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This paper proposes a new method of making “neighborhood safety maps” which are spreading to many 
neighborhoods to make them more useful for participants to learn about crime prevention. As a result, 
it is said that the attempt to sharpen viewpoints of children with “Asobiba Charts” is yet to evaluate, 
but the attempt to make parents participate more deeply was positively evaluated by most of them and 
it was suggested that it led to the empowerment of their families. 
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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、なかでも子どもを狙った犯罪の多発

を背景に、犯罪や事故の発生しやすい箇所やその理由、

実際に犯罪や事故が発生した場所等を表した「地域安全

マップ」が多くの地域で作成されている(1)。地域安全マ

ップの取り組みはおおむね、事前学習、まちあるき、マ

ップ作り、発表会という流れで進められるが(2)、それぞ

れの具体的な方法論については改良の余地があると言え

る。 
本研究は、板橋区内の A 小学校で 4 年生の授業として

行った地域安全マップづくりにおける新たな試みを紹介

し、その効果を評価することを目的とする。既に報告し

た取り組み 1),2)の反省を踏まえてプログラムの改良を行

い、A 小学校では、子どもの遊び場の重点的なチェック、

保護者の積極的参加の 2 点の導入を試みた。 
既存研究には、地域安全マップに記入された情報から、

犯罪不安を感じやすい場所やその理由を分析したもの

3),4)が見られるが、本研究は、地域安全マップづくりの方

法論について考察するものである。 
1.2 調査の方法 

A 小学校の地域安全マップづくりについて、企画段階

から参与観察を行った。A 小学校区は、民間の大規模団

地（以下「B 団地」）の敷地が大半を占め、参加した 4
年生の約 3 分の 1 が B 団地に居住している（写真 1,2）。
B 団地敷地内及びその周辺には樹木が多く、都心では希

少な住環境を提供しているが、見通しの悪い箇所もあり、

不審者による被害が周辺と比較して多い。 

また、実施後の評価を把握するため、2006 年 1 月に

担当教員へのヒアリング調査、同 2 月に 4 年生保護者へ

のアンケート調査を行った。アンケート調査の概要は表

1 の通りである。 
 

表 1 アンケート調査概要 

調査主体 NPO しょうまち 
調査時期 2006 年 2 月 
調査方法 学校で児童を通じて配布、回収 
対象者 A 小学校 4 年生保護者 71 名 
回収数 29（うち参加者 15 人） 
回収率 40.8% 

 

  

  写真 1 B 団地内通路 写真 2 A 小学校から B団地を望む 

 
2 実施概要 
2.1 実施体制 

地域安全マップづくりのため、小学校、PTA、警察、

B 団地防犯協会、区、NPO で構成される運営委員会を設

置した。小学校と NPO が運営委員会の事務局となり、

小学校は主に保護者と防犯協会との連絡・調整、NPO は

警察と区との連絡・調整を担当した。運営委員会は 2 回

実施し、第 1 回（8/31）に授業計画の作成、第 2 回（10/14）
に、役割分担と授業の進め方について確認した。 
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警察及び防犯協会は、まちあるきの際に児童の安全確

保、必要な情報提供を行った。 
2.2 実施プロセス 

地域安全マップづくりには、表 2 に示すとおり全体で

14.5 時間の「総合的な学習の時間」が充てられた。以下、

既に報告した取り組み 1)から改良した点だけ説明する。 
まず、子どもの遊び場を重点的にチェックするため、

11/4 には「遊び場マップ」を作成した。児童は住所によ

って 14 グループ(3)に分かれ、小学生がよく遊んでいる場

所を地図にプロットし、どのくらいの年齢の子どもが、

どのような遊びをしているかを整理した。また、保護者

に児童の補助だけでなく、積極的に参加してもらうため、

大人版の地域安全マップを作って発表してもらった。71
人の児童に対し、まちあるきには 21 名、マップ作りに

は 18 名と、多くの保護者が参加した。 
 

表 2 実施プロセスと協力主体 

月日 時間 内容 協力（括弧内は人数）

10/15(土) 1 ガイダンス 教員(3) 
11/4(金) 1.5 遊び場マップ作り 教員(2)、NPO(4) 
11/15(火) 1 まちあるきの計画 教員(2) 
11/16(水) 3 まちあるき 警察(8)、防犯協会（6）、

