
    

学びの場.com http://www.manabinoba.com/                                     1/20 

小学生のお子さんをお持ちの方、やむを得ず、子どもだけで留守番させるときはあり

ますか？ 誰かが来たとき、電話がかかってきたときの対応はどうさせていますか？ 

カギの管理（扱い方）や、火の始末など言い聞かせていることはありますか？ 自宅

で緊急なことが起こった場合の連絡先、避難先などの約束事は決めていますか？ 

そのほか、子どもの留守番中の工夫を教えてください。 

  回答内容 回答者 

居住県 

回答者

性別 

回答者

年齢 

1 子どもだけで留守番させることはありません。

子どもを連れていけない用事がある時は、歩

いて数分の義両親宅に預けるようにしていま

す。それが駄目な時は、駅前の一時預かりの

託児所を利用しています。何度か利用して、

子どもも勝手が分かって喜ぶので。今まで、

それで不都合ありません。 

東京都 女性 35 

2 留守させるときあります。電話応対は電話番

号や住所など学校の名簿を聴かれることが

あるので、絶対に知らないというようにしてま

す。緊急の連絡先は主人と私の携帯番号を

知らせてあります。 

訪問者に限っては出ないようにいってありま

す。 

千葉県 女性 39 

3 あります。 

普通に出ています。 

火は親のいない時には、絶対使わないように

言っています。鍵は自分でかけさせていま

す。 

避難先は決めてませんが、とりあえず母の携

帯に電話です。 

神奈川県 女性 38 

4 ごくまれに留守番させることあります。 

親は鍵を持ってるから、ブザーがなっても絶

対に出てはいけない。電話もでないでいい。

ということになってます。 

お友達は？と聞かれてもお友達も出てはだ

めということになってますが、実際３０分くらい

のお留守番で今のところ誰も着てないようで

すが。まだちゃんと電話かけることができない

ので、緊急連絡先は教えてません。 

山口県 女性 37 

5 仕事が自宅での自営なので、大概家に誰か

は居る状態なので 

子供だけの留守番はあまりないです。 

そのときは、二重施錠にして来客があっても

出ないように、 

電話にも出なくていいと言ってあります。 

緊急時には、自分の携帯に電話するようにし

ています。 

福岡県 男性 42 



    

学びの場.com http://www.manabinoba.com/                                     2/20 

6 幼稚園の出事などで帰宅時間に帰れない時

などは留守番させています。(させるとしても

そんな何時間もではないですけど・・・せいぜ

い1時間未満です)電話も(私や主人からの電

話以外。ナンバーディスプレイでわかるので)

出なくていいし、誰か来ても出ないよういって

あります。お友達は家に上げないで、もし遊

びにいく場合は鍵をさせメモを残させていま

す。 

福岡県 女性 31 

7 たまにあります。そのときは、電話もインター

ホンも鳴っても 

出なくていいといっています。後はベランダに

も出ないように 

言ってから行きます。 

兵庫県 女性 33 

8 平日バイトに出ていて、長期休みの時は小学

生の兄弟で留守番させています。外から鍵を

かけて出ます。我が家は古い家で、子どもの

力で中から鍵を開ける事は出来ません。電話

は出ない様に言ってあります。ガスの元栓は

切っていきます。何かあってもガラス戸を開け

て外に出る事はできます。また玄関側は秋田

犬が番をしています。裏は銀行の駐車場で

「こども１１０の家」にもなっているので、そこ

に助けを求める様に言ってます。 

福岡県 女性 42 

9 義母と同居なので、子供だけで留守番という

ことはほとんどないですが、 

もしそうなったときは、カギを掛けて、誰が来

ても絶対に出ないように 

言い聞かせています。電話も取らなくていい

と言ってます。 

火については、自分からは使いませんが、オ

ール電化なのであまり 

心配はしていません。 

連絡先・避難先はあまりくわしく決めていませ

ん。 

福岡県 女性 34 

10 いかなる場合もないです 

心配でできません 

神奈川県 女性 47 
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11 仕方なく、子どもだけで留守番をすることがあ

