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小学生被害の略取誘拐・人身売買罪名別認知件数H19-H29 の推移
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はじめに
　刑法犯認知件数のうち、小学生を対象とした略取誘拐は 50 件発生しています（平成 29

年）。誘拐殺害事件では平成 29 年に千葉県松戸市で、翌平成 30 年にも新潟県新潟市にお

いて児童が被害に遭っており、事件は相次いでいます。

　子供たちの安全を守るためには、まず大人による地域環境の整備と見守り、それとと

もに子供自身が防犯力を身に付ける学習が必要です。

　しかし、これまでの略取誘拐に関わる学習では、めざす方向性や基準、定義があいまい

なまま、指導者側の立場により、時に方向性の異なるそれぞれの指導が行われてきました。

　そのため本テキストでは、子供の防犯教育に関するデータ等による子供の対応力や対応

方法の安全性および有効性、大人の取り組みなどをふまえ、一定の基準を示すことにし

ました。各関係者がそれを共有することにより、子供たちにとっては繰り返し学び、学

習を深める機会が増えることにつながります。

　また、安全教育は家庭・地域・学校で行われるものですが、学校教育の限られた時間の

中でも防犯力を身に付けさせる指導が可能になります。教える指導者側も、基準にそって

工夫をこらした内容を、安心して子供たちに教えることができるようになります。

　本テキストは、通学路等での略取誘拐やインターネット上の SNS の危険に対する防犯教

育について、小学生に指導することを想定し記しています。1 ～ 6 年生まで、学年や学級

の状況に合わせて、基本から応用へ、知識から体験的な学習へ、段階的に進めましょう。

本テキストに沿って、子供への防犯教育が実質的に進み、安全確保につながることを期待

しています。

警察庁統計を基に作成



安全安心まちづくりを推進する
マスコットキャラクター
みまもりぃぬ

目次

1 被害を予防するために、何に気をつけるか？･ ･･････････････ 1
「人」でなく「行為」に注目！

2 子供を危険な行為に遭わせないために･ ････････････････････ 3
1 人区間に注意！

3 危険から自分を守る方法･ ････････････････････････････････ 5
危険から離れる、危険を知らせる！

4 SNS にも子供をねらう危険が潜んでいる･ ･･････････････････ 8
「わたしと世界中の人」のイメージを！



1

1	被害を予防するために、何に気をつけるか？
「人」でなく「行為」に注目！
　子供に危害を及ぼす人はどのような人でしょうか?　よく「不審者」と
いう言葉で表されますが、本テキストではこの言葉を用いません。なぜ
なら、特定の服装や顔立ちなど外見だけでは判断することはできないか
らです。わかりにくい人をわかりにくい言葉で呼んでも、子どもには理
解できません。大人にとっても難解な定義を説明に用いるので
はなく、子どもにわかりやすく伝えるため「子供をねらう人」
と呼びます。

　子供をねらう人は、見た目だけで判断することはできないことを理解しま

す。その上で、自分に向けられる「行為（こと）」で危険を予測したり判断

できるようにしましょう。

ねらい

　子供が気を付ける対象を「人」にすると、人の差別につながりかねません。

あたかも犯罪者であるかのようなレッテルを貼るのには注意したいもので

す。子供をねらう人は、見た目だけではわかりませんから、人でなく行為、

自分にとって「嫌なこと」「怖いこと」などで判断するようにします。

ポイント

　子供たちは、危険を防ぐことのほかに、安心安全のために人々と協働した

り共に暮らすことも学ばなくてはなりません。子供には犯罪に遭う可能性と

併せて、地域には見守ってくれる、信頼できる大人がいることもしっかり伝

えます。

教える際に注意したいこと
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教える内容と方法

❶ 子供をねらう人は 「知らない人」 ？
　「知らない人に気をつけて！」と言いがちです。しかし、子供をねらう人は、「知らない人」
だけとは限りません。子供たちに問いかけて考えさせましょう。

たとえば、「知らない人に気をつけて」「知らない人からの声かけは走って逃げる」
などの教示は用いません。

ポイント

❷ 子供が危険に気づくには？
　子供が誘拐などの犯罪被害に遭うのを防ぐには、危険を予測し危険に気づく必要があり
ます。ただし、人の悪意や危険性を見抜くことは大人にも容易ではありません。危険は「人」
を目安にするのではなく、子供に向けられる具体的な「行為（こと）」に注目します。

