第86回簡易アンケート（鉄道警察隊） 痴漢犯罪の抑止について

自由意見

質問１０
痴漢犯罪の抑止に対するご意見、ご要望などありましたら、自由にお書きください。
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女性が痴漢の被害にあわないようにする対策も大切であるが、電車通学している大学生の息
子達が冤罪で困ることがないようにといつも思っています。
つい先日にも強姦のような冤罪で苦しんでいた方が無罪の判決を得てご家族で涙していたの
をニュースで見ましたが、そのようなことは決してあってはならないことだと思っています。
犯罪の抑止と冤罪の撲滅がセットで取り組まれることを強く願っております。
車内アナウンスやポスター
自分の身は自分で守る意識を持ち、恥ずかしいのは恥ずかしい事をしている痴漢だという意
識を強く持つ。
埼京線が、痴漢仕放題の噂があるらしいので、埼京線は【捕まる】ことを周知して、わざわざ痴
漢しに来る人を減らす。
埼玉は暗い道が多いので、改善されるといいと思う。
チカン抑止シールを大学や高校で配布してほしいです。
娘たちがとても心配です
痴漢にあったらまずは意思表示、したくてもなかなかできないと思いますが、勇気を出してヘ
ルプを出すようにしたいです。電車内などでは周りの人の協力も必要だと思います。
他人が思う以上に被害にあった人は、とても傷ついています。 加害者のプライバシーを守る
前に被害者を守り助けてほしい。弱者を守る社会になるよう望みます。
女性専用車両ではなく、男性専用車両を作ったほうが良いのでは。男性だけ隔離してしまえ
ばいい、あまりにも酷いのであればそうするしかなくないですか。
痴漢抑止シールが役に立つとは思えない。
女性専用車両を増やすほうがよい。
若い時、夜、つけられていることがわかり近くにある家に逃げ込みました。被害はありません
でした。現在も逃げ込める場所があることを願います。
パトロールの強化をお願いします。

13

痴漢はする方は勿論、される方にも多少の責任はあると思います。
一人ひとりが、被害にあわないよう、又加害者を作らないよう気を付けていけたらと思います。

14

痴漢のほとんどが電車内なので、女性専用車両の義務付けをしてほしいです。電車に乗る半
分が女性であることを考えると、もっと専用車両を多くするべきだと思います。そのことで、犯
罪も冤罪も減るのだと考えれば、女性、男性ともメリットがあります。

15

性犯罪者の罰則強化がないので、再犯率が高い。
女性専用車両が少なすぎる。男性側には女性専用車両に対する反対意見もあるので、男性
専用車両もつくってみたらどうか。

16

マスコミの情報操作をやめることだと思います。
報道の自由と言いながら、下品なものが多すぎる。
ものを売るためだったら何をしてもいい、というのはおかしい。（それを情報操作だと思ってい
ます。）

17

痴漢犯罪の罪をもっと重くしてほしいと思います。

18

路上であれば暗い箇所をなるべく少なくする、電車であれば混みすぎないのがベストですが難
しいかと思います。シールは、「パトロール中」と書いた用紙を親御さんが自転車に常に貼って
いるのと同じ効果をもたらすためなのでしょうか？少し疑問でした。
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19

高校生の時に友達が電車内で痴漢に遭ったことがあります。本当にそういった行為はやめて
ほしい、女性は傷つくし、しかしえん罪などの問題もあります。みんなが自分さえ良ければ良
いって事ではなく、みんなが良い気分で過ごせるようにそれぞれが思えばもっと良い世の中に
なると思う。

20

とにかく隙を見せないことだと思います。昨今の女性の露出度の高い服装は懸念材料です。

21
22
23
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26

南鳩ヶ谷駅の近くに住んでいますが、痴漢・犯罪予防の為に、ブルーライトの街灯をもと設置
してほしいです。
現行犯を徹底的に取り締まってほしい。
痴漢は女性が喜んでいると勘違いしている人が多いと思う。黙っている人ほど深い傷をおって
いる。私も若いときにあった。今なら大騒ぎできるが、若いと未熟なので混乱するばかりでどう
してよいかわからなかった。
このアンケートで初めて「チカン抑止シール」を知りましたがとても良い試みだと思います。
広く認知されるともっと効果的だと思います。
痴漢にあったときは、本当に怖くて、声も出ません。痴漢がおきないように、加害者にはもっと
厳罰が処されるようにしたほうがいいと思います。
電車の増発で混雑を緩和して欲しいと思います。

27

痴漢冤罪がよく問題になりますが、シールを配布するだけで、抑止には有効だと思うので、続
けてほしいと思います。
１０年以上前の痴漢被害も思い出すと気持ちが悪くなるので。

28

痴漢防止のポスターやシールを電車の入口等に貼って、抑止力にしてほしい。また、痴漢は
犯罪ということを学校等でおしえてほしい。

29

早い時期から学校での教育が必要だと思う。 加害者抑制、被害者となった時の対処。
私の場合、女子大学生のころ、朝、教室内では、痴漢にあった話が飛び交っていた。
「女なら痴漢にあうのが当たりまえ」の感覚。
どうすればよいのか？対処方法などは、学校では教わらなかった。

30

パトロールの強化。また、冤罪の防止。

31

厳罰に処すべきとは思うものの、冤罪も怖いです。カメラの設置なども必要なのではないで
しょうか。

32

警視庁と協力して摘発の強化もしてほしいが、冤罪も人生を狂わせるので配慮してほしい。

33

痴漢はどうやってもなくならないと思うので、護身する以外に道はないと思います。これは男性
にも言えることらしく、知人の男性は「痴漢に間違われないように、満員電車の時はカバンを網
棚や足元に挟むなどして、両手でつり革につかまってる」という話を聞いた時には、びっくりで
した。（両手を見せるアピールですね）
女性も、こんなことを言ったら怒られそうですが、妙に短いスカートや露出の高い洋服を着てる
お姉ちゃんを見ると、「おいおい痴漢に遭うよ？」と思うのは自分が年をとったせいでしょうか。
お互いに気をつける必要があると思います。
あとは厳罰化。でも痴漢って、冤罪も怖いので、無闇矢鱈と検挙されても・・。

