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高山 ：今回は、子どもの夜の外出について考えていきたいと思います。 

尾木 ：事件も目につきますし、すごく心配ですね。 

高山 ：じゃあ、皆さんと徹底的に話し合っていきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いします。 

 

ウワサの保護者会！ 

今回のテーマは、「心配！夜の外出」 

 

【今回のホゴシャーズ】 

ビオラ  （母）：長女・小４/次女・小１/長男・３歳 

なでしこ （母）：長男・中２ 

すずらん （母）：長女・中１ 

さつき  （母）：長男・高２/長女・中１ 

ひめしゃら（母）：長男・小５/次男・小２/長女・小２ 

モクレン （母）：長女・高２/次女・中２/三女・小６ 

 

 

子どもが犯罪被害に遭う。 

 

 

それは今や人ごとではない。 

不審者に声をかけられたり、じっと見つめられたり、つきまとわれたり・・・ 

怖い経験をしたことのある子どもは、なんと１５％。およそ６人に１人の割合だ。 
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さらに、夜の外出中にも、事件に巻き込まれるケースがあとを絶たない。 

子どもを夜の危険から守るために存在してきた「門限」 

保護者３００人に行った調査によると、今では、およそ６割の家庭でしか設定されていない。 

 

 

 

その門限も、塾や習い事で帰りが遅くなることが多く、もはやその概念は崩れてしまっている。 

親の不安が増していく中、今回は、夜の街をゆく子どもたちをどう守るのか考える。 

 

 

高山 ：小学生の子どもの１５％が怖い目に遭っているということで、他人事じゃないなという印象を

受けますが、テレビの前の皆さんからいただいたお便りでも、「娘が自転車に乗った男にお尻を

触られた」とか、「部活の帰りに変質者に追いかけられた」というような経験談をおっしゃる方

もいらっしゃる。 

皆さん、どうですか？  

ひめしゃら：あの、小５の息子がちょっと怖い目に遭ったことがあるんです。塾からの帰り道なんです

けれども、歩いていたら見知らぬ男の方から、「電車に乗るときに使う、ＩＣカードを持ってい

る？」って聞かれたんですね。そのときは、とっさのことだったので、「持っている」って答え

ちゃったら、「見せて」って言われたんですね。そこで、ちょっと子どもは怖くなってしまって、

ダッシュしておうちに帰って来たっていう経験があるんです。 

高山 ：男の子でもあるんですね。 

モクレン：男の子でも、狙われますからね。 

高山 ：さつきさんはどうですか？  

さつき：（息子が）中学生のときに、たくさん声をかけられました。「リュックの中見せて」とか、「お腹

すいてない？」とか。 

高山 ：中学生で？小学生ならわかるんですけど、中学生の男の子でも？ 

さつき：中１のときに、身長がまだ１３０㎝しかなくて、中２でも１４０㎝だったんですね。 

尾木 ：僕と似ているわ（笑） 

さつき：中３になって、やっと背が伸びまして、１６０㎝を超えた瞬間に、声が全くかからなくなりま

した。 
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モクレン：小さい子を狙うんですね。 

ひめしゃら：１６０㎝までは要注意ってことですね。 

高山 ：１つの指標かもしれませんね。 

尾木 ：僕なんか永遠に心配だわ（笑） 

 

高山 ：子どもを犯罪から守ることを研究されているＮＰＯ法人「日本こどもの安全教育総合研究所」

の宮田さんにお話を伺いました。やはり女子だけじゃなくて、小柄な男子も声をかけられやす

い。不審者は、自分より小さく、抵抗しそうにない子どもを狙うんだそうです。やっぱり大き

くなってくると、抵抗されることも考えて、声をかけられるのがぐっと減るのかもしれないで

すね。 

 

 

