
通学時の見守りについてのアンケート（結果） 

 

①通学時の見守り活動は、子どもの安全を守るために必要度の高い活動である。 

（通学時は学校教員の勤務時間外であり保護者の頑張りどころ） 

 

 

 

 

 

②通学時の見守り活動は、保護者による自主的なボランティア活動として無理なくできる範囲の活動とし

て実施する。（予算に限界があるため外注は非現実的）（協力してくださっているまちづくりの会への配慮も必要） 

 

 

 

 



③配置率の低かった見守りスポットを精査し、必要度の高いスポットのみを残す。（配置スポットの見直し） 

 

 

 

 

 

④週 2 回（スポットによっては毎日）の恒常的な配置をとりやめ、児童の安全意識が低下する「学期は

じめ」と「学期中盤」の期間配置（1週間）に変更する。（配置頻度の見直し） 

 

 

 

 

 

 

 



⑤見守り時の所作について、動作や方法が示せていなったので、その質感を高める取り組みを警察等と

協力しながら実施し、効果を高める。（児童の安全意識向上に資する見守り） 

 

 

 

 

その他、通学時の見守りにご意見がございましたら、自由にご記入ください。 

 

No. その他・ご意見 

1 

見守り時に使用する横断旗を都度学校に取りに行って返して、があるために、前もって予定が確定している日にしか

立候補できないので、旗振りが可能な世帯に年間通して貸し出すことができれば、前日でも立候補できて良いよう

に思います。タスキは無くても旗はあった方が見守りしやすいので、ご検討ください。 

2 卒業生保護者の協力を得る 

3 
みまもりの効果が見えづらく難しい問題ですが、子供の命に直結する課題なので、この件に関しては保護者が頑張

って続けていく事を期待します。 

4 登校班にしてほしい 

5 

人によって参加できる時期や参加しやすい場所がバラバラだと思うので、期間や場所を絞りすぎない方が良いと思い

ます。学期始めや休み明けの参加呼びかけキャンペーンはあった方がいいですが、配置率が低くてもいいのでは？ 

募集 500回で配置率 30%と募集 200回で配置率 60%だったら前者の方がグロスで勝るのではないかと思い

ます。募集をかけるのが手間だったら募集回数を減らすしかないのかなとは思います。本部役員の手間が重い活動

は続かないので。旗を取りに行くのとか返却が「速やかに」が難しいので、何かクリアできる方法があるといいかなと思い

ます。あとは「必要度が」っていうよりか子供達の姿が見られて可愛いし楽しいし皆挨拶とかしてくれてなかなかいいも

のだという事が保護者の皆さんに伝わる機会があるといいかなと思います。 

6 

単に交通安全という面では、旗振りが無くても安全に通学できるだけの力を子供たち自身が身につける必要がある

と思うが、見守りということになってくると、保護者が通学路に立って旗振りをしているだけで不審者等に対しては防犯

になると思う。 



7 うちとしては必要ないため「賛同できない」にチェックしました 

8 
いつもありがとうございます。旗を事前に取りに行くのがひと手間で、スポットに置いておいたり子どもに持ち帰ってもらっ

たりできると協力回数が増やせます。ご検討頂けないでしょうか。 

9 
いつも子供のための活動ご苦労様です。有職者が増え続ける中、活動は難しさも感じますが子供を守る必要性も

感じます。正解のわからない問題と感じました。 

10 

・自主的ボランティア継続なら定期的に紙でお知らせしないと忘れられてしまうと思います（アプリを見てる方はどのく

らいいるのでしょうか？） 

・子どもたちの安全のためには自主的ではなく、全員（どうしても出来ない事情がある方を除き）が 1人 1回でも

関わった方がいいと思います。 

11 

旗とタスキの受け取り、返却が簡便なら参加しやすいなと思います。前日に学校の空いている時間に取りに行くのが

難しいので。当番の場所に旗とタスキの入った箱が設置してあると便利かな。児童に箱の製作やイタズラしない、され