34

もっと、痴漢は犯罪！という、ポスター貼るとか、呼びかけをしてもいいと思います。トイレの前
や、各車両にもっと！

35

痴漢抑止シールを張っているだけだと、効果は低いと思う。痴漢専用の防犯ブザーが有った
ら、すぐ使用できると思うが、あまり使用しやすくても、冤罪が心配されると思う。
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年を重ねた現在は無いですが、若い頃には被害に遭うこともありました。とっさの時には声が
出せないもので、自身も逃げるしかできないことがほとんどでしたが、心に傷を残す許しがた
い犯罪です。もし若い方が被害に遭われているところに遭遇したならば、ためらわずに助けに
入りたいと思っています。
反面、何もしていない男性が冤罪で捕まるケースも恐ろしいと感じます。勘違いは勿論、金銭
目当ての狂言なども多発する昨今、真偽を見極める方法を高めることを警察には求めたいで
す。
とても卑怯な犯罪だと思う。
周りも見て見ぬふりをしない。女性側も、あまり露出の多い服装には気を付ける。ただし、この
ような行動は許されるものではない。
知らなかったが、携帯電話に貼り、それをあげることで他の人が見つけてくれるならとてもいい
システムだと思う。活用するためには、まず存在を知ってもらうため、テレビなどで大々的に報
道して、多くの人がシステムの存在を知ることが大切だと思う。

40

周りも関わりたくないと知らん顔が多く、ここもなんとかして皆で防止の方向に向かって欲しい
です。見て見ぬふりも痴漢と同じという気持ちを持ってもらうように、どんどん告知やメッセージ
を促したいです。

41

上記のシールは本当に効果があるのか不思議で仕方ない。痴漢は直接被害に遭っている人
は声が出せないことを前提として、周りが気づくべき！そして周りが声を上げることが大切だと
思う。その抑止効果の方が高いと思う。そのような空気作りを推進すべきでは？

42
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自分の身は自分で守るしかないと思います。安易な行動はしない。服装などもTPOを考えるべ
き。「チカン抑止シール」定着するように願っています。
罪状が軽いと思うので、痴漢行為、性犯罪者への罰則を厳しくしてほしい。
痴漢は軽犯罪という意識の払拭のため厳罰化を希望します。
犯罪者は厳しく罰し、個人情報開示もいとわない毅然とした態度が望ましい。
電車内でも上から防犯カメラをつけて欲しい！
街中の防犯カメラを増やしてほしい！
痴漢をした人への罰則が甘すぎる。痴漢という犯罪をもっと重く受け止め、犯人には二度と痴
漢ができないぐらいの重い罰則を科すべきだ。中学生、高校生の頃、顔を見ただけで痴漢と
わかるぐらいの痴漢常習の男が平然と同じ時間に同じ車両に乗っていた。一度、痴漢としてつ
きだしたことがあるのに、その後、何もなかったかのように普通に電車に乗り、社会生活を送
り、痴漢を繰り返していた。卑劣な行為をしておきながら、一般の人と同じように生活し、痴漢
を繰り返して被害者を増やしているなんて許せない。痴漢の前科がある者はGPSを強制的に
つけて監視下に置くなど、厳しい罰則を科し、社会に出てこないようにしてほしい。日本は女性
に対してのわいせつ行為など、軽視する風潮があるので、抜本的に見直してほしい。それが
抑止につながると思う。
私が痴漢被害にあっていたころとは、今は状況が変わり、社会の意識も変わってきています
が、それでも痴漢はなくならないので、電車内の各車両に防犯カメラを設置し、車内掲示にも
「見ている」ことをアピールするのはどうでしょうか？
対策を色々行ってほしい
警察に突き出したところで、埼玉県警は何もしてくれない。スカート内を盗撮されたが、データ
の確認すらしようとしない。相談しても意味がない。周囲の乗客が証言してくれたが、何もせ
ず。
自衛する以外何もない。所詮痴漢犯罪なんて、相手にする必要もないような小さい犯罪という
意識のはず。女性警察官による聴取すらない。興味本位の男性警察官がにやにや話を聞い
て、非常に不快だった。
今は私自身よりも娘が被害にあわないか心配している。
痴漢犯罪については今以上にもっと厳しい取り締まり、対策をお願いしたい。
なるべく被害にあわない環境に身を置くように心がけている。
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53

痴漢は犯罪です。痴漢抑止シールをテレビで見ましたが、入手方法がわかりません。我が家
にも年頃の娘がいるので、スカートの長さなど、主人を含めた男性の声を生かしたりして肌露
出には気を遣っています。
電車の中の痴漢行為が多いのに、電車内の痴漢防止の広告がほとんどないのは、なぜで
しょうか。痴漢行為のあと、線路に逃げて電車を止めることもあります。ぜひ、電車内の天井
や、持ち手のところ、ドア前に、「痴漢行為は犯罪で人生を壊します！」と貼ってください！！

54

道を歩くときはある程度注意することができますが、混みあう電車の中で痴漢を避けることは
難しいと思います。電車の中に、痴漢警戒と防止のためのポスターなど【被害にあったら大声
をあげてください！】など（文字だけでもOK）を目立つところに張り出すなど、犯行を起こしにく
い状態をキープすることが有効ではないかと思います。

55

痴漢被害は女性だけではなく男性にもある事が報告されており、男性の場合もまさかと思っ
て、恥ずかしくて声が出せなかったという報告もある。痴漢は女性だけがあうものという見方で
は、男性や子供の被害者などが取りこぼされてしまい、乗客の注意の目も偏ってしまうだろう。
女性被害防止という偏ったのアピールではなく、加害者に対して、加害者は捕まり社会的制裁
を受けるのだという強いイメージを植え付けるポスターや放送などでアピールを行って欲しい。

