
平成20年度 情報モラルの育成に関するアンケート（保護者用）集計結果  

 1.あなたの年齢についてお答えください。（１つに○） 

 2.あなたの性別についてお答えください。（１つに○） 

 3.アンケートの対象になっているお子さんの学年についてお答えください。（１つに○） 

 4.お子さんに、専用の携帯電話を持たせていますか。（１つに○） 

 5.お子さんの携帯電話は、インターネットに接続できますか。（１つに○） 

 6.携帯電話に、フィルタリングをかけていますか。（１つに○） 

 7.インターネットやメールが定額で、使い放題のサービスを利用していますか。（１つに○） 

 

項目 人数 比率

20歳代 3 (0%)

30歳代 380 (31%)

40歳代 752 (61%)

50歳代 82 (6%)

60歳以上 8 (0%)

項目 人数 比率

男性 138 (11%)

女性 1085 (88%)

項目 人数 比率

小学校５年生 525 (42%)

中学校２年生 303 (24%)

高校２年生 397 (32%)

項目 人数 比率

はい  →問５．へ 609 (51%)

いいえ →４ページの問15．へ 582 (48%)

項目 人数 比率

はい    →問６．へ 464 (76%)

いいえ   →問８．へ 92 (15%)

わからない →問８．へ 47 (7%)

項目 人数 比率

はい 104 (22%)

いいえ 303 (65%)

わからない 59 (12%)

項目 人数 比率

はい 368 (79%)

いいえ 89 (19%)

わからない 7 (1%)



 

 

 8.お子さんが、携帯電話でホームページを見たり、メールをしたり、掲示板を使うなど、携帯電話を使っている時間は、平均すると一日のう

ちどれくらいだと思いますか。（１つに○） 

 9.お子さんが、携帯電話でメールを送る回数は、一日のうちどれくらいだと思いますか。（１つに○） 

 10.お子さんに、次のような様子が見られる、または、感じられることがありますか。（あてはまるものすべてに○） 

 11.お子さんの携帯電話の、最近の月額利用料金は、おいくらぐらいでしたか。（１つに○） 

項目 人数 比率

使っていない 54 (8%)

３０分未満 181 (29%)

３０分以上～１時間未満 140 (22%)

１時間以上～２時間未満 126 (20%)

２時間以上～３時間未満 43 (7%)

３時間以上～４時間未満 34 (5%)

４時間以上 26 (4%)

項目 人数 比率

使っていない 39 (6%)

１回～５回 260 (42%)

６回～10回 126 (20%)

11回～30回 121 (19%)

31回～50回 47 (7%)

51回～100回 8 (1%)

100回以上 4 (0%)

項目 人数 比率

携帯電話が近くにないと不安になっている 146 (23%)

「圏外」エリアだと不安になっている 27 (4%)

携帯電話が鳴っていないのに、確認している 65 (10%)

メールの返事がすぐに返って来ないと不安になったり、腹が立ったりしている 22 (3%)

携帯電話を開いてメールが来てないと不安になっている 9 (1%)

過去のメールを何度も読んでいる 12 (1%)

メールが来ているふりをすることがある 2 (0%)

携帯電話をむやみに開いて手遊びをしている 81 (13%)

メールが来ないと、自分だけが取り残されているような気持ちになっている 3 (0%)

時間があると、頻繁にメールを打っている 76 (12%)

項目 人数 比率

  0円以上～ 2,000円未満 80 (13%)

2,000円以上～ 3,000円未満 51 (8%)

3,000円以上～ 4,000円未満 56 (9%)

4,000円以上～ 5,000円未満 65 (10%)

5,000円以上～10,000円未満 331 (54%)

10,000円以上～20,000円未満 28 (4%)

20,000円以上～ 4 (0%)



 12.お子さんの、携帯電話の利用料金はどなたが支払っていますか。（１つに○） 

 13.携帯電話のマナーなどについて、お子さんを注意したり教えたりすることがありますか。（１つに○） 

 14.それは、どんなことですか。（あてはまるものすべてに○） 

 15.お子さん専用のインターネットに接続できるパソコンはありますか。（１つに○） 

 16.お子さんの専用のパソコンに、フィルタリングをかけていますか。 （１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

項目 人数 比率

全額を保護者が支払っている 568 (93%)

子どもと保護者で支払っている 27 (4%)

全額を子どもが支払っている 19 (3%)

その他 7 (1%)

項目 人数 比率

よくある       →問14．へ 92 (15%)

ときどきある     →問14．へ 273 (44%)

ほとんどない     →４ページの問15．へ 161 (26%)

まったくない     →４ページの問15．へ 94 (15%)

項目 人数 比率

授業中は使わない 188 (51%)

人と会話をしているときは使わない 138 (37%)

自転車に乗りながらは使わない 199 (54%)

家族での食事中は使わない 212 (58%)

深夜は使わない 101 (27%)

バスや電車の中では通話をしない 123 (33%)

