２章

キャンパス生活

TFU リエゾンゼミ・ナビ

『学びとの出会い』

１４．防犯と事故防止に努めよう
１

安全安心な学生生活を送るために

〔１〕 防犯・事故防止の意識を高めましょう
近年、大学生が様々な犯罪や事故に巻きこまれるケースが増えています
犯罪や事故は、いつ、どこで自分の身に訪れるか分かりません。
しかし、「防犯や事故防止の意識」を高めるだけで犯罪や事故被害に遭う可
能性をぐっと低くすることが出来ます。
大切なのは、普段の生活の中で「自分の身は自分で守る！」という意識をしっ
かりと持つこと！
ここでは、最近、多発する犯罪や事故防止に覚えていただきたい被害対策に
ついてポイントを挙げました。
対策と言っても、誰にでも出来る簡単なものばかりです。防犯や事故防止対

割 れ窓 理 論

策で安心な学生生活を送れるようにしましょう！

軽微な犯罪も徹底的に取
り締まることで凶悪犯罪
を含めた犯罪を抑止でき

〔２〕防犯とは
防犯とは、家屋に侵入して来る犯罪者に対して予防する（受動的防犯）
と、地域の巡回などをして犯罪の芽を摘み犯行を未然に防ぐ（能動的防
犯）の二つに分けられます。
１．受動的防犯とは、空き巣や暴漢等、また危害を加えられそうになっ
たときに抵抗するための用具を携帯するなど、予測しうる犯罪に対し
てあらかじめ防御策を講じることです。
２．能動的防犯とは、あらかじめ犯罪の起きやすそうな場所（人の目か
ら死角になる場所等）をなくしたり、犯罪の起きやすい環境を改善して
いき結果的に犯罪を防止しようとする行動です。
のに
例えば、ごく軽微な違反を徹底的に取り締まることによってそれに
繋がる犯罪を抑制しようとする「割れ窓理論」もこれにあたります。

るとする環境犯罪学上の
理論。アメリカの犯罪学者
ジョージ・ケリングが考案
した。
「建物の窓が壊れている
のを放置すると、誰も注意
を払っていないという象
徴になり、やがて他の窓も
まもなく全て壊される」と
の考え方である。
ブロークン・ウィンドウ理
論、破れ窓理論、壊れ窓理
論ともいう。

２

防犯対策の心得

〔１〕住居侵入罪・性ｊ犯罪に気をつけましょう
住居侵入罪とは、正当な理由がないのに、人の住居などに無断で侵入する犯罪です。

性犯罪とは、脅迫、暴行といった方法により、被害者の意思に反して性
的行為を強いる犯罪です。

どんな対策をすればいいの？

室内でできる対策
・日頃から戸締まりをしっかりして侵入者を防止する（2 階より上の階の
部屋でも油断しない）。
・帰宅時、ドアを開ける場合は周囲の人に注意し、「ただいま。」と声
を出しながら部屋に入る。その時、室内（玄関などの様子）が普段と
変わらないか確認する。
・洗濯物はこまめに取り入れる。
表札の名前を苗字だけにしたり、男性の用品を見えるところに置くな
どして、女性の一人暮らしとわからないようにするのも効果的です。
・配達や集金を装う者が来訪してもすぐにドアを開けずに、ドアチェー
ンをして対応するか、ドアスコープやモニターで対応し、まず身分確認
をする。荷物を玄関前に置いてもらったり、配達会社などに直接電話を
入れて配達の有無などを確認する。

在宅中でもしっかり施錠
お部屋の中にいる時に、不
審者に侵入されたら完全な
密室状態、もちろん逃げ場
はありません。
お部屋にいるからと言って
安心せず、いつでも必ず鍵
とドアチェーンはかけてお
きましょう。

・夜間、室内の様子が外から見えないよう厚手のカーテンを閉める。
ドアは簡単に開けない

室外でできる対策
・夜道の一人歩きは避ける
・明るい人通りの多い道を選んで歩く
・メールや音楽を聴きながら歩かない
・自宅での戸締り（施錠）をしっかりする。
・出会い系サイトなどにより、相手をよく知らないまま安易に交際しない

突然玄関チャイムが鳴って
も、簡単にドアを開けては
いけません。
必ずインターホンで相手を
確認するか、居留守を使い
ましょう。どうしてもドア
を開けなければならなくな
っても絶対にドアチェーン
は外さないように。

〔２〕ストーカーに注意しましょう
相手への恋愛感情がみたされなかったことへの恨みから、相手やその家族
などに対して行われる嫌がらせをストーカーといいます。

どんな対策をすればいいの？
・自分の個人情報の管理に注意する。
・公共料金の明細書などは、細かく破ってから捨てる。
・郵便受けの口を狭くし、鍵を取りつけて、郵便物が取り出せないように工
夫する。
・面会や交際などを拒否する場合は、中途半端な態度をせず、相手に対して
「NO！」の意志を伝える。
もし、ストーカーをされたり、不審者を身近に感じたり、異常を察知した
ら、すぐに警察に連絡しましょう。また、ストーカー行為者には感情的に
ならずに冷静に対応することが大切です。

