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1.はじめに  

2002 年の池田小学校の事件に後押しされて、

条例が制定された。その後も国による防犯に関する取組

そうした一連の取組の成果の表れもあり、現在

少傾向にある。しかし、依然として住民の犯罪に対する不安は高

く、今後も防犯まちづくりが全国各地で活発に行われていくこと

が予想される。防犯まちづくりの目的は、犯罪抑止とともに、犯

罪不安を軽減させることにあるが 1)、先に述べたように、体

安は悪化の一途をたどっている。現在、我が国の防犯まちづくり

に理論的な根拠を与えている思想は、「防犯環境設計

CPTED（Crime Prevention Through Environmental Design

ばれている）」である。我が国では、犯罪を抑止するために防犯

環境設計理論に基づいた防犯対策を実施することに重点が置か

れており、犯罪不安を軽減する為の考慮が十分にされていない。

その為、防犯環境の違いが犯罪不安に与える影響も不明瞭である。

このような理由から、住民が高い犯罪不安を感じていると考えら

れる。なお、住民が犯罪不安を喚起する場所の多くは街路上とな

っている 2)。以上のことから、防犯対策の有無が犯罪不安に与え

る影響を明らかにすることは、今後の防犯対策において犯罪抑止

だけではなく、犯罪不安の低減も目指していく上で非常に重要な

ことと言える。 

そこで本研究では、住民による防犯環境の評価を手掛かりに、

街路の防犯対策の差によって生じる防犯環境の違いが住民の犯

罪不安に与える影響とその要因を明らかにす

る。 

犯罪不安感を軽減させるためには、地域特性に配慮した上で、

犯罪不安を喚起させやすい場所や要因を明らかにすることが重

要であり 1)、すでに我が国でも都市計画の分野で地域特性に配慮

した犯罪不安に関する研究 2 ) 3) 4)が行われている。

い場所や人気や人目のない場所など自然監視性

罪不安を喚起させると指摘されてきた。 
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環境設計理論に基づいた防犯対策を実施することに重点が置か

れており、犯罪不安を軽減する為の考慮が十分にされていない。

その為、防犯環境の違いが犯罪不安に与える影響も不明瞭である。
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以上のことから、防犯対策の有無が犯罪不安に与え

る影響を明らかにすることは、今後の防犯対策において犯罪抑止

だけではなく、犯罪不安の低減も目指していく上で非常に重要な

そこで本研究では、住民による防犯環境の評価を手掛かりに、

街路の防犯対策の差によって生じる防犯環境の違いが住民の犯

を明らかにすることを目的とす

犯罪不安感を軽減させるためには、地域特性に配慮した上で、

犯罪不安を喚起させやすい場所や要因を明らかにすることが重

都市計画の分野で地域特性に配慮

が行われている。その結果、暗

自然監視性が低い場所で犯

本研究は、その成果に立脚するものの、住民が犯罪不安を感じ

る理由のみを明らかにするのではなく、

境を住民自身に評価してもらうことで、

理が犯罪不安の高低に与える影響に着目している

究は既往研究と異なる。 

 

2.研究の方法 

2.1 対象地区及び対象街路の概要 

 対象地域は埼玉県さいたま市岩槻区である。岩槻区は、典型的

な首都圏のベッドタウンであり、現在も

発が進んでいる。岩槻区の犯罪率は県内で

22年）。本研究では、区の中で犯罪の発生が多く、

街地と新しい市街地が混在した異なるタイプの街区が存在する

地区にある6つの街路を調査対象に選定した（図

江戸期に城下町として栄え、現在は駅や学校、図書館等が隣接す

る。地名や景観は、1970年代以降、

史的建造物や入り組んだ街路等は今でもそこかしこにその面影

をとどめており、このエリアは歴史散策コースとして整備を進め

ていることから、来訪者が増える事が予想される。対象街路につ

いての特徴を図2に示す。 

図1 調査対象地区および調査対象街路

 

space  

 

佐々木 雄希・*岸本 達也 

Yuki SASAKI･*Tatsuya KISHIMOTO 

purpose of this study is to research relationships between fear of crime and crime prevention environment of the 