ない工夫を募ると交通安全への教育にもつながるかな。予算や先生の負担度外視の勝手な意見でごめんなさい。 

12 
見守り時の旗を取りに行く時間がなく、それにより朝の都合上は見守りに協力できても旗が手元にないため断念する

ことがある。 

13 
実施時間帯が、実際の児童の登校時の通過時間と差があると感じたので、実際に児童の通過が多い時間帯に実

施時間を見直してはいかがでしょうか。 

14 

外注に関しては、やはり世に起きている様々な児童に対する性的事件事案が 1番の懸念ですので反対という意見

であります。（外注する→その時間だけわざわざ地域外から来て勤務出来る若者、中年はどのような方か...そういっ

た面談なども責任問題になり大変難しいと感じます） 

15 

旗や襷を入学時に全保護者に配布して、日時、場所を指定せず、各自危ないと感じる場所に好きに行って帰ると

いう感じはいかがでしょうか？私は今日ここの場所に何時ごろ行きましたよーみたいな結果だけ集計すれば、本当の

ボランティア見守り参加になるのかなと思いました。 

16 
旗振りの旗を任意として、PTA の胸章を付けていればよしとしてはいかがでしょうか。（旗の受け取り、返却の負担

を減らす） 

17 

通学時の見守りは 子供達はもとより自動車を運転する側や自転車で通行する人の無理のない通行に とても役

立っていると思います。毎日必ずでなくとも そこに見守りの人がたまに立つだけでも効果はあると思います。 

18 下校時が大変危ないので、下校時の見守りも配置できないかと思っています。 

19 

我が子の通らない場所に配置されたり、 

未就学児の弟妹を留守番させての見守りが負担だったので、ボランティアになってありがたいです。末っ子が入学した

ら参加したいです。新一年生が心配なので、1学期を重点的にしてもよいかもしれないです。 

20 毎日行っているなら効果も高いと思うが、週 2回ならしなくていいと思う。 

21 
何度か見守りに手を挙げましたが、仕事に左右されること、時間的に決まった時間だったとしても、児童の登校時間

が明らかに遅くなっている現状から参加しにくい保護者も多いと感じます。 

22 
変な人も多いし、飛ばす車もいるので、旗振りはいつもやって、周りに周知させた方が車にも、不審者対策にもいい

と思います。 

23 
どうしても住んでいる児童が少ない地域に近い見守り地点は、ボランティアしてくれる親が少なく、限られた人ばかりが

ボランティアしているような気がするので、その辺りをどうするか、考えていただけるとありがたいです。 



24 
できるのなら、地域のシニアボランティアさんなどにお願いしたい。仕事がなければ参加可能だが、やはりそれだけのた

めにはなかなか休みは取れないというのが現実。申し訳ないです。 

25 

●配置率の高低と、必要性は、必ずしも一致するとは限らないと思います。安全の為に必要なスポットかどうか、で

判断した方が良いと思います。もしもスポットを絞るならば、スポット別に、見守りのニーズがあるかどうかを調べてみた

方が良いのではないでしょうか。例えば、今年度私は、見守りボランティアに 5回参加していますが、富士フィルムの

スポットは、エリア柄、関係するご家庭数が限られているだろうから… という責任感からであり、必要性に関しては微

妙な感想を持っています。 

●現状、ごく限られたメンバーで回している様に感じます。配置率の低さが気になってしまい、今年度は積極的に参

加しましたが、子供達が家を出る 20分前から、家に親が不在な状態。子供達だけで家を出なければならない事を

含め、やはり負担に感じてきてしまいました。今の全体参加率をふまえると、恒常的な配置から、児童の安全意識が

低下する期間に絞る案を支持したいです。 

●色々と調整して頂き、ありがとうございます。今後とも宜しくお願い致します。 

26 

朝の見守りは立候補型から順番当番制に戻してもいいと思います。今年は２回見守り参加しましたが、子ども達と

いうよりは自転車や大人の交通マナーが悪くて子どもに危険が及ぶなと感じました。以前のように 予め予定されてい