〔３〕振り込め詐欺に騙されないようにしましょう
振り込め詐欺の手口は、巧妙に進化しています。あの手この手で騙そうと
していますので、甘い誘いには決して乗らないように気をつけましょう。
振り込め詐欺被害の中でも、大学生等の若年層に被害が多いのが、インタ
ーネットの有料サイト利用料金の架空の事実を口実に「はがき」
「電子メー
ル」で一方的に送りつけ、現金を振り込ませようとする“架空請求詐欺”
です。

いざという時に駆け込める
場所を確保
夜の一人歩きの際に、危険
を感じたらすぐにでも逃
げ込める場所が分かって
いると安心です。

どんな対策をすればいいの？
・身に覚えのない請求は無視する
・発信元へは問い合わせをしない
・独りで悩まず、学生相談室へ消費生活センターへ相談する。

一人暮しのお部屋を決め
たら、近くのコンビニや 24
時間営業の店舗、交番など
の位置を確かめましょう。

〔４〕大事な自転車・オートバイを盗まれないようにしましょう
通学に使っている自転車やオートバイを盗まれてしまい大学に行けな

防犯登録

くなったなんてことになったら・・・困りますよね？

多発する自転車の盗難防止

自転車やオートバイの盗難が増えています。

及び、放置された盗難自転

大切な愛車を盗まれないためにも、日ごろからの対策をお願いします。

車を所有者に返還すること
を目的として義務化されま

どんな対策をすればいいの？

した。 各都道府県の自転車

・乗り物盗対策には“ツーロックが有効”です。ちょっと離れるときでも

商防犯協力会に加入してい

施錠する。

る自転車店で登録すること

・自転車には防犯登録、二輪車にはグットライダー防犯登録をする。

ができます。登録料 500 円

・自転車を買ったお店や近くの交番で簡単に登録ができます。

有効期間７年

（自転車の防犯登録は法律で義務づけられています。）

・監視の行き届いた、夜間は明るい駐輪場を利用し、違法駐輪しない。

グットライダー・防犯登録
バイクでの交通事故防止

〔５〕 ひったくりに注意しましょう

と、社会問題化しているバ

後ろから突然！それがひったくりの恐ろしさです。

しかし、ひったくりは

イク窃盗事件に対して、登

心がけひとつで未然に防ぐことができます。

録車両を 365 日 24 時間、い

狙われやすい人

つでも照会可能とするシス

・女性の方が狙われやすい

テムです。全国二輪車安全

・バッグを車道側に持っている人

普及協会が実施主体とな

・ケータイや音楽を聴きながら歩いている人

り、原付バイクを含むすべ
ての二輪車（自転車には自

どんな対策をすればいいの？

転車防犯登録が義務づけら

・カバンなどの貴重品は、車道と反対側の腕に抱える。

れています）を対象として

・自転車の後ろカゴには、カバンなどを入れない。前カゴに入れる場合は、防

います。
「グッドライダー・

犯ネットを使用する。少なくとも、服などで覆ってカバンの取っ手などが見

防犯登録」取扱店（二輪車

えないようにする。

販売店）において登録する

・人通りの少ない道や暗い道の通行を避ける。

ことができます。

・周囲の状況をつかみ、親切そうな呼びかけにも油断しない。

登録料 1,050 円

・防犯ブザーなどの防犯グッズを常に携帯する。

有効期間７年

・歩行中は、携帯電話を使わない。（注意散漫になる。）
・金融機関や ATM で現金を引き出した後は、周囲に注意する。
・ブランドバッグは、それ自体狙われているという認識をもつ
また、人の気配を感じたり、自転車、バイクの近づく音が聞こえたら振り返
る等の警戒をしましょう。）

〔６〕 インターネットに潜む危険に注意しましょう。
ネットオークションを利用する際はトラブル防止対策を！
個人情報を盗み取る不正ソフトやスパイウェアにも注意が必要です。
不特定多数の人が利用するインターネットカフェのパソコンに
は、入力した個人情報を盗み取る不正ソフトがインストールされて
いる危険性があります。
また、個人のパソコンでも、メールやウェブサイトからスパイウ
ェアが侵入し、個人情報などが盗み取られる可能性があります。