区(1)、保護者(21)、教

員(4)、NPO(4) 
11/18(金) 3 地域安全マップ作

り 
保護者（18）、教員(4)、
NPO(3) 

11/24(木) 1 発表練習 教員(2)  
11/25(金) 2 発表会 警察(2)、防犯協会(1)、

区(1)、保護者(4)、教

員(3) 、NPO(5) 
11/29(火) 2 WebGIS 入力 教員(2)、NPO(4) 

 

  
写真 3,4 児童が作成した地域安全マップ 

 
2.3 新たな試み 

(1) 子どもの遊び場の重点的なチェック 
児童の防犯の視点を養うため、遊び場マップで挙がっ

た遊び場（以下「遊び場」）と、遊び場マップで挙がらな

かったが子どもの遊び場として整備されたと考えられる

広場・公園等（以下「非遊び場」）について、9 項目を 5
段階で評価する「遊び場カルテ（以下「カルテ」）」を用

いてまちあるきの中で各児童に評価させた(4)。カルテ内

の項目は、公園の犯罪不安要因に関する既存研究 5),6)を

参考に、子どもにも分かりやすい用語で設定した（表 3）。

従来の取り組みでは、事前学習の中でこれらの項目をま

ちあるきの際の視点として参加者に示したが、これらす

べてを体得してまちあるきの中で発見することは難しい

ため、重点箇所である遊び場に限定してカルテに書き込

む手法を導入した。 
(2) 保護者の積極的参加 

 保護者には、児童のグループのリーダーとして授業の

補助をしてもらうのに加え、地域で生活する住民の立場

から大人版の地域安全マップを作成・発表してもらった。

ただし、マップの作成・発表過程において、保護者の意

見が児童に影響するのを避けるため、作成作業は児童と

別室で行い、発表は児童の後に行った。 

 
表 3 遊び場カルテの評価項目（各 5段階評価） 

1. 昼間は明るいですか？（昼間の明るさ） 
2. チャイムが鳴る時間は明るいですか？（夕方の明るさ） 
3. 外から遊び場の中が見えますか？（見通し） 
4. 植物が抜かれたり盗まれたりしていませんか？（植栽の被害） 
5. 遊具・トイレ・水飲み場・ベンチなどがこわれていませんか？

（バンダリズム傾向） 
6. 落書きがありませんか？（落書きの有無） 
7. ゴミが落ちていたり、散らかったりしませんか？（ゴミの散乱） 
8. 自転車がバラバラにおかれていませんか？（自転車放置） 
9. 怖い思いをした時に助けがきてくれそうですか？（救助可能性） 
 

3 カルテ及び地域安全マップの分析 
3.1 カルテの分析 

 カルテの評価を 5 点満点に得点化し、遊び場と非遊び

場の別、B 団地内外の別に平均点を求めた。図 1 に示す

とおり、遊び場では「1. 昼間の明るさ」の評価が高く、

子どもが遊び場を選択する際の要因になっていると考え

られる。逆に「5. バンダリズム傾向」、「7. ゴミの散乱」

は非遊び場のほうが高評価であるのは、よく利用する場 
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図 1,2 カルテの平均点 

（左：遊び場・非遊び場別、右：団地内外別、項目は表 3に対応） 
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所の方がバンダリズムの痕跡やゴミに気づきやすいため

