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「子供110番の家」等への駆込み体験訓練運営マニュアル ver.2.xls

内　　　　　容 シ　ナ　リ　オ　例

　１　開会、「始まりの会」   趣旨説明　 <１０分> 　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆は台詞　以下同じ

 (1)子供に、声掛けやつきまといに遭ったときの
　　対処方法や安全に駆け込める場所を認識させ
　　る（危機回避能力を向上させる）。

 (2)地域の大人と子供が顔なじみになることで、
  　いざというときに駆け込むことができるよう
  　にする（知らない人の家には行きづらい）。

 (3)「子供110番の家」等の協力者に、保護・通
　　報等の対応について理解を深めてもらう。

伝えたいこと 訓練の目的 司会：実施者

〈訓練に参加する子供や協力者、関係者に向けて〉

◆こんにちは（おはようございます）

◆今日は、この地域の子供たちが日々、安全、安心
に暮らすことができるよう、地域の大人の人たち
と子供が一緒に、子供110番の家への駆込み訓練
をすることとしました。

◆子供の皆さんは、通学しているときや遊んでいる
とき、「怖いなぁ、危ないなぁ」という思いをし
たことがありませんか。

◆実は、都内でも、子供が連れ去られそうになる事
件が実際に起きています。
もしも自分がそのような立場になったとしたら、
どうしたら良いのか、今日はいろいろと身体を動
かしながら、学んでみましょう。

◆子供の皆さんは、学校で、どんな場所が危険なの
か、先生からお話を聞いていると思います。
でも、実際に、まちの中で、知らない人から声を
掛けられ、しつこく付きまとわれたら、どうしま
すか？

◆そんなときは勇気を振り絞り、大声で「助けて」
と叫んだり、防犯ブザーや笛を鳴らしましょう。
怖くても、その場に立ち止まるのではなく、その
場から逃げるようにしましょう。

◆そして、困ったときに頼りになるのが、これから
訓練する「子供110番の家」のステッカーが貼っ
てある家やお店、それから交番です。
最近では、コンビニも皆さんのことを守ってくれ
る心強い味方です。

◆多くのコンビニが一年中、夜遅くまで営業してい
て、いざというとき、子供や女性などを守ってく
れます。そのことを覚えておいてください。

「始まりの会」の参加メンバー例

・実施主体の運営スタッフ

（町会・自治会・ＰＴＡ等）

・グループリーダー、サブリーダー

不審者役、通報対応役

（各グループにつき1人ずつ）

・子 供

・子供110番の家やコンビニ

の協力者

・地域の方で関心がある方

・警察官（スクールサポーター含む）

（防犯講話＋グループ訓練付添

＋講評）

・自治体職員

・学校関係者

※ コンビニ、警察、自治体、学校関係

者から協力を得られるとより効果

的に訓練することができます。

訓練実施の２か月前など早めに

相談してみましょう。

◆でも、もし近くに大人の人がいたら、その人に助
けを求めましょう。都合よくコンビニやステッカ
ーの貼ってある家や交番がそばにあるとは限りま
せんし、そこまで走るのに悪い人に捕まってしま
うかもしれません。そのこともよく覚えていてく
ださい。

◆さて、それでは今日の訓練の話をしましょう。
皆さんはこれから、各チームに分かれて、大人の
人の指示に従い訓練をします。自分が何をするの
かチームリーダーの方から聞いてください。

　1 趣旨説明　3ページ



「子供110番の家」等への駆込み体験訓練運営マニュアル ver.2.xls

内　　　　　容 シ　ナ　リ　オ　例

◆訓練が始まり、皆さんが道を歩いていると、知ら
ない人から声を掛けられ、しつこく付きまとわれ
ます。皆さんには、大声で叫びながら、近くの子
供110番の家などに駆け込んでいただきます。

◆知らない人の家に行くのは勇気がいりますが、訓
練を通じて、いつでも行くことができるよう、顔
なじみになりましょう。

〈訓練に参加する協力者、関係者に向けて〉

◆そして、子供110番の家やコンビニの協力者の
皆さま。本日は訓練にご参加いただき、誠にあり
がとうございます。

◆そして概略が把握できたら、警察へ通報します。
本来は110通報ですが、本日は通報対応役が控え
ていますので、そこへ電話してください。

◆警察が尋ねるパターンは、概ね決まっています。
聞き取りメモを見ながら、一つひとつ正確に答え
ます。

◆子供からは詳細まで聞き取る必要はありません。
警察は犯人確保に向け動き出しますので、可能な
限り早く連絡しましょう。子供から聞き取ってい
ないことを尋ねられたら、そのとき子供に確認し
て答えればよろしいです。

◆百聞は一見に如かず。今日はそのやり取りを現場
で練習します。

◆そして警察官の方から、どのようなことに気をつ
ければ良いのかなどのお話をいただく予定です。

◆この始まりの会が終わりましたら、それぞれ自宅
やお店に戻り、準備をお願いします。

◆皆さんには、本日、駆け込んできた子供を保護し
その上で警察へ通報する模擬訓練をしていただき
ます。

◆皆様の家などには、子供110番の家などのステッ
カーが貼ってあり、いざとなれば子供が駆込んで
くる状況にあります。でも、皆さん、そんなとき、
どうすればよいか、御存知ですか。

◆いざというときは、大の大人でも慌ててしまうこ
とが考えられます。本日訓練されることにより、
どのような対応をすればよいのか、子供と一緒に
皆さまにも体験していただきます。

◆例えば、まずはじめに、慌てずに子供を保護しま
す。子供は慌てています。皆さんは、落ち着いて
「いつ」「どこで」「何があったのか」などを子
供から聞き取ってください。あらかじめ聞き取り
メモをお渡しします。