56

５０歳代のおばちゃんの意見ですが、女子高生が学校の制服（スカートの丈）をわざと短くして
着用しているのを見かけます。痴漢をしたほうばかりに原因があるとは思えないので、公私ど
ちらの場合でも、異性に刺激を与える服装は、控えるべきだと思います。

57

なるべく満員電車に乗らないように、自分の身は自分で守るしかないと思っています。ただ被
害にあってしまった時の対処法を知らないので、どこに連絡をしたらいいのかなど、もっとひろ
く知らせてほしいと思います。

58

そもそも満員電車はあんなに人と密接する状況がおかしいと思うので、満員電車の緩和と、特
に痴漢被害にあった女性（男性）に関しては、会社や学校で時差通勤、通学が申請で可能に
なるようにしたり、社会が変わらないと難しいのではないかなと思います。

59
60
61

暗い帰り道は後ろも注意して歩く。痴漢の報告があった場所は巡回を増やしてほしい。
実際現場に居ると、周囲の人の誰の手なのかが判断出来ないので、手首を握るしか方法がな
かった。
街中では防犯カメラをつけてほしい。
電車内では冤罪になっても申し訳ないので、一目で警備会社等だということがわかる制服を
着た人がホームや電車に常駐していてもらえると痴漢も警戒して止めると思う。

62

電車内で「チカンをしないで下さい」「少しでも不快なことがあったら通報してください」と放送し
てもらう。各駅や電車内に専用職員を配置。声を上げやすくする。通報しやすくする。データを
取って数字をコマメに発表する。時間帯と電車・車両番号がわかるだけで意識が変わる。

63

年齢的に近年は痴漢にあうことはなくなりましたが、埼玉の通勤電車は数年前の方が混雑し
て痴漢も多かったように思います。ですが、今はスマホでの盗撮などの犯罪もあり、被害の声
を発せない場合も多いので、抑止するための取組はとてもいいと思います。

64
65
66
67
68

暗い道に街灯やコンビニを増やしてほしいです。
通報しやすい環境、通報して当たり前という社会的後押しが必要だと思う。ホームに通報所を
作ったり。
電車内のラッシュ時が多いので、もっと何か安全対策をしてほしい。また暗闇が多い住宅街な
ど、電灯をたくさん設置してほしい。
鉄道などでの監視強化をして欲しい。特に埼京線は監視強化すべき。
私が痴漢にあったのはもうずいぶん前の話なので恐縮ですが、電車内は車内放送などで痴
漢行為は犯罪であるということを流してもいいのではないかと思います。道で受ける痴漢行為
は人通りの少ない道や夜だったので難しいのかなとは思います。
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混んでいる電車にのらない、明るいところを複数で歩く。
年齢がいったのでもう大丈夫ですけど。
混雑する電車、暗い夜道をどうしても通らなくては家に着けない、ミニスカートの流行等いろい
ろ要因はあるが、それをどうやって緩和したらよいかが難しい。
警察で防犯ブザーの貸し出しを希望します。
街灯の少ない場所に街灯を設置してほしい。
痴漢が犯罪なのは分かっていても、触ったら痴漢、というのは理解されてないと感じました。痴
漢という名称を強めて注意してもあまり響かない。
犯罪者が減る事を望みます。
男性も、冤罪を防ぐためにずっと両手をあげている人がいるという。電車の混雑緩和が最善の
策だと思う。
シールは、冤罪になる可能性が高いし、埼京線のような身動きも取れないほど混雑している電
車内で、提示することもほぼ不可能だし、痴漢犯人はそんなものでやめるとは思えないので、
強い警戒心はアピール出来ないと思う。
大切なのは情報の共有だと思うので、変質者や痴漢が発生したら速やかにメルマガやＳＮＳ
などで詳しい場所と犯人の特徴を発信すべきだと思う。
話は変わりますが、県政サポーターをずっとやっていてアンケートにも必ず回答しています
が、自由意見に対する反応が全くないのが気にかかります。
県の医療体制のアンケートに実体験を含む長文を書いたりもしましたが反映されているのか
分からないまま…
意見を募るのならそれなりの対応をすべきでは？
でなければ書く気が失せていきます。

78

チカン抑止シールにどれだけの効果があるのでしょうか?制服を着た鉄道警察隊が駅や電車
内にいる方がいいと思う。
上記アンケートでは自分で対応できた時のことを記入したが、対応できない時もあった。また、
電車内に下半身を露出した男がいることを途中下車して某駅の駅員に、まだ乗車していること
や車両号や男の背格好など話したが「はぁ、そうですか。はい。」だけで何の対応もしてくれな
かった。
駅員の教育にも力を入れるべきだと思います。

79

自身の被害は、10代のころのことですが、大変怖い思いであったことを覚えております。助け
てくださいという言葉は大変難しいことと思いますが、防止の啓発活動を、お願いします。

81

女性もそもそもみっともない格好をしている人が多く、触るチカンの被害もあるがそんな格好を
している人がいるだけでも嫌だ。
時間の制限なく女性専用車両を設けて欲しい

82

犯罪抑止として、犯罪者向けに加えて被害者にならないよう対策や啓蒙活動をお願いしたい。

83

私の年齢では、あまりあわないですが、若い女性は油断しないで、防いで欲しいです。

84

痴漢にあったのはまだ年が若く、電車で通勤していた頃のことでした。
今はオバサン？なので、痴漢にあっていた女の子を助ける立場になってしまいました。（実際
助けたこともありますし）
自分自身が触られたとき、「間違いかも？」と思ってしまいなかなか言い出せずにいました。
決して派手な服装ではなかったし、見た目も真面目で堅そうそうな雰囲気の娘だったので自分
が性の対象にはならないと思っていたのです。
間違っていたときに「ブスが勘違いして…」みたいな蔑みを受けるのも怖かったのでした。
間違ったり、勘違いでも良いから声をあげていいという風習が根付くといいと思います。

