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知っておこう、身近な危険ー第二弾「不審者対策」

【目次】 1. 通学路における過去の不審者出没情報&注意すべき場所一覧
2. 子供を犯罪から守るためにできること
3. 学校における安全教育
☆  連載・GoGo!佐藤雅彦先生⑤「隠れた特技」の巻

 10月。秋分の日も過ぎ、すっかり日も短くなりました。高学年の子供はもちろん、低
学年の子供さえも習い事や公園などから薄暗い道を通って帰宅する季節になり、通学路
の安全性を再考する必要があるのでないかと思います。
 子供が被害者になり得る路上犯罪件数において、月ごとの大きな差は見られません。
ただ、人気の少ない公園であったり、街灯の少ない路上であったりと、同じような特徴
をもつ場所で発生します。危ない場所は「景色のイメージ」で教えることも大切です。
 痴漢や性犯罪に関しては、13歳未満の犯罪被害者において、女児が95%を占め(※1)、
圧倒的に多いことが現状です。一方で男児においては、男性被害者の70%が被害に関し
て相談できなかったというデータもある(※2)ように、隠れた被害が存在するのが実態で
あることも考慮すべきでしょう。
 本ニュースレターでは、関口台町小学校付近で過去1年間に起きた「子供を対象とした
犯罪」また、保護者の視点で「薄暗く、危険と思われる」場所を地図上に記載し、その
特徴をご紹介します。

１
Yahooo!マップ上に、本校PTA役員が特に危険と判断された箇所につき示した。

※1 子供の犯罪被害対策(警察庁) / ※2  NHKクローズアップ現代+ Vol.122(2021年４月23日放送)

◆小学校近くの不審者に注意すべき場所

1. 通学路における過去の不審者出没情報&注意すべき場所一覧

3:幽霊坂

2:胸突坂

4:筑波大学附属
視覚障害支援特別学校前

5:関口台公園付近

1:江戸川公園高架下
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◆注意すべき場所一覧

①江戸川公園側の高架下 ②胸突坂

⑤関口台公園、高速高架下

④筑波大学附属
視覚障害支援特別学校前

【場所】青柳保育園脇の高架下～関口台公園、東京音楽大学附属高等学校旧校舎付近
【特徴】関口台公園は茂みが多く、夜間も出入りが可能である。付近の東京音楽大学
    附属高校の移転による取り壊し工事のため、廃材や足場などで死角も多い。

③幽霊坂

【場所】 筑波大学附属視覚特別支援学
校付近の路上

【特徴】 街灯が少なく、夜間の人通り
が少ない。夜間は暗い駐車場
や私有地が脇にある。

【場所】 肥後細川庭園から和敬塾の脇
につながる坂道

【特徴】 木々が鬱蒼と茂っているため、
薄暗い。

【場所】 関口芭蕉庵と水神社の間から
永青文庫の脇に上る坂道

【特徴】 木が鬱蒼と茂っている。脇に
茂みの多い神社や私有地があ
る。

【場所】 江戸川公園中央(関口台町小学
校の花壇や休憩所の近く)から
神田川にかかる一休橋付近

【特徴】 高架橋の下にある橋で、昼間
でも薄暗い。また夜は街灯が
少なく、人通りもほとんどな
い。

不審者が出没する場所には共通点があります。子供たちには、不審者が好む場所を「景
色のイメージ」で覚えてもらうことで、初めての場所でも危険を回避することができま
す。
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◆過去の不審者出没情報一覧