と考えられる。 
図 2 からは、団地内の遊び場で「3. 見通し」の評価が

高く、開発計画時に考慮された可能性が示唆される。「5. 
バンダリズム傾向」については団地外の方が高く、管理

主体の違いに起因する可能性も示唆される。 

3.2 地域安全マップの分析 

地域安全マップに貼られた犯罪不安箇所を示す付箋紙

を、位置、書かれたコメントの内容によって分類した（た

だし、1 つの付箋紙に 2 つの理由が書かれている場合は

2 回カウントした）。表 4 を見ると、団地外においては道

路上での不安が多いのに対し、団地内では通路、広場、

駐車場のいずれにも該当しない「その他」の場所での不

安が多い。一般の住宅地と異なり、大規模団地において

は特定の目的に供されない、誰でも近づける場所が存在

するため、このような差が見られたと考えられる。 
犯罪不安の理由を団地内外で比較すると（表 5）、団地

内に見通しが悪い場所、不審者が出そうな場所が多いの

に対し、団地外では狭さが不安に繋がっている箇所が多

い。児童と保護者を比べると、いずれも「暗い」、「見通

しが悪い」を理由として挙げた者が多いが、保護者では

挙がらなかった「不審者が出た・出そう」、「ゴミ・落書

あり」が挙がっていることが児童の不安理由の特徴と言

える。 
 

表 4 児童の犯罪不安箇所の位置 

 団地内 団地外 計 
道路・通路 28.6% 63.9% 48.2%

公園・広場 26.5% 21.3% 23.6%
駐車場 0.0% 11.5% 6.4%
その他 44.9% 3.3% 21.8%

コメント数 49 61 110
 

表 5 回答者別、団地内外別にみた犯罪不安理由 

児童  
不安理由 割合 (団地内) (団地外) 

保護者

暗い 47.3% 44.9% 49.2% 38.7%
見通しが悪い 16.4% 22.4% 11.5% 29.0%
不審者が出そう 9.1% 12.2% 6.6% 0
人が少ない 8.2% 6.1% 9.8% 22.6%
狭い 7.3% 2.0% 11.5% 6.5%
不審者が出た 6.4% 6.1% 6.6% 0
ゴミ・落書あり 5.5% 6.1% 4.9% 0
行き止まり 0 0 0 3.2%
コメント数 110 49 61 31
 

4 成果と課題 
4.1 子どもの学習効果 

カルテをプロセスに組み込むことで、児童の防犯の視

点が養われたかどうかを現時点で評価することは難しい。

しかし、カルテを用いなかった保護者の地域安全マップ

にゴミや落書に関する付箋紙が見られなかった一方で、

児童の地域安全マップに見られたことは、カルテを用い

た効果が表れているとも捉えられる。 

また、保護者に対するアンケート調査で、「一連の取り

組みは、子どもの防犯、交通安全に対する意識向上に役

に立ったと思いますか」という質問に対し、約 8 割が肯

定的な回答を寄せている（図 3）。 

なお、作成した地図は 12/4 から 12/20 まで B 団地内に

掲示した。4 年生以外の児童からも教員に感想が寄せら

れており、情報共有に一定程度役立ったと言える。 

4.2 参加した保護者の学習効果 

保護者に対するアンケート調査で、「一連の取り組みは、

保護者の防犯、交通安全に対する意識向上に役に立った

と思いますか」という質問に対し、約 7 割が肯定的な回

答を寄せている。活動に参加した保護者の方が肯定的な

回答を寄せる傾向にある。また別の質問で、参加した保

護者の 8 割は、まちあるきとマップ作りの両方に参加し

たことを肯定的に捉えており、先の質問への回答傾向と 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもの意識

(参加者)

(不参加者)

保護者の意識

(参加者)

(不参加者)

とても役に立った まあまあ役に立った

どちらともいえない あまり役に立たなかった

役に立たなかった
 

図 3 子ども、保護者の意識向上効果の評価（括弧は内数） 

 