I had 27 participants of the workshop evaluate 

 

shop, street, CPTED 

本研究は、その成果に立脚するものの、住民が犯罪不安を感じ

ではなく、街路空間における防犯環

境を住民自身に評価してもらうことで、街路空間の形態や維持管
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対象地域は埼玉県さいたま市岩槻区である。岩槻区は、典型的

な首都圏のベッドタウンであり、現在もマンションや住宅地の開

岩槻区の犯罪率は県内で10番目に高い（平成

年）。本研究では、区の中で犯罪の発生が多く、古くからの市

街地と新しい市街地が混在した異なるタイプの街区が存在する

つの街路を調査対象に選定した（図1）。当地区は、

江戸期に城下町として栄え、現在は駅や学校、図書館等が隣接す

、急速に失われてきたが、歴

今でもそこかしこにその面影

おり、このエリアは歴史散策コースとして整備を進め

ていることから、来訪者が増える事が予想される。対象街路につ

 

調査対象地区および調査対象街路（1：2500） 
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2.2 調査概要 

本研究では、地域住民などの参加によるフィールドワーク（防

犯診断）と、フィールドワークで得られた情報による地域安全マ

ップの作成および発表で構成される防犯診断ワークショップ（以

下、WSとする）を実施した。表1にWSの概要を示す。 

表1 ワークショップの概要 

 

参加者は、男性が7割、女性が3割である。年代は20代以下

が29%、30代～50代が30%、60代以上が37%と参加者の世代は比

較的均等となっている。職業は、働いている者が40%、学生が26%、

無職・その他が34%である。街路の防犯環境を客観的に評価する

為に参加者は地域住民だけではなく、岩槻を訪れたことのない者

も対象とした。岩槻区在住の者が56%、岩槻に土地勘がない者が

44%である。以下、WSの主な流れについて概説する。 

(1)フィールドワークの前に参加者に対してWSの目的を説明し、

さらに区や警察職員に岩槻区の地域特性や犯罪情勢等を説明し

てもらうことで参加者の先入観や固定観念を最小限にとどめた。 

(2)フィールドワークの際は、歩く方向による評価の違いを考慮

して、参加者を 4 つのグループに分けて、半数ずつ逆方向から

歩いて評価した。防犯診断の評価には、「防犯診断チェックリス

ト」を使用した（表 2）。WS参加者には、各街路の防犯環境を

評価する上で重要と思われる11評定に対して、5段階尺度で評

価してもらった。なお、本研究で使用する防犯診断チェックリス

トは、「さいたま市の防犯診断ワークショップの手引き 5)」にあ

る防犯診断チェックリストを参考に、著者が作成したものである。 

(3)フィールドワーク後には、どの様な土地利用や建物の現況が

犯罪不安喚起の原因になっているかをより具体的に理解し、改善

案を提案するために、「地域安全マップ」の作成を行った。さら

に、抽出した犯罪不安喚起要因はＫＪ法を用いて体系的に整理し

てもらった。 

表2 防犯診断チェックリスト 

 

