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登下校中の子どもの防犯、安全のために行っていること、気をつけていること、また、

子どもとしている約束などはありますか？ また、学校や地域の防犯対策（危険回避

プログラム）では、どのようなことが行われていますか？ ほかにどのようなことをして

欲しいですか？ 

  回答内容 回答者居

住県 

回答者

性別 

回答者

年齢 

1 

地域の父兄が交代で下校時のパトロールを

しています。子供には通学路を必ず通るこ

とと、一人にならないことを約束しています。

学校では学年一斉下校や防犯ブザーのレ

ンタルがあります。 

不審者情報をできるだけ早く連絡してほし

いです。 大分県 女性 40 

2 

行き帰りとも、一人になることの無いように

言い聞かせています。 

他には、暗い道や路地は避けることと、防

犯ブザーを必ず持たせることにしています。

地域では、登下校は保護者やボランティア

の方が通学路に立って安全確認をしてくれ

ています。 

不審者情報は、見守る目を増やすためにも

子どもの有無にかかわらず全家庭に案内

が欲しいです。 東京都 女性 35 

3 

防犯ブザーを学校から配られて持っていま

す。 

なるべく一人ではあるかない！ 

迷子ななったときは近くの家の人に助けを

求める。 大阪府 女性 43 

4 

うちは幼稚園児なので今はまだ親が送迎を

していますが、これから小学校に上がった

時に帰りに知らない人について行かないこ

となど言い聞かせています。一人で帰らな

いで友達など複数人数で帰ってもらうと安

心できるのではないかと思います。 

地域では防犯のために駆け込める家が

所々にあります。家の前にその看板が立っ

ているので安心です。 愛媛県 女性 34 

5 

駅から自宅までは人通りの多い道ですの

で、それほど心配はしていませんが、同級

生が近くに住んでいますので可能な限り一

緒に帰ってくるよう言い聞かせています。 

他の子のことを考えると、通学路のパトロー

ルをやってくれると安心だと思います。 埼玉県 男性 53 
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6 

