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｢朝の安全見守り当番｣のしおり

令和小学校PTA　2022年度版 
（2021.x更新版）

おはようございます！

おはようございます！

いってきまーす！



はじめに

朝の安全見守り当番の実施時間と見守りポイント
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令和小学校PTAでは、子どもたちが安全に通学できるよう、朝の見守り当番を実施します。これは、

登校時のみで下校時には実施しておりません。当番は１家庭につき年間4～５回程、居住地域と曜日希

望を考慮して作成した当番表に基づき実施します。

入学、または転入時に「見守り当番のしおり」をお配りしますので、ご家庭での保管をお願いいたし

ます。また、令和小学校のホームページでもご覧いただけます。当番の際に「見守り当番表」を各クラ

スの学年委員より配布しますので、合わせてご確認をお願いいたします。

見守り当番は皆様のご参加により支えられています。保護者全員で子どもたちの安全を守っていける

よう、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

場所 ：A トルコ料理店前

B 中野通り踏切

C 令和小前 交差点

D 新井薬師前駅交差点

E 跨線橋前

時間 ：A、E 午前７：４５～８：１５

B、C、D 午前７：５５～８：２５

※各地点の注意点は次ページ以降をご確認ください

令和小学校

A トルコ料理店前

D 新井薬師前駅南口交差点

E 跨線橋前

C 令和小前交差点

地理院地図Vectorを利用

B 中野通り踏切



朝の安全見守り当番の取り組み方

～「おはようございます」と元気に声をかけましょう！～

ご家庭では・・・

お願いしたいこと・・・

・・子どもたちが安心して登校できる環境づくりに、ご理解とご協力をお願いいたします・・
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★ 家庭数で実施し、各家庭年間４～５回程度の当番をお願いします。

★ 当番の際は『保護者証』を持参し、首にかけるなどして、子どもに見えるようにしてください。

★ 『防犯ベスト』を着用し、『黄色い旗』を使用してください。

※雨の日は濡れたベストを乾かすことができませんので、ベストの着用は不要です。

★ 『バリケード』を出しての見守りをお願いする場所があります。

★ 道路横断に際しては、子どもに危険がないかを見守り、安全に横断できるように声かけしてください。

★ 自転車で見守り箇所へ移動する場合、道路や歩道に駐輪しないよう、ご協力をお願いします。

★ D：新井薬師前駅交差点とE：跨線橋前では、基本的に子どもだけで踏切を渡らないように見守りま

すが、保護者同伴で踏切を利用する場合があります。

※何かあった時は、すぐに学校(3389-1461）、及び必要に応じて110番または119番をし、

所在地や状況をはっきりと伝えてください。また、子どもの持ち物を確認し、名前が分かれば伝えてください。

★ 子どもたちには、登校時間を守り、通学路を通って登校するようにご家庭でもご指導をお願いします。

★ できる範囲で地域に目を配り、子どもたちへの声かけや交通ルールの指導等、ご協力をお願いします。

★ 法令上で歩行者が優先となる状況の際に、児童の安全確保のために車両等を優先させる場合がありま

す。雨天時や交通状況により、歩道に待機列ができる場合があります。児童には時間に余裕をもって

登校をするよう、ご家庭での指導をお願いします。

★ 見守り当番の立ち忘れがないようご注意ください。

見守り当番表はクラスラインで配信されますので、当番表を保存し、ご自身のスケジュール管理に日

程を記録するなど、当番日を忘れない工夫をお願いします。

★ 当番日の都合がつかない場合は、他の方に代わっていただけるかご自身で交渉し、代わる場合は必ず

学年委員までご連絡ください。

★ 見守り当番の管理運営はPTAでおこなっています。質問等は学年委員、またはPTAメール

（reiwapta2020@gamil.com）までご連絡ください。



Ａ：トルコ料理店前

【お願い】土曜日は歩行者専用道路ではないので、バリケードを出す事ができません。

　　　　　バリケードは出さず、防犯ベストを着用して子どもたちに注意を促してください。
■通行許可証の掲示がある車両が通行する場合は、注意の上、子どもがいないタイミングで車両を通すようにお願いいたします。