　1 趣旨説明　4ページ



「子供110番の家」等への駆込み体験訓練運営マニュアル ver.2.xls

内　　　　　容 シ　ナ　リ　オ　例

◆次に、大声を出す練習をします。
これは意外と勇気がいりますよ。
大きな声で「助けて」と叫んでみましょう。
準備はいいですか。
"せ～の"

<一斉に子供たちの声が響く>

◆大きな声でしたが、皆さんはもっと大きな声を出
すことができますよね。今はたくさんのお友達と
一緒ですが、実際は道路で一人のときのことを思
い浮かべてみてください。より大きな声でないと、
近所の人に届きません。もう一度いきますよ。
"せ～の"

<一斉に子供たちの声が響く>

◆はい、上手にできました。本番でもこの調子で大
きな声で訓練しましょう。

◆皆さんは、これから実際に道路で不審者役の大人
に話しかけられますので、思うとおりに行動でき
るか確認しましょう。

◆それではこれから、○○警察署の▲▲さんから、
この地域での犯罪情勢や大人による見守り活動の
状況、危ないときの対処方法等について、お話し
ていただきます。
▲▲さん、よろしくお願いします。

<再び、子供たちに向けて>

◆それでは、訓練を始める前に、子供の皆さんがき
ちんと防犯ブザーを使用できるか、また大きな声
を出すことができるか、ここで練習してみましょ
う。

◆皆さん、防犯ブザーを持ってきましたか。日頃、
道路などで使うことがない機械ですが、今日は実
際に使ってみましょう。
（簡単にオフにできるブザーであれば、この場で
テストする。）

◆それでは、準備は良いですか。
"せ～の"で一斉に鳴らしましょう。
よろしいですか。"せ～の"

<一斉に防犯ブザーが鳴り響く>

◆皆さんの防犯ブザーは、きちんと音が鳴りました
か。電池が切れていたりして、鳴らなかった人は
いませんか。

【時間があれば、防犯ホイッスルの練習もします】

・今日は皆さんに、防犯ホイッスルを配りました。

・慌てると、なかなか上手に吹くことができません

ので、ここで一度練習してみましょう。

以下、防犯ブザーと同じ

＊＊警察の協力が得られたら＊＊

◆大声訓練や防犯ブザーの使用等について、
警察官からアドバイスしていただけると
有難いです。

　1 趣旨説明　5ページ



「子供110番の家」等への駆込み体験訓練運営マニュアル ver.2.xls

　

　２　「始まりの会」　防犯講話 　<２０分>　　

　(1)地元や近隣地区における子供への犯罪や声
　　 かけ、つきまとい等の発生状況、その他地
　　 域の危険箇所について、地域の大人や子供
　　 に周知する。
　
      ※交通事故の発生状況等についてもお話し
　　　 いただくと、さらに効果的である。
　　 　（1～2分程度）