高山 ：ビオラさんのお宅はどうですか？わが子が危険な目に遭ったこと、怖かったことは？ 

ビオラ：特に、わが子がそういう場面に出くわしたことはないんですけれども、携帯にメールで不審者

情報が非常に多い。 

モクレン：学校から来ますよね。 

高山 ：お子さんの帰宅時間は何時くらいなんですか？ 

ビオラ：その日にもよるんですけど。学習塾に行くと、７時半くらいまでかかっちゃうので、さすがに

そのときは、私が送り迎えをしないと、辺りは真っ暗ですからね。 

高山 ：最近は冬ですから、４時半くらいから、もう暗いですもんね。 

ビオラ：そうなんですよ。（塾には）自転車で行っていて、歩いては行かないようには言っているんです

けどもね。 

 

 

親は心配！夜の外出。 

ホゴシャーズ・ビオラさんの場合。 

 

ある日のこと。娘が塾から帰ってくる時間に近所で不審者情報！ 

 

娘を途中まで迎えに行くことにしました。 

娘には、ふだんから、「街灯があって明るい大通りから帰ってね」と言い聞かせています。 
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ところが、迎えに行く途中・・・ 

 

ビオラ：ええー！？ 

 

なんと、娘は大通りではなく、街灯の少ない裏通りから現れたのです。 

娘を問い詰めると、「裏通りの方が近道だから…」 

 

 

 

親が心配してルールを決めているのに、子どもは勝手に考えて行動しちゃう！！ 

 

 

 

一体、どうしたらいいの？ 

 

 

 

高山 ：このやりとりがあってからは、ちゃんとルールを守っていますか？ 

ビオラ：どうなんでしょうね。 

高山 ：チェックしてないんですか？ 

ビオラ：一応守ってはいるんでしょうけど、毎回（約束した）道を通ってきているかっていうのは、ち

ょっとわからないですよね。 

高山 ：近道をしたくなる気持ち、なでしこさんはわかりますか？ 

なでしこ：わかります！やっぱり、そのほうが家にも早く帰れるし。 
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ビオラ：やっぱり怖い目に遭ってないから、どうしてもわからないんですよ。「そんなことあるわけない」

みたいな。 

尾木 ：それからね、その歳になると、やっぱりママの知らない秘密を持っているっていうのが、うれ

しいのよ。 

ビオラ：昨日も、その塾に行くために、家を４時に出たのに、（塾の）ピっていうカードで「入室しまし

た」っていう連絡（メール）が４時半にきたんですよ。どう見ても（家から塾まで）自転車で

５分でしょって。 

 

 

 

高山 ：空白の２５分が…。 

ビオラ：「何をやっていたの？」って問い詰めたら、「途中で転んだ」って言うんですよ。「じゃあ、ケガ

は？」って言ったら、「うん、大丈夫だった」って…。おかしいでしょ！（笑）だって、転んで

立ち上がるまでに２５分？だから、「どうせ、途中でお友だちと会って、しゃべっていたんでし

ょ？」って言ったら、「うん、まあね」とか言って、ちゃんと白状しましたけど。 

高山 ：でも、５分だったら歩いても行けない距離じゃないですよね。自転車っていうのは、どうなん

ですかね？ 

ビオラ：なんとなく、（不審者に）つけられたときとか自転車のほうが逃げられるかなって…。 

尾木 ：それは、自転車の方が安全ですよ。 

高山 ：ということなんですかね。 

あの、専門家の宮田さんによると、子どもも親も「自転車だから大丈夫！」これは「過信」と

いうふうに指摘をされています。 

ビオラ：あれ？（笑） 
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尾木 ：今「安全」って言ったところだ。やられた（笑） 

（一同笑） 

高山 ：過去には、自転車ごと押し倒されて襲われるというケースもあるので、自転車に乗せていれば

大丈夫ということでもないということですね。 

尾木 ：子どもに約束を守らせるには、（子どもは）自分で決めたルールっていうのは結構守るんですよ。

ビオラさんが、安全だからといって（ルールを）決めても、それはママが決めたルールでしょ。

だから、やっぱりおろそかになっちゃうの。悪く言うと、押しつけになっちゃっているんです

よ。それを、すり抜けようとするのは子どもの本能ですから。 

ビオラ：確かにそうですね。 

尾木 ：だから一番いいのはね、ビオラさんも一緒に、自転車で夜の裏道を走ってみるのと、表の明る

い大きい道路を走ってみるのとやってみて、「どっちが安全かしら？この死角のところで襲われ

たらもう終わりだよ」とかね。 

そうやって、一緒にルールを作るの。そうすると、子どもも納得するし、自分でも決めたって

いう思いがあると守ります。 

 