■バリケード（通行禁止表示板）の移動を、通行許可証の提示が無い車両の運転手より求められた場合、

　『警察からの指導により、私たちで「決まった場所以外」へ移動させることができません。

　お手数ですが運転者または同乗者の方自身で移動をお願いします』と伝えていただいて構いません。

■必要以上に強要されたり、恫喝されるようなこと、恐怖を感じることがあれば、110番へ通報してください。

■運転者や同乗者がバリケードを移動させた後、元の位置に戻さず行ってしまった場合は、お当番の方が元の場所へ戻してください。
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★以下の注意事項をお読みのうえ、当日の見守りのご協力をお願い致します★

◆バリケードを設置する。

◆交通量が多く、特に大型車やバスの走行に注意する。

◆右、左折車の巻き込みに注意する。

◆自転車の信号無視が多いので注意する。

◆横断歩道を横断後、子どもの広がり歩行に注意し、

道路の右側を通行するよう声掛けする。

・防犯ベストと旗は、駐車場前の久保さん階段脇の

バリケード設置している入れ物から取り出して着用。

・バリケードは、駐車場向かいの久保さん階段脇より取り

出す。見守り当番前に駐車場前に置き、終了時に片づける。

・立ち位置は、トルコ料理店の前（★）に立つ。

※シルバーさんの配置がなくなり、見守りの立ち位置が

変更になっていますのでご注意ください。

バリケードの運用注意点 （各見守り箇所共通）

※バリケードの不備等お気づきの点がありましたら、ＰＴＡ役員までご連絡ください。

《防犯ベスト・旗・バリケードの保管場所：久保さん宅の階段脇》

※同じ場所に戻してください

久保さん宅

杉沢畳店

５丁目駐車場

階段脇にバリケードがあります。

６ページ、１１ページ参照

トルコ料理店

三井文庫

駐車場

クリーニング

Page1

郵便ポスト
久保さん宅

バリケードを置く場所

杉沢畳店

（バス停）

学校

右側通行で進むよう促す

〒

トルコ料理店



Ｂ：中野通り踏切

Ｃ：令和小前 交差点

D：新井薬師前駅南交差点
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◆自転車の信号無視に注意する。