ります。それは、学校で懇談会があって私の

帰りの方が遅くなるときです。子どもには学校

で懇談会の直前に鍵を渡し「家に入ったらし

めること」を、繰り返し言います。インターホン

はモニター付なので、知らない人が来たとき

には受け答えはしないように言ってあります。

電話もナンバーディスプレイを見て知らない

人だったら、出なくていいといってあります。 

埼玉県 女性 33 

12 子供だけで留守番する時はあります。誰か訪

問者が来た時は出ない様に言ってあります。

電話は出ますが、知らない相手に質問された

ら答えなくて良いと言ってあります。鍵や火の

扱いは高学年なので大丈夫です。ドコモのキ

ッズケータイを持たせていますので、ワンプッ

シュボタンで親の携帯に繋がるようになって

います。GPS 機能も付いていて安心です。 

神奈川県 女性 43 

13 子供だけで留守番させる時は必ず鍵をかけ

ていきます。 

誰かきても出ないように行っています。 

火は使わないように言っています。 

福岡県 女性 43 

14 子供だけで留守番することはあります。ベル

がなっても無視するように言ってます。緊急

の時は近所のお友達のお母さんに言うか、

私の携帯か祖父母に電話するように言ってま

す。電話は登録してあるのでワンプッシュで

す。 

大阪府 女性 41 

15 ごくたまに１時間程度なら留守番させるときは

あります。 

チャイムも電話も出ないように、火はもちろん

使わないようにと言ってあります。 

何かあったときは私の携帯の方に電話をする

ようにしてあります。 

避難先は同じマンションに住む親戚の家で

す。 

神奈川県 女性 33 

16 めったにないですが あります 電話も来客も

でないでって言ってあります 母の携帯の番

号をあんきさせてあるので 即座に電話させ

る用にしています 火に関しては こたつぐら

いしか 使いません もしものときには 誰で

もいいから 外にでたら 見たことのある人 

（隣近所の人）に 助けてっていいなさいって

言ってあります 

沖縄県 女性 39 
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17 子どもだけで留守番させるときはあります。 

対応は、何があっても出ないようにいいます。

火の始末は母親が完璧にしておきます。母

親への携帯電話の登録をしてあるので、短縮

でかけられます。 

約束事は決めていません。 

兵庫県 女性 38 

18 たまにあります。鍵はランドセルの中に入れ

て絶対学校や外で見せないように、電話・来

客には絶対出ない、火も使わないように言っ

て有ります。連絡先は私の携帯です。 

栃木県 女性 43 

19 やむを得ずこどもだけの留守番はあります。

（1 時間前後） 

チャイムや電話がなっても絶対に出ないこ

と。火を使わないこと（ガスの元栓を閉めて出

かけるので使えませんが）何かあれば近所の

親戚へ連絡することを約束事にしています。 

大阪府 女性 33 

20 あります。 

誰かがきても、鍵を開けてはいけないと言っ

てあります。電話も留守電にしています。 

まだ小２なので、鍵は持たせていませんし、

火も１人のときは使わせていません。 

緊急時の連絡先は母の携帯電話で、避難先

は地域指定の近くの公園広場と決めていま

す。 

東京都 女性 47 

21 子供の留守番はたまにあります。でも、それ

ほど長時間にならないようにはしています。 

子供が留守番をするときは、電話については

なるべくでないように、お客さんがきても出な

いようにと伝えてあります。それから火は使

わないように。何かあるときは私が携帯電話

を持っているので、携帯電話に電話するよう

にと伝えてあります。 

神奈川県 女性 41 

22 子供だけで留守番させることありますインタ

ーホンがあるので誰が来たのかだけ聞くよう

に言ってあります 電話も同じで名前だけ聞

いてもらってます  留守の時に火を使うこと

はありません緊急の時は私の携帯電話もしく

は父親の携帯電話にかけるようにいってあり

ますが、 困ったことがあったら隣に相談する

ように行ったあります 

東京都 女性 39 
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23 やむを得ない用事の時にさせています。誰か