る当番日に 色々な保護者の方が交差点に立った方が良かったかもと思いました。 

27 
通学時の定期的な見守り活動やパトロール活動のおかげで、ここ上ノ原地域は、声掛けやつきまといの少ない地域

でいられるんだなあと、改めて地域での子供たちへの見守り活動の有り難さとその必要性を感じました。 

28 

ボランティアなので仕方がないのですが、参加しているメンバーが大体決まっているように思います。アプリがあることす

ら知らない人や、いまだに担当制だと思っている人もいて「当番になっちゃったんだー、大変だねー」と声かけしてくる保

護者もいます。積極的にサポートしてくれている保護者を学期末のホームルームなどで発表したり、カードサイズでも

いいので感謝状みたいなものを先生から子供に渡すなどして「〇〇ちゃんのパパは、見守りやって発表されてたよ。う

ちのパパやママは見守りやらないの？」と子供達から親に伝わるような感じにして、見える化するのはどうでしょうか。参

加者は気持ちいいですし、参加してなかった人は意識するようになると思います。他校では教育熱心な親として先

生方に認識されて内申点を上げる目的で PTA役員になる保護者もいるそうなので、見守りの参加率も上がるかも

しれません。配置スポットの見直しに関しては、配置率と危険度や重要度が比例するわけではないので、見極めが

必要だと思います。学校に旗とタスキを取りに行って、返す時間が勿体ないと思います。旗振りが終わったら、そのま

ま仕事に行きたいです。盗難や紛失の可能性は高くはなりますが、見守り場所近くに据え付けるのは難しいでしょう

か。ぜひご検討お願いします。⑤については、YouTube などに解説動画を上げるなどして、それを見てもらうような

方法でもいいと思います。 

29 

見守りにつきましてはボランティアではなく、以前同様係として、やった方が良いと感じています。安全のために毎日配

置が必須だと思います。ただみなさんそうだと思いますが、仕事をしていたり家庭の事情がそれぞれある中、今までは

係として決めて頂いた日にちがあったので、その日は見守りができるように色々事前に調整をして、やらせて頂きまし

た。ただやらせて頂いた日は仕事を遅刻してとなるので、ボランティアになってしまうと…正直、手を挙げづらいです。 

また、明日出来るかもっという日があり手を挙げようと思った事がありましたが…旗を取りに行く時間がありませんでし

た。例えば…旗は各家庭 1本づつ持つようにするのは難しいのでしょうか？my旗があれば前日夜にでも手を挙げ

ることが可能になると思いますので、参加率があがるのでは？と思いました。ご検討頂ければ幸いです。どうぞよろしく

お願い申し上げます。 



30 

見守り前後の、学校に旗を取りに行く、返しに行く時間が日中に取れず、参加意欲はあるのですが参加できていま

せん。希望者には見守りグッズを販売したり、自転車のパトロールプレートのように簡易なものを配布したりなど、参

加障壁を下げていただけないでしょうか。 

31 

旗振りをした時にシルバーの方とお話しした事を報告します。協力してくださっているシルバーの方々に、PTA のやり

方を教示してあげた方がいいと思います。保護者不在の際に臨機応変に対応してくださっていて負担が多い事も

多々あるようです。 

「PTA より年一度は旗振りしてみませんか？」とお願いしてみるのはいかがでしょう。誰かがやってくれていると他人任

せもあるかと思いますが時間を作れば出来る方もいるはず。子供達は周りを見ずに走り去っていく子もいるので朝は

危険だと思います。 

32 

我が家も見守りに手を挙げたいのですが、未就学児がおり、参加できていないのが実情です。以前、旗振り当番の

時は主人に出勤をずらしてもらい、参加しました。 

元気な声で挨拶してくれる子が少なく、残念に思いました。 

見守りを続けるのであれば、危険な箇所だから見守りしているんだよという意識が子どもたちに伝わっていないと意味

がないのかな？と思います。 

33 
挙手性になってありがたいと思って、いつか参加しようと思っていましたが、時とともに意識が薄れてアプリを開いていま