　たとえば、「自分のふうせん」※ を基準にして、ここに向けられる行為（こと）の危険性に
気付けるようにします。

自分に向けられた行為（こと）

▶･じろじろ見つめられる

▶･不自然な声をかけられる

▶･体やランドセルをつかまれ･
そうになる

▶･体をさわられそうになる

▶･つきまとわれる

▶･まちぶせされる

▶･追いかけられる

▶･車に乗せられそうになる

【自分のふうせん】

こわいこと・・・
おかしいと思うこと・・・
いやなこと・・・

MIYATA Mieko

　このような、自分が怖い、嫌だと感じるような行為（こと）を向けられた時、どのよう
なことが起こり得るか、危険を予測してみましょう。

※ 「自分のふうせん」はパーソナルスペース（T. ホール）を基にした、自分を取り巻く
大切な空間のこと。
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2	子供を危険な行為に遭わせないために
１人区間に注意！
　子供が犯罪に巻き込まれないためには、子供自身の行動や状態
にも気を配る必要があります。

　子供が危険に遭遇しやすい状況の 1 つに、子供がひとりでいる、ひとりき

りで遊んでいるなど、子供が単独でいる状態があげられます。ひとりきりに

ならない大切さを教えましょう。

　もちろん、子供が複数でいれば被害に遭わないとは限りませんが、緊急時

には信頼できる大人に助けを求めることも視野に、周囲に人の存在がある状

況にいることの重要性を理解し、対応方法を身に付けさせることが大切です。

ねらい

　被害を予防するためには、人の目のあるところで遊ぶ、人の目のあるとこ

ろを通ることが大事です。そのためには、高学年であっても子供任せにせず、

大人が具体的に教示し、行動に配慮してあげることも大切です。

ポイント

　学校から集団で帰るのは、防犯の観点からは大切です。しかし子供は途中

から一人ひとりになる「1 人区間」を通ることになります。この「見守りの

空白地帯」では、子供自身も（犯罪や災害、交通事故も含め）より意識を高

めて歩く大切さを教えましょう。

教える際に注意したいこと
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教える内容と方法

❶ 危険な行為に遭いやすい行動や状態を教えましょう
　外で危険な行為に遭いやすい行動や状況をイラストなどで示し、理由を考えさせ、相応
しい行動を発表してもらいましょう。

　◦ひとりきりで歩いている
　◦ひとりで遊んでいる
　◦ひと気のない道を選んでいる
　◦決められた通学路を通っていない

◦決められた時間に遅れている
◦スマホやゲームなどに夢中になっている
◦ながら歩きをしている

❷ 車への注意を教えましょう
　車のイラストを用意して、どのようなことが起こる可能性があるか、どう対応すると安
全か、いろいろ考えてみましょう。

　◦後方から近づいてくる車の音
　◦自分のそばで車が停車した時

　このような時は、どんなことが起こる可能性があるかを考え、その対応を練習してみま
しょう。（例えば、車の向きと反対方向に逃げる）

❸ 声かけへの対応
　子供への声かけは、善意の声かけもあれば、悪意があるものもあります。声をかけられた
ら一律に断る、走って逃げると教えるのはふさわしくありません。「自分のふうせん」を保っ
たまま、その場でできることには対応します。
　ただし、相手が「自分のふうせん」に嫌なことや怖いことをしようとしたり、移動を伴う
ような依頼をしてきた時にははっきり断ります。決して今いる場所から一緒に移動したり、
車に乗ったりしないことを教えましょう。

　たとえば、子供をねらう人は、次のような 8 種類の声をかけて子供を誘うことがあります。
それぞれのパターンから例を作り、ロールプレイングで対応の練習をしてみましょう。（　　）
カッコの中を変えて、様々な例を作ります。

指導例

声かけパターンの 8分類とその例

1.権威型：（校長先生）が呼んでいるよ
2.脅迫型：（ついてこない）と痛い目に遭わせるぞ
3.利益型：（○○）がもらえる
4.緊急型：（母さん）が交通事故に遭った
5.希少型：（有名人）に会わせてあげる

6.親切型：（道案内）をしてほしい
7.特権型：あなただけに（あげる）
8.興味関心型：

（サッカー選手を見）に行ってみ
ないか

MIYATA Mieko
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3	危険から自分を守る方法
危険から離れる、危険を知らせる！
　前章までは子供が危険を予測したり、被害を予防する方法を学
びましたが、ここからは、身に迫った危険に対する具体的な対応
方法を学びます。