85

電車内やホームを見回っていてくれると通報しやすいが、駅員室を探して言いに行くことまで
はしないので、再度痴漢にあわないように時間をずらしたり車両を変えたりしていた。

80

86
87

なかなか声に出して言えない女性が多いと思います。女性が声を大にして言えるように・・・と
いうよりは「痴漢は犯罪である」ということを、男性陣にもっとよく分かってほしいと思います！
痴漢は犯罪と言うことをもっと広くアピールして、犯罪の被害者を無くしてもらいたい。
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90
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100
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103

104
105
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電車内で「壁ドン」のように前を阻まれたことがあります。「触ってきたりはしていないけど、この
人の行動なんかヘン…」という経験ならあるというかたもいるのではないでしょうか。「分かりや
すい痴漢行為」以外の被害の聞き取り・対応もしていくとよいのではと思います。
犯罪者が悪いのはもちろんだが、自衛できるものは努力して、防ぐ方法を広められたらいいと
思います。
防犯カメラの設置が必要だと思う。
冤罪を防ぐためにも有効だと思う。
小中学校の生徒対象の、被害にあわないような講習会や、実践的な指導があればよいと思い
ます。
シールで痴漢はなくならないのでは？
再犯率が高いため、再犯防止の策を考えて頂きたいと思います。
シールくらいでは抑止にならないと思う。
女性が貼ることに抵抗が大きいと思う。
電車などは、抑制のため車内放送をかける。
周りが痴漢に対して、厳しく対応できる環境にしてほしい。
女性ばかりがとりあげられるが、息子は、最近の女性は強いので、ちょっとのことですぐ睨むら
しいけど、男の人は、両手がつかえませんと両手を挙げた状態で乗ってるといってます。
やってないのに捕まるのも嫌だしね、と。
それこそ、上からの監視カメラでも設置してほしい。
痴漢が、痴漢で終わらずに犯行がエスカレートしていくのが怖い。
若いとき、電車の中で痴漢にあったが、怖くて何も出来なかった。女性専用車両をもっと増や
して欲しい。
電車の混雑対策をしていないのは鉄道会社の怠慢です。
日本の男性の教育から始めるべきだ。
この国は男性社会だから防止には限界を感じる。
防止したいならまずは痴漢の定義からキチンと明示して欲しい。
防止運動に真剣さが感じられない。
罰則が軽い。
だから痴漢をする人がやめない。
こちらも気をつけてるから、罰則を強くするべき。
シールがあるのは知りませんでした。でも、シールだけでは効果があまりない気もします。声を
なかなか出せない人もいるし、足を踏んだりして抵抗しても一時的に逃げて行ったり、追いか
けてくることもあるので、防犯ブザーのように声に代わって周りや駅員さんに知らせることがで
きるものや周りの人も駅員さん等に知らせてあげてほしいです。
うちは、高校生がいますが、どこか他人事と思っているので、もっと自覚をもっていつ被害に
あっても対応できるよう、学校でも指導してほしい。
見回りを強化して、未然に防いでほしい。
痴漢できないような雰囲気になるといい。
埼玉県内から東京へ仕事に行く以上通勤電車が混んでいるのは仕方ないので、空いている
電車というのも無理がある。
気を付ける方には限界があるので。痴漢できにくい車内になってほしい。
難しいと思う

108

痴漢にあった時、恐怖で声をあげられないと思います。
痴漢に遭った場合「痴漢です」という声が出るアプリ等を作って、周りに知らせる事が出来るよ
うな物があると、抑制につながるように思います。
しかし、根本的にはモラルの問題だとも思うので、難しいようにも思います。

109

定期的に駅構内や車内を巡回して、少しでも抑制できるようにしてほしい。
小中高校の通学路になっている道路等も、もっと巡回してほしい（中学生のころに、下校時に
被害にあった経験があります）
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110

女性専用車両より、女子学生専用車両があった方が良いと思います。自分も痴漢にあったの
は学生の時なので。
女性専用車両だと、おばさんが多く乗れない時があるし、自意識過剰っぽく思われそうで使い
づらいので、女子学生専用の方が学生さんや女子大生も利用しやすいと思います。
さすがに、若い女性専用車両だと反感を買いそうなので、女子学生にしてみました。

111

監視カメラの強化。

112

痴漢にあったのは高校生の時でしたが、満員電車でしたし、若さゆえか、「またかぁ…」ぐらい
の軽い気持ちでした。悩んで悩んで…という感じはありません。友達も「今日また痴漢がいた
～！」っていうレベルでした。怖いのは路上で1人の時の痴漢ですかね。痴漢というより変質者
だったら殺されたりするかも…と思うので電車より数万倍怖いです。

113

冤罪も同時に防ぐためにも男女両方に対処を指導する必要がある。
電車はもう男性用車両をつくるほかない。
女性は女性で固まるしかないし、男性は痴漢をしない意思表示をステッカーなりで主張するし
かない。
男性は圧倒的に不利なのだから、周りも本当に痴漢をしたのかきちんと見ておく必要がある。

114

115
116

①チカン抑止シールをもっとうまく配って欲しい。私も欲しいです。②防犯ブザーを持つように
もっとPRして欲しい。③電車は「痴漢は犯罪です。痴漢をされたり見掛けたりしたら、声を上げ
たり手をつかんだりするなどして、通報をお願いします。痴漢は強制わいせつ罪や迷惑防止
条例違反となります」などの社内放送をすると良いのでは。あと、車内やホームや構内にス
テッカーを貼るとか。怖い感じの絵で。
もう痴漢にあう年齢でなくなったのがうれしい。でもその分ひったくり対象年齢になった。振り込
め詐欺はまだ。
全く困った問題ですね。電車の中だとアレ、コレッテ？？？？触られている？と混雑でぶつ
かっているのか、さわられているのか、自分自身もよく確認できないこともあって、車内で叫ぶ
とか、助けを求めることをやめてしまったり。我慢というより、コレハ？？？と自分で行為を確
認できないから困ったものですね。