今は、年中児だけですが、今春から、年長

と年少の二人になります。毎日の送り迎え

で、歩きながら、知らない人には話しかけら

れてもそっとしておく、道などを聞かれても

ついて行かず、周りの大人の人に言う、等

を言っています。地域としては、特に何もし

ていないようなので、小学生は個々で迎え

に行っている方も多いようです。 北海道 女性 37 

7 

必ず通学路を歩くようにと、暗くなる前に必

ず帰るように言っています。学校からも指導

がありましたが、もし、変な人に追いかけら

れたりしたら、近くのコンビニとか、よそのお

家でも、助けてもらいに行くようにも言って

あります。 北海道 女性 39 

8 

うちの校区では危険地域が細かく地図で指

定されていて、絶対に一人では歩かないよ

うに指導されています。登下校時間には自

治会のお年寄りなどが、指定通学路に出

て、声かけなどをしてくれています。しかし、

その時間帯以外に子供が帰ることもあるの

で、そういったときは親が迎えに出るなどの

指導がされています。限界があるとも思い

ますが、何もしない地域よりはましかなと思

っています。 宮崎県 女性 30 

9 

毎日車で送り迎えをします。 

まだ小１という事もあり、親が来てないと下

校出来ません。 

地域での防犯対策は具体的にはわかりま

せん。 

子どもには、親以外の人について行っては

いけないとしつこいくら 

いに話し、一人でいると知らない人が連れ

て行ってしまうと脅して 

います。 

他人に頼らず親として出来る限りのことをや

る事が大切だと思って 

いるので、地域への要望は特にないです。 沖縄県 女性 38 

10 

子供達には通学ピーク時に登下校するよう

言い聞かせていますが、帰りが遅い場合は

途中まで迎えに出ます。市が防犯ブザーの

貸し出しをしているほか、地域住民によるセ

ーフティウォッチング制度、また、学校では

子供に不審者に出会ってしまった場合の対

処方法の指導もありました。 千葉県 女性 36 
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11 

園児なので、基本は 1人での行動はありま

せんが、もうすぐ小学校なので気にかけて

指導しています。朝は集団登校なので、ま

だ安全ですが、1 人では歩かない事や、 

出かけるときは、防犯ベルと、ホイッスルを

首にかける事。 

知らない人に声をかけられても付いていか

ない、名前を言わないこと。 地域ぐるみ

や、保護者による見回りが順にあるので、

まだ安全な方です。 愛知県 女性 29 

12 

防犯ブザーを持たせています。 

必ず通学路を帰る事、何かあったら、大きな

声を出すこと、知らない人と話す時は、距離

を保つように話しています。 

地域ではパトロール隊ができましたが、ボラ

ンティアのため毎日ではないようです。 

通学路に大人がいてくれたらと思います。 岡山県 女性 37 

13 

区から携帯に防犯情報などくるように設定

されています（親の）。あやしい人がいたり、

声をかけられた子がいるとすぐにメールが。

悪い人に食べられてしまうので暗くなったら

気をつけるようにと教わってきています。 東京都 女性 40 

14 

最寄の駅までは送迎しています。下校時も

１人では帰らせないように学校が指導され

ています。電車に乗り前には必ず電話をか

けさせています。不審者の情報などは学級

通信ではなくて発覚したら直ぐに連絡して欲

しいと思います。 大阪府 女性 42 

15 

学校で明るいうちに集団登校をしている。学

校では、防犯パトロール中の札を配り、保

護者が登下校中に通学路に立てる人は立

って子供たちを見守っています。 広島県 女性 39 

16 

声をかけられても絶対ついていかない、知

らないふりをしてもいいから家にすぐに帰る

事！と言い聞かせています。ブザーを持た

せていますが中々持っていても押す事は出

来ないようです。最近は登下校だけでなく校

内のなかでも安心は出来ない様子、いやな

世の中です。 香川県 女性 36 
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17 

今はまだ学校に行っていないのですが本当

に最近は怖くて少しの間でも離れることがで

きません。常に外では手をつないでいます。

自分の子に限って・・・とはもう思えません。

地域の大人たちの手で地域の子どもたちを

見守る活動をもっともっと積極的にしていか

ないとだめだと思います。 京都府 女性 31 

18 

小 3 ですが、3学期から集団下校になりまし

た。 

知らない人にはついて行かない、車に連れ

込まれそうになったら 

大きい声を出すなど、注意しています。 

通学路はあまり人が通らないのでパトロー

ルをして欲しいです。 長野県 女性 39 

19 

行き帰りの道を決めておく事。地域の子供

の顔を出来るだけ良く見て覚えるようにして

います。 大阪府 女性 25 

20 

登下校はなるべく学年を問わず大勢で帰る

ようにしているみたいです。子供にも必ず誰

かと帰るように学校の先生からも言ってもら

っているようです。学校からは防犯マップの

ようなものと何かあった時にかけこめるよう

な場所をしるした地図をくばられました。携

帯品としては防犯ベルを学校から配っても

らってます。親の気持ちからすると外国のよ

うにスクールバスがあればいいのになと思

うことがあります。 福岡県 女性 35 

21 

もう中学３年なので、遅くならないうちに帰る

よう言うくらいです。 

地域の防犯対策：“パトロール中”札を自転

車や車に付ける。 

犬の散歩などを登下校の時間に合わせて

する。 

子どもを守る家というプラカードを付け、い

ざというときかけこむことができるように頼

んであります。 

主に小学生用だと思いますが。 兵庫県 女性 46 

22 

子供には、①通学路を必ず通る。②一人で

帰らない。と教えています。防犯ブザーを持

たせています。 大阪府 女性 43 
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23 

 

