックする」ことを『おうちルール』のなかで決めておきましょう。 
　また、こどもの利用状況は料金で推し量るのではなく、通信量（パケッ
ト量）をしっかりとチェック。こどもから聞き取りをし、携帯電話を通じ
て『いつ、誰と、なにをしているのか』を出来るだけ把握しましょう。携
帯電話を介してなにか困ったことが起きたとき、すぐに保護者に伝えても
らうためには、こどもたちの事情に肯定的な関心を持つ必要があります。 
 
　利用時間や利用シチュエーションはきちんと取り決めをしないと「なが
ら」も含めて際限がなくなります。１日のタイムスケジュールを書き出し
て、許容できる時間や状況を確認し、こどもの言い分に惑わされずに主体
的に規制していくことが重要です。そして、道徳教育、情報教育をしっか
りと行い、安全安心にインターネットを楽しめる能力を身につけましょう。 
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責任を持って管理するために 

こどもの所有物にしない工夫を 



フィルタリングへの過信は禁物 

　フィルタリングの利用が義務化されていますが、すでに効果は非常に限
定的なものとなっています。「フィルタリングしているから大丈夫」と過
信してはいけません。ご自身を振り返ってもらえればわかると思いますが、
こどもは制限されると何らかの新しい手段を考え出すもの。「なんでそん
なことをするの？」と思うようなことばかりしてしまうものです。こども
たちにとって仲間内で通じ合える符丁を作り出すのは楽しい遊び。規制を
かいくぐることも遊びなのです。 
 
　「フィルタリングをしているから大丈夫」と安心してしまうのは一番危
険です。携帯電話会社が提供するフィルタリングはWi-Fi環境では機能しな
い場合もありますし、そもそも意図せず有害サイトにアクセスしてしまう
ことを防いではくれますが、本当の危険は防いでくれません。保護者が
しっかりと見守ることが大切です。 

危険なアイドルごっこ、セクスティング 
　セクスティングとはインターネットを通じて行う擬似的な性的行為のこ
とです。現在、多くの未成年女子が「裸の画像」を自らインターネットで
公開してしまっています。関係ないと思うかもしれませんが、被害に遭っ
ているのは優しくまじめな普通のこどもが多いのが現実です。 
　ＳＮＳでは自分の書き込みに興味を持っている人を「フォロワー」など
と呼びますが、その数や反応を重要視するあまり、言葉巧みに誘導される
ケースもあるものの、自らを晒せば晒すほど、注目を集め、自尊心が満た
される錯覚に陥っていき、自発的に過激になっていく傾向が見られます。
女子中学生、女子高校生という『肩書き』はみなさんが思っている以上の
魅力を持っているのです。 
 
　本人たちは「絶対にばれない」と思っていますが、ほとんどの場合、書
き込みを追えば、学校や住んでいる所などの特定は容易に出来ます。しか
も一度インターネットに晒してしまった画像は、二度と回収出来ません。
強迫などの実害が生じなくても、自分の裸画像を晒した事実を一生背負い
続けることになってしまいます。 
　また、恋人同士で性的な画像を送り合ったり、撮らせたりといったケー
スも増え続けています。どんなに信頼できる相手であっても、もしもその
スマートフォンを置き忘れたら？　盗まれたら？　どこからどうやって流
出してしまうかわかりません。 
 
　駅前に大きく貼り出されて、その下に立たされても大丈夫な写真や言葉
以外は誰にも送ってはいけない。が鉄則です。 
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こどもを「まもろう」 

　人は誰でも多様な自分自身とつきあい、様々な人々や事象との出会いか
ら、自分自身の在り方を社会性のなかで育み、自律性を高めていきます。
しかし、ネット社会においては、なぜかそれまで培ってきた自分自身を手
放し、驚くような言動を晒してしまう人が後を絶ちません。 
 
　『私』が『私』であるためには、『自律』と『他律』が必要ですが、
ネット上では、普段の社会生活よりも格段に多い人の目にさらされている
にもかかわらず、匿名性が高いという思い込みからか、人の目を意識出来
ずに、他律が弱まる傾向があります。誰かを過剰に意識することでの問題
行動も、やはり、社会的にどう見られるかという他律が弱まっていること
に起因していると考えられます。 
　些細なことから急激に肥大してしまう特性を持ち、個人では相手を特定
することが難しいネット上のトラブルを防ぐには、常に危険に晒されてい
るという自覚が不可欠。実際の世界では悪意に触れることはまれですが、
インターネットでは不特定多数の無自覚な悪意に繋がってしまうことを忘
れないようにしましょう。 
 