117

自分は気をつけていないが、娘達には気をつけてほしいと思う。年頃の娘がいながらシール
を知らなかったのは、知らせる努力が足りないのではないのでしょうか？

118

痴漢で有罪が確定した事件は軽いものでもどんどん報道して、痴漢をするのは自分のために
ならないという意識を持たせる方向にもっていってもらいたいです。

119

女性専用車両はそういう気を使わず、本当に安心して混んだ電車に乗れます。
歩きながらイヤホンで両耳を塞ぐのは、私は怖くて絶対出来ませんが、実際はそんな人がたく
さんいます。
犯罪抑制のため、自衛を促す警告ももっと厳しくするべきだと思います。

120

実際に痴漢にあうと怖くて声が出せないし、周りに助けを求めることもできなかったので、声が
出せなくても周りに気づいてもらえるよう防犯ブザーを持ち歩くようにしています。

121

案外、声が出ないものですが、その手を掴むかしたいものです。

122

街中をLED電球でもっともっと明るくして欲しい。防犯カメラを至る所に設置して欲しい。自治会
などの協力でもっと夜間の見回りの人を増やして欲しい。駅や電車で専用の人が見回りをす
るなど、周りが見張っているということをアピールして欲しい。電車内にも防犯カメラを設置して
欲しい。男性に痴漢の確保に協力するよう普段から啓発して呼びかけて欲しい。

123
124
125
126
127

日本人は、イメージに流されやすいので メディアや電車内の放送で、痴漢は犯罪だと言うこ
とを繰り返すべきだと思います。
電車内に防犯カメラを設置するなどして警戒させる事。
車両アナウンス、ポスターなどで「痴漢は犯罪です。」と周知させる。
相談しやすい女性警官、駅なら女性職員などの配置を増やす。
今は刃物など持つ人もいたり、怖いのであまり痴漢にあっても言えない気がします。
できるだけ防止するよう自ら気をつけます。
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128

高校生の時に被害にあったことがあったため、今後そのようなことがないよう自己努力をする
とともに制度の充実を望みます。

129

満員電車などでは声を出したくても誰が犯人なのかがわかりにくく、声を出しにくい。周囲の理
解が大事なので、乗り合わせる人みんなで、痴漢は犯罪だという認識を持つようにしてほし
い。

130

バス／電車の吊り輪・バーなどに即座に押せるボタンを備える。
コストはかかるかもしれないけれど、それほど痴漢の多い電車はある。
必要であれば「寄附」を募ればいいと思う。痴漢は犯罪といっても減らないのだから、女性から
自己防衛できない部分への設備投資、理解ある男性からはサポートとして。

131

141
142

再発防止と厳罰化しかない。日本はとにかく無防備すぎるから。
明るい道を通りたくても、街灯の足りない暗い道を通るしかないこともあります。
年齢的に痴漢にはあわなくなりましたが、犯罪にあわないか不安です。
中学校や高校の授業に取り込んだ方がいいと思います。
公民館や図書館などにおいて配布してほしいです
電車内で痴漢は犯罪であるということと、声を出すということをアナウンスで呼びかける。
「チカン抑止シール」を貼る人がいるのか、効果に疑問を感じる。
電車内や街中に防犯カメラの設置をすすめていくべき。
満員電車などでは痴漢行為であると認識するにも時間がかかるので、痴漢であることに確信
がもてなければ対応できないと思います。周りの人がお互いに気にかけあえる雰囲気が出来
たら頼もしいなぁと思います。抑止シールというものを目にしていませんが、抑止シールがどの
ようなことに使えるのか理解できません。
被害者が泣き寝入りして、加害者が逃げ得にならないよう、検挙率を挙げる。電車内に防犯カ
メラを設置して、抑止力とする。抑止力となるよう加害者には厳罰を処する。女性の側も被害
者にならないよう、露出の多い服を避ける、ながら歩きを避けるなど対策をする。
犯罪抑止はもとより、主人や息子が通勤等で利用することで冤罪がとても気になる。ラッシュ
時には、女性専用車両を増やす等して冤罪も防いで欲しい。
電車内で「痴漢は犯罪です」と車内放送が流れるだけで、抑止になると思います。
自分で意思表示できるように普段から声を出して予行したいと思います。

143

痴漢だと思ったら全然違う人かもしれないので、人違いに気を付けなければならないと思う。

144

混雑している車内で自分の身を守るのは難しいと思うので、若い女性は露出の少ない服を着
るとか隙をみせないように気を付けてほしい。また行政には女性車両を増やしたり危険な個所
には防犯カメラを設置するなどして、痴漢ができにくい環境づくりをお願いしたい。

132
133
134
135
136
137
138

139
140

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

このシールは実効性があるのか疑問。
学生時代は痴漢にあったかもわかりませんが、主婦になり被害は全くありません。痴漢抑止
シールの存在は初めて知りました。
抑止には厳罰。
それしかないと思います。
シールの効果には期待できない気がする
これから娘が心配です。治安のよい環境を作ってほしいです。
街灯を多くしてほしい。
防犯ブザーなどがあるといいですね。
チカン抑止シール良いですね。欲しいです。シールだけでなく、キーホルダー（マタニティー
キーホルダーのような感じのもの）もあると良いです。
痴漢する方が最も悪いけど、されない為にも質問8にあるような対策を出来る範囲で行うの
が、一番だと思います。また、電車内にももっと防犯カメラが設置されればいいのに…と思い
ます。
夜間の路上のほうが危ないので、もっと街を明るくしてほしいです。
痴漢をする方が悪いのですが、自分自身も意識をもって、被害にあわないようにする心構え
が必要なのだと思います。
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156