が来たときや電話がかかってきた時は対応し

ないように言っています。鍵はランドセルの奥

に入れておき、人前で見せないよう言ってい

ます。火の元（ガス）は触らせません。緊急時

は夫か私の携帯に連絡するよう言っていま

す。避難場所も伝えてあります。また、留守

中はお友達を呼ばないことにしています。 

茨城県 女性 42 

24 小１の娘に１時間ぐらい留守番させました。 

電話も出ない。鍵もあけない。と言い聞かせ

ました。 

もしも何かがあったらお向かいの家にかけこ

みなさいといっています。 

日頃から近所づきあいを大切にしています。 

茨城県 女性 37 

25 電話番号が表示されるようになっているので

（登録した名前も出る）それ以外の電話には

でない。自宅から外には出ないなどです。な

にかあったら電話するように、祖父母宅と夫

の勤務先、私の携帯番号を壁に貼っていま

す。 

神奈川県 女性 40 

26 あります。 

誰が来ても電話がなっても出ない！ 

緊急電話は親の携帯番号、おばあちゃんの

家の番号です。 

大阪府 女性 43 

27 仕事の会議で長引いたり、学校の役員の仕

事で間に合わなかったりしたときはやむ終え

ず留守番させてます。インターホンがなっても

出ない、電話も出ないよう言ってます。鍵の

管理は、留守番の時だけ私から子どもたちに

渡すようにしていますが、鍵のある場所は子

どもたちも知っています。緊急の連絡先は私

の携帯。主要な電話番号は書き抜いて、専

用のファイルに閉じてあり、必要なときはそれ

を見て連絡するようにしています。 

福岡県 女性 39 
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28 留守番させます。 

人が来た場合モニターで確認させ相手によっ

て対応させています。電話は留守電で私から

の呼びかけだけ取っています。 

留守番中の外出は禁止です。火も使わせて

いません。 

連絡先は携帯です。避難場所は自宅となり

の中学校が地域の指定なので話はしていま

すし、マンション内に同級生が数人居るので

そのお宅を頼ると思います。 

長時間一人はないので、特に工夫はないで

す。 

福岡県 女性 43 

29 留守番させる時があります。その場合は、留

守電から聞こえてくる声で親からの場合以外

は絶対でない、玄関は必ずチェーンをかけ

る、また、緊急時は電話に登録している祖父

母に電話する、ガスは絶対使わない、と決め

てます。あとは特にありません。 

奈良県 女性 48 

30 働いているので あります。 

チャイムが鳴っても絶対でない事と、電話は

親がいるように 

今手が離せないからと出られないように伝え

るように言ってあります。 

緊急時は両親の携帯に電話を掛けるように

言ってあります。 

静岡県 女性 44 

31 子供だけで長時間留守番させることは殆どあ

りませんが、３０分以内なら何度かあります。

その際に自分が鍵を持っていることを知ら

せ、鍵を開けられるのはお父さんかお母さん

（私）しかいないから君達が開けてはいけな

いと言っています。電話にも出なくていいと言

ってあります。今後長時間で留守番させるよ

うなことがある場合はご近所に声をかけるこ

とはすると思います。戸締りのこともあるので

外出もさせないと思います。 

神奈川県 女性 37 

32 短時間なら兄弟でさせたりします。 

電話は留守電にする。ピンポンがなってもで

ないようにする。(ならないようにしていきま

す） 

たとえ郵便局や宅配でも開けさせません。 

家の電話は番号がでるようにしてるので私の

携帯以外はでないように言ってあります。 

奈良県 女性 38 
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33 電話は絶対出ないように言っていますし、ドア

ホンが鳴っても絶対出ないように言っていま

す。私が出かけるときダブルロックをかけさせ

ます。家族の電話はメロディーを変えて区別

できるようにしていますし、ナンバーディスプ

レイを確認して電話の声が聞こえてから出さ

せるようにしています。避難場所は決めてい

ません。本人にも携帯を持たせているので緊

急時は連絡できるようにし提案す。 

大阪府 女性 42 

34 基本的に電話には出ない・ピンポンなっても

出ないくらいは言いますが、ついつい出てし

まうみたいですね。 

緊急時は別に指示を出してないので、せいぜ

い近所の同級生の家くらいに行くと思いま

す。 

出来るだけ１時間以内に帰ります。 

岡山県 女性 42 

35 子供だけで留守番をする機会は多いです。

私が働いていますので。電話がかかってきた

り人が尋ねてきたりすると「お母さんは手が

離せないので用件を聞きます」と親が家にい

るように受け答えさせています。 

兵庫県 女性 43 

36 １時間程度なら留守番させることはあります。

電話や、玄関チャイムがなっても出ない事と

言い聞かせてあります。 

私の携帯電話の番号をメモに残しておきま

す。 

あと万が一、家が火事になったときだけは外

に出なさいと言ってあります。 

東京都 女性 39 

37 病気で他県に入院中の父がいるので、看病

のため、月に１度は、子どもだけで留守番さ

せることがあります。 

約束することは、インターフォンがなってもで

ない。電話は出る。火は使わない。緊急のと

きは、ケイタイに連絡する。 

入院先の病院の電話、携帯電話の番号を大

きく紙に書いて、目に付くところに貼っていま

す。 

埼玉県 女性 39 
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38 近くにちょっと出かけるときなどで１時間以内

なら 

留守番させるときがあります。来客の場合は

インターホンのみで 

対応させ、玄関は絶対に開けないように言っ

ています。 

緊急時にはすぐ側に住んでいる家族で付き

合いのあるお家へ 

行くように言っています。 

兵庫県 女性 39 

39 近所に買い物に行くときとかはすぐに 1時間

以内で帰ってくるので留守番させることがあり

ます。電話がきたり誰かが来たときは出ない

でいいと言っています。緊急の場合は私と旦

那の携帯に電話するようにしています。災害

の時の避難先は決めていないのでこれから

教えたいと思います。 

東京都 女性 31 

40 1 時間以内の留守番ならさせることがありま

す。 

その際は、鍵は必ずかける、電話にはでな

い、チャイムがなってもでなくてもいいという

約束をしています。 

火は台所のガスレンジのみなので、子供には

使わせません。 

緊急時の対処は私の携帯電話になにかあっ

たらかけるよう伝えています。 

埼玉県 女性 38 

41 鍵を渡さずに外出した事はありますが、１，２

時間程で帰宅します。 

やはり心配でたまりません。 

子ども一人だと怖いので、人が来た時は出な

いように、電話はどちらでも良いと言っていま

す。 

今は留守電でも様子がわかるので確認させ

ています。 

暖房は電気。ガスは使わせないようにしてポ

ットも電気を使用しています。 

神奈川県 女性 45 

42 小 1 の娘がいます。一人っ子だし女の子なの

で、一人だけで長時間の 

留守番というのはないですが、食材の買い忘

れなどで徒歩 1分のスーパーまで 

行って用を足すのに 10 分ほど留守番をさせ

ることはあります。 

火の扱いはしないことと、インターホンや電話

が鳴っても絶対出ないように 

言い聞かせています。 

富山県 女性 34 
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43 子供（小 1）だけで留守番をさせたことはない

です。もしさせる場合は鍵を掛けさせる。誰か

が来ても出ないように言っておく。電話も出な

いように言う。緊急の連絡先は今は特に教え

ていません。 

これから少しずつ教えていこうと思います。 

長野県 女性 30 

44 あります。 誰かが来ても出ないように、絶対

ドアを開けないように、電話は着信音で出て

いい人、悪い人の区別がつくようにしていま

す。カギは持たせていますが、人前で出さな

いように決めています。火は普段から触らせ

ていません。緊急連絡先は、見えるところに

電話番号を書いています。避難先は学校と

決めています。 

大分県 女性 40 

45 必ず鍵を掛ける。窓は開けない。 

知らない人が来ても開けない。「お母さんは

近所に届け物に行っていて すぐ帰ってくると

思います」とインターホン越しに言わせます。 

電話に出ても同上。 

緊急時は私の携帯→主人の携帯→市内の

祖母宅の順で電話をかける。 

火は使わせません。 

石油ファンヒーターではなくエアコンをつける

ようにさせます。 

巨大地震が起きた場合は すぐ近くの避難場

所の中学校に行くように言っています。 

神奈川県 女性 37 

46 すぐに戻れるような時（３０分以内）なら留守

番させます。 

電話がなっても出ない、お客さんが来ても出

ない 

ということだけは言ってから出かけます。 

火に関しては３０分以内ということでストーブ

は消していきます。 

ホットカーペットがあるので 

そちらは入れたまま行きますが、３年生なの

で 

その辺の管理はできているので（電源の入れ

切り）まかせています。 

携帯があるので連絡はそちらでしています。 

北海道 女性 34 
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47 最近少しの間ですが留守番させることがあり

ます。 

その時は子供が出ないように電話の音もチャ

イムの音もガスの元栓も切って出かけます。

子供にはトイレ以外は席を立たない様に言っ

て TV を見せています。緊急時の連絡先は私

の携帯を教えてありますが、上の階のお友達

の家にも一言声をかけてから出かけるように

しています。 

奈良県 女性 30 

48 懇談会など子供が先に帰宅するときがありそ

の時は一人で 

留守番させています。 

電話に出ないのは勿論、チャイムが鳴っても

出ないなど 

話し聞かせています。 

自宅で緊急事が起こった時は携帯で知らせ

るように言ってます。 

福岡県 女性 36 

49 子供だけで留守番させるときがあります。 

誰か来ても出なくてもいい、火は使わない、

電話は急用のある人は留守電に入れるはず

なので、電話には出なくていいと話していま

す。留守にさせているのは短時間なので緊急

のときは私の携帯に電話してもらうようにして

います。 

東京都 女性 44 

50 なるべく留守番はさせないようにしています。

もしする場合は、電話はナンバーディスプレ

ーなので知っている所からしか出ないように

伝え訪問の場合も出なくていいと伝えていま

す。それで火の使わなとしています。緊急の

時は近所の家に行くように言ってます。 

和歌山県 女性 39 

51 低学年ですが３０分～１時間程度ならたまに

させています。 

電話は出ない、誰か来ても出ない、外にも出

ない、ストーブなどは使わないように(ただし

火事や地震の際は逃げるように)言ってあり

ます。 

緊急の連絡先等は教えてありません。 

千葉県 女性 31 

52 ほとんどありませんが、 

させるときは電話は留守番電話から声が聞こ

えてからとる、 

自宅は内側から鍵をかけて、外に出ない、開

けない、 

火は使わせません。 

福岡県 女性 38 
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53 ごくたまに息子に留守番をさせることはありま

す。来客があっても電話がかかっても、一切

出ないように言ってあります。わたし自身が

電話をかける時は、息子の携帯宛てにかけ

ます。家の鍵は、万一の時があるので学校に

行く時も持たせていますが、鞄の中のわかり

にくいポケットにしまうようにしています。緊急

の連絡先は、わたしか主人の携帯、または同

じ市内に住む祖父母の家と決めています。 

大阪府 女性 44 

54 ６年生と３年生なのでよく留守番させている。

チャイムが鳴っても出なくて良いし、電話も取

らなくて良いように言っている。冬場はストー

ブはさわらないように言っている。何か困った

ことがあったときは私の携帯電話に連絡させ

るようにしている。 

兵庫県 女性 39 

55 30 分以内なら子供だけで留守番をさせること

もあります。 

来訪者がきても応対しない、火は使わない、

玄関の鍵は必ずかけておくことを言ってあり

ます。鍵もまだもたせてません。緊急時には

同じマンション内の同級生の御宅に行くよう

に言ってあります。 

神奈川県 女性 39 

56 ごくたまにあります。電話は登録されていても

すぐ出ず、留守電に切り替わった時の声を聞

いてから出るように言ってあります。 

メッセージを入れてくれない人のは出ないよう

に言ってあります。 

訪問者に関しては一切応答しない。カギは二

重にかける。 

火は一切使わない。暖房器具はこたつのみ。

緊急連絡は近所に住む祖父母に連絡するよ

う言ってあります。 

東京都 女性 38 

57 雨の日のゴミ出しや、急ぎの買い物の時など

に留守番してもらうときはあります。 

電話の時は、「お父さんが風邪で寝ています

が、 

起こして代わった方がいいですか？」と言うよ

うにさせています。 

出ないと留守と思われて、逆に良くないと聞

いたことがあるので。 

チャイムの場合は、出ないように言ってます。

なった場合は、何時になったか覚えておくよう

に言ってあります。 

大阪府 女性 36 
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58 あります。子どもが家にいても仕事が数時間

で終わるときや学校帰ってから私が帰るまで

の数時間一人の時がありそのときは自宅で

テレビやゲームなどしてもらっています。 

一人のときは電話も玄関も絶対に出なくてよ

い、といっています。カギも火も使わせていま

せん。  

小学生の子どもにはまださせてません。 

お菓子やジュースをテーブルにおいてわかる

ようにします。 

茨城県 女性 40 

59 たまに子供だけで留守番をさせるときがあり

ますが 

誰かが来ても出ない、電話も留守電に切り替

わるので 

出ない、火は使わない、何かあったときは携

帯に 

連絡するように決めています。長い時間一人

で留守番を 

させないようにしているので避難先は決めて

いません。 

これから考えたいと思います。 

神奈川県 女性 30 

60 低学年で、ひとりっこなんですが、あります。 

電話はあらかじめ留守伝にしておき、インタ

ーフォンも電話も、鳴っても出ないように言っ

ています。 

冬は一人のときはストーブ禁止にして、エアコ

ンｙこたつのみにしています。緊急事態の時

はお隣のおうちに SOS を求めるか、私の携

帯番号を電話に記憶させてるので、携帯に電

話するように言ってます。 

神奈川県 女性 40 

61 数時間の留守番はたまにあります。電話はナ

ンバーディスプレイなので、登録外の電話は

取らない様に言っています。緊急時の避難先

などは決めていません。でも前もって決めて

おかねばと思っています。うちは男の子だし、

高学年なので、つい「大丈夫」と思ってしまい

ますが、最近の事件を考えると気をつけない

といけないと再認識しているところです。 

兵庫県 女性 48 
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62 上の子の下校時間と下の子の習い事の送り