バスや電車の中の優先席付近では使わない 62 (16%)

飛行機や病院の中では使わない 163 (44%)

映画館や劇場の中では使わない 98 (26%)

ホテルのロビーやレストランでは通話をしない 52 (14%)

図書館や美術館では使わない 83 (22%)

その他 87 (23%)

項目 人数 比率

はい  →問16．へ 157 (12%)

いいえ →問17．へ 1052 (87%)

項目 人数 比率

はい 29 (18%)

いいえ 89 (56%)

わからない 36 (22%)



 

 

 

 17.お子さんが、学校の授業以外でパソコンを使っている時間は、平均すると一日のうちどれくらいだと思いますか。（１つに○） 

 18.お子さんは、パソコンや携帯電話、オンラインゲーム機などを使って、インターネットを利用していますか。（１つに○） 

 19.お子さんが、インターネットを利用する目的と思われるものを選んでください。（あてはまるものすべてに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 人数 比率

使っていない 575 (48%)

30分未満 376 (31%)

30分以上～１時間未満 151 (12%)

１時間以上～２時間未満 62 (5%)

２時間以上～３時間未満 20 (1%)

３時間以上～４時間未満 9 (0%)

４時間以上 3 (0%)

項目 人数 比率

はい  →問19．へ 611 (50%)

いいえ →５ページの問25．へ 589 (49%)

項目
人
数

比率

趣味や遊びなどの情報をさがす 453 (74%)

調べ学習や勉強のための情報をさがす 336 (54%)

ホームページをつくっている 13 (2%)

掲示板(けいじばん)(ある話題に対し匿名でやりとりを

するページ)をつくっている
9 (1%)

掲示板(けいじばん)を見たり書き込んだりする 54 (8%)

ブログ(インターネット上の日記)を公開している 25 (4%)

プロフ(インターネット上の自己紹介)を公開している 24 (3%)

メールやチャット(インターネット上の文字による会話)な

どで友だちとやりとりをする
126 (20%)

オンラインゲームを楽しむ 159 (26%)

買い物をする 57 (9%)

音楽(曲や、着メロなど)や映画などを、聴いたり見たり

する
340 (55%)

ファイル交換ソフト(Ｗｉｎｎｙ(ウイニー)、Ｓｈａｒｅ(シェア)な

ど)を使う
2 (0%)

その他 17 (2%)



 

 

 

 

 20.お子さんが、インターネット(携帯電話でのメールを含む）を使っていて、経験したことがあると思われるトラブルを選んでください。（あて

はまるものすべてに○） 

 21.お子さんは、インターネットで知り合って何度かやりとりをしている人がいると思いますか。（１つに○） 

 22.お子さんは、インターネットで知り合った人に、自分の携帯番号やメールアドレスを教えたことがあると思いますか。（１つに○） 

 23.お子さんは、インターネットで知り合った人と実際に会ったことがあると思いますか。（１つに○） 

 24.お子さんは、インターネットを使って誹謗・中傷、いじめ、いたずらをしたことがあると思いますか。（１つに○） 

項目
人
数

比率

チェーンメール(多くの人に送信して欲しいという内容の迷惑メール)が

届いた
156 (25%)

出会い系サイトやアダルトサイトなどから利用を求める迷惑メールが届

いた
33 (5%)

有料サイトの利用料金などについて、身におぼえのない支払いを求め

られた
29 (4%)

出会い系サイトを利用してトラブルにあった 1 (0%)

悪口などが書かれたメールが届いた 11 (1%)

掲示板、ブログやプロフなどへ悪口を書き込まれた 13 (2%)

自分を映した写真や動画などが勝手にメールで送られたり、公開され

たりした
1 (0%)

ネットオークションの利用にかかわるトラブルがあった 2 (0%)

コンピュータウイルス(コンピュータをこわしてしまうプログラム)がパソコ

ンに入った
25 (4%)

その他 11 (1%)

ない 352 (57%)

項目 人数 比率

はい 45 (7%)

いいえ 511 (83%)

わからない 59 (9%)

項目 人数 比率

はい 28 (4%)

いいえ 521 (85%)

わからない 65 (10%)

項目 人数 比率

はい 10 (1%)

いいえ 574 (93%)

わからない 31 (5%)

項目 人数 比率

はい 6 (0%)

いいえ 558 (91%)

わからない 50 (8%)



 25.お子さんが、インターネットを使って誹謗・中傷、いじめ、いたずらをされたことがあると思いますか。（１つに○） 

 26.それは、どんなことでしたか。（あてはまるものすべてに○） 

 27.インターネットを使った、児童生徒に対する誹謗・中傷、いじめ、いたずらを、身近で見聞きしたことはありますか。（１つに○） 

 28.それは、どんなことでしたか。（あてはまるものすべてに○） 

 29.お子さんの学校に、学校非公式サイト（学校の公式ホームページ以外の、学校の先生や友だちの話題を書き込む掲示板など）がある

と思いますか。（１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 人数 比率

はい    →問26．へ 27 (2%)