◆子どもの広がり歩きを注意する。

◆右左折してくるバスに注意する。

◆子どもだけで踏切を渡ろうとした際は止める。

防犯ベストと旗は、交番の向かって左、縦といに

かけてあるものを使用。

※2022年9月26日からの運用。駐輪も交番前にて。

★Ｄ１と★Ｄ２に立つ。

◆踏切が開いたときの自転車の動きに注意する。

◆子どもと一般歩行者、自転車のすれ違いに注意する。

◆子どもの広がり歩きを注意する。

◆踏切が鳴ったら子どもを渡らせないようにする。

◆中野通りを横断の際は、横断歩道か歩道橋を利用し、

踏切が閉じている時に車道を渡らないでください。

防犯ベストと旗は、令和小学校の施設管理室（主事室）

または中野区清掃事務所の事務室にあるものを使用。

★Ｂ１と★Ｂ２に立つ。

地域開放門から施設管理室（主事室）に

行き、防犯ベストと旗をもらう。

７ページ参照

◆Ｃ１は歩道橋で歩道が狭くなっている箇所での、

子どもと通行者、自転車のすれ違いに注意する。

◆子どもの広がり歩きを注意する。

防犯ベストと旗は、令和小学校の施設管理室

（主事室）にあるものを使用。

★Ｃ１と★Ｃ２に立つ。

地域開放門から施設管理室（主事室）に

行き、防犯ベストと旗をもらう。

７ページ参照

新井薬師前駅

令和小学校

B2:清掃事務所側B1:令和小側

中野区清掃事務所

中
野
通
り

カクヤス

令和小学校

黒龍中野マンション

Ｃ１:矢崎石材工業側

Ｃ２:カクヤス側

矢崎石材工業

中
野
通
り

シルバーさん

◆

歩道橋

交番の向かって左側の縦といに、ベスト、旗が入っ

た入れ物（筒）をかけています。

９ページ参照

※２０２２年９月２６日からの運用になります。

それまでは以前の西武信用金庫の置き場を

ご利用ください。

交番
新井薬師前駅

D１:新井薬師駅側

D２:パチンコ店側

スターカット

中野通りに面している階段から、２階の事務室に

行き、防犯ベストと旗をもらう。 ８ページ参照



Ｅ：跨線橋前

※バリケードの使用については3ページの「Ａ：トルコ料理店前」の『バリケードの運用注意点』をご参照ください。
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◆バリケードを設置する。

◆踏み切りが開いた時は、状況に応じて自転車を先に通し、

子どもの横断を止める。

◆歩道は建物側に寄って歩くよう声掛けする。

◆上高田中通りに新井薬師駅方面から右折で入ってくる

車が多いので注意する。

◆五中つつじ通りを渡る横断歩道は、基本的に横断しない

ように声掛けをする。

◆子どもだけで踏切を渡ろうとした際は止める。

防犯ベストと旗、バリケードは、旧TOMSの

つつじ通り沿いにある駐輪場の奥にあるものを使用。

★に立つ。

バリケードは道路のオリーブ側に置く。

防犯ベスト・旗・バリケードの保管場所は

旧TOMSのつつじ通り沿い奥の駐輪場です

※同じ場所に戻してください

シルバーさん

跨線橋

オリーブ

旧TOMS

五中

バリケードを置く場所

旧TOMSの奥の駐輪場にベスト、旗、

バリケードがあります。

１０ページ、１１ページ参照

◆



6

Ａ:トルコ料理店前の

防犯ベスト・旗・バリケードの保管場所

久保さん宅の外階段

バリケード

旗・防犯ベスト

① 上高田5丁目駐車場の向かいに「久保さん宅」があります。

② 「久保さん宅」の外階段の左脇に『バリケード』があり、専用BOX(黒い筒)の中に、『防犯ベスト』と『旗』が入って

います（写真参照）

③ 当番の際にここから出して使用、当番が済んだら必ず同じ場所に同じ状態で戻してください。

※ベスト・旗の破損、紛失・盗難などがあったら、学年委員を通して執行部まで連絡をお願いします。

バリケードの設置場所

① 当番前に、駐車場向かいにある「久保さん宅」の階段脇より『バリケード』を取り出し、写真の場所に置きます。

② 『バリケード』設置後、横断歩道に移動して、トルコ料理店前の見守りをします。

③ 見守り当番終了時に『バリケード』『防犯ベスト』『旗』と一緒に「久保さん宅の階段脇」に片づけます。

開始前に『防犯ベスト』『旗』を着用し

『バリケード』を出す。終了後に片づける
クリーニング店～トルコ料理店前の横断歩道にて見守り
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Ｂ:中野通り踏切 と Ｃ:令和小前交差点の