店舗での経験だが店員に相談、犯人を突き出しても店舗の評判に関わるからか「見逃して
やってくれ」と2回言われたことがある。また、電車内では性的ないやがらせだけでなく「手を
握ってくる」「髪の毛を執拗に触られる」など人には報告しづらい被害もあるし、友人も経験が
あると言っていた。この場合駅員に突き出していいものかどうか悩んだ。こういう怖い思いをし
ていることも知ってほしい。女性が防止するより男性にどんどん警告してほしいし罰則を強化
してほしい。なぜ女性ばかり負担を負わなければならないのか。責められるのか。

157

痴漢に遭わないほうがよい。でも遭わないようにする必要性（身だしなみや態度など）も感じ
る。一方で、痴漢されていないのに痴漢被害にあったと訴えられて、人生をだいなしにされてし
まう人もいる。いろいろな意味で、社会全体の雰囲気が変わらなければならないと思う。

158

日本は性被害全般に寛容過ぎる。女性だけでなく、男の子の被害も多いと聞く。
やはり、痴漢被害件数をこまめにマスコミに取り上げてもらい、痴漢を許さない風潮をつくらな
いといけない。社会のトップの男性たちが意識を変えないといけない。

159

普段から、警察などによるおとり捜査などに期待。冤罪などもあるようなので、警官によるおと
りの方が、間違いもなくよいかと思いました。痴漢の冤罪ほど悲惨なものはないような気がし
ますので。

160

混んでいるところでは冤罪等の恐れもあるので難しい問題だと思うが、小学校の時からの教
育で、嫌なことは嫌だと声に出せる訓練が必要なのではないでしょうか。

161
162
163
164
165

166

167
168
169

170

痴漢犯罪者の顔写真を駅前に張り出すとかどうでしょう。
時々でも、混んでいる車両や痴漢の多い車両に、警察官が乗ってもらえると・・・と思います。
防犯カメラがついていると、冤罪も防げるのでいいと思います。
娘がいるので、安全に・・・と願います。
もっと罪を重くしてほしい。
痴漢で捕まった人の住所や顔を公開し、その人には近寄らないようにできる。
一番は絶対に満員電車です！ずっと昔でも思い出すと腹立つし、気持ち悪くなる。でもとっさ
には何もできないです。電車でシールは見えないと思う。
私は「恥ずかしくて声を出せない」という女性に言いたいです。満員電車内では身動きも取れ
ず誰が犯人か分かり難いため訴えることをためらう人もいますが、声を上げる恥ずかしさと、
痴漢に耐える惨めさと、一体どっちの方が自分にとって屈辱的でしょうか。たとえ相手を捕まえ
られないとしても、声に出さなければ加害者が付け上がるだけです。大きな声でなくとも「痴漢
やめてください」「痴漢されてます」と口にすれば、加害者は行為をやめるはずです。もっと女
性が勇気を持って声を上げなければ自分を守れないのだと強く言いたいです。周りの人たち
の気まずい空気が気になってしまう被害者もいると思うので、そんな場面に遭遇したとき、周り
の人が取るべき行動や声の掛け方などを知ることができればいいと思います。
チカンをする側への対策も必要だと思います。
車内での盗撮防止のためにスマホのカメラを使用できないようにする。
周りにいる人が、もっと協力し合い、被害にあっている人は一人じゃない??と思えるようにした
い。騒いだり、助けを求めても、周りの人の視線が辛くて泣き寝入りしてしまう。
（これは、20代の娘の体験から）
痴漢する方に問題ですが、されないようにする努力をしなくてはいけないと思います。

9 / 13 ページ

第86回簡易アンケート（鉄道警察隊） 痴漢犯罪の抑止について

171

172
173
174
175
176

177
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シールはある程度有効的だと思いますが、直接的な解決にはなかなか届かないと思います。
学生時代、通学の満員電車で毎日のように痴漢に遭っていました。スカートはひざ下、ボタン
も全部とめており、真面目に制服を着ていました。女性専用車両(進行方向の一番後ろ)に乗り
たかったのですが、到着駅の階段の場所(進行方向の一番前)と離れているので、断念してい
ました。特に満員電車は身動きが取れないので、触られて、薄気味悪い笑い声を聞くのが本
当に嫌でした。ちなみに路線は埼京線です。
また、東川口で小学生の頃、不審な車に追いかけられている子たちがいました。実際に被害
もあったそうです。公園で母と一緒に散歩しているところを全身黒ずくめで目出し帽をかぶった
男性に追いかけられたことがあります。すごく怖いです。
東川口は小学生の頃だったので、前より良くなっているかもしれませんが、痴漢をしようと思う
人の心理が根本的に解決しない限り、なかなか難しいと思います。
痴漢はどこにでも、いると考えています。
自分の欲求を抑える事が出来ない人がいるのだから、自衛しかないと思っています。
男子でも、かわいらしい子は痴漢に遭ったという話を聞きます。
埼玉を走る電車は、一駅の区間が長いので、逃げにくい問題もあります。
一人一人が意識を変えていくことが大切だと思います。
街灯を増やしたり、なるべく暗い夜道をつくらないでいただきたいです。
夜間の電灯の充実が必要だと思う。大通りは車も通っていたりして比較的明るいと思うのです
が、自宅に帰る時必ず暗い所はあります。民家のある所の灯りが不可欠ではないでしょう
か？夜間に調査をして暗い所の把握が必要ではないでしょうか？
痴漢をされても、違ったら恥ずかしい、怖くて振り向けないなどがあって、実際に行動するのは
難しいです。そこを解決できる策をどんどん増やしてほしいです。
「チカン抑止シール」をどのように使用するのか説明して頂かないと、効果がいまいちわかりま
せん。
シールを痴漢の犯人にさりげなく見せるということでしょうか？
「警戒心をアピールできる」と書いてありますが、そのようなシールを貼ることで「この女の人、
自意識過剰だなぁ」と思う人や笑う人が出てくることも想像できます。
女性側が対策を取ったところで痴漢をする人はしてきますから、痴漢撲滅にもっと力を入れて
下さい。
埼玉県といえば埼京線の痴漢件数が非常に多いと聞きます。
被害者にシールを持たせるよりも、電車に「痴漢防止シール」を貼った方がよっぽど効果があ
るのではないでしょうか。
被害で本当に悩んでいるのは、「チカン抑止シール」などを貼って笑われることが怖い、人に
相談しても「気のせいだ」と言われて相手にされないのが怖い、そんな気の弱い女性だと思い
ます。
マタニティーマークの件も同じですよね。
マークを着けているだけで暴言を浴びせられる妊婦さんも中にはいます。(妊婦様、席を譲れ
アピ―ルしてるつもりか、など)
この手のマークを着けることで白い目で見られてしまうこともある、ということを理解して頂きた
いです。
満員電車内での痴漢は犯人の特定がわかりづらく、痴漢冤罪もあるので、電車内でも遠慮な
く防犯カメラを設置してほしい。
「チカン抑止シール」効果に期待したいです。街灯がまだ少ない道路もあります。街全体で自
分の地域から犯罪が起きないように防犯対策に予算をとってほしいです。監視カメラも増やし
個人宅にも付けてもらい「補助金」も検討して欲しいです。
チカン抑止シールに効果はありますか？それよりも、スマホにブザー音がインストールできれ
ば、痴漢にあったときに鳴らしてやめさせることができるのでは。
痴漢抑止シ－ル配ってほしいです。
本当に腹立たしいことです。
初めて痴漢被害にあったのは、12歳の頃電車内です。
その時は誰にもいえなかったですが、年齢が上がると対処方法も分かってきて、強くなりまし
た。
対処方法はふざけんなよオーラを示し、怒りを分からせることくらいですが。
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自由意見