内　　　　　容 シ　ナ　リ　オ　例

　(2)地域の大人の見守り活動も周知する。

　　 ※地域の大人が子供の安全のために、日々
　　　 どのような活動を行っているのか、どれ
　　　 ほど大切に思われているかを子供たちへ
　　　 伝える。

      ※具体例を2～3挙げて説明すると、分かり
　　　 やすい。

子供への犯罪情勢（６分）

伝えたいこと 大人の見守り（２分）

伝えたいこと

伝えたいこと 危ないときの対処方法（８分）

<子供たちに向けて>

◆○○警察署の▲▲です。
日頃、この地域の防犯の仕事をしています。
防犯に関して皆さんのまちを考えると、●●付近で
子供への声掛け事案が多く発生しています。

（理由や対処方法、心構え等を説明）
<例>

・△△付近は長い坂道で、塀も高く、地域
の人の目が届きにくくなっています。

・ガードレールもないので、車が近づきや
すくなっています。

・知らない人から声をかけられても、絶対
についていかないようにしましょう。

※交通事案であれば、
・○○交差点は見通しが悪く、交通量も多いた

め、出会い頭の衝突事故が多くなっています。
自転車に乗るときも交差点では一時停止や減
速をしましょう。

◆この地域には毎朝、通学路などで、皆さんのこと
を見守ってくれているボランティアの方々がたく
さんいます。

◆皆さんのご両親のほか、おじいさんやおばあさん
でなくても、皆さんのことをとても大切に考えて
くれる大人の人はたくさんいるのです。

◆そうした方々に感謝しつつ、朝顔が合ったら大き
な声で「おはようございます」と挨拶しましょう。

◆きっと「おはよう」と返してくれると思います。

◆あいさつをすると、気持ちいいですよ。

◆それでは、ここで子供の皆さんに防犯に関するクイ
ズを出します。
答えが分かった人は元気よく手を挙げてください。

◆第１問です。
学校の帰りに知らない人から声をかけられました。

「まいごの猫を一緒に探して」
「楽しいゲームがあるから一緒に遊ばないか。」

皆さんだったら、どうしますか？
①やさしそうな人ならばついていく。
②知らない人にはついていかない。

<子供>
◆知らない人にはついていかない。

（誰か１名を指名）

(3)子供へ防犯に関するクイズを３問程度出し
て理解を深めます。

※楽しみながら、子供へ防犯に関する基礎知
識を根付かせます。

※クイズは警察庁作成のものを準用します。

※具体的な行動について確認し、子供の理解
度を高めます。

※安全・安心への意識や訓練への参加意欲も
高めます。

※防犯講話は地域の事情をよく知る警察官
が行うと、大人にも分かりやすく、子供
も真剣に聞き入ります。

※警察官による防犯講話が困難な場合は、

実施者が警察から情報提供を受けるなど
してお話ししましょう。

2防犯講話　6ページ



「子供110番の家」等への駆込み体験訓練運営マニュアル ver.2.xls

内　　　　　容 シ　ナ　リ　オ　例

　(4)不審者に遭遇したときの対処法として「店
　　  舗や民家、 子供110番の家に逃げ込む」
　　  ことを子供に教える。

伝えたいこと 駆込み場所の存在（２分）

<警察官>
◆そのとおりです。

知らない人についていくと、どこかに連れて行かれ
て怖い目に遭うことがあります。
絶対についていってはいけません。

それでは、正解者に拍手！

◆それでは第２問です。
公園で遊んでいて、みんながそろそろ帰ろうと言い
始めました。

皆さんだったら、どうしますか？
①もう少しひとりで遊んでいる
②みんなといっしょに帰る

<子供>
◆みんなといっしょに帰る

<警察官>
◆そのとおりです。

独りでいるとき、危ない目にあっても、誰も助けて
くれません。公園では一人で遊ばない、人がいない
道は一人で歩かないようにしましょう。

それでは、正解者に拍手！

（誰か１名を指名）

◆それでは最後です。第３問
知らない人に車の中から声を掛けられました。

皆さんだったら、どうしますか？
①車に近づいて話をする
②車には近づかず離れる

<子供>
◆車には近づかず離れる

<警察官>
◆そのとおりです。

たとえ知っている人でも「家の人に聞いてから」と
話して車には乗らないようにしましょう。
無理やり車の中に入れられそうになったら、大きな
声で「助けて」と叫びましょう。

それでは、正解者に拍手！
クイズはこれでおしまいです。

◆さて、皆さんが町の中で、知らない人につきまと
われた場合、具体的にどうすれば良いのでしょう。

◆皆さんがどんなに気をつけていても、怖い目にあう
ことはあります。もし、怖いなぁと思ったら、迷わ
ず防犯ブザーや笛を鳴らす、大声を出すなどして、
すぐにその場を離れてください。

（誰か１名を指名）

2防犯講話　7ページ



「子供110番の家」等への駆込み体験訓練運営マニュアル ver.2.xls

内　　　　　容 シ　ナ　リ　オ　例

(5) 子供110番の家などのシンボルマーク
　　を子供たちに見せ、理解度を高める。

　※地域探検などにより、場所を覚えることをお
　　勧めする

(6)保護者へ、子供の理解を深めるよう促す。
　　・当日の訓練について、子供と一緒に振り返
　　　り、話し合う。
　　・通学路や自宅周辺の駆込み先の場所を確認
　　　する

伝えたいこと 具体的な目印（１分）

伝えたいこと 家庭の役割（１分）

◆皆さんはこういうマークを見たことがありますか。
これらはすべて子供を守ってくれるお店の目印
です。皆さんのまちの中でどれくらいあるのか、
探検してみるのも楽しいですね。
これらのマークは覚えておくと、いざというとき
便利です。

◆そして近くのお店や家に駆け込むこと。もし近くに
大人の人がいたら、その人を頼るのも良いでしょう。
しかし、犯罪者はそばに誰もいないときに近づいて
くることが多いのです。

◆子供110番の家のステッカーが貼ってある家やお店
それからコンビニへ駆け込みましょう。

◆ 現在、都内には子供110番の家が10数万軒登録さ
れていますので、自分の通学路やよく遊びにいく場
所の近くにも、ステッカーが貼ってある家やお店が
あると思います。

◆日頃から、こうした家やお店を見つけておくと良い
でしょう。
このデザインは地域によって違いますから、地元の
デザインを確認しておくことをお勧めします。

<保護者へ向けて>
◆さて、ご来場の保護者の皆さま。本日は訓練にご参

加いただき、ありがとうございます。
本日の訓練によって、お子様はとても貴重な体験を
すると思います。

◆帰宅後も、お子さんと訓練の様子を振り返り、さら
にお子さんの理解を深めていただきますよう、よろ
しくお願いいたします。

◆また機会を見つけて、まちの中の協力家庭や店舗を
お子さんと一緒に探してみてはいかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。

2防犯講話　8ページ



「子供110番の家」等への駆込み体験訓練運営マニュアル ver.2.xls

３　「始まりの会」　グループ活動、具体的な訓練方法の説明（実施者）　 <１０分 >

内　　　　　容 シ　ナ　リ　オ　例

(1)リーダーやサブリーダーをはじめ、一緒に訓
　 練を行うメンバーを確認しあい、このメンバ
　 ーで訓練に臨むという機運を高める。

(2)子供のグループ分けは事前に済ませておく。

(3)大人のグループリーダー、サブリーダー、不
　 審者役、通報対応役も１名ずつ決めておく。

　※グループ例
　 【子供】
　　 ・１グループ当たり４～６人程度
　 【大人】
　　 ○リーダー
          ・全体進行管理
          ・子供への指示
          ・移動時の誘導
          ・協力者宅への訓練開始のあいさつ
　　 ○サブリーダー
　　  　・交通確認
　　　  ・タイムキーパー
　　 ○不審者役 １人
　　 ○通報対応役
          ・近隣住民への警告
          ・「訓練中」のプラカード掲出
          ・現場付近で携帯電話で通報対応
          ・写真記録
　　 ●警察官
　　　 ・助言
 　　●町会や自治会の方
　　　 ・近隣対応、交通整理等

(4)参加者に、訓練の内容や流れをわかりやすく
　 伝えるため、スタッフによる模擬実演を行う。

　 ※グループリーダーには、事前に全体進行表と
　　 グループメンバー一覧、訪問予定の地図を渡
　　 し、訓練の進め方をイメージしてもらい、円
　　 滑に取り組んでいただく。

伝えたいこと グループ構成・機運醸成（４分）

伝えたいこと 訓練方法（６分） <すべての参加者に向けて>

◆それでは訓練のやり方についてお話します。
大事なことなので、皆さんよく聞いてください。

◆訓練方法については、寸劇を見ながら説明します。

◆まずはじめに、皆さんにはこれからリーダーの指示
に従って、あらかじめ決められた子供110番の家や
コンビニへ向かって歩いていただきます。
皆さん、移動中の交通安全には十分注意願います。