 

 

尾木 ：だって、自分の命っていうのは自分で守ろうとしますから。でも、やっぱり子どもって破るじ

ゃない。破ったときが、僕はしつけとか家庭のルールを作る一番いいチャンスだと思うの。 

トラブルっていうのはチャンスなんですよ。 

高山 ：とはいえ、今日お集りの皆さんは意識が高いわけですから、安全対策をいろいろと講じていら

っしゃる…？ 

一同：うーん。 

高山 ：あれ？（笑） 

さつきさんどうですか？何かこういうことを私実践していますっていうのはありますか？ 

さつき：今、下の子が中１で女の子なんですね。必ず誰かと一緒に出掛けたりするようにしていまして、

帰りに友だちと別れるときは、交差点までとか私が迎えに行って、１人にならないようにして

います。 

尾木 ：それもいいわ、すごく大事。１人にするのは、すごく心配ですもん。 
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高山 ：専門家のワンポイント。出かける前に子どもの行動を把握・確認するのは基本にしましょう。

子どもが１人になるときを把握して、ちゃんと目を配ること。これがとても有効です、という

ふうに言われています。 

 

 

 

尾木 ：やっぱり事件が起きるのは、ほとんど１人のときですもんね。友だちと別れたあととかね。 

高山 ：そうですよね。 

すずらんさんも、安全対策されていますよね？ 

すずらん：娘が塾に行っているんですけれども、塾が終わるのが９時半くらいなんですね。家の近くに

塾が少ないので、バスで行かせているんですけれども、バスが１時間に２本くらいしかないん

ですね。そうすると、塾が９時半に終わると次のバスは１０時で。 

塾で（カードを）ピってやると私のところにメールがくるんですけど、そこからバス停までは

５分くらいで着いちゃうので、（娘は）２５分くらいバス停で１人で待っている感じなんです。 

高山 ：塾は、待機させてもらえないんですか？ 

すずらん：（塾は）待機もさせてくれるんですけど、なんか娘が「一刻も早く塾を出たい」って（笑） 

高山 ：なんか事情があるんでしょうね。 

すずらん：バスに乗ったら、「バスに乗ったよ」っていう連絡をメールでもらうようにして、家の近くの

バス停までは私が迎えに行くという感じですね。でも、私も働いていたりとかするので、それ

こそお友だちと遊びに行った帰りとか、娘が１人になるところに全部親がマークできるかって

いったら…。 

モクレン：それは、できないですよね。 

すずらん：できないじゃないですか…。どうしたらいいんでしょうかね？ 

高山 ：でも、空白の時間をなるべくなくそうと努力されている。 

すずらん：できる限りのことはやっています。 

尾木 ：でも、その「できる限り」っていうのが、僕、ものすごく疑問なのね。できないところで狙わ

れたらどうするの？ 

すずらん：そうなんですよ。 

尾木 ：それ、１００％親の責任になっちゃうよ。 
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尾木 ：もちろんね、すずらんさんだけで守るっていうこともできないわけだから、社会全体の安全網

を張るだとか、もうちょっと前進しないといけないよね。 

僕、ちょっと責めたてたようなことさっき言っちゃったんですけども、この社会状況も変わっ

てきたでしょ。僕らの子どものころは、コンビニなんてなかったですもんね。このコンビニの

存在がものすごく大きい。コンビニがあったらなんか明るいし、「いざとなったら駆け込んでく

ださい」ってコンビニも迎え入れてくれるでしょ。 

実はね、コンビニは安全な場所なんだけれども、それが逆に犯罪をする人たちにとっては、そ

こが拠点になるんですよ。（コンビニで）物色していて、「中学生が今通り過ぎた。狙い目だ」

とかね。 

 