183

電車や人通りの多い所は助けを呼べそうですが、人通りの少ない場所の場合、催涙スプレー
等の護身用グッズを使えると比較的安心できます。
ですが、催涙スプレー等は持っていると凶器を持っているとみなされると聞きました。
女性が一人でも身を守りやすくする為、護身用に限りOKにしてもらえたらと思います。

184

痴漢抑止シールを初めて知ったが、効果はない気がする

185

声を出せればと思うものの、実際に被害にあっている時は何も出来なかった。そんな時に周り
の人に助けを求める手段としてシールが広まり抑止力になる事を願います。

186
187

188

189
190
191
192
193
194

195

難しい問題です。更に広聴しながら、慎重に進めるべきです。特に双方の当事者から聴取し、
何故、犯罪が発生したかを把握して欲しいです。
痴漢犯罪者に対する罰則を強化してほしいと思う。
しつこい痴漢は、本当にしつこいです。抑止シールを見て全ての痴漢が犯罪行為をやめると
は到底思えません。
やはり一番良いのは女性側が勇気を出して、嫌なものは嫌！と明確に意思表示をすること。
痴漢行為をやめるよう、その場でハッキリ言うことが大切だと思います。
中にはそれでやめない場合もあるかもしれないし、逆恨みも怖いので、被害に遭った時の対
処方法をレクチャーしたり、護身術を教えてくれるような講座があったら良いなと感じました。
小さいころだった。男性の方が体格が勝るのでどのように対応すればいいのか、分からなかっ
た。小さいころから、教育が必要だと思う。
女性専用車両をもっと増やせばいいのでは？
もしくは、車両全てを男女別にするとか。痴漢の冤罪防止にもなるのでおすすめ。
痴漢ももちろんですが、冤罪を防ぐことにも気をつけて欲しいです。
混雑時の車内に監視カメラがあるとよいと思った
防犯ブザーを配る
40を過ぎた今は被害は無いけど若い頃はあった。若さゆえ、なにもできない黙ってる傾向なん
だと思う。
防犯カメラの設置とか外部からの対策があるといい。
痴漢をする人はどのような気持ちで行うのか、何が原因なのか、を分析し、公表して欲しい。ま
た、どの駅が痴漢が出る数が多い、という情報も欲しい。性的な犯罪者がどのあたりに住んで
いるのか、出やすいのか、どのように対処するのか、どうしたら被害にあいにくいか、を学校な
どを通じて子供にも教育し、教えるべきだと思います。（小学校高学年くらいから）

196

気の長い話かも知れませんが「教育」の一言につきると思います。男女ともに。
それでも、一定数は馬鹿な事をする人がいるのも確かですが。
これはもう「種」として生き残る為の個性の領域なのだと思います。
ロボトミーでもしなければ、全ての犯罪は阻止不能ですね。
だからと言って、犯罪防止活動を否定するものではありません。
犯罪性向のある、ボーダーな方々への意識に自制心を持たせられればいいと思います。

197

痴漢されないようなそんな環境や本人たちの意識を強く持たないといけないと思いました。電
車とかには特に乗る機会があまりないのですが、都内に行くと本当にぎゅうぎゅうの電車とか
乗る事がまれにありますが、あれだと痴漢されてもおかしくないとは思ったりしました。

198
199
200
201
202
203

女性専用車両を増やしてほしい。
痴漢犯罪があり、犯人が逮捕されなかった場合はその地域住人に気をつけるように、何らか
の方法でお知らせして頂けるとありがたいです。
痴漢をされている本人はなかなか対応が出来ないと思います。
周りの人も気がついたときは助けてほしいです。
若い女の人は、狙われるのはしょうがないと思います。
大阪では、女性車両が真ん中にあって、女性が乗りやすくなっていましたよ。
JR高崎線も、時間帯によって、女性車両を設けてください。
痴漢が減る様に努力してほしい。
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204