◆現地に到着したら、子供110番の家の周辺で、訓
練の様子がよく見え、歩行者等の通行に支障がない
場所で待機します。

◆リーダーは「子供110番の家」を訪問し、これから
訓練を始める旨の挨拶をします。

※通報対応役は、近隣住民へ訓練を始めることを拡声
器を使って警告します。そして、子供が駆け込むま
で「訓練中」のプラカードを掲出します。

※この間、サブリーダーは待機場所で子供の安全確保
に努めます。

※不審者役は、子供たちに見えない場所で待機します。

◆リーダーが待機場所に戻ると準備完了

<すべての参加者に向けて>

◆○○警察署の▲▲さん、ありがとうございました。

◆本日の訓練は、グループに分かれて複数の場所で
行います。

◆まずはじめに、自分のグループのメンバーとそれ
ぞれの役割を確認しましょう。

◆どのグループにも、大人のリーダーとサブリーダ
－が１人ずつ付きます。リーダーとサブリーダー
は各グループの列の前まで移動してください。

※このとき、不審者役と通報対応役は参加しません。
特に不審者役は、事前の子供との面談を控えます。

◆それでは、リーダーとサブリーダーは、子供たち
に自己紹介してください。そして、相互にメンバ
ーを確認させてください。

◆子供たちの役割についても、この場で確認しまし
ょう。路上での確認はとても危険です。
子供にも、自らの役割を理解させてください。
よろしくお願いします。

＊＊グループ内で自己紹介等＊＊

◆子供の皆さん、リーダーとサブリーダーの方がわ
かりましたか。また自分の役割がわかりましたか。
本日はリーダーの指示に従い、交通安全にも気を
つけながら訓練をします。

★★スタッフによる模擬実演★★

子供には、話して聞かせる以外に、実際に
どのような訓練を行うのかを見せることが効
果的！

子供役、不審者役、子供110番の家の協力
者役など3人のスタッフでも簡単な寸劇は可
能です。

それぞれがどのような役に扮するのか、わ
かる札をかけて実演します。

協力者向けには、通報対応役の方も加える
と通報のやり取りがイメージできるようにな
ります。

3訓練説明　9ページ



「子供110番の家」等への駆込み体験訓練運営マニュアル ver.2.xls

内　　　　　容 シ　ナ　リ　オ　例

以下「４ 駆込み訓練」を
参照

◆リーダーは、訓練をする子供Ａに、子供110番の
家から20メートルほど離れた場所へと移動するよ
うに指示します。

＊＊＊ 訓 練 開 始 ＊＊＊

◆リーダーは、交通量を見ながら訓練開始を告げます。

※交通量の多い道では、特に訓練開始のタイミング
に留意願います。なるべく交通量のないときにスタ
ートさせましょう。

＊＊＊ 模擬実演スタート ＊＊＊

◆下校中設定の子供Aは、いつもどおりの速度で子供
110番の家の方向に歩き始めます。

◆そこへ不審者役の大人が現れて、話しかけます。

「お母さんの知り合いなんだけれども、お母さん
が呼んでいるから、一緒に来てくれないかな」

「学校まで行きたいんだけれど、道が分からない
ので案内してもらえないかな」

◆子供Aが断ると、さらにしつこく付きまといます。

「お母さんが待っているよ。早くしなきゃ」

「ほかに誰も教えてくれないんだよ。頼むよ」

◆子供は、防犯ブザーや笛を鳴らすか、大声を出す
などして、その場から逃げてください。そして
不審者役は追いかけてください。

◆Ａさんは、子供110番の家のステッカーが貼って

。

模擬演習の内容と流れ

①道路で子供に不審者役が声をかける

②しつこく付きまとわれた子供が大声を
出して逃げる（防犯ブザーを鳴らす）

③子供110番の家を見つけて駆け込む

④協力者役は、子供を適切に保護する

⑤協力者役は110番通報し、通報対応役
へ被害状況を伝える

◆子供Aは、防犯ブザーを鳴らし、「助けて」と大声
を出しながら、その場から走り出します。

◆不審者役の大人も後を追います。

◆子供Aは、子供110番の家へ駆け込み、保護を求め
ます。そのときも大声で「助けてください」と叫び
家の中の人に迫っている危機を知らせます。

◆協力者の方は、子供が駆け込んできたとき、子供を
保護し、まずは落ち着かせます。

※協力者の方が慌ててはいけません。つとめてゆった
りと迎えてください。

◆子供が落ち着いたのを確認した上で、「いつ、どこ
で、何があったのか」などをあらかじめ渡してある
「聞き取りメモ（別添参照）」にそって聞き取りま
す。

※「聞き取りメモ」のすべてを聞く必要はありません。
不審者役の特徴などは、警官から聞かれたときに、
改めて確認します。

◆その後、リーダーから渡されたメモに従い、通報
対応役へ電話（110番通報）します。

3訓練説明　10ページ



「子供110番の家」等への駆込み体験訓練運営マニュアル ver.2.xls

内　　　　　容 シ　ナ　リ　オ　例

◆通報対応役は、子供が駆け込んだ以降は、プラカ
ードの掲出をやめ、協力者からの電話に備えます。

※通報対応役は警察官の役割です。落ち着いて、あ
らかじめ決められたことを尋ねてください。

※協力者は、通報対応役から聞かれたことに答える
ようにしてください。会話がテンポよくやり取り
できるようにご協力願います。

※子供から聞き取っていなかったことを聞かれたら、
その都度子供に確認して答えてください。

◆一通り、警官からの聞き取りが終わると、訓練は
終了です。協力者の方ありがとうございました。

◆子供A以外の子供やサブリーダーも協力者宅を訪
れ、一緒にお礼を述べます。
ここで、協力者と子供たちの顔合わせができます。
今後は安心して駆け込めるようになるための取組
の一つです。

