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An NPO in Itabashi carried out a research to make a map with points where children feel uneasy or have been 
caught in a trouble and to share it with residents in the area. They use an Internet Mapped Information Board System 
“Kakiko Map” as a tool to share information with which they can put information on an internet map as if they put 
memos on a sheet of (paper) map. 

This paper summarizes the gaining of this research and evaluates it with the viewpoint of learning of children, 
concern of their parents for safety, and advantages of partnership.  
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1. はじめに 
1.1. 調査の背景と目的 
治安情勢の悪化にともない、犯罪弱者である子どもを狙った

犯罪も増加傾向にある。本調査は板橋区内の NPO（特定非営

利活動法人商店街とまちづくり研究会、以下 NPO と表記）が

主体となって行ったもので、小学生が不安に感じる個所や、犯

罪の危険にあったことのある個所を地図化（地域安全マップ）

し、その情報を共有化することによって、小学校、警察、地域

が一丸となって進める安全・安心まちづくりを支援するもので

ある。安全マップづくりは、交通事故対策としてのヒヤリマッ

プや防災対策・訓練としてのマップづくりとして先行的試みが

なされている。防犯においても徐々に同様の取り組みが見られ

るようになってきたが、本調査は、情報共有のためにWebGIS
を用いた点、小学生が自分たちでまちを歩いて地図を作る点、

警察、行政を含む多様な主体が関与している点において特徴的

である。動線が限られる大人と比べて、地域での活動時間が長

い子どもの方が地域のことを熟知している部分もあり、その視

点を広範囲に広げることで地域への愛着度が増すことも期待で

きる。またWebGISを利用

するため、IT教育としても

有効であると考えられる。 
板橋区では、今年 1 月、

小学生に危害を加える旨の

脅迫電話があり(1)、それを

受けて志村警察署は管内の

小学校との連絡会議を設置

した。その 2 月 20 日の席

上で NPO が今回の企画を

提案し、応募校の中から「安

全サポートネットワーク(2)」の実施など、地域を挙げて防犯意

識が高い板橋区立志村第一小学校（以下、志一小）をモデル校

として選定した。同校の校区は東側を国道 17 号（中山道）に

面し、東西に首都高5 号池袋線の高架が横切っている（図 1）。
商店街や小工場が住宅と密集して混在しており、車の通れない

細街路も多いが、こども 110 番(3)への協力が多いなど下町的コ

ミュニティが残る地域でもある。 
1.2. 調査の概要 
本調査は、(1)地域安全マップの作成、(2)地域安全マップの周

知、(3)改善に向けた活動の3段階に分かれる。 
地域安全マップは志一小の4年生が中心となって、模造紙版

とWebGIS版を作成した。WebGIS版には、5,6年生全員から

アンケート形式で集めた「危険な目にあった場所」の情報、同

じく 1～3 年生の保護者から集めた「子どもを遊ばせたくない

場所」の情報も掲載した。模造紙版は、地域住民や警察、行政

を招いた発表会で公開し、発表会後は志一小に隣接する板橋区

立清水出張所に掲示している。WebGIS版はインターネットで

公開している（http://www.shomachi.org/shimura1/、仕様につ

いては2.2章参照）。(3)の活動は9月以降進める予定である。 
1.3. 本報告の目的 
 本報告では、多様な主体との協働のもと、WebGISを活用し

て行った地域安全学習の成果と課題を整理する。子どもの学習

効果、家庭への持ち帰り、協働のメリットの3点を評価の視点

とする。 
 
2. 実施経過 
2.1. 運営委員会の設置 
本調査の実施のため、小出治東京大学教授を座長とし、警察、

行政、学校、PTA、専門家、地域団体、NPO 等から構成され
図1. 対象校区の位置 
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る運営委員会を設置した。NPO 代表が警察と行政の窓口とな