信号は青でも突然走らないように気をつけ

させています。 

幼稚園なのでどこへ行くのも一緒ですが、

人気のない道は歩かないようにしていま

す。 東京都 女性 38 

24 

学校が終わると寄り道せずに帰る事や 

一人では帰らないようには言ってあります。

地域では青いランプの車が走っていて見回

っていますし 

駆け込む家も分かるように張ってあります。

でも立ったりして見守ってはくれていません

のでどうかなとは 

思っていますが... 富山県 女性 32 

25 

地域の友達とかたまって帰るように話して

います。もちろん知らない人には付いてい

かないように話しています。学校の方でどこ

までやることができるのか、親はどこまでや

った方がよいのかとても悩んでいます。 奈良県 女性 39 

26 

防犯ベルを持たせています。必ず友達と一

緒に帰る事、寄り道をしないでまっすぐ帰る

事は言い聞かせています。 愛知県 女性 40 

27 

通学路を通る事。 

近所の友達とできるだけ帰ることです。 

防犯ブザーもあるし、駆け込む家もあり、パ

トロールも強化されていますが、やはり下校

の時間（特に薄暗いころ）にもう少し街灯を

明るくして欲しいです。 東京都 女性 40 

28 

一人で帰らない。寄り道をしない。幹線道路

の歩道を通る。 

学校の対策としては校門の警備員と、朝の

通学路にボランティアさんが立つなどです。

学校でできればパトロールをしてほしいです

ね。 大阪府 女性 43 

29 

登校時は集団登校で４ヶ所ほど毎朝父兄

が立ちます。 

子供には必ず数人に帰宅するように言って

います。 

地域のお年寄りのボランティアの方や犬を

飼っている方に散歩等の時間を低学年が

帰宅する２時頃にお願いして、なるべく多く

の方が家の外に出てもらうようにお願いして

います。 大阪府 女性 42 
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30 

学校は集団下校となっております。 

保護者は当番制で日替わりで通学路に立

ち、子供達の安全を確認します。当番の方

法は奇数学年、偶数学年に分けられてお

り、我が子が１年生なら奇数学年に割り与

えられた日に通学路に立つという方法で

す。 

また町内の方が平日、休日、どちらもパトロ

ールをして下さいます。 

私の住む地域では、商店会、町会の協力も

得、防犯マップを作り 

何かあった時はすぐ逃げ込める家の確保も

しています。 東京都 女性 38 

31 

通学路を必ず通って帰る事。 

遊び行ったときは５時には帰って来る事を

約束しています 

学校に行く時は防犯ブザーを持って歩いて

いますが 

遊びに行く時には持っていません。 地域

の方が順番に朝はパトロールをしてくれて

いますが下校時も出来ればパトロールを実

施してほしいです 東京都 女性 39 

32 

なるべく１人で行動しない、ガードレールが

ある歩道を歩くなど言っていますが、まだま

だ落とし穴がありそうです。防犯マップがあ

っても何かに巻き込まれれば一瞬ですから

ね。どうしたものか。なるべく暗くなるような

ら迎えにいくようにしています。 愛知県 男性 34 

33 

小 5 の娘がいます。 

もう知らない人に付いて行かない、危険を

感じたら民家に逃げ込む、大声で助けを呼

ぶなど何度も言って聞かせています。 

なるべく友人と帰宅するようにもしていま

す。 

事件などでもありましたが、知っている人で

も怖いと（意外性も有り、悲しい事ですが）

最近話しました。 神奈川県 女性 43 

34 

一人では下校してはいけない事になってい

ます。少し遅くなれば車で迎えに行きます。

学校や地域ではかけこみ１１０番というお店

がいくつかあります。朝父兄が街頭に立っ

たりしています。 群馬県 女性 39 
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35 

学校指定の通学路を通ること、 

危険を感じたらすぐそばの大人、家に助け

を求めること 

なるべく一人で帰らないこと 静岡県 女性 44 

36 

ひとりで帰らず、友だちと一緒に帰るよう言

い聞かせています。 

それが無理なときは、遠回りでも大きくて人

通りの多い道を通って帰って来るよう約束し

ています。 

学校からは生徒全員に防犯ベルが配られ

ており、ランドセルの目立つ位置に、「防犯

ブザー携帯中」のステッカーを貼るよう指示

されました。 東京都 女性 47 

37 

4 月から一年生です。通学路は交通量が多

いので、 

行きは送って行き、帰りは集団下校の途中

まで迎えに行こうと思っています。一人にな

る時間をできるだけなくす気持ちでいます。

高学年になったら、人通りの少ない道は歩

かない、 

知らない人に声をかけられても無視する、と

約束させようと思っています。 北海道 女性 34 

38 

防犯ブザーを持たせ、なるべく人通りの多

い道を通るように言っています。 

ただ、中学生の場合、部活で遅くなることが

多く、とても心配です。 

学校には下校時間の徹底をお願いしたいで

す。 

地域には、小学生なら下校時間頃に外に出

たり、気に掛けて欲しいと言えますが、中学

生の下校時間には無理な気がします。 栃木県 女性 41 

39 

集団登校なのでそこまで玄関から見送る。 

下校時刻をちょっとでも過ぎると外に出て見

ている。 

寄り道をしないで帰るようにすっぱくいって

いる。 

 

もっと帰宅時間に近所の人に外に出ていて

欲しい。 茨城県 女性 37 
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40 

通学路にあるお宅には、小学校の子どもの

あるなしに関わらず、 

「子ども安全の家」の黄色い旗を玄関先に

立ててもらえるよう 

学校から地区委員を通してお願いにあがっ

ています。 

登下校中、何か危険を感じたら、旗の立っ

ているお宅に逃げ込んで 

助けてもらえるようなシステムです。 

実際に逃げ込むようなことはなくても、地域

がそういう取り組みを 

しているところだというアピールを、犯罪者

にできる意味があります。 大阪府 女性 44 

41 

幼稚園児ですが、もうすぐ一年生です。 

今後気をつけることは、なるべく通学班が別

れるところまで 

迎えに行く予定です。 

学校では登下校を集団でしています。でも

人通りが少ない道を 

通ったりするので、それが心配です。 

交代で人通りの少ないところを見回るなどし

たら安心かなと 

思います。 埼玉県 女性 32 

42 

防犯笛を持たせています。 

登下校は集団ですが急なお休みで一人に

ならないように 

気をつけています。遊ぶときは団地内で遊

ぶこと 

ベランダから見えるところで遊ぶようにして

います。 

一緒のときは「ここが危ないよね」と時々確

認しています。 埼玉県 女性 38 

43 

下校時は、人気のない道は通らないように

帰ること。 

何かあった場合、駆け込む場所がわかるよ

うに、玄関付近にステッカーが張ってあると

ころに駆け込むようになっています。 鳥取県 女性 33 
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44 

なるべく一人では帰らないこと、寄り道をし

ないことはよく言ってます。中学生なので、

学校からは不審者が出たときにお手紙が配

られるくらいですが、近くの小学校では防犯

ブザーが全員に配られ、保護者や地域の

人に協力してもらって、登下校の見回りみ

たいなことをしています。中学生では無理か

も知れませんが、同じようにして欲しいで

す。 広島県 女性 41 

45 

遅くなる時は車の通る道路沿いの道を帰っ

てくるように言ってあります。高校生なので

必ず携帯電話を持たせ遅くなる時はメール

をするようにさせています。朝は定期的にボ

ランティアで自転車などの交通整理をする

人が出てくれているのですが帰りも出てくれ

ると安全のためありがたいです。 愛知県 女性 52 

46 

幼稚園です。親が責任もって送り迎えして

ます。 

あと、どんなに近くの友達の家に行くのでも

親が連れて行ってます。 大阪府 女性 35 

47 

毎日送り迎えをしています。幼稚園で義務

付けられています。 

地域では、夏休みなどの限られた期間です

が夜間パトロールをしています。 神奈川県 女性 38 

48 

一人で帰らない、寄り道をしないことです。

学校からは防犯ブザーをもとされてます。お

母さん方が交代で、ところどころとうげこうの

ときには、たっています。 大阪府 女性 33 

49 

学校は学年ごとに帰ります。小学校の子供

がいない家にも声をかけて子供が帰る時間

に犬の散歩や井戸端会議や買い物に行っ

たりして外にでてもらうように呼びかけてい

ます。習い事が終わると電話をかけてきて

迎えにいきます。 兵庫県 女性 43 
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50 

学校から防犯ブザーが配られ不審者情報

等の連絡が随時あります。 

自分の身は自分で守るよう、決められた通

学路を通る。危険を感じたら大声を出し近く

の家に逃げ込む等言い聞かせています。 

地域子供会では毎年イベントを通して防犯

活動をしています。 

地域イベントには積極的に参加して多くの

知り合いを作るよう心掛けています。 

お巡りさんが以前より多く巡回してくれるよ

うになりました。 北海道 女性 39 

51 

行き止りの部落なので安全な方かと思いま

すが、暗くなったら家並みのある側を遠回り

になるけど使うように約束しています。 

守君の家・・・という看板のある家が二軒あ

るのですが、どのように機能しているか解ら

ない状態です。どちらもリタイヤの年配者宅

です。 

高齢者たちが声かけをする習慣のある部落

ではありますが。 愛媛県 女性 68 

52 

登校は集団です。町内で毎日順番に登校

時間に道の角に立って旗当番します。下校

時は 1人きりにならないようにすることや防

犯ブザーをすぐ鳴らせるように言ってます。

不審者情報は開示して時々学校からプリン

トが配られます。同じ市内でも学校によって

対応がバラバラで、学校によっては携帯電

話のメールで防犯情報が流れるとのことな

ので、対応に差が出ないようにして欲しい。 栃木県 女性 41 

53 

学校から自宅まで何通りの行き方もあるの

で、何かあったときのために毎日同じ帰り道

で登下校するように言ってあります。暗くな

る前に帰ること、なるべく一人では帰らない

ことなど約束しています。ＰＴＡからは防犯ブ

ザーが配布され、地域の方たちが協力して

登下校時に巡回をしていてくれます。 神奈川県 女性 33 
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なるべく一人で帰らないようには言っていま