【子供Ａ以外の子供たちのフォロー】

◆訓練を行う子供Ａ以外の子供は、待機場所から子
供Ａの訓練の様子を見学します。

・不審者から逃げる様子
・子供110番の家への駆込み
・協力者に保護され、通報する様子など

※このため、子供が駆け込んだ後は玄関の中が見え
るように、リーダーは扉を開けたままとしてくだ
さい。協力者の方も、訓練の趣旨をお汲み取りい
ただくよう、よろしくお願いします。

※警察官が同行する場合は、子供や協力者に対して
アドバイスをお願いします。

◆協力者へお礼を述べた後、再び待機場所へ戻り、
3分程度、グループ内で感想や反省を話してみま
しょう。

※リーダーも改善できる点について、補足願います。

◆その後、メンバーは次の訓練ポイントへ向います。

※訓練を済ませた協力者の方も、できればグループ
に同行するか、会場へ向かってください。

※会場で、終わりの会において、コメントをいただ
くこともあります。

◆以上で、訓練の説明を終わります。
また、始まりの会も終わりとします。
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内　　　　　容 シ　ナ　リ　オ　例

４　「子供110番の家」やコンビニへの駆込み訓練　　<６０分>　

(1)子供と不審者役、協力家庭（店舗）、通報対応
　  役により、ロールプレイングを行います。

伝えたいこと 不審者の手口

①子供110番の家への挨拶
・訓練に協力いただく家庭等は、町会やPTA

等の支援を得て、事前に確保する。
・訓練に向け、「子供110番の家」活動マニ

ュアルや「聞き取りメモ」を提供する。
・関係者合同連絡会への出席を促す。
・始まりの会や終わりの会にも参加を促す。
・訓練開始に当たり、リーダーが訪問し「こ

れから始めます」と挨拶する。
※近隣住民向けにも、拡声器で訓練を行うこ

とをアナウンスする。

②不審者役による子供への声掛け・つきまとい
不審者に扮した大人が子供へ話しかけ、しつ
こく付きまとう。

（例）
・迷子のネコを一緒に探して
・欲しいものを買ってあげるよ
・楽しいゲームがあるから遊ぼう
・学校や公園の場所がわからないから

一緒に行って

③子供の対応
子供は無視して通り過ぎるように指示します。
（子供には指示せず、様子を見るのもあり）
不審者役はしつこく後を追い、声を掛けるの
で、子供は防犯ブザーや笛を鳴らし、大声で
「助けて」と叫びながら、子供110番の家
へ走り出します。

【防犯ブザー】
まちなかで、実際に防犯ブザーを鳴らしてみ
て、どの程度の大きさかを再確認します。

※防犯ブザーを持たない子供は大声を出す
など、日頃できないことを体験します。

<準備>

◆それでは、これから訓練を始めます。
グループごとに、リーダーの指示に従って移動して
ください。

◆駆込み先の協力者の方々も、各家へ帰り、待機して
ください。この後、計画通り、リーダーの指示に従
って皆さんの家を訪問します。

◆リーダーは、すべての訓練が終了した時点で、連絡
願います。よろしくお願いします。

（別添）
「子ども110番の家」活動マニュアル
「聞き取りメモ」を参照

<以下は、グループリーダー向けのシナリオです>

<出発>

◆皆さん、メンバーが全員揃っているか確認してくだ
さい。全員いますか。それでは出発します。
目的地に到着するまで交通安全に注意してください。

<現地到着>

※子供110番の家の様子がよく見える場所で待機しま
す。延べ7名程度いますので、歩行者の通行に支障
がないように配慮願います。

◆ここが、1つ目の訓練場所になります。
あそこに見える家（店）が子供110番の家です。
今日は、この道で不審者役の大人に話しかけられ、
あの家まで駆け込みます。

◆これから私は、子供110番の家の協力者に訓練開始
の挨拶をしてきます。戻りましたら訓練を始めます。

◆ここでは、子供Aさんが訓練をします。
子供110番の家から20メートル程度離れた場所か
ら歩き始めてください。不審者役の大人が話しかけ
てきますので、しつこくつきまとってきたら、防犯
ブザーを鳴らし、大声で「助けて」と叫びながら、
子供110番の家へ駆け込んでください。

◆皆さんが逃げている背後から、犯人は追いかけてき
ます。門扉には鍵がかかっている場合もありますが、
落ち着いて中へ入り、助けを求めてください。

◆協力者の方に保護された後、いつ、どこで、何が
あったのか、どんな人だったかなど、いろいろと
尋ねられます。慌てずに、一つひとつ答えてく
ださい。準備はよろしいですか。
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内　　　　　容 シ　ナ　リ　オ　例

伝えたいこと 駆込み方法

<子供たちに向けて>

【訓練開始・不審者対応】

◆それでは、準備はよろしいですか。

◆これから訓練を始めます。
子供Aは、所定の場所へ進んでください。
そして、私の合図で子供110番の家の方向へ歩き
出してください。

※子供Ａは、子供110番の家から20メートル付近
へ進む。

＊＊ 子供Ａは所定場所にスタンバイ ＊＊

※リーダーは道路状況を見て、歩き出すように指示
します。

※すると不審者役が現れ、子供に近づき、話しかけ
ます。子供が無視して通り過ぎようとすると、さ
らにしつこく付きまといます。

※子供Ａは、防犯ブザーを鳴らし、大声で「助けて」
と叫びながら、子供110番の家へ駆け込みます。

<犯罪者の手口>

○犯罪者は、周りの人に気づかれないように、
「騙し」のテクニックを用いて近づいてき
ます。

○無理やり手を引っ張るなどすると、周りの人
に気づかれますから、言葉で騙して子供の関
心を惹きます。

<騙されないために>

○路上で子供に話しかけてくる人の中には、真
に道を尋ねてくる人もいます。そうした人ま
で無視して通り過ぎることを子供の頃に身に
付けてしまうと社会性のない人間として成長
してしまいます。