　危険が迫った時、子供には対応しやすい行動と、対応しにくい行動があり、

何も対応できないことさえあります。そのため、対応の内容はシンプルであ

ることが大切。複雑な内容や様々なことを同時に行うのは、難しさが伴いま

す。車のナンバーや色、相手の服装など様々なことを覚えておくように教え

るのはおすすめしません。

　これだけはやってほしい大事なことにしぼって繰り返し学習し、行動しや

すくなるようにしましょう。

ねらい

　危険が迫った時、子供が取るべき行動は、速やかに危険から離れて、信頼

できる大人に状況を伝えることで自身の安全を確保することです。子供が自

分で自分を守るといっても、決して子供が 1 人で全てを解決できるわけでは

ありません。大人のサポートや取り組み（たとえば、こども 110 番の家など）

と結び付けて教えましょう。

ポイント

　「危険から離れる」、「危険を知らせる」ための具体的な行動を体験的に教

えましょう。これらの対応を超えて、「相手を攻撃する」対応には、かえっ

て子供に危険を招くことがあり、より慎重でなければなりません。子供に無

理をさせないことも重要な視点です。

　比較的軽微な段階で危険を断ち切れるよう、大人につなぐ行動を教えましょう。

教える際に注意したいこと
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教える内容と方法

　危険な行為に遭いそうになった時には、次の 2 つの力を出せるように練習しましょう。

〇 すみやかに危険から離れる行動
　危険から離れなければならないとき、ランドセルなどの重たい荷物はその場に置いてい
く方がよい場合もあります。命が一番大切であることを伝えましょう。

指導例

①	ノーランドセル（Ａタイプ）：ランドセルをその場に置いて、信頼できる大人がいる
「こども110番の家」や商店などにかけこむことが大事
であることを教えて、体験的な学習を行いましょう。

②	ノーランドセル（Ｂタイプ）：ランドセルや荷物をつかまれたり引っ張られた時には、
ランドセルをその場に置いて、自分の体だけになって
信頼できる大人がいるところへ駆け込むように体験的
な学習を行いましょう。

　P ２のように自分が怖い、嫌だと感じる行為があったとき、どう対応するか、考えさせて
ロールプレイングなどで体験的に学びましょう。

❶ 大きな声を出して危険を知らせる行動
　いつもより大きな声を出せるように練習します。特別な声である必要はなく、どんな声
や言葉であっても声が出せることが大事です。

指導する際のポイント

◦緊急時に声を出すのは難しいものですが、子供自身が自分の力を知ることから始め、
大きな声で「たすけて」と言えるように練習しましょう。

･ あわせて、「いやだ」「やめて」も言えるように練習しておきます。

◦声を出すことが恥ずかしい子供や、声の小さい子供もいます。無理させずに励ましな
がら練習しましょう。

◦子供の力には限りのあることも理解した上で、この2つの力を発揮しやすくなるよう
に指導しましょう。

Ⅰ 危険から離れる力

Ⅱ 危険を知らせる力
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❷ 防犯ブザーで危険を知らせる行動
　防犯ブザーは配っただけでは緊急時に使えません。操作方法、鳴らすべきタイミングを
教えます。

指導例

◦登校時、防犯ブザーはランドセルについていますが、放課後もできるだけ身に付ける
ようにしたいものです。ランドセルを背負っていない時の装着位置は、体のウエスト
部分に固定して、操作できるか確認しましょう。

◦子供が友だちや集団から離れてひとりになるところ（１人区間）からは、より素早く
鳴らせるように手に持って歩くことも有効であることを教えましょう。

❸ 信頼できる大人に伝える
　「こども 110 番の家」や商店の人に、困っている、助けてほしいということを伝えられる
ようにロールプレイングなどで体験的に練習しましょう。

❹ いつもと違うことを話す習慣
　いつもと違うこと、ヘンだなと思うことがあったら、信頼できる大人に話す習慣を付け
ましょう。大人は話に耳を傾けて、どんなことでも些細なことと思わず、大人同士で実態
を確認したり、情報を共有して予防につなげましょう。



MEMO
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4	SNS にも子供をねらう危険が潜んでいる
「わたしと世界中の人」のイメージを！
　SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）とは、インターネッ
ト上で人と人とをつなげることを目的とするサービスです。代表的なも
のとして、　LINEやツイッター、フェイスブックなどがあります。

　通学路だけでなく、インターネット空間でも子供が犯罪に遭
う危険が潜んでおり、SNSに起因する事犯の被害児童数は年々
増加傾向にあります。また、小学生の被害件数は41件ですが、
中学生では676件、高校生では941件となっています（平成29年）。
　最近は小学生でも携帯電話やスマートフォンを持っている子
が増えており、小学生のうちからSNSの危険性を理解し対応方
法を身に付けるようにしましょう。