性別

職業

地域

参加者人数

岩槻区 56%、その他 44%

参
加
者
属
性

ワークショップ風景

20代以下 29%、30代 4%、40代 15%、50代 11%、60代
22%、70代 15%、その他 4%

年代

社会人 33%、自営業 7%、学生 26%、無職 26%、その他
8%

調査対象

調査時期

協力機関

参加者

武家屋敷周辺地区の街路（図1参照）

2009年8月28日　13:00-18:00

住民、小学校教員、自主防犯パトロール隊、大学生・大
学教員、児童センター職員

大学、埼玉県庁、岩槻区役所、岩槻警察署、民間会社

27名

男性71%、女性29%

　交通の制御

　犯罪対策強化の広報

　歩道の安全の確保

　犯罪に対する不安感

1      2      3      4      5

1      2      3      4      5

 質問1. 植栽などに妨げられず、道路全体を見渡せる

 質問2. 見通しが悪い場所に、ミラーが設置されている

 質問3. 道路がきれいに清掃されている

 質問4. 掲示物や花壇など、住民の積極的な活動を示すものがある

 質問5. 車やバイクなどの速度が出にくい

 質問9. 子ども110番の家や店が近くにある

 質問10. 掲示物に、「防犯パトロール実施中」などと掲示してある

 質問11. 歩道と車道が分離されている

 質問12. この道路は不安にならない

1      2      3      4      5

1      2      3      4      5

1      2      3      4      5

1      2      3      4      5

1      2      3      4      5

1      2      3      4      5

防犯診断チェックリスト　

１：思う　　２：思わない　　３：どちらとも言えない　　４：あまり思わない　　５：思わない

　見通しの確保

　適切な道路の管理

1      2      3      4      5

1      2      3      4      5

1      2      3      4      5

1      2      3      4      5

 質問6. 通過車両が少ない

 質問7. 路上に駐車している車両が少ない

 質問8. 路上に放置してある自転車が少ない

図2 対象街路の特徴 

街路名 越谷岩槻線 裏小路 諏訪小路 通学路 江戸小路 久保宿通り

街路タイプ 県道 市道 市道 市道 市道 国道

道路幅平均(m) 18 5.6 5.8 9.9 5.7 15.1

歩道幅平均(m) 3.4 0 0 2.5 0 3.4

街灯密度(本/100m) 9.1 2.9 3.2 3.5 3.1 10.8

引込小路（箇所） 0 8 4 3 4 1

特徴
岩槻駅に繋がる県道。街
灯や歩道の整備が整って
いる。

県道から1本奥へ入った市
道。裏小路には図書館が
あり、人通りは多め。

高校が隣接する通学路。
国道へ抜ける道となってい
る。

小学校と中学校が隣接す
る通学路。スクールゾーン
として整備されている。

市役所へ繋がる市道。小
規模店舗がいくつか隣接
している。

多くの商業施設が隣接す
る、岩槻のメインストリー
ト。歩道や街灯の整備が
整っている。

街路6

対象街路

街路1 街路2 街路3 街路4 街路5
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3.住民による防犯環境の評価及び犯罪不安 

3.1 防犯環境の評価 

犯診断チェックリストで得られた 5 段階尺度による防犯環境

評価の平均値を図3に示す。防犯診断チャックリストより評価平

均値が4以上の項目は防犯環境が弱い街路と定義した。 

全体を通して評価が悪かったのは、質問10の「掲示物に“防

犯パトロール実施中”などと掲示してある」という犯罪対策強化

の広報に関するものである。また、全体を通して評価の良かった

項目は、質問1～質問4にかけての「見通しの確保」や「適切な

道路の管理」、質問7・8の「違法駐車・違法駐輪」に関するもの

である。防犯環境設計の理論に基づいて考察すると調査対象街路

は、「自然監視性」が充分に確保されていると言える。 

街路ごとに防犯環境の評価を見てみると、街路2・3・5の「歩

道の安全の確保」が充分でないことが分かる。これらの街路の主

な特徴としては、道路幅員が狭く、やや閑静であることが挙げら

れる。街路1・6は「通過車両が多い」と評価されているが、こ

れらの街路は国道や県道であることから必然と言える。 

3.2 街路における防犯環境評価の相関分析 

 次に各項目間の関係を検討する為に相関分析を行った（表3）。

高い相関を示したのは、道路の見通しの確保-道路の清掃状況、

交通の制御-見通しが悪い場所でのミラーの設置・歩道の安全の

確保、子ども110番の家や店の有無-防犯掲示物であった。この

結果から、交通の制御や見通しの悪い場所にミラーが設置されて

いない所は、歩車道の分離による歩道の安全も確保されていない

傾向があることが分かった。 

表3 街路における防犯環境評価の相関分析 

 

  