どんな対策をすればいいの？
・ネットカフェでは、ID・パスワードや金融情報など、重要な個人
情報は入力しない。

ネットオークションの
トラブル例

・不審なメールの添付ファイルは絶対に開かない。

（１）インターネットオー

・ウイルス対策ソフトの更新や OS のセキュリティ機能のアップデー

クションで品物を落札し、

トをこまめに行い、常に最新の状態で利用する。

代金を振り込ん でも品物
が送られてない、相手にも

〔７〕通帳や印鑑をまとめて保管するのは危険です。

連絡がつかなくなった。
（２）出品者からメールで

「学生生活で盗まれるものなんてない」と思う方もいるかもしれませ
ん。
でも保険証やパスポート、学生証などを盗まれいつの間にか、お金を

直接取引を持ちかけられ、
代金を振り込んだが商品
が届かない。

借りられていたというケースもあります。

どんな対策をすればいいの？
・戸締りはしっかりと行い、侵入された時も被害を最小限にするため、
現金や通帳・印鑑・身分証明書などは別の場所に保管しましょう。

学生相談室
２号館１階
相談日時とカウンセラー
は、相談室入口や掲示板
に表示しています。

〔８〕生活上のさまざまな課題に遭遇したら学生相談室を利用しましょう

相談や予約制です。

学生生活を送る上で、生活上の問題や交友関係など、さまざまな課題に遭

予約は学生相談室が不在

遇することがあります。課題に対してどう対応したらよいのか、分からな

の場合は保健室でも受け

くなったり、困ったとき、独りで悩まず、学生相談室のカウンセラーに相

付けます。

談しましょう。

〔10〕入居者同士や近所とのコミュニケーションが防犯に役立ちます。

最後に頼れるのは、お隣近所の入居者同士。
万一の時や不審者を見つけたときにお互い助け合えるように、引
っ越しのあいさつはもちろん、共有部で会った時のあいさつなど
日頃からコミュニケーションをとっておきましょう。

３

事故防止対策の心得

〔１〕交通安全に努めましょう
近年、大学周辺の交通事情は悪化する一方です、交通安全を常に心がけま
しょう。

たとえ自分が被害者で悪くなかったとしても、交通事故により

失った貴重な時間や精神的負担までは取り戻すことができません。交通事
故は「遭わない・起こさない」ことが一番です。そのためには、交通ルー
ルを守り、移動時はいつも細心の注意を払い、そして時間にゆとりを持っ
て行動することが大切です。特に「飲酒運転はしない、させない。
」を必ず
守ってください。

〔2〕車両運転時の注意
バイクや車など車両運転時に、交通事故に遭遇するケースが依然とし
て後をたちません。

事故時の連絡先
問合せ、事故の受付：窓口
月～金：8：30～17：30
（土・日・祝日休み）
電話：022‐343‐6210
緊急の連絡先
三井住友海上火災
上記時間外
0120‐258‐189
上記時間外・土・日・祝日

特に、信号を急いで左折や右折時の事故やカーブが多い進入路での
スピードの出し過ぎや一時不停止による事故が多発しています。これ
らの事故は時間に余裕を持って行動しておけば、起さずに済んだはず
です。時間に余裕を持って行動するよう心がけてください。 プライ
ベートな時間や通学の移動時など、ハンドルを握るときは、常に以下
のことを遵守し、交通安全に努めてください。
①スピードの出し過ぎは禁物、制限速度を厳守する。
②バイク走行中はヘルメットを必ず着用する。
③自転車、50cc バイクの二人乗りはしない。
④雤の日や夜間の運転時は細心の注意をはらう。
⑤体調の悪いときなど、無理な運転は絶対に避ける。
⑥飲酒時は絶対に運転しない。
⑦二輪車用ステッカーの交付を受ける。

二輪車用ステッカー
二輪車通学を希望する学
生は、必ず学生生活支援
センターに「二輪車学内駐
輪届・誓約書」の届出をし、
ステッカーの交付を受けて
ください。
※自転車の駐輪許可の届
出は必要ありません。

〔3〕違法駐車・迷惑駐車の禁止

迷惑駐車の例

本学周辺は道幅が狭く、路上駐車が引き起こした交通事故や渋滞が
多発し、周辺の住民との善隣関係を著しく損なうなど、町内会等より
苦情が多数寄せられています。一部の学生の身勝手から学生や地域住
民が危険にさらされたり、大学全体のイメージが損なわれることは断
じて許せないことです。絶対に違法駐車や迷惑駐車をしないようにし
ましょう。

（１） 本学周辺の路上、
特に西門付近の道
路に駐車をする。
（２） 地域住民の家（車
庫）の前や個人所
有の空地に無断で
駐車する。

〔４〕交通事故発生時の処置
どんなに注意していても、交通事故に遭遇しないとは限りません。不幸に
も交通事故の加害者になってしまった場合は、速やかに以下の対処を行っ
てください。また、目撃した人は、連絡や被害者の救護など積極的に協力

（３） 国際交流会館、西
本願寺別院墓地、
コンビニなどの駐
車場に長時間駐車

するようにしてください。
①事故の続発を防ぐため、負傷者や車両を安全な場所に移動し、停止表示

する。

板などを使って後続車に知らせる。
②救急車を呼ぶなどの手段により、けがを負った被害者の救護をする。
③事故の状況を警察に連絡する。
④事故の状況をメモしておき、後の事故処理に備える。
⑤大学学生生活支援センターに連絡する。

お隣近所に挨拶し

夜道の一人歩

身に覚えのない

「Ｎｏ！」の意志

よう。防犯には日頃

きは危険だら

架空請求がきた

を はっ き り と伝

のコミュニケーシ

け！ しないよ

ら、無視するの

える。それも大

ョンが大切だよ。

うにするわ。

がいいんだね。

切なんだね。