迎えの時間が 

重なることもあるので一人で留守番させるこ

とはありま 

す。１～２年生のときは電話やインターホンが

なっても 

でない、としていましたが最近では電話には

でてもいい 

ことにしました。自宅で困ったことがあったと

きは、私 

（母親）の携帯に連絡するようにしています。 

静岡県 女性 36 

63 今はもう高学年なので休日一緒に買い物に

付き合ってくれないので午前中留守にする事

はあります。電話が鳴っても出ない、チャイム

が鳴っても出ない。携帯は一つ置いておくの

で何かあったらそれで連絡する等。 

兵庫県 女性 42 

64 小４と６です。させています。火は使わないこ

と。電話は出るが、相手の名前と連絡先を聞

くだけにとどめることを言い聞かせています。

来客はインターホンで。鍵は絶対にあけない

ように言っています。私が携帯を持っている

ので、不審な感じがあるときはいつでも連絡

を取れるようにしています。 

埼玉県 女性 37 

65 たまにあります。誰か来ても、電話でも絶対

応対しないと教えています。火の始末は上の

子以外はお腹がすいても料理してはいけな

いことになっています。玄関と玄関から部屋

に続くドアの両方にチェーンがついていてそ

れを必ず施錠して、窓も２重ロックを外さない

ようにしています。緊急時はボタン１つで主人

の会社と警察に電話できるように設定してい

ます。電話機の暗証番号機能を使い、外から

連絡を入れるようにしています。 

東京都 女性 43 

66 時々子供だけで留守番してもらうことがありま

す。 

電話は登録してあれば名前が表示されるの

で、友達や身内から以外は出ない。誰かが尋

ねてきてもインターフォンに出ない、玄関の鍵

を開けない。外に遊びに行かない。火（ガスコ

ンロ）を使わない。困ったことがあったら私の

携帯に電話をする。以上のことを防犯の説明

をした上で決めました。 

子供だけでの留守番の際は、必ずガスの元

栓を閉めてから出掛けるようにしています。 

神奈川県 女性 35 
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67 低学年です。 

子供だけで留守番させることはありません。 

私が入浴中などは誰かが訪ねてきたり電話

が鳴っても無視するように言い聞かせていま

す。 

兵庫県 女性 35 

68 たまにあります。子供も自由な留守番が出来

ると、却ってノビノビしてるようです。誰か来て

も出なくて良いよ、と言ってますが、防犯とし

ては本人の自覚もあまり無いようです。１０歳

の男の子ですが自分で火を使って料理する

という発想も無く、危険なことを自分からする

ということも無いので今だ、緊急時、という心

配をしたこともありません。といっても留守に

する時間は１時間足らずなのでこれからいろ

いろ決めよう思ってます。 

東京都 女性 37 

69 短時間でしたら低学年の 2人にさせることは

あります。 

来客があっても玄関を開けないこと。電話は

留守電にしておくので 

出なくてよいこと。何かあったら私の携帯に電

話をかけるように言ってあります。 

群馬県 女性 38 

70 子供だけで留守番させるときがあります。誰

かが来たときや電話がかかってきたときは絶

対に出ないように言っています。緊急で何か

起こったときは、隣の祖母宅に行くように言っ

ています。 

奈良県 女性 39 

71 小学生の子供が二人がいます。半日くらいな

ら子供たちだけで留守番させることもありま

す。 

誰かが来たとき、電話がかかってきたとき

は、一切応対しないことと約束させてます。親

の私が電話で連絡したい時は留守番に一言

入れるので、それから受話器をとるように言

っています。 

カギは上の子が持っていますが、留守番時に

特に取り決めはありません。 

自宅で緊急なことが起こった場合の連絡先

は、私の携帯電話です。 

大阪府 女性 40 

72 一人っ子なので、時々１人で留守番させま

す。台所には入らないこと、家の中のものに

触らないこと、インターホンが鳴っても出ない

ことを約束させます。固定電話はおやすみモ

ードにして鳴らないようにしておき、緊急の場

合のみ携帯同士で連絡し合うことにしていま

す。 

兵庫県 女性 44 
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73 たまにあります。 

電話はナンバーディスプレーなので親や実家

以外は出ないように、玄関は一切出ない、ガ

スの使用は禁止、何かあったらすぐに私の携

帯に連絡する。緊急時は隣近所に助けを求

める等言い聞かせています。日頃から近所

付き合いを大切にしています。 

北海道 女性 39 

74 あります。誰かが来たとき、電話がかかって

きたときはの出ないようにと話しています。火

は使わないように話し、鍵は持たせず、親の

留守中の外出はさせていません。自宅で緊

急なことが起こった場合の連絡先は親の携

帯電話です。万が一避難が必要な時には、

マンションなので、同じフロアの小学生の家に

助けてもらうように話しています。 

栃木県 女性 39 

75 子供だけで留守番させることはたまにありま

す。 

電話には出てもいいけど誰か来た時は出なく

ていいと言ってあります。鍵は開けないように

して火の回りには近づかないようにしていま

す。（普段から火は使わせていません。） 

緊急時は両親の携帯電話に連絡するように

言っています。よほど困った時は隣の友人宅

に行くようにさせています。 

宮城県 女性 42 

76 昼間にあります。 

誰が来てもドアを開けない、電話が鳴っても

出ない、火を使わないよう言ってあります。 

緊急時の避難先２箇所は決めてありそこを絶

対に動かないよう（私達が必ず迎えに行くか

ら）と決めてあります。 

千葉県 女性 42 

77 あります。 

宅急便やさんがきた時は、家のものがいない

のでといい断ってあとからきてもらうように言

ってます。親戚の場合はカギを開けてもよい

ことになっています。 

電話はとって用件と名前を聞いておいてもら

います。 

カギはいつもの置く場所においておく。 

火は基本的には、ガスは使わないようにさせ

てます。 

祖母の家が歩いて 3分なので困ったときはお

ばーちゃんをたよるようにしています。 

静岡県 女性 43 
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78 小４の娘ですが、一人でいるときはむやみに