番号分類 日時 場所 被害状況 犯行者
1 暴行 2020/10/7 深夜 関口2丁目公園 女性への暴行 20代男性

2 つきまとい 2020/10/27 夕方 関口2丁目付近 女子小学生へのつきまとい 年配男性

3 露出 2020/7/27 17:00頃 江戸川公園大滝橋付近 下半身露出し、追い抜きざまに児童を覗き込む 40-50代男性

4 公然わいせつ 2020/11/22 昼前 関口1丁目路上 公然わいせつ 50代男性

5 痴漢 2020/12/15午後 目白台運動公園前 小学生への痴漢 30-40代男性

6 声かけ 2020/12/2  16:00頃 目白台図書館2階 執拗な質問攻め 40-50代男性

7 盗撮 2021/5/14 16:00頃 筑波大学附属視覚特別支援学校付近の路上 女児の動きに合わせてスマートフォンを動かした 年齢不詳男性

8 声かけ 2021/5/21 7:00頃 音羽2丁目路上 女子中学生への声かけ 中年男

9 酔っぱらい 2021/2/19 10:00頃 関口台公園 支離滅裂な言動、幼児への接近 50代男性

10 不審行為 2021/7/28 8:30頃 青柳保育園付近 保育施設の覗き込み 年齢不詳男性

11 盗撮 2020/7/5 15:00頃 パークロード 無許可で児童撮影、強引な遊びへの介入 40-50代男性

 過去1年以内に、関口台町小学校の学区域での不審者出没情報をまとめました。
 高速道路の高架下といった薄暗い場所だけでなく、図書館や公園などの公共の場所でも被害に
遭っていることがわかります。
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①近くの大人に助けを求める「文京区 子ども110番」

 子供が危険を感じた時、“空振り”を恐れず近くの大人に助けを求めることを教えることも大切です。
 「子ども110番」に登録している店舗や家はもちろんのこと、登録がなくとも、周辺の店舗が助け
になりますので、まずは子供たちと「逃げ込める場所」の確認をしてみましょう。
 ここでは文京区に登録されている店舗のリストをご紹介します。

2.子供を犯罪から守るためにできること

「子ども110番」とは
「子ども110番」は、区立小学校PTA連合会からの要望を受けて平成9年度から
開始された事業です。子供たちが身の危険を感じた時に一時的に避難できる場所
を確保し、子供の安全を地域ぐるみで守ることを目的とした取り組みです。
関台小では、区で作成された「子ども110番」協力者リストをもとに、子供たち
が駆け込む目印になるステッカーの信頼性の確保を目的とした協力者の継続的な
調査や、学区内の通りに面した店舗などに新規協力依頼を行い、子供たちに少し
でも安心な地域の拡充に努めています。

番号 店舗名 住所
1 セブンイレブン江戸川橋店 関口1-10-11
2 大江紙業株式会社 関口1-10-19
3 ローソン江戸川橋駅前店 関口1-21-19
4 文京関口一郵便局 関口1-23-6
5 国際印刷 関口1-24-12
6 ㈲鯉沼誠輪社 関口1-27-3
7 市原接骨院 関口1-28-11
8 セブンイレブン文京関口1丁目店 関口1-29-3
9 合資会社早輪社 関口1-29-10
10 スズデン印刷社 関口1-31-7
11 小⾧谷徴章 関口1-32-1
12 株式会社エスビット 関口1-32-3

番号 店舗名 住所
13 ㈲松豊堂 関口1-35-10
14 山浦印刷㈱ 関口1-39-10

15 ファミリーマート江戸川橋駅西
店 関口1-44-10

16

ドトールコーヒーショップ江戸
川橋新目白通り店 関口1-47

ルックのメガネ 関口1-47-12
花鳥堂パン店 関口1-47-12
(鮨)やなぎ 関口1-48-12

17 日本特殊電測 関口2-2-3
18 音葉 関口2-11-31
19 聖園幼稚園 関口3-16-15

スペースセントポール 関口3-16-15
20 タベルナ アイ 関口3-18-4

関口エリア

青柳保育園

江戸川橋交番

目白台図書館

テンダーラビング
保育園関口

20

7

17

4
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番号 店舗名 住所
21 ドラッグストアいわい早稲田店 目白台1-6-5
22 鈴木歯科医院 目白台1-9-9
23 丸吉精肉店 目白台1-9-11
24 佐藤酒店 目白台1-9-15
25 豊川浴泉 目白台1-13-1
26 秀卓 目白台1-16-9-104
27 目白台一郵便局 目白台1-23-8
28 三笠屋 目白台1-24-9

番号 店舗名 住所
29 高北商店 目白台2-2-20
30 欧風カレーシエル 目白台2-9-5
31 社団法人キリスト教同仁社団 目白台3-9-9
32 本田薬局目白台店 目白台3-12-2
33 沼田書店 目白台3-12-8
34 かかし 目白台3-15-2

