
保護者の皆様へ
生駒市立あすか野小学校

生活安全委員会

日頃より、本校保護者見守り活動に多大なるご理解・ご協力をいただきありがとうございます。

生活安全委員会活動：【朝の立ち番】・【下校立ち番】・【下校パトロール】について説明をさせていただきます。

校区内11箇所の指定された場所（下記・当番表参照）

児童の登校時間に合わせてお願いします（下記参照）。

横断旗・腕章・可能な方は携帯電話

緊急時は警察１１０番と学校（０７４３－７８－６２０８）に連絡してください。

★⑪西白庭台２丁目バス停

時間 ②オレンジ公園前

時間 ①パンダ公園(四つ角） 場所 ７：１０～７：３０

★⑩公文前 ★①パンダ公園（四つ角） 場所 ７：０５～７：２５

地域 白庭台１丁目・２丁目

時間 ⑪西白庭台2丁目バス停

場所 ７：００～バス発車まで

地域 西白庭台３丁目・北田原 ★②オレンジ公園前

★③なごみ歯科前

時間 ③なごみ歯科前 時間 ④白庭台薬局前

場所 ７：１５～７：３５ 場所 ７：20～７：40

★④白庭台薬局前

時間 ⑩公文前

場所 ７：００～７：２０

地域 西白庭台１丁目・２丁目

★⑤KanoN前

★⑥あすか野団地前 ★⑦研修学館前

研修学館 ★⑧木原歯科医院前

時間 ⑤KanoN前

場所 ７：３０～７：５０

★⑨学校前歩道

時間 ⑥あすか野団地前 時間 ⑦研修学館前 時間 ⑧木原歯科医院前 時間 ⑨学校前歩道

場所 ７：３０～７：５０ 場所 ７：４０～８：００ 場所 ７：３５～７：５５ 場所 ７：４５～８：０５

地域

白庭台４丁目（ﾛｰﾚﾙ一部）
上町(一部)

持ち物

時 間

場 所

【朝の立ち番】

ﾛｰﾚﾙｽｸｴｱ

白庭台駅

地域

白庭台３丁目
・白庭台４丁目（ﾛｰﾚﾙ以外）

KINSHO

緊急時の対応

地域
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上町・南１・北１
南２（一部）・北２・北３ 地域白庭台５丁目（ﾛｰﾚﾙ以外）

白庭台４丁目(ﾛｰﾚﾙ一部)
白庭台５丁目（ﾛｰﾚﾙ一部）

地域

白庭台５丁目(ﾛｰﾚﾙ一部)
白庭台６丁目
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あすか野小学校
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白庭台２
東館

ﾛｰﾚﾙ
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ロータリー

白庭台薬局



●学校前歩道 ●研修学館前【あすか野北・上町】

【あすか野南・あすか台】
４限終了 １３：４０～ ４限終了 １３：４０～

５限終了 １５：００～ （水曜日 １４：３０～） ５限終了 １５：００～ （水曜日 １４：３０～）

６限終了 １６：００～ ６限終了 １６：００～

●KanoN前 ●薬局前

【白庭台５丁目(ﾛｰﾚﾙ以外)・白庭台６丁目】 【白庭台４・５丁目(ローレル)】
４限終了 １４：００～ ４限終了 １４：００～

５限終了 １５：１０～ （水曜日 １４：５０～） ５限終了 １５：１０～ （水曜日 １４：５０～）

６限終了 １６：１０～ ６限終了 １６：１０～

*白庭台薬局前の交差点です。

ボランティアの方とご協力の上、

その都度、立ち位置をお考えください。

緊急時の
対応

緊急時は警察１１０番と学校（０７４３－７８－６２０８）に連絡してください。

【下校立ち番①】　

場 所 校区内８箇所の指定された場所（下記・当番表参照）

時 間

下記のそれぞれの場所に書かれている時間を目安とし、児童の下校時間に合わせて３０分程度立ってください。
可能であれば、低学年の児童の下校時間に合わせて立っていただきたく思います。
※１年生　月・水曜日…４限終了、火・木・金曜日…５限終了
※短縮授業、行事変更等の時は臨機応変にお願いします。