○例えば、「道を教えて」と話してその場から
連れ出そうとする、車に乗せようとする行為
をした場合は、その場から離れる、逃げ出す
ようにしましょう。

○家庭によって、その判断基準を設け、日頃か
ら子供と話しておくのが良いでしょう。

★駆込み訓練を行う場合も、不審者役から声を
かけられたら、すぐに駆け出すのではなく、
不審者役が何らかの行動を示した場合にその
場から駆け出す方がより効果のある訓練とな
るでしょう。

<不審者役の方へのアドバイス>

○不審者役は、なるべく子供たちと面識のない
方にお願いし、訓練のリアリティを高めまし
ょう。

○不審者役は、始まりの会にも参加せず、子供
たちと交わることなく、訓練の場に現れます。
子供たちが現地に到着してから、訓練が始ま
るまで、見つからないように待機しましょう。

§ § § § § 過去の訓練でのエピソード § § § § §

◆「子供110番の家」前の道路の交通量が激しく、な
かなか訓練が開始できなかった。

◆歩行者や自転車で通行する人への「訓練中」の周知
と協力依頼のため、サブリーダーの動きが重要とな
った。

◆不審者役に声をかけられると、話半分で駆け出して
しまう子供もいた。

◆ 不審者役に追われ、慌てて子供110番の家の門扉を
開けようとしたが、開け方が分からない子供もいた。

◆子供の「助けて」という声に反応した近隣の家から
おじさんとおばさんが出てきた。

<子供110番の家への挨拶>

◆本日は訓練にご協力いただき、ありがとうござい
ます。只今から、訓練を開始します。

◆子供が駆け込んで来たら、落ち着いて保護し、
その後「いつ、どこで、何があったのか」などを
聞き取ってください。

◆その後、このメモに書いてある連絡先へ通報願い
ます。それでは、よろしくお願いします。

※リーダーは、待機場所へ戻ります。
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内　　　　　容 シ　ナ　リ　オ　例

<子供へのアドバイス>

○知らない人の家へ、「助けて」と大声で叫び
ながら駆け込むには、大きな勇気が必要です。
しかし、恥ずかしがらずに、役を演じ切りま
しょう。

○家の中から人が出てくるまで、「助けてくだ
さい。」と叫びましょう。

<協力者へのアドバイス>

○「助けて」という子供の声が聞こえたら、で
きるだけ早く、玄関の扉を開けて子供を迎え
入れてください。

【子供の保護・聞き取り】

※協力者は子供を迎え入れると、まずはじめに、子
供を落ち着かせる言葉をかけます。

例：もう大丈夫だよ。
おうちの人に来てもらおうね。

（このとき、訓練のため、玄関の扉は開けたまま
ですが、実際には素早く締めます。）

※その次に、何が起きたのかを尋ねます。
例：何があったのかな。

（いつ、どこで、何がを要領よく尋ねます。）

※あらかじめ、渡してある「聞き取りメモ」に記入
します。

（すべての項目を聞き取る必要はありません。
不審者役の情報は、110番通報した後に、一
つひとつ、確認すれば足ります。）

<協力者の数が足りないときは>

※訓練に協力可能な協力者を子供の人数分確保
できない場合は、複数の子供が1か所の協力
者宅に駆込むこととなります。

※複数の子供がそれぞれ、不審者対応と駆込み
協力者による保護、通報のフルセットを行う
と協力者の負担も多く、時間もかかります。

※こうした場合は、例えば、子供Ａ、子供Ｂは
駆込みまで、子供Ｃは保護、通報と分けて、

・

・

・

・・

【子供110番の家への駆込み】

※子供Aは、「子供110番の家」のステッカーが貼
ってある家へ駆け込みます。

※リアリティを出すため、大声で「助けて」と叫び
ながら、切迫感をもって玄関の扉を叩きます。

※不審者役は子供が駆け込んだところで、あきらめ、
退散します。

※リーダーは、子供が迎え入れられるまでの間に、
玄関先まで駆けつけ、子供が迎え入れられたとき
に玄関が閉じられないよう、留めます。
これにより他の子供にもその後の様子を見せます。

【ある学校の取組】
・4つのキーワードを設け、事前に子供たちに周知

し、不審者役がそのキーワードに当てはまる行為
をした場合に、その場から離れる、駆け出すとい
ルールで訓練に臨んだ。

<子供と不審者役へのアドバイス>

○訓練は、事前にシナリオを設け、関係者はそ
の筋書きに沿って進めるため、気持ちが緩む
こともあるかもしれませんが、真剣に取り組
むことが訓練成功の秘訣です。

○途中で笑うことがないよう、最後まで自分の
役割を演じ切りましょう。
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内　　　　　容 シ　ナ　リ　オ　例