り、志一小校長が地域団体と PTA の窓口となって関係主体の

連絡・調整に当たった。 
4月13日の第1回運営会議では、授業内容と各主体の役割分

担を協議した。5月20日（第2回）には、NPOが準備したマ

ニュアルをもとに授業の進め方を確認した。授業終了後の7月

7 日（第3 回）には、授業の報告を行い、改善に向けた活動の

方針について話し合った。 
2.2. システム開発 
本調査では、東京大学工学部都市計画研究室などが開発した

「カキコまっぷ」をベースに開発した「みんなのカキコまっぷ」

を用いた。「カキコまっぷ」は、インターネット上に公開された

地図（または画像）の任意の地点に、不特定多数のユーザが、

任意の情報を｢付箋紙を貼り付けるように｣入力することができ、

また、これら不特定多数のユーザによって入力され蓄積された

情報を自由に検索･閲覧できる、双方向･開放型の｢インターネッ

ト書込地図型情報交流システム｣である（動作環境は表1、画面

は図2～4、詳しくは文献1参照）。「みんなのカキコまっぷ」で

は、4 年生が情報を入力すること、地域住民に公開し共有する

ことを考慮し、従来の「カキコまっぷ」に次の機能を追加した。 
・ 小学4年生が操作可能な、機能を限定した分かりやすいイ

ンターフェイスを用いる。 
・ 小学生による記入と保護者や地域住民による記入との区

別を、「別のレイヤー」の概念を用いておこなう。 
・ インターネットでの公開を考慮し、パスワードを持たない

閲覧者は追記、縮尺の切替などができない「ユーザ階層」

の概念を用いる。 
2.3. 授業 
地域安全学習の授業は、「総合的な学習の時間」13 時間を充

当して行った（概要は表2、活動風景は写真1～4）。 
【6 月7 日：防犯教室】 警察の協力により、体育館で被害防

止のための防犯教室を行った。まず、事件や事故に巻き込まれ

そうになった時の対処法を、「行かない」、「逃げる」、「声を出す」

の3つのキーワードを使って、腹話術で説明した。次に、ロー

ルプレイング形式で不審者対応の練習を行った。 後に、マン

ション世帯が多い地域特性を鑑みて、模造紙を使ってエレベー

ターの乗り方を教えた。 
【6 月9 日：まちあるき】 地図とカメラを使って、学区内の

「安心して歩ける場所」、「こわいなと感じる場所」を調査する

とともに、いざという時に駆け込める「こども110番」を探し

た。まちあるきでは、4 年生 54 人が 12 グループに分かれた。

各グループには、グループリーダーとして NPO メンバーが 1
名、警察、PTAから1名ずつ、計3名の大人が同行し、地域の

防犯協会、交通安全協会の方々は街頭に立って子どもの安全を

見守った。 
【6月11日：模造紙版の地図作り】 NPOメンバーによる補

助のもと、図工室で模造紙上の地図に「安心して歩ける場所」、

「こわいなと感じる場所」、「こども110番」の位置とその理由

を書き込んだ。完成した模造紙版の地域安全マップは、16日に

表1 システムの動作環境 

■サーバ動作環境 
・ OS：Linux/RedHat Distribution 
・ Webサーバ及びServletエンジン：apache + Jakarta Tomcat 
・ DBサーバ：postgreSQL 
・ 使用言語：Java、JSP、JavaScript 
■クライアント動作環境 
・ JavaScriptおよびcookieを使用できるブラウザ 
・ 56kbps 以上の速度（ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ環境であればなお良い）でのｲﾝﾀ

ｰﾈｯﾄへの接続環境（地図画像の受信に毎回100kb程度を要する） 

図2 カキコまっぷメイン画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 新しいメモの追加画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4 児童によりカキコまっぷに記入された情報 

 
子どもたちが地域の方々の前で発表し、その後、志一小に隣接

する清水出張所に掲示し、地域住民に公開している。 
【6月18日：WebGIS入力】 20 台のPCを備えたPCルー

ムで、模造紙版と同様に、「カキコまっぷ」上に「安心して歩け

る場所」、「こわいなと感じる場所」、「こども110番」の位置と

その理由を4年生自ら入力した。時間内に終わらなかった部分

は、後日、NPOで入力した。 
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表2 4年生に行った授業の概要 
月日 時間 内容 協力（括弧内は人数） 

5/29(土) 1 ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ（学校公開日） 校長、担任(2)、NPO(5) 
6/4(金) 1 防犯カルタ作り 担任(2) 
6/7(月) 1 防犯教室 志村署(3)、教頭、担任(2)、NPO(2)
6/8(火) 1 まちあるきの計画 担任(2) 
6/9(水) 2.5 まちあるき 志村署(13)、板橋区(2)、清水出

張所(2)、町会(7)、PTA(13)、
校長、担任(2)、NPO(9) 

6/11(金) 3 模造紙版の地図作り 校長、担任(2)、図工の先生、NPO(9)
6/15(火) 0.5 発表練習 担任(2)  
6/16(水) 2 発表会 志村署(2)、防犯協会(1)、交通安全協会

(1)、PTA(1)、校長、担任(2) 、NPO(2)
6/18(金) 2 WebGIS入力 担任(2)、図工の先生、NPO(6)
 