せん。 

34 

ボランティアとなりその日が見守りが出来たとしても、腕章や旗を前日に取りに行ったり返却したりができず結局参加

できませんでした。腕章や旗に変わるものや、会員が持ったままにできるものがあると参加率があがるのではないでしょ

うか？なるべく危険箇所への配置ができると、よりよいかと思います。 

35 

まちづくりの会の協力には日頃の感謝をお伝えしてほしいのですが、時々聞こえてくる上小保護者の姿勢に対するま

ちづくりやシルバーさんからの批判の声にはどうしても理不尽さを拭えずにいます。両者のコミュニケーション不足のなせ

る技と思いますので、その溝を埋める努力は PTA の役割だと、本部役員の仕事を通じて痛感いたしました。面倒く

さがらず、気軽に参加できる交流会など持てると良いのですが…以上です。 

36 
見守りに関してはボランティア制にしていては難しいと感じています。各家庭の事情もあるかと思いますが、例えば年

に 2回は各会員行うようにする等、完全ボランティアではなく、少し規則を作って行う等はどうでしょうか？ 

37 
下の子が幼稚園児で登園時間の関係で見守り活動への参加が難しくなっております。児童の安全は大切ですの

で、兄弟共に小学生になった際には参加したいと思います。 

38 児童の安全の為、出来る限り見守りは続けて行けたらと思う。 

39 
見守りのお手伝いをしたかったのですが、仕事の曜日と重なり１度もお手伝いが出来ず申し訳ありませんでした。今

後もし可能であれば様々な曜日を候補にしていただけるとお手伝いができる方も増えるかもしれないと思いました。 

40 
完全にボランティアだけにしてしまうと積極的に参加する人は一部の人に偏ってしまうと思うので、以前の様にある程

度最初にアンケートを取って振り分け、参加出来ない人の所にボランティアを募るなどにするのも手かと思います。 



41 

いつも、子どもたちの為にありがとうございますm(_ _)m 

見守りについて、時間帯がどうしても子どもたちのみを家に残して(主人不在の時間帯の為)、先に出なければならな

いことと仕事の兼ね合いとなどで、中々協力できないことを申し訳ない、とは感じております。 

実際に娘が１年生の帰宅時に車と接触したことがあり、警察にも、どうにかならないものか、と話したことが鮮明に心

に残ってはいます。娘は特にその後も変わりなく過ごせてはいるのですが、中には、そのような体験をきっかけに、恐怖

を強く感じ、心に残ってしまう場合もあるとは思いますし、何より、大きな事故に繋がりかねない、とも考えております。 

係としてやらねばならない！となっていた頃は、近所の方と協力し、互いに係の日は子どもたちをお願いしあったりはし

ていましたが、ボランティアとなってからは、お願いの声も係の時と比べるとかけづらくは感じております。 

ですが、仕事をもつ母としては、係制にもどってしまうと、有休を使わねばできない、という気持ちもよく分かります。外

注も予算上できない、とのことなので。 

例えば、今のアプリで以前のように年間子ども１人に対して 2 回は必ず旗振りをしましょう！日程などは、各々でハ

イ！をし、PTA の方の調整のお手間は掛けない！などは、いかがでしょうか。とはいえ、罰則などはないので、それで

もどのくらいの方が自主的に参加できるかは、分かりませんが… 

まとまりのない文面、解決策ではなく大変申し訳ないですが、上ノ原小学校に我が子を預ける母としての気持ちもを

お伝えさせていただきました。本当に、日々、ありがとうございます。 

42 
いつもありがとうございます。 

見守りがあると安心ですが、回数を減らすなど、無理なく継続できる方法があればなぁと思います。 

43 もっと見守る人（シニアボランティアなど）増やして欲しいです 

44 

朝の見守り自体は苦ではないが、旗タスキを取りに学校へ行くことが億劫と感じる。 

『パトロール中』のネームプレートのみでも OK とするか、年度内に何度か見守りをする予定の家庭には予め旗タスキ

を貸与してもらえると、見守りの活動率も上がるのではと思っている。 

45 

