
▼東京子供ネット
　月～金　9:00～21:00
　土日祝　9:00～17:00（年末年始除く）
　☎ 0120－８７４－３７４
▼ヤング・テレホン・コーナー
　（警視庁少年相談室）
24時間受付（大人による子どもの相談も可）
　☎ 03－3580－4970
▼こたエール
　（子どものネット・スマホのトラブル相談）
　電話　 月～土１５時～２１時（祝日除く）
　メール　２４時間受付
　ＬＩＮＥ　月～土 １５時～２１時（祝日除く）
　　　　　（受付は２０時３０分まで）
　☎ 0120－1－78302
〈自分の子ども、よその子ども〉
▼世田谷区児童相談所
　365日24時間受付
　☎ 0120－５２－８３４３
　　　　　　  （子に　やさしさ）
　▼児童相談所全国共通ダイヤル（虐待緊急相談）
　24時間受付（お近くの児童相談所につながり
　ます）
　☎ 189（3桁番号：いちはやく）
〈自分の子ども〉
▼社会福祉法人子どもの虐待防止センター
　月～金　10:00～17:00
　　土　　10:00～15:00（日・祭日除く）
　☎ 03－６９0９－０99９
▼4152（よいこに）電話相談
　月～金　  9:00～21:00
　土日祝　  9:00～17:00（年末年始除く）
　☎ 03－3366－4152
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≪メールけいしちょうの特徴≫
●事件などの情報をタイムリーに提供します。
●事件などの発生場所付近を地図情報でも配信します。
●個人の携帯電話やパソコンから簡単に登録手続きが可能です。
●登録者は、配信情報を自由に選択できます。

≪利用者登録・更新・退会手続き≫
「メールけいしちょう」への登録・更新・退会は、下記のメール
アドレスに空メールを送信してください。
操作案内メールが自動返信されます。
●登録・更新・退会
　login@mail.keishicho.metro.tokyo.jp

各地域で発生した犯罪発生情報や犯罪を防ぐために必要な防犯情報などを警視庁がメールでお知らせします。

▼チャイルドライン全国共通フリーダイヤル
　  毎日　　16:00～21:00
　（年末年始除く）
　☎ 0120－99－7777

≪配信される内容≫
●犯罪発生情報（強盗・ひったくり・子どもに対する犯罪・多発して
　いる事件など）
●検挙情報
●防犯情報
●各種お知らせ

メールけいしちょうのご案内

▼せたがやチャイルドライン
　 水・土　16:00～21:00
　（年末年始除く）
　☎ 03－3412－4747

▼世田谷区犯罪被害者等相談窓口
　 月～金　8:30～17:00
　（祝日、年末年始除く）
　☎ 03－6304－3766
  FAX　03－6304－3710

子ども・若者部子ども・若者支援課



「いや」とはっきり言えるかどうかが、子ど

もが自分で自分を守るためのポイントだと思

います。

小学校に入ると、子どもは一人で行動する

機会が増えます。多くの人と出会い、様々な

経験をして成長していきます。一方で、子ど

もを狙った犯罪は後を絶ちません。

私たちは、行動範囲の広がっていく子ども

たちの周りにどのような危険があるのかを学

び、危険に遭わない環境を作ることが必要で

す。また、子ども自身も、いつ遭遇するかわ

からない危険に対応できる能力を身につけ、

自分を守る術を知ることが大切です。

この「応援ブック」を通じて、大人と子ど

もが一緒に学び、考える機会としていただき

たいと考えています。

世田谷の子どもたちの健やかな育ちを支援

するためにも、地域全体で安全安心を考えて

いきましょう。

世田谷区の幼稚園児、保育園児、幼児のいる家庭の皆さん、そして

保育者をはじめ世田谷区民全体が、心がけておかなければならない

こと、注意すべきポイントを示しました。
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≪支給場所≫
● 区立小学校の児童⇒各学校
● 私立・国立小学校等の児童⇒学務課、各くみん窓口・出張所・まちづくり
　　　　　　　　　　　　　　センター
≪支給手順≫
● 区立小学校⇒４月に、学校を通じて支給します。
● 私立・国立小学校等⇒４月に保護者あてに申請書を郵送します。
　　　　　　　　　　　 学務課、各くみん窓口・出張所・まちづくりセンター
　　　　　　　　　　　 で申請書と引き換えに支給します。

防犯ブザーを学務課、各くみん窓口・出張所・まちづく
りセンターにお持ちください。新しいものと交換します。
（区立小学校の児童は学校にお持ちください）
≪防犯ブザーに関する問い合わせ≫

世田谷区では子どもたちを不審者などから守るために、
区内在住の小学生に防犯ブザーを支給しています。
≪お知らせ≫　小学 1年生になった児童に支給のご案内をします。

≪区外から転入した場合≫　
● 学務課、各くみん窓口・出張所・まちづくりセンターで支給します。
（出張所などで転入手続きを行う際にご案内します）
（区立小学校へ通学する方は転校後に学校を通じて支給します）
≪故障した場合≫　
● 支給を受けてから 3年以内の故障は、交換することができます。
（故意または過失による故障は除く）

未就学児人口
1k㎡あたり

5,282人
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未就学児人口
1k㎡あたり
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烏山
北沢

世田谷

砧

玉川

※令和4年4月1日現在
※人口密度は未就学児に限っての数字です。
　子ども全体の人口密度ではありません。

区全体の未就学児人口 ４0，550人

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

131,148 116,563 102,524 93,795

613 620 643
762

39人 36人 39人
51人

2021年

27人

839

64,679

未就学児が被害者となる諸問題 （全国  警察庁統計）

36人

728

60,103
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　何かあったときはためらわずに区
の担当部署や教育委員会、警察など
の専門家と連絡をとりましょう。
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