  
写真1 防犯教室 写真2 まちあるき 

  
写真3 模造紙版の地図作り 写真4 発表会 

 

3. 成果 
3.1. 子どもの学習効果 
第3回運営委員会では、校長が「防犯教室の効果は大きかっ

た。保護者、PTA、地域にPRしていきたい。」とコメントし、

PTA会長も「防犯教室がよかった。家庭でのおさらい、話し合

いを通じて定着させて欲しい。」とコメントした。 
担任教諭からは、活動終了後に子どもに問いかけた内容とそ

の回答が報告された（表3,4に代表的回答）(4)。「こわい場所を

歩くときに心がけたいことは」という質問への回答からは、防

犯教室で警察に教わった 3 つのキーワード（「行かない」、「逃

げる」、「声を出す」）が学習されていることがわかる。今回の活

動をきっかけに、普段から注意して歩く、万が一のために防犯

ベルを忘れないように携帯するという感想も多かった。 
「私たちのまちがどんなふうになればいいか。私たちにでき

ることは。」という質問に対しては、「ピーポ 110 番の位置を、

子どもにも見やすい位置にして欲しい」など子どもの視点から

の意見があった。細街路が多い地域特性を反映して、見通しの

悪いところにミラーをつけるという意見が多かったのも特徴的

である。その他では、「賑やかなまち」、「商店街」等のキーワー

ドが挙がっているが、商店街にピーポ110番の家が多く、歩い

ている大人も多いことが回答に繋がったと考えられる。 

表3 「こわい場所を歩くときに心がけたいことは。」に対する児童の回答 

 人数 回答例 

注意して歩く 23 ・変な人や車がないか確かめて、気をつけて通る。

・人がついてきていないかを確かめる。 
逃げる 15 ・通りやスーパーなどにぎやかな所に逃げる。 

・110番がはってある店に逃げこむ。 
大声を出す、助

けを呼ぶ 
16 ・相手をせず、しつこければ大声を出す。 

・自分でできなかったら、町の人に助けを呼ぶ。 
一人で歩かない 11 ・大人(親)と一緒に歩いたり大勢で歩いたりする。

防犯ﾍﾞﾙを鳴らす 8 ・防犯ブザーをいつでも鳴らせるようにする。 
通らない 5 ・遠回りになっても人通りの多い場所を歩く。 

・暗いときには通らない。 

表4「どんな町になればいいか。私たちにできることは。」に対する児童の回答 

 人数 回答例 

ピーポ110 番を

増やす 
25 ・自分たちで110番を多くしてくださいと言う。

・110番を小さい子にも見える位置にして欲しい。

街灯を増やす 17 ・暗い道に街灯があると安心できる。 
・明かりをつけたりして、暗い所を減らす。 

ミラーをつける 13 ・狭い道はミラーなどがあるといい。 
・人が隠れていそうな所にはミラーをつける。 

にぎやかにする 6 ・店やにぎやかな場所も増えて欲しい。 
監視/防犯カメラ 2 ・怖い所を商店街にしたり、監視カメラをつける。

図5 家庭への持ち帰り (N=30) 

  
3.2. 家庭への持ち帰り 
今回の授業が、家庭で防犯の話をする契機になったことを期

待し、活動終了後に4年生の保護者に対してアンケートを行っ

た。アンケートには30人の保護者（母親28名、父親2名）が

回答した。各回の授業内容の概要を説明した上で、それぞれ「こ

の日の授業についてお子さんからお話がありましたか」と質問

した結果が図 5 である。6 月 9 日のまちあるきについては、9
割以上の家庭で話題になっており、おおむね期待通りの結果が

得られたと言える。11日の大きな地図作りも、自宅で保護者に

話した子どもが多く、主体性の高い活動ほど家庭で話題にする

子どもが多いと考えられる。 
また別の設問では、このような防犯に関する授業について、

9割（27名）の保護者が「必要」と回答しており（残り3名は

「わからない」と回答）、学校だけでなく保護者にも犯罪に対す

る危機意識があることが伺える。 
3.3. 協働のメリット 
他地域における小学生の地域安全マップづくりは学校主導で

行われることが多いのに対し、本調査では、NPO、学校、PTA、
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区、警察、専門家、地域団体の協働体制でマップづくりをおこ

