
◆子どもを守る安全・安心なまちづくり　ケース2

東京青年会議所は「地域安全マップづくり」をツールとして、�
地域コミュニティの連携を深め地域の活性化につなげる�
�　地域の経済人たちが自主的に活動している東京青年会議所の杉並地区委員

会が、防犯事業の「地域安全マップづくり」を通じ、地域小学校の子どもたちと住

民などが世代間を越えて協働することで、地域コミュニティーの連携を深め地域

の活性化を図っている。さらに、正しい「地域安全マップづくり」の普及活動の展

開を狙う。�

　東京青年会議所が防犯事業に「地域安全マップづくり」を取り上げた経緯と

活動状況を紹介する。�

8

杉並区立天沼小学校の児童がパソコンで作

成した「地域安全マップ」のパソコン画面：天

沼小学校では、パソコンで「地域安全マップ」を

作成しており、マップ画面中の番号をクリックす

ると、その地域の写真とコメントがパソコン画面

に現れる。�

あまぬま�

東京都杉並区�
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(左から) �
田口武志さん、岡部昭人さん、花形明利さん�

東京青年会議所は東京23区
の青年経済人による会員制の
自主的活動団体�

犯罪原因論、犯罪機会論など
を調査・研究し、「地域安全マ
ップづくり」へ到達�

――東京青年会議所はどのようなと

ころかお聞かせください。�

�

�

�

�

　青年会議所（以下、「JC」という）は、

20～40歳（または25～40歳）の地域

の青年経済人が集まり、世の中を明

るい豊かな社会にしていこうと自主

的に活動している会員制の団体です。

全国の地方都市ごとにそれぞれ独

立した青年会議所があります。�

　社団法人東京青年会議所（以下、

「東京JC」という）は、東京23区の青

年経済人から構成され、23区それぞ

れに地区委員会があります。私ども3

名は東京JCの会員（東京JCでは25

～40歳の年齢範囲）で杉並地区委

員会に所属しています。�

　東京JCの事業運営などの活動資

金は、私どもの年会費によって賄わ

れています。会員は皆それぞれの職

業を持っていますので、1日や半日の

休暇を取って時間を割き、あるいは

余暇を利用し、東京JCの事業運営

に手弁当で参加しています。役員は1

年（期間1月1日－12月31日）ごとに交

代します。�

　私ども杉並地区委員会はまちづく

りを担当し、その中で特に防犯事業

を行っています。防犯事業を一つの

ツールとして、人と人とのつながりや

かかわりあいによって「無関心」を「関心」

に変え街を作る運動を進めています。�

�

――地域安全マップづくりに取り組

んでいるそうですが、地域安全マッ

プとはどのようなものですか。�

�

�

�

�

�

　地域安全マップづくりは、文部科

学省も東京都も推奨しており、全国

の小学校で7、8割が実施しているそ

うです。�

　この地域安全マップは立正大学

教授小宮信夫先生が発案されたも

ので、その作成方法については、例

えば、東京都青少年・治安対策本部

のホームページに掲載されている冊

子「地域安全マップを作ろう！」（地域

安全マップ作製指導マニュアル）など

が参考になります。�

　地域安全マップを作成するために、

子どもたちは地図を片手にフィールド

ワークに出かけます。町を歩き危険な

場所や安全な場所の写真を撮り、地

域住民にインタビューを行います。地

図に貼った写真のそばには、例えば「木

で囲まれているので、誰からも見えに

くい」とコメントを書き、そういう所に行

くと犯罪が起こる可能性が高い、行

かなければ犯罪が起こることはない

ことを伝えます。�

――防犯事業として地域安全マップ

づくりに着目した理由をお聞かせく

ださい。�

�

�

�

�

　東京JCでは、教育、政治、経済に

わたる、さまざまな事業活動を進めて

います。その活動の一部として、私ど

も杉並地区はまちづくりを行っています。�

　この数年、体感治安は悪化しており、

東京都の世論調査でも治安政策の

要望は最も高く年々増加しています。

このため、平成18年にまちづくりの事

業の中で防犯が主要テーマにあがり、

さらにこの防犯事業に特化するために、

どのような治安政策があるかについ

て1年間、調査・研究しました。�

　従来は、犯罪を起こす人に着目し

た「犯罪原因論」と呼ばれる治安政

策が主流でしたが、これは犯罪を二

度と行わないよう、人の更生に重点を

置くものです。しかし、効果がわから

ない、年月がかかる、現在、発生する

犯罪を防げないなどの難点があります。�

治安政策は喫緊の課題のため他の

方向を検討した結果、「犯罪機会論」

にたどりつきました。これは犯罪を起

○社団法人東京青年会議所（東京23区）�
　約700人（昭和24年設立）�
○社団法人東京青年会議所杉並地区�
　15人�
○国内約720の各地域の青年会議所�
　総計約40,000人�

　東京杉並区において防犯事業として地域安全マップづくりを推進されている、社団法人東京青年会議所の副理事長 

花形明利さん、杉並地区委員長 岡部昭人さん、政治行政政策委員会副委員長 田口武志さんにお話を伺いました。�
た ぐ ち  た け し�お か べ  あきひと�はながた  あきとし�

社団法人東京青年会議所�
�

子どもたちの地域住民へのイ
ンタビュー、写真撮影などのフ
ィールドワークにより「地域安
全マップ」を作成�

青年会議所の会員数�
�
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東京青年会議所の全会員が参集する月例会�
（平成19年10月）での防犯事業パンフレット�

東京商工会議所と連携し、地
元小学校で「地域安全マップ
づくり」を実施�

「地域安全マップづくり」をツー
ルとして地域の活性化を図る�

東京青年会議所が実施した�
児童の地域安全マップづくりのフローチャート（青枠内）�
（大枠内は東京青年会議所の防犯事業）�
�

こす環境を回避することで犯罪の発

生を防ぐという理論です。これは小宮

信夫先生がおっしゃっている理論で

もあります。�

　「犯罪機会論」で有名なのが、米

国ニューヨークのジュリアーニ市長

の言われた「割れ窓理論」です。街

の中で窓ガラスが割れたところが放

置されていれば、監視のない場所と

思われ一層荒れていきます。ニュー

ヨークは地下鉄などで犯罪が多かっ

たのですが、落書きを徹底的に消し

た結果、治安が回復しました。�

　東京23区では、さまざまな人々が

生活していますので、人に着目する「犯

罪原因論」ではなく、環境に着目する「犯

罪機会論」をもとに犯罪の回避を目

指し、具体的な対策を調べた結果、

地域安全マップづくりに行き着きました。�

�

――現在、地域安全マップづくりに

取り組んでいる目的と基本的考え方

をお聞かせください。�

�

�

�

　現在、私ども杉並地区委員会はま

ちづくりとしての防犯事業に100％特

化した活動を行っています。この活

動の本年度の事業名称は「『ほっと

かない！ 地域の安心』～安全な環境

は我々の手で～」です。防犯事業の

地域安全マップの作成を一つのツー

ルとして、世代間を越えて協働するこ

とで地域コミュニティーの連携を深め、

地域の活性化を図ることを目的とし

て行っています。�

　この事業の根本的な考え方は、行

政や他人に任せるのではなく、「自分

たちでできることは自分たちで実行し

よう」、「地域コミュ

ニティーをより活

性化し隣同士の

つきあいなどを掘

り起こしていこう」

というものです。こ

れを達成するた

めの一つのツー

ルとして防犯事業、

すなわち地域安

全マップづくりを

推進しています。�

�

�

――最近の地域

安全マップづくり

の活動状況をお

聞かせください。�

�

�

�

�

　東京JC杉並地区委員会は、平成

18年に地域安全マップづくりの企画

をある程度まとめ、平成19年10月の

月例会で、講師の先生方を招いて「地

域の治安を取り戻せ!!」という防犯事

業を開催しました。�

　10月例会で講師の小宮信夫先生

から「犯罪機会論」について詳しく教

えていただきました。犯罪に対して強

い社会を作ろうという視点には「事前

救済」と「事後救済」があります。事

後救済は犯罪に遭われた方をどのよ

うに救済するか、事前救済は「犯罪

機会論」に沿った形で犯罪に遭わな

いためにはどうしたらよいかということ

です。月例会ではこの両方を勉強さ

せていただきました。�

　今年は、この月例会の内容をもとに、

「『ほっとかない！ 地域の安心』～安

全な環境は我々の手で～」の事業で

地域安全マップづくりを実施しています。�

　今回初めて東京商工会議所と連

携しこの事業を共同で進めています。

東京商工会議所は東京JCの事業提

案について地域に非常に有意義で

あると賛同し、東京商工会議所の商

店街も協力しています。商店街の社

長さんたちと東京JCの青年経済人

が合体することで、地域により密着し

地域に対する発信力を増すことがで

�

◆子どもを守る安全・安心なまちづくり　ケース2

地域安全マップづくりの�
指導員（大人）の勉強・学習�

�

事前授業で児童が学習（小学校で）�

班編成�児
童
の
地
域
安
全
マ
ッ
プ
づ
く
り�

・PTAの参加�
・地域住民へのインタビュー�
・写真撮影�
・コメント記入�

地域安全マップの作成�
（パソコンで作成）�

発表会（小学校で）�

地域安全マップに関する�
フォーラムで発表（杉並公会堂にて）�

フィールドワーク�
�

↓�

↓�

↓�

↓�

東
京
青
年
会
議
所
の
防
犯
事
業�
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杉並区立天沼小学校での�
「地域安全マップづくり」の事前授業風景�

子どもの活動から派生し地域
の人々の協力、コミュニケーシ
ョンが醸成�

地域安全マップの作成を通して子
どもたちの危険予測能力が向上�

子ども同士の分担・協力とコミ
ュニケーションの促進�

きると考えています。�

　現在、地域安全マップづくりは、事

前救済の立場から杉並区立天沼小

学校で進めています。同小学校は、

平成20年度に設立された新設校で、

地域安全マップの活動はまだ実施さ

れていませんでした。�

　教室の授業で、地域安全マップづ

くりの必要な理由や「入りやすく見え

にくい危険な場所」を探すことなどを

教え、次にフィールドワークを実施し

ました。児童の実施した「地域安全

マップづくり」は、児童がまず校内で

発表し、次に地域安全マップに関す

るフォーラムで発表しました（写真参照）。�

�

――子どもたちによる地域安全マップ

づくりの目的は、どのようなものですか。�

�

�

�

　子どもたちが街を歩きどのような場

所が危ないかという概念（キーワード

でいえば「入りやすく見えにくい場所

は危険」）を理解し、犯罪者の好きな

場所を見抜けるようになるのが主な

目的で、地域安全マップを作成する

こと自体が目的ではありません。結果

として、たまたま地域安全マップのア

ウトプットがあるだけです。�

　地域安全マップづくりのプロセス自

体が、子どもたちの危険予測能力の

向上に寄与すると思います。�

�

�

――地域安全マップづくりは、防犯

以外にどのような教育的効果があり

ますか。�

�

�

�

　地域安全マップづくりでは、子ども

たちは分担・協力して活動する必要

があります。協力作業により一つのも

のを作り上げるときの教育効果は大

きいと考えています。また街で大人た

ちへのインタビューを行いますので、

街の人たちとのコミュニケーションも

促進されます。�

　今年、地域安全マップづくりを学ん

だ4年生は、来年、5年生になり下級

生に伝え教えることになりますが、そ

のときに高学年と低学年との間にも

コミュニケーションが生まれます。また、

5年生は教えるために再度復習・勉

強することになり、危険な場所のキー

ワードについて再認識できます。�

　私どもはこのような教育効果も狙い、

地域安全マップづくりを行っています。�

�

――地域安全マップづくりから地域

において、どのような効果が期待で

きますか。�

�

�

�

�

　地域安全マップづくりを子どもたち

に教えることで、私ども東京JCメンバー、

地域の大人たち、学校やPTAの人

たちなど、これまで互いに知らなかっ

た人々が協力し合うことにより、そこ

に新たなコミュニケーションが生まれます。�

　地域安全マップづくりを通じて、街

の大人たちは、それまで知らなかった

子どもたちの顔を知ることになり、そ

れによって子どもたちを見守る環境も

構築されます。�

　子どもたちのインタビューに答える

ことで、大人も地域ぐるみの防犯力や

コミュニケーション向上の重要性に気

づかされます。�

　地域安全マップづくりにより、人と

人とのコミュニケーション作りが行われ、

まちおこしやコミュニティーの活性化

につながると期待しています。�

�

――東京青年会議所に特有な連携

がありましたらお聞かせください。�

�

�

�

　JCは日本全国に存在しているので、

横の連携で日本全国に広げていくこ

とができます。例えば、昔あった交通

安全の標語「手を上げて横断歩道を

渡りましょう」は東京JC江戸川地区の

運動で生まれ全国に広まったものです。�

　東京JCのメンバーには会社経営者、

公務員、教師、区議会議員などがいて、

相互の連携が容易です。地域安全

マップ実施校を天沼小学校に決める

とき、東京JC杉並地区メンバーの人

脈からの情報により決めることができ

ました。私どもは地域で生活・仕事を

あまぬま�

フォーラム「『ほっとかない!　地域の安心』～安全な環境は我々の手で～」（平成20年11月、杉並公会堂にて、東京商工会議所と
東京青年会議所の共催）左：児童による発表会、右：立正大学教授小宮信夫先生をコーディネーターとしたパネルディスカッション�

全国JC相互、JCメンバー相互、
JC－地域間の連携が容易�



12

◆社団法人東京青年会議所杉並地区�
http://www.tokyou-jc.or.jp/2008�

問合せ先�
�

東京青年会議所の特徴的連携
を生かし、「地域安全マップづ
くり」を他地域に展開�

今後の課題は、東京都杉並区
内で防犯活動をしている他の
地域や団体との連携�

地域安全マップの正しい概念
の普及を図り、防犯活動や地
域活性化につなげる�

今後、コンビニなどと連携した
協働活動を推進�

－平成20年11月取材－�

していますので、区内の町内会、地

域のNPO、その他組織とのパイプを

持っています。今回は東京商工会議所、

地域商店街とのパイプを持っていて、

共同事業を実現することができました。�

　私どもがつなぎ役となり地域の活

性化を図ることはJCの目的でもあります。�

�

――今後、地域安全マップづくりを

どのようにして展開されますか。�

�

�

�

�

　今年モデル小学校で行った地域

安全マップづくりを一つのパッケージ

にまとめた「マニュアル」を、来年以降

は杉並区内の別の小学校に展開し、

他の東京JC地区を介して都内全域

に広げ、さらに全国的に展開したいと

思っています。JCでなくても、世田谷

の商店街の人たちが実施したいと望

めば、私どものデータを全部提供します。�

　地域安全マップづくりを全国的に

広めることによって、明るい豊かな社

会を築き上げていくことを願っています。�

�

�

�

�

�

　先ほど述べたように、地域安全マッ

プの実施率は7、8割と高いですが、

実際にはその9割は間違って実施さ

れているようです。�

　というのは、地域安全マップのほと

んどは、不審者が出た、変質者が出

たという「不審者マップ」、事件があっ

たという「犯罪発生マップ」、車が多

いなどという「交通安全マップ」になっ

ています。地域安全マップの意図を

正確にとらえていない活動といえます。�

　杉並区内では、天沼小学校以外

の全ての小学校43校で地域安全マ

ップづくりは既に実施されています。

しかし、実際に43校の地域安全マッ

プを見ましたが、同様の間違いが多く、

正直なところ、地域安全マップになっ

ていないと思っています。�

　このような観点から、正しい地域安

全マップづくりの概念を広げていきた

いと思っています。地域安全マップづ

くりを継続的に行うことにより、地域の

防犯活動や地域の活性化につなげ

ていきたいと思います。�

�

――今後の方向についてお聞かせください。�

�

�

�

　東京23区の特殊性として、コンビニ

エンスストアなどのフランチャイズチェ

ーン店が多いことがあげられます。コ

ンビニなどのセーフティステーション推

進関係者も、地域安全マップづくりの

事業で協力できるところがあれば互

いに協力しようと言ってくださいました。�

　ほとんどのコンビニには、駆け込み

寺に相当するセーフティステーション

を示すマーク「エスゾウ君」が入り口

に掲示してありますが、見たことがあ

るという人は1割にも達しないようです。

　今後の展開として、このマークの

認知度向上および地域安全マップづ

くりの点で互いに協力できると思って

います。例えば、ローソン店内に掲示

してある地域の地図（トイレの場所な

どが記載されている）に、地域安全マ

ップの情報を追加する方法もあると

思います。他方、「エスゾウ君」マーク

の認知度が低いなら、私どものパンフ

レットでそのマークを印刷し紹介する

こともできます。�

　地域安全マップづくりの正しい方

法も地域に発信しないと広がらない

ので、相互に協力しながら進められ

たらよいと思います。�

�

――今後の課題についてお聞かせください。�

�

�

�

�

　杉並区馬橋地区では全国的に有

名な防犯活動があり地域活性化に

つながっています。杉並区和泉地区

にも有名な防犯活動があると聞いて

います。�

　まず杉並区内の横の連携を図り、

その後、中野区、世田谷区、新宿区

などと連携を発展させる方向が理想

的です。�

　この地域安全マップづくりが連携

する上でのきっかけになるのではな

いかと思っています。�

　今後、小学校の5校、10校などと展

開する際は、東京JCだけではマンパ

ワーが足りないので、防犯事業に携

わる地域や団体との連携が重要に

なると思います。�

(本文に掲載の写真及び図は社団法人東京青年会議所杉並地区提供。
冒頭の地域安全マップのパソコン画面3枚はジャストシステム社製ソフト「ジ
ャストスマイルのはっぴょう名人」を使用して作成)

◆子どもを守る安全・安心なまちづくり　ケース2

●東京都杉並区の基礎データ�
○人口：528,587人�
    （出典：平成17年度国勢調査）�

○小学校児童数：17,494人（公立小学校44校）�
    （出典：平成19年度学校基本調査）�
�


