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This study investigates the cause and effect of making “neighborhood safety maps,” as a tool to make it easier for 

participants to learn about crime prevention. The results show that learning about crime prevention could be 

improved by making neighborhood safety maps, and by appropriate communication between young people and adults. 

This information is useful for people who are planning to make neighborhood safety maps in the future. A partnership, 

such as the one with university students, is indispensable in stimulating communication between young people and 

adults about crime issues in a local area. 
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1. はじめに 

 子どもを狙った犯罪の多発など治安情勢の悪化に伴い、犯罪や

事故の発生しやすい個所やその理由、実際の犯罪や事故が発生し

た場所などを示した「地域安全マップ」が多くの地域で作成され

ている 1), 2) 。地域安全マップづくりは、小宮（2005）が言及し

ている通り、子ども達自身が体験学習を通して被害防止能力を身

に付ける方法であり、全国の教育現場や地域活動の中で盛んに実

施されている 3)。地域安全マップとは、防犯環境設計（Crime 

Prevention Through Environmental Design: CPTED）と割れ

窓理論（broken windows theory）に基づき，監視性と領域性の

視点からコミュニティを点検し、「犯罪が起こりやすい場所」と

「犯罪が起こりにくい場所」を地図にかき出すものである 4)。地

域安全マップづくり活動は、事前学習、フィールドワーク、マッ

プ作製、発表会から構成されており、その活動により期待される

効果としては、被害防止能力の向上、コミュニケーション能力の

向上、地域への愛着心の向上、非行防止能力の向上、大人の防犯

意識の向上がある 4), 5)。 

本稿では、大学生を指導者とした福岡県北九州市での地域安全

マップづくりの事例を紹介した後、共分散構造分析により、地域

安全マップづくりにおいて期待されている効果を規定する要因

を抽出し、その要因間の影響度を定量的に明らかにすることを目

的とする。これらの事例紹介と研究成果が、同様の取り組みの参

考となることを期待する。 

  

2. 既往研究のレビューと本研究の位置づけ 

2.1. 既往研究のレビュー 

 地域安全マップづくりの方法論やその課題に関して、樋野ら

（2006）によると、地域安全マップづくりの取り組みは概ね、事

前学習、まちあるき、マップづくり、発表会という流れで進めら

れるが 6)、それぞれの具体的な方法論では、改良の余地があると

している 2)。そこで、樋野ら（2006）では、東京都板橋区内の小

学校の4年生の授業として、地域安全マップづくりにおいて、子

供の遊び場の重点的なチェックと保護者の積極的参加という新

たな試みを紹介し、その評価を行うことで、地域安全マップづく

りの方法論について考察した。その結果、遊び場カルテを用いた

児童の防犯視点を養う試みについては、明確な効果は見られなか

ったものの、保護者の積極的参加については、保護者からも肯定

的に評価され、家族全体のエンパワーメントにつながっているこ

とが示唆された 2)。 

また、地域安全マップづくりの効果に関して、平（2007）は、

小学4年生30名を対象に、地域安全マップ作製前後に質問紙調

査を行った 7)。それにより、地域安全マップづくりを行うことに

よって期待される4つの効果（被害防止能力、コミュニケーショ

ン能力、コミュニティへの愛着心、非行防止能力の向上）が得ら

れるかどうかを検討している。質問紙は、被害防止能力の向上に

関する質問を2項目、コミュニケーション能力の向上に関する質

問を3項目、コミュニティへの愛着心の向上に関する質問を8

項目、非行防止能力の向上に関する質問を2項目、合計15項目

からなるものであった。回答方法は「すごくそう思う」「ややそ

う思う」「ややそう思わない」「ぜんぜんそう思わない」の4件法

であった。その結果、15項目すべてにおいて望ましい方向へ向

上していた。4つの効果ごとの平均値は、実施前に比較して実施

後の得点がすべて有意に高くなった。この結果から，小宮（2006）

による推測の通り、4つの効果が実際に向上していることが実証

された 7)。 

しかし、濱本・平（2008）によると、平（2007）による実験の

問題点として、調査が地域安全マップ作製の実施直前と実施直後

に行われたことをあげている 5)。この場合、児童は地域安全マッ

プを行ったことによるバイアスがかかり、実施直後の質問紙調査

の方が良い点を入れやすくなってしまう。また、地域安全マップ

の効果は持続すると言われているが、持続性については検討され

ていない。そのため、実施直後の調査だけでなく、実施以後の調

査が必要であるとしている 5)。そこで、濱本・平（2008）では、

大学生が小学生を対象として地域安全マップ作製指導を行い、そ

の実施前、実施直後、実施から1ヶ月経過後に質問紙を行うこと

により、時間の経過が、参加した小学生の被害防止能力、コミュ
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ニケーション能力、地域への愛着心、非行防止能力の向上に及ぼ

す影響について検討した。その結果、実施前後では 4つの効果

は向上していたが、この効果は時間経過とともに再び減少してい

たことが明らかにされた。そこで、4つの効果を持続させるため

の方法として、地域安全マップ作製後も児童が地域の人や保護者

の人に対して発表会を行う、子ども自らが地域の清掃活動に参加

するなど、地域安全マップ関連行事を行うことが有効であること

が示唆された 5)。 

本研究では、上記の既往研究を参考にしたうえで、既往研究で

は明らかにされていない、地域安全マップづくりにおいて期待さ

れている効果を規定する要因間の影響度を定量的に明らかにす

ることを目的とする。その意義としては、要因間の影響度を定量

的に明らかにすることで、今後の地域安全マップづくりにおいて

どのような要素に今後着目し、より良い地域安全マップづくりを

実施していく参考となることを期待するものである。本研究にお

いては、既往研究のように地域安全マップづくりの効果やその時

間変遷を検証するものではなく、効果を規定する要因を抽出し、

その要因間の影響度を明らかにすることを目的とするため、後述

するアンケート調査は、地域安全マップづくりの効果がもっと意

識される、地域安全マップづくり実施直後の一回のみとする。 

 

2.2. 北九州市における地域安全マップづくりの事例 

北九州市では、地域安全マップづくりを広く市内に普及させる

ため，地域安全マップの考案者である立正大学文学部の小宮信夫

教授の理論を基にして、地域安全マップづくりの指導マニュアル

（北九州市総務市民局安全安心課）を作成し、「北九州市安全・

安心条例検討委員会」で委員長を務めた九州国際大学の山本啓一

教授の指導のもと、北九州市内の学生防犯ボランティアが主体と

なり地域安全マップづくりに取り組んでいる。 

2014年度は、2014年9月に前述の九州国際大学の山本教授

を講師に迎え、地域安全マップづくりの指導者を養成することを

目的とした「防犯アカデミー」の開催（主催：北九州市市民文化

スポーツ局安全・安心推進部）を皮切りに、北九州市内の計7

区（門司、小倉北、小倉南、若松、八幡東、八幡西、戸畑）にあ

る各小学校で、複数の大学の学生が主導し、北九州市や福岡県警

本部、各区の警察署、小学校の教職員、各校区の生活安全パトロ

ール隊など地域の方々と協働して地域安全マップづくりを実施

した。 

本稿では、上記のうち、著者の所属する北九州市立大学地域共

生教育センターの防犯・防災プロジェクトの学生が主導し10月

と11月に実施した小倉北区と南区の二つの事例を対象とし、共

分散構造分析により、地域安全マップづくりにおいて期待されて

いる効果を規定する要因を抽出し、その要因間の影響度を定量的

に明らかにする。そこで、次項では、本稿で用いた分析手法であ

る共分散構造分析について既往研究をもとに整理する。 

 

2.3. 共分散構造分析 

共分散構造分析とは、社会・自然現象の因果関係を観測された

現象に基づいて明らかにする統計的手法の1つである 8), 9)。 

因果関係や構成概念は図 1 に示すようなパス図で表現される。

アンケート調査等によって直接測定される観測変数や、測定でき

ない構成概念を示す潜在変数、構成概念だけでは説明できない誤

差変数等によってモデルが形成される。これらの対象の間の関係

は矢印を伴う線で表す。原因と結果となるような関係は一方に矢

印を持つ直線で示し、相互に関係を持つ場合は、両方に矢印を持

った円弧で表す。これらの直線や円弧をパスと呼び、因果や相関

関係の強さ表すパス係数が算出される。本研究では、上記の分析

にはStataIC 13を用いて行った。 

 

3. 対象事例における地域安全マップづくりとアンケート調

査の概要 

前述の通り、本研究では、著者の所属する北九州市立大学地域

共生教育センターの防犯・防災プロジェクトの学生が主導して実

施した小倉北区と南区の二つの事例を対象としている。本項では、

その二つの事例について詳述すると同時に、その際実施したアン

ケート調査の概要について記述する。 

 

3.1. 対象事例における地域安全マップづくり 

 北九州市立大学地域共生教育センターの防犯・防災プロジェク

トの学生が主導して実施した小倉北区と南区の二つの事例（表

1）では、主に次の6つのステップで地域安全マップづくりを実

施した。 

 

1. 事前準備（実施日前）：プロジェクトリーダーの学生が中

心となって、小学校における地域安全マップづくりの企画

を行う。具体的には、まず、地域安全マップづくりの研修

を受講し、プロジェクトグループ内で地域安全マップづく

りについての基礎知識を共有する。その後、実施日につい

て関係者と日程・時間調整し、連絡・情報共有を行う。決

定した実施日の数週間前に、対象地域を数回に分けて下見

し、参加人数や時間を考慮してグループ分けをし、各グル

ープにコース（ルート）を設定する。グループ分けの際に

は、各グループに大人の管理監督者と危険個所や安全箇所

の発見をサポートする随行者を配置する。また、事前準備

では、地域安全マップづくりで使用する模造紙や地図、冊

子、文房具、プロジェクターなどの発表用資料、弁当の手

配を関係者と協力して準備する。 
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図1 因果ループ図 

- 169 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.13, 2015 年 2 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.13, February, 2015 

 

 

 

表1 本研究における2つの対象事例 

 対象事例1 対象事例2 

地区 北九州市小倉北区 北九州市小倉南区 

実施日 2014年11月13日（木）

9:00～16:00 

2014年10月28日（火）

9:00～16:00 

対象学年・

人数 

小学校4年生・97名 小学校4年生・56名 

参加団体・

人数 

大学生（北九州市立大

学）：4名、警察：5名、

市役所：5名、大学生（そ

の他）：6名、地域住民：

8名、小学校教職員：3

名 

大学生（北九州市立大

学）：7名、警察：5名、

市役所：6名、地域住

民：9名、小学校教職

員：2名 

総参加人数 128名 85名 

ルート数 5ルート 4ルート 

班数 10班 8班 

 

  

写真1 研修の様子（左）、写真2 下見の様子（右） 

  

2. 事前学習：まず、地域安全マップづくりの目的・効果・手

法などについて、大学生が、小学生に説明する。次に、地

域安全マップづくりにおいて重要な、どのような場所が危

険な場所なのかについて、小学生に理解しやすいように

「危険な場所：入りやすくて見えにくい」「安全な場所：

入りにくくて見えやすい」というキーワードを使い説明す

る。その際、実際の事例について写真や図で示すことによ

り具体的に小学生がイメージできるように工夫する。  

3. グループ編成（役割分担）：班（グループ）を編成して役

割分担を決める。この作業は「1．事前準備」であらかじ

め決めておくことが望ましいが、実施日当日に欠席する参

加者もいるため、適宜調整する。班の構成人数は5～6名

程度で、それぞれの役割は表2のとおりである。なお、各

班には、サポートする大学生、安全を確保する地域・警察・

行政職員の方など大人を2～3名同行させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2 地域安全マップづくりにおける役割分担 

係 役割 

班長・副班

長 

 人数の確認 

 列が整っているかを確認 

 みんなが遊んでいないかチェック 

 班のみんなに注意や声かけ 

インタビュ

ー係 

 まちの人にインタビュー 

 インタビューシートに聞いたことを記録 

地図係 

 インタビュー係や記録係が記録した場所に

番号の書いてあるシールを地図にはる 

 班のみんなを地図通りに案内 

記録係 
 記録シートにどんな場所が危険・安全なの

か記録 

カメラ係 

 カメラを使って安全な場所や危険な場所を

写真にとる。 

 写真に記録係が記録した場所と同じ番号を

書き、バックに入れて管理する 

 

  
写真3 事前学習の様子（左）、写真4 役割分担確認の様子（右）  

 

4. フィールドワーク（まち歩き）：小学生と大学生、地域住

民等で、班ごとに、校区内のルートを歩いて、植物の陰で

遊具が見えにくい公園、ガードレールのない道路、人通り

のない路地の駐車場など「入りやすくて見えにくい場所」

や、落書きやゴミのポイ捨てなどの行為が放置されている

場所など、大学生のサポートのもと、小学生自身の目でチ

ェックして記録させる。その際、安全体制として、前述の

通り大人の管理監督者を同行させる、緊急連絡網（携帯電

話）を整える、腕章など目安となるもの携行させる、交差

点等にあらかじめ関係者を配置するなどを行う。 

 

  

写真5 まちあるきの様子（左）、写真6 インタビューの様子（右） 

 

5. 地域安全マップ作成：フィールドワーク（まち歩き）を終

えたら、各班で発見したことやインタビューしたことを、

地域安全マップとしてまとめる。その後、写真を貼り、コ

メントを書き込む。コメントには、なぜそこが危険なのか、

「入りやすい」「見えにくい」の2つのキーワードを使い
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ながら説明する。地域安全マップを作成する際は、みんな

で議論しながら進めるように指導する。 

6. 成果発表：班ごとに、完成した地域安全マップを黒板に掲

示して発表会を開催する。調査・議論結果（安全・危険と

思った理由）や地域安全マップを作成するにあたって苦労

した点や反省点、勉強になった点を発表してもらう。小学

生は、他の班の発表を聞くことにより地域への理解が深ま

る。また、発表会では、大学生や地域の人、小学校の教職

員、行政職員、警察の方にも発表を聞いて頂くことにより

地域全体での防犯意識の醸成が図れる。 

 

  

写真7 マップづくりの様子（左）、写真8 発表会の様子（右） 

 

3.2. アンケート調査の概要 

 本研究では、アンケート調査対象者として、前述の通り、北九

州市立大学地域共生教育センターの防犯・防災プロジェクトの学

生が主導して2014年10月と11月に実施した、小倉北区と南区

の二つの地域安全マップづくりに参加した全参加者への回答を

求めた。分析対象者は、質問項目に記入漏れがあった 4名を除

いた計209名（男子121名、女子88名）である。 

アンケート調査の質問紙に関しては、既往研究における質問項

目を参考にして計11項目の質問紙を作成した（表3）。回答方法

は、「そう思う」、「ややそう思う」、「どちらともいえない」、「あ

まりそう思わない」、「そう思わない」の 5件法とした。 

 

表3 アンケート調査の質問項目 

問 項目 

Q1 どんな場所が安全かわかった 

Q2 小学校がある地域がどんなところかわかった 

Q3 小学校がある地域で助けを求める場所が分かった 

Q4 どんな場所が、きけんかわかった 

Q5 どうすればきけんなめに合わないかわかった 

Q6 小学校がある地域のことが好きになった 

Q7 人の言うことをきちんと聞くことができた 

Q8 活動のために、友人・同僚と協力できた 

Q9 世代の異なる人に話しかけ、交流することができた 

Q10 満足いく安全マップをつくることができた 

Q11 話し合いをする時、自分の意見が言えた 

  

4.  アンケート調査および分析結果 

4.1. アンケート調査の単純集計 

 アンケート調査における各質問項目の回答者の回答結果をま

とめると図2のとおりとなる。Q１「どんな場所が安全かわかっ

た」およびQ7「人の言うことをきちんと聞くことができた」に

関して、「そう思う」もしくは「ややそう思う」と回答した割合

が、95%以上の高い割合を示していることがわかる。また、多く

の質問項目に関して、「そう思う」もしくは「ややそう思う」と

回答した割合は80%以上と高い割合を示している。これは既往研

究の調査結果とも整合性ある結果となっている。ただし、Q3「小

学校がある地域で、助けを求める場所がどこか分かった」とQ11

「話し合いをする時、自分の意見が言えた」に関しては、「そう

思う」もしくは「ややそう思う」と回答した割合が低くなってい

ることが分かる。 

 

 

図2 アンケート調査の単純集計（割合：%） 

 

 図2の詳しい内訳を人数で示したものが表4である。さらに、

表4では、5件法による回答に関して、「そう思う」：5点、「やや

そう思う」：4点、「どちらともいえない」：3点、「あまりそう思

わない」：2点、「そう思わない」：1点と点数付けし、各質問項目

の平均点を右端に示している。その結果、Q１「どんな場所が安

全かわかった」、Q4「どんな場所が危険かわかった」、Q7「人の言

うことをきちんと聞くことができた」がそれぞれ平均点 4.69、

4.65、 4.61 と高得点なのに対して、Q3「小学校がある地域で、

助けを求める場所がどこか分かった」が平均点3.81、Q11「話し

合いをする時、自分の意見が言えた」が平均点3.92とやや低い

ことが分かった。しかしながら、すべて中間値の3を上回る結果

となった。 

 

表4 アンケート調査の単純集計（人数：人）と平均点 

 
5 4 3 2 1 平均点 

Q1 162 42 3 0 2 4.69  

Q2 134 60 7 3 5 4.41  

Q3 108 60 30 6 5 3.81  

Q4 168 32 6 0 3 4.65  

Q5 146 50 12 0 1 4.45  

Q6 117 65 19 3 5 4.10  

Q7 160 40 7 2 0 4.61  

Q8 143 49 10 6 1 4.42  

Q9 126 61 13 7 2 4.26  

Q10 143 41 18 2 5 4.25  

Q11 117 49 17 12 14 3.92  
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4.2. 共分散構造分析の分析結果 

つぎに、本研究では、共分散構造分析により、地域安全マップ

づくりにおいて期待されている効果を規定する要因を抽出し、そ

の要因間の影響度を定量的に明らかにする。この共分散構造分析

にはStataIC 13を用いて行った。設定したモデルの検定には、

カイ2 乗適合度検定（χ2、自由度、P 値）、CFI、RMSEA の

3 種の適合度指標を使用した。モデルの採用は適合度が最も良

好で、潜在変数間及び潜在変数と観測変数間の全てのパス係数が

Wald 検定で有意（5％以下）になることを条件として最適モデ

ルを検出した。尚、パス係数は全て標準化推定値で示す。その結

果、カイ2 乗適合度検定のP値は0.052、CFIは0.982、RMSEA

は0.046、となった。 

また、共分散構造分析の結果は、図3に示す通りとなった。

効果的な地域安全マップづくりでは、世代間交流が最も重要な要

素で、続いてコミュニケーションや地域との関わりが重要な要素

であることが分かった。これらは安全・安心なまちへの理解より

も相関度が高く、地域安全マップづくりでは、単純に危険な場所

や安全な場所はどういう場所かといった安全・安心なまちへの理

解を促すという目的だけではなく、世代を超えて、色々の人と安

全マップづくりを行う際に交流やコミュニケーションをとるこ

とが効果的な安全マップづくりに寄与していることが分かる。 

 

5. 考察とまとめ 

 前節の結果より、地域安全マップづくりでは、世代間交流やコ

ミュニケーション、地域との関わりが重要な要素であり、安全・

安心なまちへの理解そのものよりも影響度が高いということが

分かった。その一方で個別の質問項目の単純集計結果をみると、

Q１「どんな場所が安全かわかった」およびQ4「どんな場所が危

険かわかった」が平均点 1.73、Q7「人の言うことをきちんと聞

くことができた」が平均点1.71と高得点なのに対して、Q3「小

学校がある地域で、助けを求める場所がどこか分かった」が平均

点1.24、Q11「話し合いをする時、自分の意見が言えた」が平均

点1.16とやや低い。 

以上のことは、地域安全マップづくりでは、単純に危険な場所

や安全な場所はどういう場所かといった理解を促すという目的

は達成されている一方で、それだけでは、必ずしも、危険な目や

犯罪に巻き込まれそうになった時に、地域で、助けを求める場所

がどこか十分に伝えたとは言えないことが分かる。加えて、地域

安全マップづくりでは、そのような安全・安心まちづくりへの理

解を促すではなく、世代を超えて、色々の人と安全マップづくり

を行う際に交流やコミュニケーションをとる、また、地域への理

解そのものが効果的な安全マップづくりを実施する際に重要で

あり、地域の高齢者と小学生をつないだり、第三者の視点から地

域を観察したりする大学生の役割が少なからずあることも推察

される。今後は、そのような大学生が地域安全マップづくりに参

加する意義を十分に認識したうえで、安全マップづくりでは、単

純に「犯罪が起こりやすい場所」と「犯罪が起こりにくい場所」

を地図に描きだすということのみならず、実際に犯罪に巻き込ま

れそうになった時に、助けを求める場所がどこかなど、世代を超

えて、大学生を含む様々の人と議論・交流し、コミュニケーショ

ンがとれる安全マップづくりの実施体制・デザインを考えていく

必要がある。 

地域との関わり

安全な場所への理解

地域への理解

助けを求める場所への理解

危険な場所への理解
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地域への愛着

異世代間交流

同世代間での協力

自分の意見を話す
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図3 共分散構造分析の結果 
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