【110番通報例】

〈通報対応役〉
110番です。事件ですか、事故ですか。

〈協力者〉
事件です。

〈通報対応役〉
あなたのお名前は。

〈協力者〉
○○市の○○です。

〈通報対応役〉
どのような事件ですか。

〈協力者〉
○時ころ、○○市○丁目の○マンション
脇の道路で、子供が不審者に声をかけら
れ、連れて行かれそうになり、我が家に
逃げてきました。

【お礼の言葉の例】
今日は、訓練に参加してくれて、ありがとう

ございました。
これからもよろしくお願いします。

【協力者の返答例】
私は、子供110番の家をやっている○○です。

ほとんど家にいるので、気軽に寄ってください
ね。

<ロールプレーイング終了>
グループ全員で協力者へお礼を述べ、子供
110番の協力者と子供が顔なじみとなる
機会を創出する。

訓練参加者は次のポイントへ向かう
駆込み先協力者もできれば同行するか
「終わりの会」に向け、会場へ向かう。

（別添）
「通報対応役マニュアル」を参照

<協力者へのアドバイス>

○通報対応マニュアルにより、次の台詞が分
かっていていも、先走って聞かれてもいな
い話をするのはやめましょう。

§ § § § § 過去の訓練でのエピソード § § § § §

◆子供からの聴取に多くの時間を要し、通報対応役
への連絡が遅れた場面が多々見られました。

<協力者に向けて>
【通報訓練の終了】
※リーダーは、通報訓練の終了を見届け、協力者へ

お礼を述べる。

◆ありがとうございました。

※サブリーダーや他の子供も、通報対応役からの連絡

を受け、協力者宅を訪問する。

（通報対応役は、態度で訓練終了を示す）

※サブリーダーや子供たちは、改めてお礼を述べ、

子供から記念品の防犯グッズを手渡しします。

※ここでの顔合わせ、コミュニケーションが今後の

地域の防犯力向上に役立ちます。

※協力者も子供たちへ返答願います。

【110番通報】
※協力者は110番通報の模擬訓練を行います。
（事前に用意された通報対応役と、110番通報

のやり取りを行います。）

※警察は不審者確保のため、その特徴を尋ねてき
ますので、子供から特徴を聞き出します。

・性別（男・女）

・年齢（いくつ位に見えたか）
・背の高さや体格

・服装
・髪のスタイル

・ぼうしやメガネ等の有無
・その他の特徴 など
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内　　　　　容 シ　ナ　リ　オ　例

【子供110番の家（店舗）やコンビニでの訓練】

○内容はほぼ同じですが、営業に支障がない
よう配慮します。

○事前に店長とよく話し合い、例えば、どち
らのレジで、誰が対応するかも含めてシミ
ュレーションしておくと良いでしょう。

○また一つ目の訓練を踏まえて、少しバリエ
ーションをつけると、効果が高まります。

（例）
・嫌がる子供の腕を掴む
・子供が振り払おうとしても、なかなか

離れない。

※大人の腕力を実感させることも、良い
経験となるでしょう。

※リーダーは、子供たちとともに、次のポイントに向
け出発します。

※このとき、協力者にも同行を依頼します。
見学まではという場合は、「終わりの会」に向け、
直接会場へ向かっていただくよう促します。

【警察官による助言の例】
慌てずに、しっかりとポイントを押さえて

通報することができました。日頃から、この
ように対応できるよう、準備ができていると
良いですね。

※警察官がいる場合は、助言をお願いします。
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内　　　　　容 シ　ナ　リ　オ　例

５　「終わりの会」発表・講評 　１０分

　(1)子供や協力者からの感想発表
　　  訓練を振り返り、感想や意見を発表する
　　ことで、あらためて自らの体験を浸透させ
　　る。また他者と共有することで、訓練の効
　　果をより高める。
　
　　※子供は子供の目線で、大人は迎え入れる
　　　視線で、どのように感じたかを発表しあ
　　　い、日頃の行動や次回の訓練に活かす。

　(2)　準備
　　　 各グループから一人ずつ発表してもらえ
　　るよう、子供には事前に伝えておく。
　　　 協力者も個人とお店、コンビニなど各1
　　名をあらかじめ指名しておく。

　(3)　所要時間
　　・子供
　　　　24秒×10グループ＝約4分
　　・大人
　　　 　1分×3人・店舗＝約３分

　　※子供の話は、おおむね早く終わりがち
　　　一人10秒程度のこともあり。

伝えたいこと 感想・意見 （7分） 司会：実施者

〈訓練に参加する子供や協力者、関係者に向けて〉

◆皆さん、お疲れさまでした。
子供たちは、思った通りの行動ができましたか。
また協力者の皆さんは、落ち着いて対応できま
したか。

◆それでは、これから終わりの会を始めます。

◆今日の訓練に参加してみて感じたことや、思った
ことなどを子供や大人の代表の方から、一言ずつ
発表してもらいます。

◆各グループの班長さんは前に出てきてください。
それでは、１班の班長さんからお願いします。
お話は、一人3０秒くらいでいいですよ。

◆続いて、訓練にご協力いただいた子供110番の家
やコンビニの協力者の方々に感想を述べていただ
きます。

◆あらかじめコメントをお願いされた方、よろしく
お願いします。

【子供の発表例①】
今日は、知らない人から声をかけられたとき

どうすれば良いか練習できてよかったです。

【子供の発表例②】
知らない家へ駆けこんだときはドキドキした

けれど、とても優しかったので安心しました。

【子供の発表例③】
防犯ブザーの音が思ったよりも小さかったで

す。大きな声を出すのは恥ずかしかったです。

【子供の発表例④】
まちのなかには、ステッカーの貼ってある家

がたくさんあるので、もっと探してみたいです。

【協力者の発表例①】
子供が駆け込んできたとき、どうすべきか、

これまであいまいだったが、今日実体験できて
大変勉強になりました。

【協力者の発表例②】
地域の子供と実際に話してみて、とても可愛

く感じました。これからも、見守る気持ちを
もっていつでも受け入れられるようにします。
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内　　　　　容 シ　ナ　リ　オ　例

　(1)　実施者からの講評
　
　　・教育委員会や警察からも専門的な見地か
　　　ら講評をいただく。

        例：教育委員会
　　　　　・初めての取組でも、それぞれが真
　　　　　　剣に役を演じ、その中で経験値を
　　　　　　積むことができたこと。
　　　　　・訓練の成果が日々の生活の中で生
　　　　　　かされること。
　　　　　・引き続き、より多くの子供たちに
　　　　　　も経験を積ませたいこと。
　　　　　・自宅でも家族で訓練を振り返り、
　　　　　　成果を高めること。