下校時に危ない場面も何度も見てきました。朝よりは友達と帰ることが多いので、周りに目が行かず道にはみ出てい

たり、一時停止をしなかったり、走って横断歩道を渡って車とぶつかりそうになったり、とたくさん危ない場面が見受けら

れます。帰りも見守りがあれば良いと思う反面、保護者への負担も大きいので、何か良い方法があればいいなと思い

ました。 

46 協力したいが、実施場所が遠い。（子どもの通学路にない） 

47 

ボランティアで回すのはなかなか大変とは思いますが、何か事故があっては遅いのでぜひ続けられるような体制を考え

ていけたらと思います。(予算が取れて、外部発注できたらベストですが） 

保護者はもちろんのこと、地域の高齢者をもう少し巻き込めたらいいですよね。（高齢者もやりたくないですか

ね・・・。ボランティアとは言わず、多少の謝礼をお支払いするなどして集めることが出来たら、人数確保が少しは楽に

なるのかなと思います）お仕事をしている保護者がほとんどであると考えると、朝のあの時間に見守りに立つのはなか

なか厳しいのが現状でしょうし。（私も含めて）引き続き宜しくお願いいたします。 

48 

２回位、上ノ原公園下に立ちました。今の募集の方法には違和感ありません。このシステムで可能であれば、住ん

でいる地域ごとに募集状況をプッシュ配信するのはどうでしょう?リボンで色分けされているのでカラー毎とか。または

12 ヶ月有るので、4月は一年生、５月はニ年生などして、推奨月間を作るとかはいかがでしょうか。荒唐無稽な案

かも知れませんが、角に立つ事で少しデも事故の抑止力になればと思いました。また、旗の振り方がいまいちなのでレ

クチャーサイトユーチューブがあれば教えて下さい。あと、旗の受け取りは自分で行きますが、子供に返却をお願いし

ても良い事にしてもらえたら嬉しいです。いつも改善ありがとうございます。これからも宜しくお願いいたします。 



49 

旗振りはその前日までに旗やタスキを取りに行く必要がありますが、平日学校が開いている時間に取りに行く事が仕

事をしているので、不可能です。取りに行くのと旗振り時に有給休暇を取らなければなりません。マイ旗やタスキを持

っていれば、明日は時間休取れそうだから旗振り行ける、とか急に思い立ってもアプリから当番に手をあげる事ができ

るのに、とずっと思っていました。旗を取りに行かない、は良く聞く声です。 

50 
自宅が学校から近いので必要性を感じていない。旗振りが必須だった時は、自宅から学校までより、遠い所で旗振

りを行なっていた。子供より早く自宅を出て自分の子供を見守れないのは、必要性を感じられなかった。 

51 

登下校時間帯に業務スーパーの搬入口で、大型トラックがバックで駐車し荷物の搬入を行っています。誘導係りも

いなく大変危険です。業務スーパーへ登下校の時間帯に誘導員などをつけてもらうよう、お願いすることは可能でしょ

うか？見守りとは違う観点で申し訳ありません。 

52 
学校にたすきや旗をとりにいったり返却しに行くことにハードルの高さを感じます。 

地域の子ども達を見守りたい気持ちはあるのですが、その煩わしさをどうにか改善していただけたら嬉しいです。 

53 

予算的に外注するのは非現実的とのことですが、見積もりを出していただき各 PTA会員の年会費にいくら上乗せす

れば外注可能なのかなどがわかれば金額を提示していただいてもいいかと思いました。外注するといくらお金がかかる

のか金額がわからないので、目安でも結構ですので教えていただけるとありがたいです。 

54 

通学する子どもが少なくても、危険な箇所はあるので、配置が無い日があるのは特に小さい子は心配です。通学路

としての車や自転車のルールが守られていないのも原因だと感じるので、警察の方にもパトロールしてもらえたらありが

たいです。よろしくお願いします。 

55 ボランティアにすると、参加しなくなるので、年に一回か二回なら全員参加でも良いような気がします。 

56 
一ヶ所の見守りが 1人でもできれば頻度が高い方がいいのではないか。やらない日もあるのだから 2人いなければい

けないと言うことはないと思う。 