持ち物 横断旗・腕章・可能な方は携帯電話

KanoN前

研修学館前

薬局前

学校前歩道



●なごみ歯科前 ●オレンジ公園前

【白庭台４丁目】 【白庭台１～３丁目・上町（一部）】
４限終了 １４：０５～ ４限終了 １４：１０～

５限終了 １５：１５～ （水曜日 １４：５５～） ５限終了 １５：２０～ （水曜日 １５：００～）

６限終了 １６：１５～ ６限終了 １６：２０～

●公文前【西白庭台１・２丁目】 ●西白庭台１丁目バス停前

【西白庭台３丁目・北田原】
４限終了 １４：３０～ ４限終了 １４：１０～

５限終了 １５：４０～ （水曜日 １５：２０～） ５限終了 １５：１０～ （水曜日 １５：１０～）

６限終了 １６：４０～ ６限終了 １６：１０～

*西白庭台１丁目バス停です。

朝の立ち番のバス停(2丁目)ではないので、

ご注意ください。

場所をよくご確認のうえ、下校立ち番をお願いします。

緊急時の
対応

緊急時は警察１１０番と学校（０７４３－７８－６２０８）に連絡してください。

【下校立ち番②】

場 所 校区内８箇所の指定された場所（下記・当番表参照）

時 間

下記のそれぞれの場所に書かれている時間を目安とし、児童の下校時間に合わせて３０分程度立ってください。
可能であれば、低学年の児童の下校時間に合わせて立っていただきたく思います。
※１年生　月・水曜日…４限終了、火・木・金曜日…５限終了
※短縮授業、行事変更等の時は臨機応変にお願いします。

持ち物 横断旗・腕章・可能な方は携帯電話

1丁目バス停前

なごみ歯科前
オレンジ公園前



【下校パトロール】
場 所 あすか野北地区（あすか野北・上町）　あすか野南地区（あすか野南・あすか台）＜下記地図参照＞

時 間 児童の下校時間に合わせる。

持ち物

方 法

緊急時の
対応

※お住まいの各地域ごとに巡回地点を指定しております。

　巡回地点の公園を中心に不審者がいないか、その周辺のパトロールをお願いいたします。

防犯ステッカー（車装着）・腕章着用・可能な方は携帯電話

車、又は徒歩や自転車も可

緊急時は警察１１０番と学校（０７４３－７８－６２０８）に連絡してください。

生駒駅発着のバスの運行ルート（ ）より北を北地区、南を南地区とします

【あすか野北地区 巡回ポイント】

・スポーツ広場
・森の広場

・北の広場
・へび道 ・タウンハウス

【あすか野南地区 巡回ポイント】

・花の広場
・遊具の広場
・でこぼこ公園・砂の広場
・あすか野道場・あすか台公園



【下校パトロール】
場 所 白庭台地区・西白庭台地区（各地域で巡回地点が異なります。）
時 間 児童の下校時間に合わせる。

持ち物

方 法

緊急時の
対応

※お住まいの各地域ごとに巡回地点を指定しております。

　巡回地点の公園を中心に不審者がいないか、その周辺のパトロールをお願いいたします。

防犯ステッカー（車装着）・腕章着用・可能な方は携帯電話

車、又は徒歩や自転車も可

緊急時は警察１１０番と学校（０７４３－７８－６２０８）に連絡してください。

【白庭台・西白庭台地区巡回ポイント】

・白庭台５・６丁目

オレンジ公園・白庭台南公園

・白庭台１～４丁目
中央公園・くすのき公園

・西白庭台
しらたに公園・やまのたに公園

オレンジ公園

中央公園

しらたに公園

やまのたに公園

くすのき公園

白庭台南公園

白庭台駅