 

 

すずらん：暗闇で見ていたら怪しいですけど、コンビニでそれをやっていたらおかしくないですもんね。 

尾木 ：そこから始動したりする事件が、すごく多いように思います。 

それから、もう一つ、夜の生活にあんまり慣れさせないっていうこと。塾とかお稽古事のとき

は、それは特別だって。だから、お母さんが夜の１０時くらいになって、「ちょっとコンビニで

お豆腐一丁買ってきて」とか言って頼んで、そういう夜の出歩きに慣れさせないっていうこと。

これね、すごく大事だと思います。危険な目にさらすことになるコンビニに心配があるなら、

そんなところへわざわざ子どもをやっちゃうなんてことはやめたほうがいいと思いますね。 

すずらん：バスが来るまでコンビニにいたら、明るいから安全って思っていたんですけど、それはやめ

たほうがいいですね。 

尾木 ：それは、やめたほうがいいですよ。 

すずらん：塾で待機が一番いいですね。 

尾木 ：ひょっとしたら、塾のお勉強が嫌いなのかもわかんないよ。 

すずらん：うーん、嫌いなんですよ。 

（一同笑） 

尾木 ：あら、やだ（笑） 

 

高山 ：今度は、わが子が小学生の高学年、そして中学生になると出てくるお悩みについて考えていき

たいと思います。 
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親の思いどおりにいかない子どもの夜の外出。 

ホゴシャーズ・アマリリスさんの場合。 

 

 

 

中学１年生の娘を習い事に送り出したあと・・・ 

「あ！忘れ物！」と、娘の忘れ物に気が付いたアマリリスさん。 

すぐに習い事の教室に電話をすると、衝撃の返事が・・・ 

 

「今日は来ていませんね」 

 

「ええ！どういうこと？」と、慌てて娘に電話しましたが、全然つながりません。 

何か事件に巻き込まれたかもと不安がよぎりました。 

 

 

その後、駅前で娘を探していたら、「ただいま！お母さん、来てくれたんだ！」と現れた娘・・・ 

娘を問い詰めると、友だちと遊んでいたと白状。 

親の目を盗んで勝手な行動をするようになると不安です。 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ホゴシャーズ・なでしこさんの場合。 

 

夕方５時。電話に出ると・・・ 

息子 ：もしもし。ねえ、今日、友だちとごはん食べて帰ってもいい？  
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かけてきたのは中学２年生の息子。 

安全のためと携帯電話を持たせています。 

 

 

 

息子 ：何時くらいになるか、ちょっとわかんない。 

なでしこ：いいけど、遅くなるのは困る。７時には帰ってきて。 

 

夜６時半の門限を３０分だけ延長しました。 

最近の息子は、このように、携帯電話で帰宅が遅れると連絡してくることがあります。 

その後、約束の７時には帰ってこず、連絡しても無視され続けました。 

 

結局、息子が帰宅したのは夜の８時。 

これからも門限がないがしろにされないかと心配です。 

 

 

高山 ：皆さんの、“うなずき”が深い、深い（笑） 

なでしこ：部活がないときって、お友だちと遊べるチャンスだったりするので、本人のそういうときの

羽を伸ばしたいという気持ちもわかるし、やっぱりお友だちとごはんとかって、すごく盛り上

がるみたいで。 

高山 ：テンションあがりますよね。 

尾木 ：ファミレスなんかで食べるの？ 

なでしこ：そうみたいですよ。 

尾木 ：（お友だちの）お家で食べさせてもらうんじゃなくて？ 

なでしこ：食べさせてもらうんじゃなくて、ファストフードとか。 

高山 ：外食。 

尾木 ：なるほど、なるほど。 

なでしこ：「じゃあ、（門限を）３０分延ばして７時。それ以上はダメだよ」って、約束をしたんですけ

ど…。たぶん、息子は「うんうん」って言っている段階から守る気がなくて。帰って「ごめん」

って言えば何とかなるって思われていて…。 



ウワサの保護者会 第 30回「心配！夜の外出」 

 11ページ 

 

 

Copyright NHK(Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved.許可なく転載することを禁じます。 

木曜日 夜 10 時 25 分～10 時 49 分 

土曜日 昼 12 時 00 分～12 時 24 分（再） 

 

 

ビオラ：今、目の前のことが大事なんですよね。 

尾木 ：完全なめられている（笑） 

高山 ：友だちとかみんなとか、引き合いに出されますよね。 

すずらん：弱いですね。 

尾木 ：これ、弱いね。 

モクレン：つきあいっていうか、大人のつきあいとは違うんですど。 

子どもたちの中でもやっぱりグループってあるじゃないですか。特に女の子はグループが好き

だから。そのグループの中の友情を深めたい、私だけ行かないわけにはいかないみたいな。 

すずらん：「打ち上げ」とか言いますよね。 

尾木 ：えっ？ 

すずらん：「期末テストの打ち上げ」とか。 

尾木 ：あほかよ、もうっ（笑）打ち上げやるほど勉強したの？ 

すずらん：それを楽しみに、「これが終わったら、○○ちゃんたちと打ち上げ行くんだ」って言っていま

すよ。だから、厳しいお母さんでありたいと思うんですけど、それによって子どもが誘われな

かったらと思うと…。いいお母さんになっちゃう。 

尾木 ：すぐ、よそのお家とか友だちがとか、弱いすずらんさんね（笑）これは、「うちはうち」ってい

う家庭のルール、家庭の文化っていうのをちゃんと確立しなきゃダメ。「うちはうちだよ」って。

「そんなこと言ったって」って子どもが言っても、そのときに親が壁になって守るという姿勢

を見せる。親は壁なんです。「うちは（門限は）６時半だけど、ほかの家が７時じゃない」って、

この３０分をなんとかしようと攻防戦でくるんだけど、頑として、「（門限は）６時半よ」って

壁になっちゃうの。「うちのおふくろは話通じないな。ほかのことは話通じるんだけどここだけ

は譲らない」というのが子どもには伝わっていくんですよ。ぶつかって跳ね返されて、親が言

うこともそうだなと煮詰めるわけ。そして自分のものにしていくわけ。 

 

 

 

高山 ：先ほどから門限というのが、キーワードとして出てくるんですけど。ちなみに、この専門家の

方は門限の時間を提唱されていますが、一体何時だと思いますか？中学生までは何時を門限に

すべきだと思います？ 

モクレン：部活とかもあるし、７時かな。 

ビオラ：６時ですか？ 
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高山 ：これね、小学生も中学生も一緒の時間で、日没とされています。 

季節によるんですね。 

 

 

 

ひめしゃら：小さいころ、よそのお家に電気がついたら帰っておいでと言われていました。 

尾木 ：そう、そう。僕もそう！ 

高山 ：宮田さんは、帰りの時間が遅くなれば、それだけ危ない目に合う危険というのは増します。早

い時間に出会わない、変な人に出会ってしまう可能性もかなり高まるとおっしゃっています。 

門限がわが家はないがしろにされているかなっていう方、どれくらいいらっしゃいますか？  

ビオラ：あるんですけど。なんか、お友だち何人かと遊んでいて、門限が近づくと、一斉に門限を延ば

す交渉の電話をしてくるんですよ（笑） 

（一同笑） 

高山 ：延長ですね。 

ビオラ：そうなんです。周りのお友だちがその時間で帰るって言うと、「じゃあ、それで一緒に帰ってき

ていいよ」って。そのほうが、（帰り道が）同じ方向のお友だちとかいると安全だから、「しょ

うがないな」みたいな感じで、結局許しちゃっています。 

高山 ：連絡手段は、携帯電話ですか？ 

ビオラ：そうですね。周りのお友だちもみんな携帯持っていますね。 

高山 ：皆さん、携帯お子さんに持たせてらっしゃいますか？ 

    （全員挙手） 

高山 ：全員ですね。携帯を持たせていると安心感って違いますか？ 

すずらん：うーん。つながっているうちは…。 

ビオラ：（電話に）出てくれればね。 

尾木 ：キーワードですよね。「出てくれれば」っていうの。 

携帯が落とし穴ですね。スマホにしても。“持たせて安心”だから、夜も外出させていいやって

思うでしょ。だから、携帯とスマホが逆に子どもの帰宅時間を遅くする要因の一つになっちゃ

っている。「安心だから」「連絡とりあえるから」って。 

 