　トラブルが起きてしまったときは、怒りや戸惑いに身を任せないことが
大切です。ケータイはすぐに保護者のもとに保管し、中のメール、画像、
お気に入りなどは絶対に消してはいけません。責めたり叱ったりする前に、
言い分が理解できる、できないに関わらず、とりあえずこどもの話を聞き、
まず状況をきちんと把握してください。犯罪被害の疑いがあれば、すぐに
警察に相談することをおすすめします。 
 
　また、依存には本人なりの理由があることが多く、特にネットの場合は
『相手』が存在する場合がほとんどです。「すぐに返信をしなければなら
ない」「ゲームの中で仲間が待っている」など理解不能な部分があるかも
しれませんが、とにかく状況を把握してください。聞き取った内容は紙に
書いて整理し、優先順位を付けさせて、具体的に止めることが出来る部分
から段階的に減らしていきます。ネット上の相手に説明をする猶予を与え
ることも重要ですが、『仲間』から懐柔される可能性があるため、その前
にしっかりと話し合いましょう。制止に対し、暴言や自傷など重い依存症
状が見られる場合には、専門家の支援も必要です。 
　 

なにかあったらすぐ保護者に相談できる関係を 
日頃から意識しましょう。 

ここがポイント！ 
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画像送信、誹謗中傷、ネットいじめ 
なぜ、やってしまうのか 

　こどもたちは、まだ社会のルールを学んでいる最中ですが、ネットにつ
ながる機器を持つことで、持っていなければしなかったことをしてしまう
ことがあります。誹謗中傷もそのひとつ。学校の帰り道に「あいつ気に入
らないよな」なんて言い合う…　そんな昔からよくある、会話ならそのと
き限りで終わってしまうちょっとした悪意が、ネットが介在した途端に
「いつまでも残ってしまう」ことになり、思ってもみない相手にも伝わり、
多くの場合、無責任に悪意や害意が増幅してトラブルとなります。 
 
　特に、ＬＩＮＥというサービスを介して多くの問題が起きており、ＬＩ
ＮＥでのやりとりが気に入らないという理由で犯罪が起きたり、ＬＩＮＥ
を利用したイジメによる自殺者を出してしまうなど、深刻化しています。 
　『ＬＩＮＥイジメ』の多くは、最初は「ただの悪ふざけ」「ちょっとし
た冗談」と加害意識が非常に低いものの、なにかのきっかけを得ると驚く
べきスピードでエスカレートし、集団リンチの様相を呈します。 
 
　ＬＩＮＥの特徴は、許可された人しかアクセスできない閉ざされた空間
であることと、その空間を自由に作り出し、招待も排除も自由に出来るこ
と、閲覧すると『既読』と表示されて相手にわかることなどがあります。　　 
　この『既読』の表示が前述の「きっかけ」となるケースが多く、既読に
なっているのに書込がないことを無視されたとして怒り出したりします。 
 
　グループで利用すると多人数でのやりとりが素早く行われ、慣れていな
いと追いかけるだけでも大変です。そんな中、ちょっとした心ない言葉を
目にして、なんと返せばいいのか…と迷っている数分の間に、「既読無視
するな」と怒りがぶつけられ、これに同調した書込が続き、あっという間
に存在までも否定するひどい言葉が連なるような状況になってしまいます。 
リアルであれば、傷ついた表情を見てやめるかもしれないところをネット
だと加速させてしまう傾向があるようです。 
 
　大きく影響しているのは、『相手の顔が見えない』ことと、ＬＩＮＥな
らではの閉ざされた空間、そして会話が流れる速度。 
　罪の意識を感じたり、立ち止まって考える間もなく、攻撃性が加速し、
残虐性までも露呈してしまう、みんなの表情が見えないために仲裁に入り
にくいなど、構造的な問題があると考えられます。 
　また、ＬＩＮＥだけでなく、ネットには深く考えずに投稿される不適切
な画像や言葉も多く、ネットを介したつながりに同調圧力を感じて依存症
状を示すこどもも増えています。 
 
　自律的にネットを利用することは、とても難しいことです。「部活の連
絡網がＬＩＮＥのグループだから仕方がない」ではなく、連絡網にＬＩＮ
Ｅを使わないことを申し合わせたり、危険にさらさない方向性が必要です。 
 © copyright 2015 e-tochigi.org all rights reserved.  
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そして「おうちルール」を作りましょう！ 

これまでの内容を踏まえて、「おうちルール」を作りましょう。 
 
０．「何のために」を考えましょう。 

まず、保護者だけで、何のために貸し与えるのかをきちんと考えましょう。
そして、そのために最低限必要となるサービスや機能を、インターネットや
販売店で調べ、確認しましょう。その上で、その機能で考えられるリスクを
考えておきましょう。 