205
206
207
208

209

210

211
212
213
214

215

216

217

自由意見

インターネット上の掲示板で痴漢をする人間が集まりお互いに情報交換しているサイトがある
と聞きます（電車の何路線の車両が痴漢しやすい、痴漢成功報告など）。こういったサイトから
当人を割り出し、法的に罰して頂きたいです。
また、痴漢というよりももっと刑罰の重みを感じるような（万引きを窃盗というような）呼称で言う
ほうが良いような気もします。
電車内で学生服に精液をかけられたことがあります。降車してしばらくしてから気がつきました
のでどうすることもできず、それで遅刻したことも先生に咎められ、制服を買い替えたくて親に
も迷惑をかけました。犯罪抑止もとても大切ですが、それ以上に被害にあってしまった若者た
ちの心のケアもお願いしたいと思います。
痴漢は卑怯だし、女性を差別する行為だと思います。痴漢行為が無くなるよう望みます。
自分でできることをして、あとは男女とわず周りの人の協力とかもほしいです。
小学生、中学生など、女児を守りたい。根本的には電車の混雑を解消することが解決につな
がると思う。覆面警察も同乗しており逮捕者多数と告知してほしい。逮捕者は人生が狂うこと
を具体的に示してほしい。
電車の女性専用車両、とても助かっています。とっさの時は体が動かなくなってしまうので、難
しいです。
痴漢の冤罪にあわないための対策もして欲しいですね。主人がもし間違われてしまったら、と
心配です。
朝の満員電車の中等では、本当に痴漢なのかわからない時もあります。
そんなとき等に、気軽に相談出来る所があったらいいなと思います。
そういったポスターなどを電車内に掲示してあるだけでも、防止、抑制に なるのではないで
しょうか？ご検討お願いします。
痴漢にあうことがあったとしても、それは恥ずかしいことでもなく、話しにくいことや隠すべきこと
でもないという、教育が必要だと思います。
堂々と痴漢に意思表示できる環境や意識が大事だと感じます。
なくなることのない痴漢被害、少しでも減らすことができればよいと思います。
痴漢は卑劣な犯罪で、被害にあったら大声で叫ぶように娘には話しております。
軽いタッチでも痴漢とまで言えずに我慢してる女性が多いと思うので、軽いタッチでも痴漢です
と、周りが大きく取り上げてほしいです。
そうすると、訴えやすくなると思います。
シールは貼ることをためらう人が多いと思うので、ほかの策を考えて頂けるといいのかなと思
います。
さいたま市の中心部から外れると、住宅街など街灯があってもとても暗くなる。子どもたち自身
の意識もとても大事だと思うので、保護者向けに犯罪防止のセミナーなどを開いて、各家庭で
の防犯面での教育を促すのも手だと思います。
痴漢冤罪などもあり、男性側でも疑いをかけられる事への警戒心が昔よりも強くなってきてい
ると思います。
痴漢をすると社会的にどんな制裁を受けるのか、また被害者にどのような心的ダメージを与え
るのかという事を強く訴えていくべきだと思います。

218

痴漢の被害を無くすとともに冤罪を無くすために防犯カメラや見回りを増やすべきだと思う。

219

なかなか犯人を特定できない。
痴漢と声をあげても、犯人から「こんなブス触らねえよ！！」とか逆ギレされて傷つくと言う話を
よく聞きます。
周りの人も協力するよう、もっと呼びかけてほしいです。
チカン抑止シールを携帯に張ったとしても、被害にあうことはあるだろうし声を上げることが出
来ない人は出来ないままだと思います。
シールを作る予算を少しでも、警備員を増やしたりといった部分にあてたがほうが良いのでは
と少々疑問に思いました。

220

221

222

電車内には防犯カメラをつけるべきだ。
最近の痴漢は線路に降りて逃げるので、本当に頭にくる、対策して欲しい。
性犯罪者は再犯を重ねる、アメリカのように登録制にするべきだと思う。
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223

224
225

226

227

228
229
230

自由意見

現在は退職して専業主婦ですが、昨年まで通勤で埼京線を利用していました。朝も夕方も痴
漢がいました。埼京線は、痴漢が多いというのは有名な話になってしまっていて、より集まって
きてしまっているように思います。この噂(真実ですが)を払拭出来たら良いと思うのですが、こ
れはなかなか難しいように思います。
監視カメラが設置された車両もありますが、なんせ物凄い混雑で、痴漢をしても映らないし、あ
まり抑止力になっていなかったと思います。
チカン抑止シールですが、自分だと恥ずかしくて利用できないです。自惚れていると思う人も
いると思うので。また、痴漢がそのシールを貼っている人を避けたとしても、貼っていない別の
人を標的にするだけで、痴漢そのものは減らせないように思います。
埼京線では痴漢をしてもバレない、捕まらないと思われてしまっているのが何よりも問題だと
思うので、私服警察官などにラッシュ時に乗車してもらうなどして、検挙率を上げてもらうのが
一番効果的だと思います。
「わたしは泣き寝入りしません」のバッチが非常に効果的と聞きました。
シールとバッチと、両方展開できたらいいと思います。
混雑のどさくさや闇に紛れて行う痴漢行為ほど卑劣なものはありません。
混雑を避けられればいいのですが、それは難しいのでしょうか。シールより武器のほうがいい
ような気がします。
シールははっきりいって無駄だと思います。声を出せない人向けのシールだとしたら、声を出
せない人は痴漢への警戒心をアピールするシールを貼るということもしづらいと思います。自
意識過剰と思われそうといった心配。第一、人にシールを見せないし、痴漢されている最中に
携帯のシールを誰かに見せるのか？無理だと思います。それよりも痴漢をした場合の処罰な
どを駅に分かりやすく張って加害者側を怯ませた方がよっぽどいいかと。
被害にあったのは大昔ですが、男の人はどうしてそういうことをするのかわかりません。
小さな時から(交通安全指導などと一緒に)、こういうことをするとこんなことになる。と、教えて
みるのはどうでしょう？
久々に電車に乗ったら、女性車両に堂々と何人も男の人が乗っていた。
せっかく、分けてるのに意味がないと思う。
もっと、アナウンスかけるとか、男の人が乗ったら恥ずかしい感じにならないかな。
夫婦で乗るのはどうなのか？線引きして欲しい。
痴漢加害者の情報公開。
学校でも講義があるとよい。
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