3.3 街路での犯罪不安と属性別不安割合 

各街路での犯罪不安平均値を図4に示す。防犯診断チェックリス

トより評価3を不安と安心の境界値と定義した。WS参加者が不

安を感じやすい街路は、住宅地街路である街路2・3・5であり、

不安を感じにくい街路は、大通りの街路1・6であった。住宅地

街路とも大通りとも道路特性が異なる小中学校前の街路4は、評

価平均が3.0の「ど

ちらとも言えない」

という結果になり、

街路 4 が不安と安

心の境界となる街

路であることがわ

かった。          図4 犯罪不安平均値 

属性別の犯罪不安割合を表4に示す。男女間の比較では、街

路1以外の全ての街路で女性のほうが男性よりも不安を感じる

ことが分かった。特に、小路では最大で、男女間に0.5ポイント

以上の開きが見られた。年代別の比較では、30代～50代が街路

2・3・5の小路で他の年代より不安を感じやすいことが分かった。

また、20代以下の若い年代は30代以上の年代よりも街路1・6

のような大通りで不安を感じやすいことが分かる。地域住民と来

訪者の比較では、全体を通して来訪者のほうが犯罪不安を感じや

すいことが分かる。しかし、街路4では来訪者より住民のほう

が不安を感じる割合が高い。このことから、土地勘のある者と無

い者では、同じ場所であっても不安の感じ方が違うことが分かっ

た。 

表4 属性別犯罪不安割合 

 

 

質問1 質問2 質問3 質問4 質問5 質問6 質問7 質問8 質問9 質問10 質問11

質問1 1.000

質問2 0.141 1.000

質問3 0.898 0.465 1.000

質問4 0.453 -0.240 0.479 1.000

質問5 -0.796 0.259 -0.457 -0.190 1.000

質問6 -0.085 0.873 0.325 -0.234 0.577 1.000

質問7 -0.238 0.723 0.125 -0.053 0.639 0.789 1.000

質問8 -0.057 0.946 0.297 -0.352 0.459 0.945 0.844 1.000

質問9 -0.266 0.227 0.037 0.556 0.593 0.314 0.490 0.195 1.000

質問10 -0.330 0.339 0.033 0.447 0.723 0.488 0.653 0.366 0.971 1.000

質問11 0.524 -0.748 0.156 0.475 -0.793 -0.862 -0.827 -0.876 -0.352 -0.521 1.000

街路1 街路2 街路3 街路4 街路5 街路6

男 0.2 0.5 0.6 0.4 0.4 0.1

女 0.1 1.0 0.9 0.7 0.7 0.1

住民 0.1 0.5 0.7 0.4 0.3 0.1

来訪者 0.3 0.8 0.6 0.1 0.7 0.2

20代以下 0.3 0.7 0.5 0.3 0.4 0.3

30～50代 0.1 0.8 1.0 0.3 0.8 0.0

60代以上 0.1 0.5 0.5 0.6 0.2 0.1

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* * 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

図3 各ルートの防犯環境評価 

※網掛は、r > 0.7 , -0.9 > r > -0.7 

防
犯
環
境
評
価
の
平
均 

質問1 質問2 質問3 質問4 質問5 質問6 質問7 質問8 質問9 質問10 質問11

街路１ 2.07 3.07 2.07 2.89 3.81 4.19 2.81 2.59 4.19 4.37 1.37 

街路２ 2.26 2.52 2.00 2.44 3.19 3.22 1.78 1.93 2.07 1.85 4.63 

街路３ 2.41 2.56 2.15 3.59 3.52 3.56 2.00 1.89 4.37 4.26 4.59 

街路４ 1.30 2.37 1.74 2.70 4.00 3.26 2.11 1.85 4.15 4.11 2.85 

街路５ 2.04 2.26 1.96 3.37 3.59 3.11 2.26 1.78 3.70 3.74 4.74 

街路６ 1.70 2.74 1.96 2.67 4.15 4.30 2.56 2.37 3.70 4.11 1.37 
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3.4 犯罪不安と防犯環境の関係 