 
１．ルールはこどもと一緒に作りましょう。 

ルールを考える過程は、危険性や問題点を共有する一番のチャンス。こども
の事情を考慮せずにルールを決めてしまっては、守ろうという意識も乏しく
なってしまいます。保護者が決めたものを押し付けるのではなく、保護者が
こどもに問題提起し、なぜそれがいけないのかを一緒に考えた上で、こども
自身に決めさせましょう。 

 
２．ルールは具体的に書きましょう。 

ルールは具体的なほうが守りやすくなります。 「SNSはダメ」という形式的
なルールではなくて、「個人情報をネット上に書かない」という本質的な
ルールが必要で、同時に個人情報とはなにか、どこまでなら書いてよいのか
を細かく確認することが大切です。また、あまりに厳しくして守れないよう
なものでも意味がありません。多少数が多くなっても、細かく具体的なルー
ルを決めるようにしましょう。 

 
３．守れなかったときのことも決めましょう。 

ルールを決めるときには、「守れなかったときのルール」も決めましょう。
罰金、即取りあげ、などの即物的なルールではなく、「１週間使用禁止」
「ネットは1ヶ月禁止」など「守らないと使えなくなる」ような 
無理すれば守れるルールのほうが、こどもにとっても守りやすくなります。 
また、ルールは時代に応じて変わっていくものですが、こどもの求めるまま
に変更してはいけません。更新期限もこどもに提案させましょう。 

 
４．大切なのは決めてから。 

ルールは守らせてはじめて意味があります。そのためには決めて終わりでは
なく、きちんと守られているのか、確認し続けることが重要です。できれば
週１回は利用状況を確認する機会を持ちましょう。そして必ず月１回、請求
書が届いたときに内容をこどもと一緒に確認するようにしましょう。 
守れないからと「守れなかったときのルール」をゆるめてしまうとルールの
効力を下げてしまいます。必ずルールそのものを見直しましょう。 
また、設定した有効期限に応じてルールを見直す際に権限を拡大するなら、
ルールも厳しくすることを忘れずに。 

 
次ページに「おうちルールチェックシート」を用意しました。 
保護者がルールを検討するときの参考にしてください。 
※チェックシートは保護者用です。 
　こどもとのルール作りのときはそのまま使わず、必ず白紙に書き出しましょう。 
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「ともだちルール」より「おうちルール」！ 

携帯電話で連絡先を交換する前に、まず『おうちルール』をおともだちに
伝えさせ、おともだちともルールを決めてもらいましょう。 

こども同士でルールを決めるのは難しいものですが、暗黙の了解の中で、
LINEの返信は５分以内、KSするヤツは親友じゃない、など、大人からする
と理不尽な自分たちだけのルールを自在に作っていくのがこどもたちです。
それを否定するのではなく、理由を聞いて一緒に正しい使い方を考えて行
きましょう。そして、保護者同士でも情報を交換し、おともだちの家庭と
一緒にルール作りをして、こどもたちにとってルールを守りやすい環境を
作ってあげましょう。 

おともだちとの関係の中で困ってしまったら、学校に相談することも大切
です。個別の問題ではなく、クラス全体で、学校全体で考えるべきことか
もしれません。 

また、こどもたちは大人と同様に決して均一ではありません。それぞれが
それぞれの認識、それぞれの常識のなかにいます。自分のこどもがおうち
ルールを守って個人情報をインターネット上に明かさなかったとしても、
意識の低いおともだちが自分の「おともだち」として本名を顔写真付きで
公開してしまうこともあるのです。プリクラなどの写真を公開し、そこに
フルネームが書かれていたという事例も多くあります。 

「個人情報をインターネット上に書かない」というルールのためには、個
人情報とはなにか、個人を特定できる情報とはどんなものかを話し合い共
有することが必要です。 

万が一、様子がおかしいと感じたら、証拠保全のために携帯電話を返して
もらい、中を見る前に最近どのような使い方をしているか、困ったことは
ないかを確認しましょう。嘘をついたり、問題が起きていても、叱ったり、
削除したりしないでください。ただし、公開されている問題がある情報は
『画面メモ』などの機能で記録し、速やかに削除しましょう。出来るだけ
正確に状況や経緯を把握し、時系列で整理して対応を検討します。状況に
よってはそのまま携帯電話を取り上げてしまうと危険な場合もあります。
また、メールする、掲示板に書き込むなど、文字だけのコミュニケーショ
ンに入っていくことは事態の悪化に繋がりやすいので避けてください。 

『おうちルール』をつくりましょう。 
そして、みんなで共有しましょう。 

ここがポイント！ 
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『おうちルール』　チェックシート 

使い方 
□充電器はみんなが集まる居間に置く。 
□自分の部屋に携帯電話を 
持って行かない。 

□夜９時以降は携帯電話を使わない。 
□ごはんの時に携帯電話にさわらない。 
□親戚の家などで携帯電話にさわらない。 
□歩きながら携帯電話をさわらない。 
□自転車に乗りながら携帯電話を 
さわらない。 