35
生活協同組合コープみらいミニ
コープ目白台 目白台3-15-6

目白台エリア

音羽エリア

目白台交番

目白台運動公園
小石川消防署
老松出張所

目白台保育園

目白台児童館

目白台第二児童館

筑波大学附属
視覚特別支援
学校

肥後細川庭園

大塚警察署

護国寺前交番

音羽地域活動センター

26

21

27

48
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番号 店舗名 住所
36 文京音羽郵便局 音羽1-15-15
37 セブンイレブン文京音羽1丁目店 音羽1-17-11
38 富国徴章製作所 音羽1-17-16

39 公益財団法人東京都助産師会館八千代
保育園 音羽1-19-18

40
美容室るるぶ 音羽1-20-2
三光商会 音羽1-20-2
ローソン文京音羽1丁目店 音羽1-20-2

41 佐久間青果店 音羽1-20-5
42 ファミリーマート音羽1丁目 音羽1-20-11
43 株式会社音松(パーネ・エ・オリオ) 音羽1-20-13
44 (有)音羽畜産 矢萩商店 音羽1-21-8
45 もりた歯科クリニック 音羽1-21-12
46 東京新聞音羽専売所 音羽1-22-18
47 ㈱ツボタ 音羽1-25-15
48 NATURALローソン音羽1丁目店 音羽1-26-1
49 美容室チカコ  音羽1-26-9



防犯情報
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③「メールけいしちょう」「Yahoo!防犯マップ」の活用!

②イカのおすし

◆Yahoo! 防犯情報とは?

各都道府県の警察本部が発表す
る犯罪発生情報や、防犯に関す
る注意情報などを、関係する地
域の方に通知します。

◆入手方法

Yahoo!アプリ、もしくは
Yahoo!マップアプリにて
地域情報を登録します。

防犯情報

◆メールけいしちょうとは?

各地域で発生した「犯罪発生情
報」や犯罪を防ぐために必要な
「防犯情報」等のお知らせメー
ルが警視庁から届きます。

◆登録方法

下記メールアドレスに空メール
を送信し、返送されたフォーム
に必要事項を記入します。

防犯情報のお知らせメールや、アプリもご活用下さい。

合い言葉の「イカ、の、お、す、し」
ご家庭でお子さんと一緒に確認すると良いでしょう。

警視庁では今、防犯アプリ『デジポリス』を推奨しているようです。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/tokushu/furikome/digipolice.html
                                                  (公式サイト)          校⾧先生より

login@mail.keishicho.metro.tokyo.jp



◆10月度 PTA本部
 主な活動について
・タブレットケース購入
・ベルマーク集計
・第8回役員会(10/9)
・アクティ運営委員会(10/12)
・第2回運営委員会(10/30)

＄４４

 関口台町小学校においても、児童の安全意識を高め
る取り組みを行っています。
 通学路はもちろん、学校に不審者が侵入した場合、
また、昨今ではインターネット(SNS)やゲームを通し
た危険から身を守る方法を子供たちに訓練したり、伝
えたりしています。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
発行: 関口台町小学校PTA
お問い合わせ先: sekidai.pta@gmail.com
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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3. 学校における安全教育

避難訓練(不審者)
 保護者の方は、大阪教育大学附属池
田小学校の事件を思い出す方も多いこ
とでしょう。
 不審者が学校へ侵入した場合、不審
者を刺激せずに子供の安全を確保する
方法を実践形式で訓練しています。

セーフティ教室(5-6年生)
 今年度は4月に外部講師を招いて行
いました。
 オンラインゲームから犯罪に巻き込
まれた例を伝え聞くなどして、「ス
マートフォンや携帯電話の安全な使い
方」について学びました。

安全マップ作成(5年生)
 地域の安全を示したセーフティマッ
プの作成を、毎年5年生が行っていま
す。
 児童は自分の目で安全か危険かを考
え、自ら身を守る方法について考える
ことができます。

 登校時間を絞ることで、
不審者が的を絞りにくくす

ることができます。
 朝、不審者による被害に

遭わないためにも、
8:10-8:15の登校時間に

一斉に登校していただきた
いと考えています!