　子供の犯罪被害は、室外で遭遇する危険だけでなく、SNS の中にも潜んで

いるということを伝え、被害者にも加害者にもさせないよう教えましょう。

ねらい

　SNS だけでの知り合いとは会わないことを教えましょう。SNS は自分と相

手の「1 対 1」ではなく、「1 対世界中の人」であるとイメージして、世界の

誰にでも知られたり、見られて構わないものかどうか今一度考えてから発信

するように教えましょう。

ポイント

　SNS は、便利で楽しく使えるものであるとともに、犯罪被害の入り口にな

ることもあることを理解し、約束や注意点を守って使用するだけでも自分を

守ることができると教えましょう。

教える際に注意したいこと
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教える内容と方法

❶ SNSだけの知り合いとは、どんな人？
　SNS だけの知り合いは、自分にとってどんな存在でしょうか。また、どのように交流する
のがよいか考えてみましょう。

指導例

◦SNSだけの知り合いと学校の友だちとの違いは何か考えさせる。
　➡写真をもらっても本人か確認できない。
　➡年齢や性別、住んでいる地域も確認できない。
　➡会話の内容が事実と違う人の場合もあるが確認できない。

❷ 交流上の約束：会わない
　SNS だけの知り合いと会うと、どのようなことが起こり得るでしょうか。どうするのがよ
いか、考えさせましょう。

指導例

◦SNSだけの知り合いと会うと、どんなことが起こり得るか考えさせましょう。
　➡自分が交流していたと思っていた人と別人の場合がある。
　➡会った時に何か依頼されると断れなくなることもある。

注意

　➡SNSだけでの交流であることを相手に理解してもらう。
　➡会わないことを理解してくれる相手と交流する。

❸ SNSを使って起こる犯罪の手口を教えましょう。
　SNS に起因する犯罪被害の事例を教え、どうすればよかったか、どの段階なら引き返すこ
とができたのか、子供同士で考えさせルールを発表してもらいましょう。

実際の被害事例
ケース1 SNSだけの知り合いと会ったら・・・

　SNSでメール等のやり取りを通じて外で会い、山中に連れて行かれて殺害された。

さらに考えさせましょう
　「会おうよ」「会いたいな」、もしも、こう言われたら要注意です。返事をする前に 
しっかり考えて、もうやり取りできない、と断わることも大事です。
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ケース2 19歳イケメン大学生だと思ったら・・・になりすまし・・

　ネット掲示板で別の人に成りすましていた人と知り合い、SNS上でやり取りをしてい
たところ、裸の画像を送らされた。（小学生が被害）

さらに考えさせましょう
　でも・・とてもカッコいい（かわいい）人の写真が送られてきたら、その人ともっ
と親しくなりたい、会ってみたくなる・・・どうしたらいい？

ケース3 10万円もらえると言われて・・・

　ツイッター等にコメントを書き込み、ライン、メールで連絡先を交換、1回10万円の
約束で援助交際を求められる。ホテルで性交し写真を撮られ、インターネット上に流す
と脅された。

さらに考えさせましょう
　でも・・「写真を送って」「会おう」「簡単なバイトでたくさんのお小遣いがもらえる」

「無料」こんな言葉には弱いな・・・どうしたらいい？

ケース4 ラインのスタンプが無料だったから・・・

　ゲームアプリ掲示板にラインのスタンプが無料提供されていたのでダウンロードした
ところ、　代わりに裸の写真を要求されて写真を売られた。

さらに考えさせましょう
　でも・・自分がほしいものをくれると言われると断りにくい・・・どうしたらいい？

ケース5 個人情報を特定し、子供に近づく

　実名でツイッターをしていた子供が、学校や住所を特定されてつきまとわれた。

さらに考えさせましょう
　でも・・嘘はつきたくないから、本当のことを教えたいけど・・・ダメなの？伝え
てはいけない情報、物、個人情報って何？

❹ もしもSNS上で困ったり怖い思いをしたときには
　もしも SNS 上で怖い思いをした時には、子供が１人で対処することは非常に困難です。
少しでも「おかしいな」「困ったなあ」「どうしたらよいかわからない」ことがあったら、
一人で悩まず、少しでも早く保護者や学校の先生など、信頼できる大人に話せば、大人がきっ
と力になってくれることを伝えましょう。
　また、もしも友だちに困っていると相談されたら、一緒に信頼できる大人に話すように
伝えましょう。
　もしも大人に話しづらいときは、まず東京都のこどもネット・ケータイトラブル相談窓口 

「こたエール」に電話かメールで聞いてみるという方法もあります。



監修 宮田･美恵子
　特定非営利活動法人  日本こどもの安全教育総合研究所理事長

編集 東京都　青少年・治安対策本部　総合対策部
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　東京都新宿区西新宿２丁目８番１号
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