57 
下校時のマナーも悪く危険な行動も見られるので、児童も警察から登下校の指導をうけるべきだと思う(特に低学

年)学区内の危険な場所は教えておくべきだと思う。 

58 

提出が遅くなってしまい申し訳ありません。 本部の皆様、いつもありがとうございます。 

通学時の安全を守るためのこの活動は必要度が高いと思い、何度か見守りをさせていただきました。手を挙げて活

動する、という方法はとても良いと思います。 

以前、深大寺マンションの場所で見守りをしましたが意外と交通量が多かったことに驚きました。 

なぜ見守りが必要なのか、というのをもう少し周知することができれば、見守りをしようと思う保護者の方も増えてくる

のではないかな、と思いました。 

仕事をしているため、見守り活動は限られた時しかできないのですが、今後もできる時は活動したいと思います。 

59 
ボランティアにするとどうしても限界がある。子供に聞いてみたが、シルバーの方だけでは不安があるとのこと。旗振りは

今までどおり当番制がいいのでは？旗振り後のアンケートなどは無しでいいと思いました。 

60 
自主的に見守り活動に参加したいと思っていたのですが、できずで申し訳ありませんでした。自主的に行うのが理想

だと思っていましたが、現実ははなかなか難しい事でした。 

61 

通学時の見守りはとても重要な活動だと思います。しかし私の周囲は PTA アプリをまだインストールしてない方も多

く、実は私自身も入れたまま結局開いていません。お恥ずかしいですがアナログ人間には億劫さがあります。 

時代に逆行するようで心苦しいのですが、見守り活動だけは以前のように強制的に割り振る方がいいと思います。

現在のかたちだと、特に新規に入学する保護者には心理的ハードルが高すぎて益々手を挙げる方が減り、現保護

者がみな卒業する頃には運営不能になる気がします。 



62 

いつもありがとうございます。 

②についてですが、理想は自主的な活動ですが、人が集まらないのであれば、以前のような割り振り方で人員を確

保しても良いのではないかと思います。 

63 

直前に明日なら出来る、と思い立っても黄色い旗やタスキを学校にとりに行くことが出来ないことがあるので、旗やタ

スキに変わるものがあるといいと思います。自宅のプリンターで印刷出来る旗があればいいかもしれません。 

旗振りのボランティアが埋まっていないということにみんなが気がついてもらう事が重要だと思います。まずは Hi アプリを

定期的にチェックする仕組みがあるといいかもしれません。アプリをチェックするだけでもポイントがたまるとか、6年間で

取るポイント数を決めるなどはいかがでしょうか？ 

アプリは現在子供 1人につき親 1人しか入れられない仕組みでしょうか？ 

両親共にアプリを入れる事で、旗振りボランティアを気にかける人が倍になると思います。 

64 

見守り活動の基本的な方針（ボランティアベース、頻度等）は賛成です。ただ、活動自体の報告が不十分だと思

います。ボランティアに積極的な人は 1割、機会があれば参加する 5割、どちらでもない 2割、やりたくない 2割と

すると、機会があれば参加する、もしくはどちらでもないを促すためには、活動の広報がポイントです。 

ボランティアが確保できないという理由だけで活動量を減らすことは、「やらなくても良い活動」という印象を与えるので

逆効果です。地域と触れ合える機会という雰囲気を醸成することが大切と思います。 

65 PTA の皆様には日頃から学校教育に多大なご協力をいただき本当に助かります。 

66 いつもありがとうございます。 

67 いつも見守りをしていただき、ありがとうございます。 

68 見守り、ありがとうございます。大変心強いです。 

69 子どもたちの見守り、いつもありがとうございます。 

70 色々と考えていただきありがとうございます。 

71 短い横断歩道でも 2人配置しているので、場所によっては 1 人ずつでいいと思います。 
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