なっている。主な各主体の役割は次の通りである。 
・ NPO：調査の企画・運営。各主体間の調整。 
・ 警察：防犯教室の実施。まちあるき時に現場の警察官の視

点から子どもたちに情報提供。 
・ 区：教育委員会への説明。マスコミへの広報（報道される

ことで参加者が活動に自信を持つ(5)）。板橋区生活安全協議

会への周知。 
・ 専門家：より効果的な学習プログラムのデザイン。 
・ PTA：まちあるき時に親の立場から子ども間のトラブルを

解決。 
各主体を巻き込み、効果的な役割分担ができたのは、地域で

活動実績のあり、各方面から信用を得ている NPO が主導した

ことによるところが大きい。また、地域団体が関与したことで、

今後の活動の広がりが期待され、区、警察、専門家が関与した

ことで、地域の改善の実現可能性が高まることも期待される。 
 
4. 課題と今後の展望 
4.1. 課題 
関係者のレポートからは、成果だけでなく様々な課題が挙が

っており、他地域で同様の活動を行う際に改善したい。以下、

活動別に課題を箇条書きする。 
（まちあるき） 
・ 大勢の警察官が協力したため、地域住民の不安を招くケー

スがあった。報告だけでなく、事前の周知が必要だった。 
・ 人見知りする子どもの意見を引き出すために、十分なアイ

スブレークが必要だった。 
・ 同行する大人の意見に子どもの意見が左右された。 
・ まちあるきに協力した（運営委員会に参加していない）警

察官、PTAに活動の目的が理解されていなかった。 
（模造紙版の地図作り） 
・ 模造紙が1枚しかないため、作業に関われず取り残される

子どもがいた。 
・ まちあるきでグループリーダーを務めたNPOメンバーが

出席できなかったグループでは進行に混乱が生じた。 
（WebGIS入力） 
・ 過度な負担によりサーバが停止してしまい、授業を中断せ

ざるを得なかった。 
・ グループ同士で進捗状況が確認しづらく、（模造紙版の時

のように）競争を促すことで作業速度を高めることができ

なかった。 
4.2. 今後の展望 
（対象地区の今後の活動） 
まちあるきの結果、子どもが不安を感じる場所には、暗い場

所、狭い場所が多いことが分かった。今後、専門家の協力のも

と地域住民とさらなる分析を進め、危険箇所をなくすためのま

ちづくりを進めたい。 
第3回運営委員会では、防犯に特化した大人も参加するワー

クショップ、まちあるきなど、4 年生の取り組みを地域に広げ

る活動が専門家から提案され、参加者が頷く場面があった。9
月には学区内の全世帯に対し、今回の活動を周知するとともに、

PTAから「大人版まちあるき」の実施を呼び掛けるチラシを配

布する予定である。これらのプロセスを通じて、犯罪危険箇所

の改善や、地域の防犯意識向上、安全サポートネットワークな

ど既存の活動との連携が進むことが期待される。 
（他地域への展開） 
志村署からは、「管内の19小学校にも広げていきたい」とコ

メントがあり、ある小学校区で犯罪が急増している例が報告さ

れた。また、先述のとおり区の生活安全協議会でも志一小での

活動が話題に上っており、板橋区内の別の地域にも波及する可

能性が高い。さらには板橋区で蓄積したノウハウを整理、提供

することで、全国に同様の活動が広がることが期待される。 
 
※本研究の一部は、平成15-16年度科学研究補助金（若手研究(B)）課題

番号15760450の助成を受けて行ったものである。 
 

補注 
(1) 平成16年1月23日午後5時ごろ、板橋区内の3つの区立小学校に「子

どもたちを殺す」などといった内容の脅迫電話がかけられた。小学校と

連携して児童を集団で登下校させたり、地域のパトロールを強化するな

ど警戒に当たった。 
(2) 犯罪に対しては、地域・警察・区役所・保護者などが一丸となって立

ち向かう必要があるとの考え方から、志村第一小学校では「安全サポー

トネットワーク」を設立し、警察・消防、保護者・PTA、板橋区役所・教

育委員会、出張所・町会・老人クラブ、また近隣の学校も含む連絡体制

を取り入れている。学校長の判断により危険度レベルを３段階に分け、

その時々の各組織の動きを決めている。 
(3) 子どもたちが危険な目にあった時、気軽に駆け込んだり、声を掛けた

りできる家や商店をステッカーやプレートで表示する制度。都内各地域

において様々な名称で広まってきていたが、警視庁が統一したシンボル

としての「警視庁こども１１０番マーク」を作った。 
(4) 担任教諭からは、防犯教室で教わった内容の実践によって、幸いにも

被害を免れたケースがあったことも報告された。 
(5) 2004年6月12日朝日新聞朝刊（東京版）「住民手作り『安全地図』」、

2004年7月2日日本教育新聞「子どもの目線で防犯マップ」などで報道

されている。 
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