す。 

知らない人と話したりついていったりしない

よう 

言っています。最近は、ボランティアの方が

登下 

校の時間帯に監視をしてくださっています。

集団登下校を学校でしてくれるといいなと思

います。 静岡県 女性 36 

55 

学校で配られた防犯ブザーは持たせてま

す。暗くなったら、人けのない公園は通っち

ゃいけないとは言ってます。学校では、不審

者や子供が巻き込まれた事件があると、保

護者にメールを配信してくれます。場合によ

っては集団下校や、先生方が途中まで付き

添いながらの下校が実施されます。 神奈川県 女性 40 

56 

行き帰りともに、一人になることの無いよう

にと言い聞かせています。 

あとは、ブザーと笛を携帯しています。 

地域では、「子供１１０番のいえ」の設置と、

登下校時に,できる人は通学路に立って見

守るようにといわれています。 

不審者も出る事のある地域なので、警察の

見回りを頻繁にして欲しいです。 福岡県 女性 34 

57 

なるべく帰宅する時は一人にならないように

街頭のある道を通るよう子どもには話して

あります。小中学校の生徒全員に防犯ブザ

ーが配布されました。不審者が出るたびに

お便りが配布されます。学校のホームペー

ジでは危険マップが掲載されています。 
静岡県 女性 43 
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防犯ベルをランドセルのすぐに手の届く位

置に付け替えました。 

時々電池切れがないか確認しています。 

通学路はいつも決まったところをとおるよう

にし、何かあったら 

すぐに駆け込める家やお店もチェックしてい

ます。 

学校では防犯パトロールの腕章などが配ら

れたり、登下校時間に 

保護者が表にでるなど、できることをしてい

ます。 

また下校時は同じ地域の子供を集団で送り

だしています。 
神奈川県 女性 40 

59 

防犯ブザーや携帯の GPS システムなどを

考えています。 

私の時代は、知らない人にも親切にするよ

うにと小学校で教わりましたが、もうそういう

常識は通用しないので、人を疑うことを教え

なければなりません。 東京都 女性 38 

60 

朝は必ず班で登校し交通量の多い場所に

は地区内の父兄や先生、婦人会、老人会

の当番が立って誘導しています。下校時も

毎日先生、父兄、婦人会、老人会のボラン

ティアがパトロールしています。子供にはき

まった道を必ず帰るように言っていますし

PTA費から防犯ブザーが全員に支給されて

います。 岡山県 女性 42 

61 

一人で下校せず、必ず友達と一緒に帰って

くるようにしています。朝は集団登校なので

心配していません。学校からは、防犯用の

ホイッスルが配布されました。地域では、

「子供をまもる家」として万一の場合に助け

を求めることができる住宅、店舗がたくさん

あります。下校時刻にあわせて見回りしてく

れるボランティアもいます。 静岡県 女性 44 

62 

必ず友達と団体で帰ってくること、一人では

帰らないこと、を子供と約束しています。ま

た、私が家にいるときは家の近くまで出て行

って、待つようにしています。学校では当番

制で旗持ちがあり、また地域の老人会のか

たがたにもお願いして通学路に「見守り隊」

としてたっていただいています。 大阪府 女性 50 
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学校から防犯ブザーが支給されたので、持

たせています。また、ＧＰＳ機能付きのランド

セルを背負っています。 

月に何回かは、必ず通学路に出て児童を

迎える日も設けています。 

こどもには必ずお友達と一緒に帰る様に言

い聞かせています。 神奈川県 男性 41 

64 

登校時には保護者や先生が旗を持って指

導しています。下校時は保護者グループで

パトロールをしています。子供との約束は車

も人もよく確認すること。学校側は緊急時に

は駆け込める１１０番シールや携帯ブザー

を配布しています。今のところ他の要望は

ありませんが今ある防犯対策を徹底または

強化してもらいたいと思っています。 福岡県 女性 44 

65 

小１の子供がいます。 

防犯ブザーは入学式の時に全員に配布さ

れ、例の立て続けに起こった事件後は１年

生から６年生までの集団下校が義務付けら

れました。ですので、１年生でも毎日５時間

授業分の帰宅時間になります。 

所用がある際は必ず保護者が迎えにくるこ

と、放課後も習い事や塾の行き帰りも一人

歩きはさせないよう、通達がありました。 神奈川県 女性 39 

66 

防犯ベルを持たせています。また決まった

通学路以外は通らないように、知らない人

には絶対についていかないように再三言い

聞かせています。親が交代でパトロールの

ようなことをしています。 東京都 女性 31 

67 

必ず友達と一緒に帰宅すること。1 人になら

ないように誰かと必ず一緒に居るように言っ

ています。知らない人に話しかけられてもつ

いていかないように言い聞かせています。 大阪府 女性 41 

68 

もう大学生ですが、遅くなる時は必ず連絡を

入れる。 

連れのない時は、深夜など、バス停まで迎

えに行く。 

声を掛けられても、「急いでいるので」と言い

ながら走り去る。 

歩道を歩き、人通りの多い道を選び、近づ

いてくる車に気をつける。 大阪府 女性 49 
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寄り道をしないで帰ってくるように、また、で