電話には出ないように言ってあります。最近

はナンバーディスプレイにしていますので登

録してある電話のみ出ても言いように言って

います。インターホンは鳴っても出ない様に

はしています。緊急時は私か祖父母への連

絡をするように言っています。火は使わせて

ません。仕事をしているのでご近所とも仲良く

していろいろ助けて貰っています。 

京都府 女性 40 

79  長い時間はありませんが、近所での用事で

10 分程度の短い時間ならあります。 

 来客や電話があっても、出ないように言って

います。 

 カギはあけないようにしています。火はオー

ル電化なので、FF だけですが、特に何も言っ

ていません。 

 緊急時のことは決めていません。 

 何かあったら、２軒隣の友人宅に行くように

言っています。 

宮城県 女性 36 

80 今はまだ子供だけで留守番させたことはあり

ませんが、そういう機会があったら誰かが来

ても電話が鳴っても無視するように言いま

す。緊急なことが起こった場合の連絡先、避

難先などはとくに決めていません 

愛知県 女性 30 

81 ごくたまにあります。 

電話は出ない、玄関のチャイムが鳴っても出

ない、ガスもレンジも使わない、もしどうしても

対処しきれないことがおきたら、お隣に助けを

求めるようにいってあります。 

神奈川県 女性 42 

82 どうしてもそうなってしまうことがあります。誰

かが来たり、電話がかかってきても出ないよ

うには言うのですが、警戒心が薄いので、つ

い出てしまっているようです。カギをかけてお

くように、ファンヒーター以外の火にはさわら

ないように、言い聞かせています。親の携帯

番号は覚えていて、何かあったら、親の携帯

に電話をすることになっています。あと、近所

のおうちに飛び込むことが可能です。 

岡山県 女性 44 

83 子どもだけでの留守番の時は、鍵をかけ電

話は留守電にセットして来客も居留守で良い

事にしてます。火はなるべく使わず、使う時は

絶対離れない事にしています。 

ただ、我が家は高校生の子も居るのでその

場その場で約束事は変わります。 

東京都 女性 41 
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84 子供だけで留守番する時は電話に出ない。 

人が来ても出てはいけないと言ってありま

す。 

一応携帯の番号も教えてありますし緊急の

連絡先も覚えさせてます。 

富山県 女性 32 

85 大人が居ない時は火は使わない。電話はナ

ンバーディスプレイにしているので知らない人

の電話はでない。来訪者が来ても出ない。緊

急の連絡先、避難先、地震があったらどうす

るとかいろんな約束事を決めています。 

北海道 女性 38 

86 仕事上子供だけで留守番させることもありま

す、そのときはチャイムが鳴っても電話が鳴

っても出ないようにと言い聞かせておきます、

火は使わせません。もし何か非常事態があっ

たときには携帯に電話するように言ってあり

ます 

東京都 男性 46 

87 子供の学校の休みの時誰が来ても絶対イン

ターホンに出ないこと 

を守らせています。勿論ガスなどは使わせま

せん。又勤め先が 

近くのため昼休みには戻って子供と一緒に食

事をしています。 

東京都 男性 32 

88 ごくごく、たまに留守番をさせることがありま

す。 

その時は、ピンポンが鳴っても出ない、電話

も出ないように 

言っています。 

緊急時の連絡先は教えていなかったので、 

教えておこうと思います。 

静岡県 女性 32 

89 昼間の短時間なら留守番をさせる時がありま

す。１０歳のこの場合電話や、留守の応対は

します。誰かが来た時はインターホンごしに

対応して鍵は開けません。１０歳になると火な

どはしっかりと使っています。緊急の場合は

両親の携帯に電話をしたり、近所の親しい方

に連絡するように言ってあります。 

京都府 女性 43 

90 マンションの下に何かをとりに行くなど数分の

時にはします。訪問も電話もでないで、といっ

てあります。家から出ないようにいってあるの

でカギもまだ持たせていませんし、親のいな

い間は火元は触らせていません。自宅から

の避難先の約束事はまだ何も話したことはあ

りません。長時間の留守は大人のいる施設

やお宅に預かってもらっています。 

東京都 女性 36 
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91 短時間の時には留守番させています。その