　　　例：警察署
　　　　　・警察の視点から見て、良かったこ
　　　　　　と、改善すべきことを明確に伝え
　　　　　　ていただく。
　　　　　・マニュアルは、協力先の玄関先に
　　　　　　常備すると、いざというとき、役
　　　　　　に立つこと。
　　　　　・訓練と違い、本番では大人も対応
　　　　　　に戸惑うことがあるが、努めて落

　　　　　　ち着いて、マニュアルに沿った取
　　　　　　組を行うこと。

　　・訓練を企画、計画、運営した大人から、
　　　訓練を終えて思うことや今後の抱負等を
　　　話す。

　　　例：運営者
　　　　　・訓練に協力いただいたすべての人
　　　　　　に感謝の意を示す。
　　　　　・子供は地域の大人に守られている
　　　　　　ということを考えてもらいたい。
　　　　　・訓練は一度だけでなく、繰り返し
　　　　　　行うことで、いざというときによ
　　　　　　り動くことができるようになる。

　(2)　所要時間
　　　　40秒×３人＝約2分

　(3)  留意点
　　　　・子供向けのメッセージでもあるので、
　　　　　なるべく平易な、わかりやすい言葉
　　　　　を用いるようにする。
　　　　・訓練を終えた後なので、簡潔に短い
　　　　　講評・挨拶となるように留意する。

伝えたいこと 講評・今後に向けて （2分）

【協力者の発表例③】
コンビニには子供や女性が駆け込むことがあ

るが、行政や警察、町会が一緒になって取り組
む訓練は初めてでした。これからも参加してい
きたいです。

◆最後になりますが、本日の訓練にご協力いただい
た教育委員会や警察の関係者から一言ずつ感想を
いただきたいと思います。

◆まず教育委員会の関係者から一言お願いします。

【教育委員会から一言】

本日の訓練は、子供たちや駆込み先の協力者の
皆様にとって、とても有意義な訓練になったと思
います。

今日、訓練により体験できた子供は、○○区
（市）のほんの一部の子供たちです。今後はこう
した訓練を他の地域でも行い、より多くの子供た
ちに体験してもらいたいと考えています。

保護者の皆様は、帰宅後に親子で今日の訓練の
ことを話し合っていただきますと、お子さんの理
解もさらに深まります。

ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

本日はありがとうございました。

◆続きまして、警察の関係者からお願いします。

【警察官からの一言】

※訓練に立ち会ったグループの講評を全体で共有

します。

今日の訓練では、子供たちの様子がとてもすば
らしかったです。今日の経験を活かしてください。

ご協力いただいた駆込み先の協力者の皆様も活
動マニュアルに基づき、適切に対処いただいたと
思います。お疲れさまでした。

今後もマニュアルを玄関先に置かれますと、い
ざというときにも役立つと思います。

ただ実際に子供が駆け込んでくるときは、子供
ももっとあわてていて、大人も落ち着いて対応す
ることは難しいと思います。

本日の訓練を思い出して、落ち着いて適切に対
処されることを期待します。
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内　　　　　容 シ　ナ　リ　オ　例

　
  【全体を通じて】
　　本訓練は、小学校区を単位として、学校と連携しながら計画を立てることが望ましい。

　　　【学校と連携するメリット】
　　　　　・子供の安全のために、一生懸命に取り組んでくれる先生方がいる。
　　　　　・訓練に参加する子供を集めやすい
　　　　　・「始まりの会」と「終わりの会」の会場として、体育館を利用しやすい。
　　　　　・学校を中心としたルート計画を立てやすい。
　　　　　・ＰＴＡの同意や協力を得やすい。
　　　　　・教育委員会や警察署との連絡が容易になりやすい。
　　　　　・地元の町会長、自治会長とのつながりがある。

　　○この訓練を通じて、日頃、お付き合いが
　　　少なかった方々が一堂に会することがで
　　　き、ともに訓練を行うことで連帯感を高
　　　めることができた。こうしたことは、地
　　　域の防犯力向上にとても役立つので、こ
　　　れを契機に引き続き、連携した取組を行
　　　っていただきたい。

【実施者代表から一言】

ただいま本日参加された子供たちや協力者の方

々、そして行政や警察の関係者から感想を述べ

ていただきました。ありがとうございました。

まず本日の訓練の目的が達成できことに感謝申

し上げます。本日の訓練の実施に当たりましては

大変多くの関係者が何か月も前から準備を進めて

まいりました。関係者の皆様、本当にありがとう
ございました。

子供たちも、こんなに大勢の大人から見守られ
ていることに感謝するとともに、自らの行動につ
いても、あらためて考える契機としてください。

本日のような訓練は、今回限りではなく、継続
的に行うことで、子供たちへの浸透の度合いも上
がっていきます。

いざというとき、速やかに110番の家に駆け込
むことができるよう、皆様には今後ともご協力の
ほど、よろしくお願い申し上げます。

<司会：参加者全員に向けて>

◆最後となりますが、こうした機会を通じて、子供
たちと地域の方々、そして関係機関の人々が顔合
わせできたことは大変意義深く、貴重な場である
と思います。

◆引き続き、皆様と連携し合って、地域の防犯力を
向上させてまいりたいと思いますので、今後とも
ご協力のほどよろしくお願いします。

◆以上をもちまして、子供110番の家等への駆込み
体験訓練を終了いたします。
皆さま、ご協力ありがとうございました。

◆最後に、本日の訓練を企画、計画、運営しました私
どもの代表の○○から一言申し上げます。

伝えたいこと

【訓練に参加する方々のイメージ】
学校、ＰＴＡ、町会、自治会、 自治体

子供110番の家（協力者）、 コンビニ

子供 ※他校のＰＴＡ、ＰＴＡ連合会等

終わりの言葉 （1分）
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