きるだけお友達と帰ってくるように言ってい

ます。 

朝の通学路における旗振り、登下校時のパ

トロールが順番で回ってきます。 神奈川県 女性 44 

70 

友達と一緒に帰るようにと言うことと、防犯

ブザーを持たしています。 

地域では,お年寄りなどのボランテイアの方

が 

登下校中見張ってくださっています。 

何かあれば、すぐに学校からメールでの連

絡が行き渡るような 

システムがあるといいのではないかと思い

ます。 福岡県 男性 42 

71 

もし何か変なことがあったら、どこでもいい

ので家に入りなさいと言っています。 

自分ももちろんだけど、お友達と行動してい

るときは周りの（特に年下）の子の安全も気

をつけてあげるように。も伝えています。 兵庫県 女性 33 

72 

知らない人についていかないこと。登下校

中、一人にならない。帰り暗くなったら人通

りの多いとこを通る。カバンに非常ベルや笛

をつけて持たせる。朝は、父兄が交替で通

学路に立ちます。 

 

登下校の経路や公園など、子供の遊び場

をおまわりさんに巡回してほしい。 愛知県 女性 39 

73 

防犯ブザーと笛を持たせ、必ず友達と帰る

ことにしています。予め１人とわかっている

日は迎えに行きます。 

学校からは不審者情報のメールとプリント

が来ますが、それについて先生から子供に

話はありません。校門は施錠してインターホ

ンをつけていますが形だけで入り放題です

し、何かにつけて学校側の危機感がすごく

希薄に感じられます。 兵庫県 女性 44 

74 

防犯ブザーは持つようにいっています。 

他には出来るだけ一人であるかないとか、 

暗い道を通らないとかそういうことですね。 

地域の防犯対策はあまり聞きません。 長野県 男性 48 
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必ず学校で指定されている遊歩道を歩くよ

うに言い聞かせています。この道は車が通

らないので安心です。 

学校からは当番で通学路に立って見守るこ

とをしています。 神奈川県 女性 38 

76 

登下校中の子どもの防犯、安全のために行

っていることといえば、防犯ブザーを持たせ

ていることでしょうか。あと門限は守る、習い

事に行き暗くなるとお母さん（私）に連絡して

迎えを待つ…など約束をしています。  大阪府 女性 40 

77 

近所で連携し、なるべく一緒に帰宅させるよ

う話し合っています。 

年配のボランティアの方が、登校時に横断

歩道に立って子供達がさまざまな事故に巻

き込まれないようにしてくれているので、大

変助かります。 

学校と、学区のお宅（子供がいないお宅を

含め）の連携がもっと必要だと思うので、も

っと地域交流の場があるといいと思いま

す。 大阪府 男性 53 

78 

学校からの帰りは１人で帰らず複数で帰る

ように言ってますし防犯ブザーを持たせて

ます。その他に登下校は地域の方が道路

にいて安全確認をしてくれています。子ども

には、もし危険なことがおこれば近くの家に

助けを求めなさいと話しています。 和歌山県 女性 39 

79 

甥っ子と姪っ子の話ですが 

防犯ベルを持って行動しています。 

あとはなるべく母親が送迎は対応している

とのこと（暗くなったら特に） 

親が同行できないときは必ず誰かと一緒に

行動するよう似させているといっていまし

た。 千葉県 女性 34 

80 

一人では歩かないこと。昔なら車を避けた

道を歩くように言っていましたが今では車の

往来が多い道路のほうが人気があるほうを

歩かせています。変な人だと感じたら目をあ

わさずに急に走らず、すれ違ってからダッシ

ュで帰るように言っています。学校からはこ

れぞという指導はなく、変質者が出たときに

限り学校の周りを先生が見回る程度です。

ボランティアの人が常に通学路に出ていて

くれたら安心だと思います。 兵庫県 女性 6466 
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学校から指定されている 通学路を守って