犯罪不安と防犯環境評価の相関関係を表5に示す。街路ごと

に犯罪不安値と防犯環境評価値の相関を見てみると、相関に順位

付けは出来たものの、強い相関は見られなかった。また、街路ご

とに犯罪不安値と防犯環境評価値の相関係数がかなり異なって

いる。このことから、犯罪不安は街路の一要因のみによって強ま

るものではなく、複数の要因が合わさることで強まると考えられ

る。道路全体を通しての犯罪不安値と防犯環境評価の平均値の相

関は、表5の通り相関が認められる項目が多く見られた。犯罪

不安と最も強い正の相関が見られた項目は、質問11の「歩車道

の分離」である。つまり、歩車道が分離されていないと歩行者は

不安を喚起しやすいと解釈できる。また、質問5～質問8の「交

通の制御」に関する項目に負の相関が認められた。これは、自動

車やバイク等の通行量が多く、スピードが出やすい場所で不安を

喚起しやすい事を意味する。このことから、犯罪不安感を抑止す

るためには、犯罪対策の広報の強化など直接犯罪抑止を謳う対策

よりも、交通の制御や歩車道の分離など道路のライフライン強化

を徹底したほうが犯罪不安の抑止に繋がると言える。 

3.5 犯罪不安喚起の外的要因 

 地域安全マップの作成を通して犯罪不安を喚起させる外的要

因の抽出を行った。作成した地域安全マップの一例を図 5 に示

す。マップで指摘された問題点として多かったのが空き地や空き

家の存在であった。連れ込みに対する恐れだけでなく、人の目の

届きにくい空き地や空き家が子どもたちのたまり場となること

が懸念されていた。また、今回の調査は日中に行ったにも関わら

ず、街路 2 などの小路において街灯の数の少なさを指摘する意

見が非常に多かった。このことから街灯の存在は夜間だけでなく

日中に感じる不安にも影響すると推察できる。大通りでは、店の

商品の歩道へのはみ出しや、歩道の段差など歩行のし易さに関す

る指摘がみられた。さらに、商店に対して子ども110番の店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

としての協力を求める意見が多く、自分に対する安全だけでなく、

子どもや第3者の安全を考えていることが分かった。これらの

ことから、犯罪不安は自分自身に直接関わるような要因から感じ

る不安だけでなく、子どもや高齢者の安全を考えたうえで感じる

間接的な不安があることが考えられる。 

 

4.まとめ 

 本研究では、ワークショップによる防犯環境の評価を手掛かり

に、街路の防犯対策の差によって生じる防犯環境の違いが犯罪不

安に与える影響とその要因について、以下の点を示した。 

・犯罪不安は男性より女性のほうが強く感じる傾向にある。 

・土地勘のある住民と土地勘のない来訪者では、不安を感じる場

所に違いがある。 

・30代～50代は若者や高齢者よりも小路で不安を感じやすい。 

・ワークショップ参加者は、犯罪対策強化の広報が積極的にされ

ていた街路2で最も高い不安を感じていたことから、過度の広報

は、歩行者にこの場所は危険だという印象を与え、犯罪不安を喚

起してしまう可能性がある。 

・交通の制御と歩車道の分離を徹底することが犯罪不安を抑止す

ることに繋がる。 

・犯罪不安は一時点における不安だけでなく、夜間の場合の想像

や第三者の安全を考えた場合に感じる間接的な不安があること

が考えられる。 

 本稿は、今後の分析の基礎資料とするため、データの単純集計

を多く記載した。今後、WS 参加者への追調査を含め、より詳細

に分析を進めることで防犯まちづくりへの提案を行っていきた

い。 
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街路1 0.17 0.10 0.01 0.06 0.17 0.30 0.02 0.12 0.11 0.16 0.12

街路2 0.22 0.29 0.21 0.02 -0.10 -0.21 -0.16 -0.14 0.12 0.16 0.28

街路3 0.06 -0.24 0.31 0.19 0.23 0.33 0.21 0.13 0.10 0.18 0.10

街路4 0.20 0.33 0.10 0.16 0.39 0.35 -0.14 0.17 0.29 0.42 0.39

街路5 0.29 0.03 0.28 -0.07 0.04 -0.04 0.00 -0.05 -0.05 -0.26 0.21

街路6 0.01 0.23 -0.07 0.11 -0.06 -0.22 -0.25 -0.01 -0.12 -0.01 0.25

街路全体 0.58 -0.58 0.26 0.43 -0.80 -0.74 -0.89 -0.79 -0.28 -0.48 0.93

質問11

接近の制御

質問１ 質問２ 質問３ 質問４ 質問９ 質問10 質問５ 質問６

領域性

監視性

名称

質問７ 質問８

図5 地域安全マップ 
表5 犯罪不安と防犯環境評価の相関 
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