表 6 保護者に役に立っている内容 

以前より、日常生活で防犯や交通安全を

意識するようになった 
15

以前より、子どもや家族と、防犯や交通

安全について話すようになった。 
10

以前より、地域の人と、防犯や交通安全

について話すようになった。 
2

校外パトロールをする際にチェックす

る視点が変わった 
3

※保護者の意識向上に「とても/まあまあ 
役に立った」と回答した 21 名が回答。M.A. 
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合わせて考えると、保護者も積極的に参加する今回のプ

ログラムが評価されたと言える。具体的には表 6 に示す

とおり、本人の意識向上だけでなく、対話を通じて家族

全体の意識向上にも繋がっていることが評価されたよう

である。 

保護者が作成した地域安全マップは、参加者以外への

周知と加筆のため、校内の保護者室の前に掲示されてお

り、今後の活用が期待される。 

 

5 おわりに 
本研究では、多くの地域に普及しつつある地域安全マ

ップづくりをより学習効果の高いものとするため、A 小

学校の取り組みに実際に関わり、新たな方法論を適用し

評価を試みた。結論として、遊び場カルテを用いて児童

の防犯の視点を養う試みについては現時点であまり明確

な効果は見られなかったが、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

パワーメントに繋がっていることが示唆された。 
最後に、地域安全マップの今後の課題として、防犯ま

ちづくりへの展開について述べる。多くの地域に普及し

つつある地域安全マップであるが、その多くは参加者の

意識向上だけが目的となっている。例えば東京都が行う

地域安全マップの指導者講習のマニュアルでは、地域安

全マップの効果として、「被害防止能力の向上」、「コミュ

ニケーション能力の向上」、「コミュニティへの関心の向

上」、「非行防止」、「地域ぐるみの安全対策の推進（子供

を地域で守るという意識の高まり）」が具体的に挙げられ

ている。これらは参加者の意識というソフト面での効果

であるが、成果を地域で共有し、まちづくりの各種計画

に反映させることでハード面での改善も期待できる。自

治体においては、作成の支援から一歩進んで、上記のよ

うな計画に結びつけるための支援も望まれる。 

Gerda R. Wekerle7)は、より安全な都市を作るための計

画プロセスにおいて 3 つの目標を設定している。 

1 つ目は、人々が問題を「認識」し、自ら都市環境の

改善に関わることである。2 つ目は、「道筋」が作られる

ことである。これにより、安全性に留意しながら、既存

の都市環境を改善し、新たな都市環境を計画することが

できる。3 つ目は、「相互学習」の場を整えることである。

これにより、改善の評価が絶えず行われ、アイディアが

広がったり修正されたりする。 

これを地域安全マップに置き換えると、まずマップづ

くりを通じて防犯に対する意識の向上を図り、マップで

明らかになった課題の解決を自治体等の計画に反映させ

るとともに、学習、調査、情報共有等を通じて、計画を

絶えず修正していくというプロセスが描かれる。 

残念ながら、地域安全マップが参加者や自治体等の行

動計画に結びつく例は少ないと思われる。今後の研究の

課題として、先進的な自治体において住民の参加のもと

に作成されている防犯まちづくり計画の事例調査を通じ

て、地域安全マップを活用した計画技術の確立に努めた

い。 

 
                                                           
補注 
(1) 定義は平成 16 年度警察白書による。地域安全マップは

子どもの安全確保を目的に作成されるケースが多い。 
(2) 文献 1）、p133 
(3) 学校側で設定した地域安全マップの対象範囲を 7 つの

エリアに分け、各エリアを 2 つのグループが担当した。板

橋区では学区が廃止されたため、対象範囲は児童の住所、

行動範囲等を考慮して設定した。 
(4) カルテは、遊び場ごとに児童一人ひとりが記入した。ミ

スにより、グループで 1 つのカルテを作成したグループが

2 つあったが、今回の分析からは除外した。 
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