携帯電話は、子どもの帰宅を遅くしているだけじゃない！ 

さらに、親の過信を生んでいるという。 
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すずらんさんにはこんな経験が・・・ 

 

 

 

すずらん：中学に入って、娘にお友だちと「花火大会に浴衣を着て行きたい」って言われて。じゃあ、

夜だけどＯＫを出そうということになって。 

そしたら、花火大会の日に娘から、お友だちとはぐれちゃったっていうメールが来て、こっち

は心配して、「誰が他に知っている人いないの？」とか、どうしたんだろうと不安に思っていた

ら、プツッと連絡が途絶えまして…。 

ビオラ：えーー。怖い。 

すずらん：ええ！？何かあったら、どうしようと思って。「どうしたの？」ってメールしても、ずっと返

事が来ないんですよ。もう花火大会の場所まで行こうかどうしようかと悩んでいたら、娘から、

「あ、ごめん。花火見てた」…。 

もう、それは本当に怒りましたね。「ママだって心配しているんだから、大丈夫だったなら連絡

入れなさい！」って言ったら、それは本人もすごく反省して。 

尾木 ：だから、やっぱり携帯とかスマホで安全確保というのは間違いなの！ 

すずらん：本当に、心配症なんですけど、後ろからついて行こうかなと思っていたんですよ。だけど…。 

ビオラ：それこそ、不審者と間違えられる！（笑） 

高山 ：周りから通報される可能性も…（笑） 

すずらん：娘に言ったら、「絶対来ないで」って言われるから。 

尾木 ：夜のそういうときは、ついて行った方がいいですよ。親の中から、行ける人が行って、見守り

ましょうと。 

ビオラ：それをやるには、ママたちとも連携がとれていないとダメですよね。 

ひめしゃら：連絡網が、電話の番号が載っているものってないから。連絡も、学校からメールでくるだ

けなんで、本当にお友だちのお母さん、お父さんのお顔がわからないってことがすごく多いで

す。 

尾木 ：だから、安全への感覚がものすごくゆるいと思う。でも、それは悪いことじゃなくて、今まで

それだけ安全な国だったんだと思うんですよ。ただ、今は状況が変わってきたから。やっぱり

状況に応じて対応しなきゃいけない。 

だからこそ、年に１、２回の特別な花火大会とかお祭りだとか、そういうイベントのときは、「特

別に９時まで許可するよ」とか、“特別感”を出すっていうのがすごく大事。 
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尾木 ：それから、親の心配の気持ちを、きちんとお子さんに伝えなきゃだめよ。そこを、なんか遠慮

しちゃっている感じがするんだけど、「心配だよ」ってどんどん言っていい。すずらんさんの、

その肝を冷やしたときは、本当に怒ったわけでしょ。そんな感じで親の心配を伝えていかなけ

れば。そしたら子どもはですね、わざわざ危険だってところに飛び込んで行く、そんな変な子

はいません。親の愛情も伝わって安心するからね。それは、しっかり伝えてほしいと思います。

そういうところで、遠慮しちゃダメよ。 

 

今回のポイント 

 

夜の外出のルールは、親子で一緒に考えると効果的。 

もしルールが守られなかった場合は、親が壁になってしっかりと守らせよう。 

そして、子どもには親が心配している気持ちをちゃんと伝えて。 

 

 

 

番組では、みなさんのご意見や体験談を募集しています。 

ホームページへのアクセス、待っています！ 

（終） 

 