いいえ   →６ページの問27．へ 980 (81%)

わからない →６ページの問27．へ 198 (16%)

項目 人数 比率

悪口を書かれた 24 (88%)

作り話を書かれた 4 (14%)

無断で写真をのせられた 1 (3%)

無断で電話番号をのせられた 2 (7%)

無断でメールアドレスをのせられた 3 (11%)

無断で住所をのせられた 0 (0%)

その他 4 (14%)

項目 人数 比率

はい  →問28．へ 220 (18%)

いいえ →問29．へ 986 (81%)

項目 人数 比率

悪口が書かれていた 192 (87%)

作り話が書かれていた 35 (15%)

無断で写真がのせられていた 23 (10%)

無断で電話番号がのせられていた 10 (4%)

無断でメールアドレスがのせられていた 18 (8%)

無断で住所がのせられていた 5 (2%)

その他 15 (6%)

項目 人数 比率

はい 215 (17%)

いいえ 270 (22%)

わからない 724 (59%)



 30.お子さんに不当請求やネットいじめなどのトラブルがあった場合の対処法を、学んだことがありますか。（あてはまるものすべてに○） 

 31.インターネットやメールの利用について、お子さんと決めているルールはありますか。（あてはまるものすべてに○） 

 32.あなたのお子さんが、特に学校で指導してもらいたいものは何ですか。２つを選んでください。（２つに○） 

 33.インターネットに関する知識は、お子さんと比べてどうですか。（１つに○） 

 

 

 

 

項目 人数 比率

ない 797 (66%)

知人・友人から聞いた 76 (6%)

学校の保護者会や、学校の研修会に参加した 91 (7%)

学校以外の研修会などに参加した 18 (1%)

リーフレットで見た 76 (6%)

テレビ・新聞で見た 237 (19%)

本・雑誌(ざっし)で読んだ 93 (7%)

インターネットで見た 38 (3%)

その他 31 (2%)

項目 人数 比率

利用していないので、決めていない 406 (34%)

利用しているが、決めていない 306 (25%)

利用時間を、決めている 134 (11%)

利用できる金額を、決めている 184 (15%)

メールを、禁止または制限している 57 (4%)

掲示板などへの書き込みを、禁止または制限している 96 (8%)

インターネットの閲覧を、禁止または制限している 101 (8%)

親など、大人と一緒でなければ利用できない（一人では利用できない） 126 (10%)

フィルタリングを、かけることになっている 86 (7%)

その他 60 (5%)

項目
人
数

比率

目的に応じて情報を適切に処理する力を身に付けること 680 (57%)

パソコン・ネットワークの操作技術を身に付けること 206 (17%)

パソコン・ネットワークの知識を身に付けること 179 (15%)

インターネット上でのマナーを身に付けること 367 (30%)

インターネット上で有害情報や危険なサイトがあること教

え、被害に巻き込まれないようにすること
831 (70%)

その他 21 (1%)

項目 人数 比率

子どもより詳しい 397 (33%)

子どもと同じぐらい 151 (12%)

子どもの方が詳しい 449 (37%)

わからない 206 (17%)



 

 

 34.コンピュータや携帯電話を利用してのインターネットの適切な使い方について、お子さんにどの程度教えていますか。（１つに○） 

 35.お子さんに、インターネットに接続できる携帯電話を持たせるのに、適切な時期はいつ頃だと思いますか。（１つに○） 

  

お子さんに、携帯電話を持たせていない方は、ここで終了となります。 

 

 

 36.お子さんに携帯電話を持たせている方にお伺いします。お子さんに携帯電話をいつ頃持たせましたか。（１つに○） 

 37.お子さんに携帯電話を持たせている方にお伺いします。お子さんに携帯電話を持たせた理由は何ですか。（あてはまるものすべてに

○） 

項目 人数 比率

頻繁に教えている 40 (3%)

時々教えている 393 (32%)

ほとんど教えていない 454 (37%)

教えていない 314 (26%)

項目 人数 比率

小学校入学以前 0 (0%)

小学生低学年 5 (0%)

小学生中学年 17 (1%)

小学生高学年 40 (3%)

中学生 213 (17%)

高校生 790 (65%)

持つことはよくない 135 (11%)

項目 人数 比率

小学校入学以前 1 (0%)

小学生低学年 30 (4%)

小学生中学年 60 (9%)

小学生高学年 74 (11%)

中学生 276 (44%)

高校生 177 (28%)

項目 人数 比率

家族が子どもと連絡を取るため 487 (78%)

子どもの安全確認のため 289 (46%)

家族が持っているから 31 (5%)

子どもが欲しがるから 181 (29%)

子どもが、友だちなどと連絡を取るため 177 (28%)

これからは、携帯電話などが使えないと困るから 49 (7%)

プレゼントとして 50 (8%)

その他 41 (6%)