□トイレやお風呂には持って行かない。 
 
メールやネット 
□誰であっても個人情報は書き込まない。 
□人の悪口は書かない。 
□怒っているときにメールや書込みをしな
い。 

□アドレス帳登録は保護者と一緒にする。 
□メールや通話の相手は 
アドレス帳に載っている相手だけ。 

□迷惑メールに返信したり、 
ホームページにアクセスしない。 

□知らないアドレスからメールが来たら、
お友達でも保護者に相談する。 

□ 「このメールを○○人に送って…」「お
友達に知らせて…」という内容のメール
は保護者に相談する。 

□ 「明日、学校でね」で済むことをメール
やトークなどで話さない。 

 
料金と契約 
□毎週　　　曜日に利用状況について 
話し合う。 

□料金が　　　　　　円を超えたら使用
しない 

□無料、有料に関わらず、会員登録が 
必要なサービスは保護者に相談する。 

 
その他 
□ 
 
 
 
□ 
 
 
 
□ 
 
 

□ 
 
 
 
□ 
 
 
 

推奨 おうちルール 

通話 気をつけて使う 

ショートメール（SMS）・Cメール 気をつけて使う 

ネットを利用するEメール 使わないほうが良い 

ネット 使わないほうが良い 

SNS（LINE、Twitter、Facebook） 使わないほうが良い 

カメラ 使わないほうが良い 

音楽プレーヤー 使わないほうが良い 

おサイフケータイ 使わないほうが良い 

ワンセグTV 使わないほうが良い 

時計、アラーム（目覚まし）機能 使わないほうが良い 

電卓 使わないほうが良い 

辞書 使わないほうが良い 

ボイスレコーダー 気をつけて使う 

GPS 気をつけて使う 

※時計機能や音楽再生機能を使用すると寝室へ持ち込む理由となるため、特に注意が必要です。 



携帯電話貸し出し契約書 
この携帯電話は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を目的として、貸し出す 
ものであり、目的外の利用をした場合は没収します。 
契約は保護者が行うものであり、契約内容、暗証番号、パスワード等は保護者が管理 
します。 
通話、メールなどの通信内容、料金の詳細は、保護者が必要に応じて閲覧します。 
この契約は、　　　　年　　　月　　　日から　　　　年　　　月　　　日まで有効 
とし、継続する場合には契約を更新するものとします。	
	

携帯電話の貸し出し条件	
　１．壊さないこと。なくさないこと。	
　　　携帯電話はとても壊れやすいので大事に使うこと。	
　　　アドレス帳など個人情報が入っているのでなくさないこと。	
　２．他の人の迷惑になるような使い方をしないこと。	
　　　病院では電源を切ること。公共の場所ではマナーモード。	
　３．毎月、携帯電話の請求書が来たらその内容を一緒に確認すること。	
　４．おうちルールを守ること。	
 
おうちルール 

守れなかったら 

携帯電話を借りる人（こども） 携帯電話の持ち主（保護者） 
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■問い合わせ先 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
■相談窓口 
栃木県警察 県民相談室 �
028-627-9110 または #9110 
栃木県警察 サイバー犯罪対策 
http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/seikatu/nethanzai.html 
警察庁 インターネット安全・安心相談 
http://www.npa.go.jp/cybersafety/ 
国民生活センター／消費生活センター 
http://www.kokusen.go.jp/map/ 
インターネットホットライン連絡協議会 
http://www.iajapan.org/hotline/ 
迷惑メール相談センター（財団法人日本データ通信協会） 
http://www.dekyo.or.jp/soudan/ 
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資料 

特定非営利活動法人　ｅ－とちぎ	
〒321-0925 栃木県那須烏山市小白井４４８ 

TEL：090(6310)1110 
e-mail：info@e-tochigi.org　http://e-tochigi.org 

ＩＴで、とちぎを「もっと」おもしろく。 

このパンフレットは、平成21年度栃木県「ＮＰＯ等からの提案による県との協働事業」で 
特定非営利活動法人ｅ－とちぎが作成したものに加筆訂正し、再構成したものです。 

20150707 

各社携帯から 一般加入回線から 左が利用できない場合 
NTTドコモ 151 0120-800-000 （03-5156-3030） 
KDDI (au) 157 0077-7-111 （0120-977-033） 

ソフトバンク 157 0800-919-0157 （022-380-4380） 
ワイモバイル 151 0570-039-151 （044-382-0800） 

任天堂 0570-011-120 (075-662-9611) 
マイクロソフト 0120-220-340 
ソニーコンピューター 
エンターテインメント 0570-000-929 (050-3754-9800) 