帰るように言い聞かせています。 

また、一人では帰らないように、近所のお友

達と帰るようにさせています。 

又、防犯ベルを小学生の息子に持たせてい

ます。 

地域では「ユースネット」という ボランティア

団体があり、登下校時刻に地域の父母や 

お年寄りの方々が 見回りをしてくれていま

す。又、地域の交番でのみまわりも頻繁に

行ってくれています。 神奈川県 女性 37 

82 

今はまだ小学校入学前なので、外出すると

きは常に私が一緒にいるようにしています。

一瞬でもひとりにすることはしません。 

私か夫以外の人には、例え知り合いや身内

であってもついていくなと言い聞かせていま

す。 

子供が入学する予定の小学校では、入学

式の時に防犯ブザーを全員に支給してくれ

るそうですが、それとは別に、居場所検索

ができる、GPS付のPHS端末を持たせる予

定です。 東京都 女性 36 

83 

すごく田舎なので熊避けの鈴は支給されま

した。 

バス通でない子供でも帰りは乗せてくれる

みたいです。（帰りが一人の場合）防犯ベル

は支給ではないので個々に持たせているよ

うです。いざという時ちゃんと使えるか少々

心配ですが・・・ 長野県 女性 30 

84 

できる限り一人で帰らないように言い聞か

せ、防犯ブザーを携帯させています。 

週に何回か下校時刻にあわせ巡回パトロ

ール？を行っています。 

学校からは不審者が表れるとすぐにプリン

トが配られ、子供達にも注意するように指導

しています。 

不審者プリントは今年に入って既に２回配ら

れています。 

昨年も７，８回配られていました。 宮城県 女性 36 

85 

自転車通学ですが、一人で帰ることが多い

ときなどは、なるべく人通りの少ない裏通り

（近道なので）は通らないように言っていま

す。学校側でも、パトロールのようなこともし

て欲しいと思います。 福島県 女性 47 
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防犯ブザーが支給されました。 

壊れても 100 円で購入させてもらえます。 

あと、登校下校とも、子供が一人にならない

ように、集団です。 

2 年生までは、交通指導の方が途中までつ

いてきてくれます。 

学期ごと、防犯指導が子供たちにあります

し、不信人物にあったということがあると手

紙で報告がきます。 

子供１１０番の家が指定されてます。 愛知県 女性 35 

87 

暗くなったら 本通りの人通りの多い道で帰

宅するようにしています。 

地域では 駆け込みマーク（何かがあったら

このマークの家・店に入ること）がついてい

る。 また市では希望者に犯罪マップが配

信されています 千葉県 女性 46 

88 

通学路が決められているので、必ずその道

を通ること、声をかけられても絶対に立ち止

まらないこと、何か困ったことがあればすぐ

に子ども 110 番の家に助けを求めることは

最低限約束していることです。子どもには防

犯ブザーを携帯させています。学校として

は保護者が順番で週に１回要所で立って子

どもたちを誘導したり、近隣の自治会の方

が学校近辺を警らしてくれています。パトロ

ール要員を市の方でも拡充して欲しいで

す。 東京都 女性 43 

89 

学校は目の前ですが近所の人にあったら

必ず挨拶するように行ってます。何か不審

な人がいても、そういった環境があれば警

戒すると思うので。学校では低学年の子供

の帰宅時間に合わせてお手伝い制度で保

護者が一緒に帰るようになってます。近くで

事件があると、警戒して先生方と集団下校

になったりしますが普段、急に授業が延び

たりして連絡なしに下校時間が遅くなるの

は何とかならないかと思います。 東京都 女性 37 

90 

ひとりで帰らないこと、車に気を付けること

を言い聞かせています。小学校では集団下

校していますが、通学路になる道路の歩道

をしっかり作って、安全に通えるように整え

て欲しいです。 愛知県 女性 30 
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子供には夕方以降は一人で歩かないように