防犯ベスト・旗の保管場所と駐輪場

① 学校敷地の北側、西武新宿線の線路沿いに「地域開放門」があります。

② 自転車で来校した場合は、「地域開放門」を入り、左側の駐輪場の自転車を止めてください。

③ 「地域開放門」から入り、右側にある「施設管理室（主事室）」に『防犯ベスト』と『旗』があります。

④ 当番が済んだら「施設管理室（主事室）」に『防犯ベスト』と『旗』を戻してください。

※ベスト・旗の破損、紛失・盗難などがあったら、学年委員を通して執行部まで連絡をお願いします。

地域開放門

※線路沿いにある門

施設管理室（主事室）

地域開放門から入り

左側に駐輪場

左側に駐輪場

カゴに入った防犯ベストと

旗をご利用ください
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Ｂ:中野通り踏切 の

防犯ベスト・旗の保管場所と駐輪場

B:中野通り踏切の見守りの際は、P.7の令和小学校施設管理室に加えて

中野区清掃事務所の保管場所と駐輪場も利用できます。

① 中野区清掃事務所の中野通りに面した階段から2階にあがり、事務室の受付で令和小PTAの見守りで 訪問

したことを伝え、旗とベストを事務所の方から受け取ってください。

② 自転車で来所した場合は、線路沿いの道に面した駐輪場に自転車を止めてください。

③ 当番が済んだら清掃事務室に旗とベストを戻してください。

※ベスト・旗の破損、紛失などがあったら、学年委員を通して執行部まで連絡をお願いします。

※清掃事務所のご好意で機材を置かせていただいています。お帰りの際は一言お礼をお願いします。

中野通りに面した階段から

2階の事務室にあがる
事務室受付で旗とベストをもらう

線路沿いの道に面した

駐輪場を利用する
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Ｄ:新井薬師前駅交差点の

防犯ベストと旗の保管場所

Ｄ:新井薬師前駅交差点の駐輪場所

薬師駅前交番の敷地の正面に向かい、左端に

駐輪してください。

レンガ敷きの地面の場所は西武信金ビルの敷地に

なるので、自転車を停めないようにしてください。

① 薬師駅前交番の、正面左側の縦といに、『防犯ベスト』と『旗』が入ってる黒い筒がかけてあります。

② 交番にお巡りさんが居る際は、一声かけてから筒を取り、『防犯ベスト』と『旗』を使用してください。

③ 当番が済んだら必ず同じ場所に同じ状態で戻してください。

※ベスト・旗の破損、紛失・盗難などがあったら、学年委員を通して執行部まで連絡をお願いします。

※野方警察署の協力で機材を置かせていただいています。お帰りの際は一言お礼をお願いします。
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Ｅ:跨線橋前の

防犯ベスト・旗・バリケードの保管場所

旧TOMSビル

バリケード

旗・防犯ベスト

バリケードの設置場所

ｵﾘｰﾌﾞ

弁当

旧 TOMS

ビル

① 「TOMS」ビル駐車場奥の物置脇から『バリケード』を取り出します。

② 見守り当番前に『バリケード』を置きます。

③ 設置場所は、横断歩道の道路側（踏切反対側）で「オリーブ弁当」側

に寄せてください（五中つつじ通りからの左折車の進入防止のため）

④ 当番中に車が『バリケード』の前まで来た場合、原則３ページにある対

応となります。※『バリケード』の移動は、通行許可車両の通行時のみ

⑤ 当番が済んだら、『バリケード』を元の場所に戻してください。

① 横断歩道前の「旧TOMS」ビルの駐車場に入ります。

② 自転車置き場の奥に物置があります。そこに『バリケード』が置い

てあり、黒い筒の中に『防犯ベスト』と『旗』が入っています。

③ 当番の際にここから出して使用、当番が済んだら必ず、同じ場所に

同じ状態で戻してください。

※『バリケード』『防犯ベスト』『旗』の破損、紛失・盗難等があったら

学年委員を通して執行部までご連絡いただくようお願いします。



A:トルコ料理店前　→　トルコ料理店（メイハーネ オゼリさん）シャッター前

E:跨線橋前　→　西武JV工事事務所(跨線橋隣の建物)駐輪場
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黄色枠のあたり

お店のシャッターに寄せ、歩行者の邪魔に

ならないように駐輪してください。

黄色枠のあたり

建物の駐輪場所の端に駐輪してください。

Ａ:トルコ料理店前

Ｅ:跨線橋前

の駐輪場所



　ベストと手旗の収納方法　

小さな筒にベストと手旗をしまうのが難しくてすみません。

しまい方がよくわからん！というご意見をいただきましたので、簡単ですが収納方法の参考にしてください。

12 

1.手旗を巻きます。

2.ベストを縦半分にたたみます。

4.巻き付けた状態です。

3.手旗の持ち手の方に、ベストを

すそ側から巻き付けます。

5.筒に手旗の方から入れていきます。

6.ベストをおさえながら筒に入れていきます。

7.収納完了！

(少しベストが出ている状態にしてください)