時は電話もチャイムも出ないように行ってい

ます。もし緊急の時は近くのお友達の家に行

くように話せしています。 

埼玉県 女性 30 

92 子供だけで留守番させることはあります。 

誰かが来ても玄関に出ない、電話は子供用

の携帯以外には出ないように言ってありま

す。 

カギは見せない、落とさないように注意し、火

や暖房器具は絶対触らないようにも言ってい

ます。 

緊急時の話もしてあり、緊急避難場所の学校

から、絶対に離れないように言ってあります。

その他留守中の工夫は、携帯で何かあった

らすぐに連絡しなさいと言っています。 

神奈川県 女性 39 

93 日ごろは二重錠ですが帰宅時間に間に合わ

ないときは一つだけ施錠し子供に鍵を持たせ

ます。誰かが来ても開けないように言ってあ

ります。電話はナンバーディスプレイになって

いるので親以外からの電話は出ないように言

ってあります。火は使わせません。 

困ったことがあったら携帯に連絡させます。 

神奈川県 女性 44 

94 ごくたまにあります。チャイムが鳴っても出な

いように言っています。電話は出ても実家か

らの表示の時だけです。緊急時の連絡は携

帯にかけることになっていますが避難先は近

所の同級生宅くらいしかありません。 

福岡県 女性 44 

95 仕事をしているため、夏休み等の長期休暇は

留守番させています。 

誰かが来た場合は、モニターで確認、友達や

祖父母の場合は鍵をあけてもいいが、その

他はあけない。 

電話も市内は出て、市外や携帯は出ない。 

鍵の扱いは、自分が遊びに出る時は、鍵を首

からさげて、見えないように服の中に入れる。

緊急の場合は、親の携帯などを電話の前に

貼っています。 

岡山県 女性 37 
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96 役員をやっているので夜の会合がある時に

主人が帰ってくるまで 1 人です。 

誰が来ても電話がかかってきても出ない事を

言っておきます。 

私が電話をかける時は何回コールで切って

またかけるといったことを 

決めているので、その時だけ出るようにして

います。 

もちろん、火は使わない、鍵をかけるは守ら

せています。 

何かあった時のために携帯の番号は覚えて

もらっていますし 

近所の友達の家に非難してもらう予定です。 

長野県 女性 39 

97 電話は８コールで留守電に切り替わるので相

手を確認してから知り合いのみでるようにし

ています。訪問者はインターホンにでなくてよ

し。鍵は財布にいれ、首からかけ、ポケットに

いれます。ガスコンロは禁止。ガスファンヒー

ターは操作できるので使ってよし。緊急時は

近隣（在宅者が多いので）に助けをもとめるよ

うに言っています。大地震の避難先は教えて

あります。 

静岡県 女性 44 

98 たまに短時間ですが、留守番をさせることが

あります。電話はナンバーディスプレイにして

いるので知らない番号には出ないように言っ

てあります。来客には出ないこと、火を使わな

いこと、緊急のときは私と主人の携帯に電話

をしてお隣のうちに避難するように言ってあり

ます。 

大阪府 女性 50 

99 電話、来訪者は出ないようにさせています。 

もちろん火も触らないように言っています。 

鍵は持たせています。 

緊急なことが起こった場合は、私の職場の連

絡するよう伝えています。 

避難先は決めていません。 

京都府 女性 37 

100 子供の留守番はたまにあります。 

誰かが来たとき、電話がかかってきたときは

相手が分っている時以外は出ない様に言い

きかせてます。 

カギは必ず内側から掛ける、火は使わない。

緊急な時は近くの親戚の家へ連絡する事に

決めています。 

三重県 女性 42 
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101 現在小１の子供が居ますが、一人で留守番

をさせるのは最長で３０分までです。 

約束事は電話には出ない（私がかける場合

があるので、その時は留守電に叫ぶからそ

の声を聞いてから出る） 

来客も無視。 

火は絶対に使わない。 

外に出ない。 

緊急で何か起こった時は、向かいのお宅に

助けを求める。 

等です。 

それでも不安なので、早々に帰宅する様にし

ています。 

大阪府 女性 44 

102 子どもだけで留守番させるときはありません

が、もしそのような時は誰が来ても、電話がな

っても出ないでいいといってあります。緊急な

ことが起こった場合の連絡先は両親の携帯

番号、祖父母の電話番号を知らせてありま

す。子供を留守にする時はなるべく近所のお

友達の家にお邪魔させてもらってます。 

大阪府 女性 43 

 