させています。（自転車に乗るのは用事が

あるときはＯＫ）地域からは、いつでも駆け

込める「子供の家」の地図と、防犯ブザーを

もらいました。 

暗い道が一番危険だと思うので、街頭が切

れた時は急いで直してもらいたいです。 神奈川県 女性 41 

92 

まだ子供は小さいのですが、地域の協力の

つもりで 

小学校の下校時間に合わせて犬の散歩に

行くようにしています 

目が合った子とは「こんにちは、おかえり」と

声をかけています 

子供が通う予定の小学校は、メールで不審

者情報を流しているそうです 埼玉県 女性 36 

93 

防犯ブザーを持たせ、知らない人の車には

絶対乗らない。もし危険と感じたら大声を出

す。登下校中にある怪しい場所や危険な場

所に近寄らない通らない約束をしています。

不審者情報などがあった場合は学校側は

集団下校や、今日は一人で出歩いては駄

目という風に指導してくれています。不審者

が近隣に出た場合は親が迎えに来るように

と連絡が入ります。 北海道 女性 38 

94 

まず寄り道はしない。 

暗い道や路地は歩かない、防犯ブザーを必

ず持つ事。 

学校で防犯対策の講習をしています。 

地域では子供の安全パトロール中のマグネ

ットを貼った車が多くなりました。 

希望は不審者情報を共有化できる事です。 三重県 女性 42 

95 

防犯ブザーを持たせ登下校時は必ず誰か

と一緒にいるように言っています。下校時に

不振なことがあったらすぐ最寄のお店に駆

け込むように言い聞かせています。 宮城県 女性 42 

96 

防犯ブザーを支給してもらいました。 

親の私からは、１人で登下校しない、帰宅

時間の厳守、 

遊びに行く場所を言ってから出かけるように

させています。 

下校時間帯、警官が巡回してくれると安心

ですね 山口県 女性 35 
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一人では登下校をしないようにと、幸い近く

にお友達がいるのでその点は安心です。通

学路以外は通らないこと、突然車に連れ込

まれるというのも聞くので、歩道の端（なる

べく自動車道から離れる）を歩くように言っ

ています。またこども１００当番の家が途中

に何件かあるので、確認しています。人目

が多くあるといいとおもうので、町内で見回

りがあるといいです。 広島県 女性 46 

98 

学校の冬休みの宿題で、通学路の安全マッ

プを作りました。 

死角になりそうな場所とか、気をつける角と

かを子供と一緒に歩いて話し合いました。 

あと、「知らない人」というのがどういう人か

を話し合って、具体的にイメージさせていま

す。 

これ以上子供に気をつけさせるのは限界か

なあと思います。 岡山県 女性 44 

99 

甥っ子と姪っ子の話ですが 

小学校から防犯ベルを持たされています

「怖いことがあったらすぐに鳴らすこと」「遠く

でもこのベルが聞こえたら近くの家やお店

に入ってベルが鳴っていることを大人に知

らせること」を約束しています。 福岡県 女性 33 

100 

学校が山と畑で囲まれているので、一人で

は帰らない指導がなされていて、防犯ベル

が配られました。 

学校で防犯係りを募集するので時間を作っ

て協力しています。 

下校時間を統一化して、近所の方々に協力

して頂き、 

距離をおいて大人が立っている事が一番安

全だと思います。 神奈川県 女性 45 

101 

４月から幼稚園への送り迎えが始まりま

す。「必ずお母さんかお父さんが迎えに行く

からね、それ以外の人にはついていっては

だめよ」と今から言い聞かせてます。子ども

にとってはちょっと顔見知りでも知っている

人と考えるかもしれないので、「知らない人

にはついて行ってはダメ」とは言わないよう

にしています。 広島県 女性 34 
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登校は集団、下校はバラバラです。学校で

も下校時の保護者の迎えを奨励する文書

が配られました。家庭では防犯ブザー以外

に行動レベルの注意として知らない人や止

まっている車に近づかない、必ず歩道を歩

く、大声を出すなどの決め事を毎日子供と

確認してます。行政への要望としては番組

で見たのですが、東京の品川区のようなＧ

ＰＳつき防犯ブザーで緊急時はそれぞれ警

察にホットラインで繋がるような仕組みを講

じて欲しいです 奈良県 女性 48 
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暗くなる前に帰る。人通りが少ないところは

避けて通る 

よう気をつけてます。 

中学校からは防犯ブザーの携帯を指導さ

れてるだけで 

小学校のように地域の危険箇所を知らせて

くれることはありません。 広島県 女性 34 
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学校から家が近くなのですが、なるべく一人

で帰らず、近所の子と待ち合わせて帰るよ

う家でも学校でも指導しています。防犯ブザ

ーを携帯させており、知らない人が声をか

けてきても無視すること、しつこいようだった

らそばの家に逃げ込むことを教えていま

す。朝は必ず登校班を組んで、集団登校さ

せています。あとボランティアの方が下校時

街角で立ってて事故防止にも見張ってくださ

っています。 山形県 女性 40 
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薄暗くなったら、多少は遠回りしても 

必ず街頭がある道を歩かせるように気をつ

けています。 

地域では、犯罪マップを作成してくれている

ので、 

そこに記載がある危険地域は必ず避けさせ

ています。 

交番が近所にあるので、巡回を頻繁にして

ほしいです。 大阪府 女性 35 

 


