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要   約 
 

 平成１８年８月，内閣府政府広報室が発表した特別世論調査の結果によれば，

多くの人は子供が犯罪被害に遭う不安を抱いており，子供の防犯のために効果

的な地域や家庭の取り組みは，防犯パトロールなどの地域住民が行う防犯活動

を盛んにすることが必要であることが明らかとなった。 

 こうした意識を反映し，各地で子供の見守り活動や防犯パトロール活動が行

われているが，大人が地域の全てに目を行き届かせることは無理であり，子供

が被害に遭わないための防犯教育にもっと力を入れていくことが必要である。

また，子供を犯罪から守る活動の担い手は，多くが地域の高齢者であり，さら

に近年の経済不況は，公的機関等からの活動資金の支援が期待できないなど，

様々な問題を抱えている。 

 まず，子供に対する防犯教育は，犯罪者に遭遇した際の対処法では十分に機

能するとは考えられず，不審者や知らない人に注意させる指導では，大人を警

戒する子供を育て，地域社会の連携を大きく阻害する結果を生じる。 

 そこで，広島県では新たな子供の防犯教育として，平成１７年度から犯罪が

起こりやすい場所に注意する地域安全マップづくりの取り組みを始めた。地域

安全マップづくりは，子供の被害防止能力，コミュニケーション能力，地域の

愛着心，非行防止能力の向上に効果があり，地域の環境改善にもつなげること

が期待できるものである。 

 また，地域安全マップづくりの指導者として，地元の大学生ボランティアを

育成したところ，大学生が一生懸命に指導する姿は，子供たちの規範意識や愛

着心の形成と地域ボランティアの活性化に影響を与えた。 

その他，大学生ボランティアは，地域安全マップづくりの教材ビデオの作成

や犯罪が起こりやすい場所を子供に理解させるための絵本や紙芝居の作成にも
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関わり，こうした大学生の若いエネルギーと大学の知的財産を活用した取り組

みは，新たな成果を生み出すことができた。 

 さらに，子供に対する犯罪は，携帯電話等を利用したインターネットの世界

にも及ぶことから，子供が適正にインターネットを利用するための防犯教育に

も力を入れることが必要である。私が勤務する警察署では，インターネットの

専門的知識や技術を有する携帯電話会社，インターネット犯罪の実例を持つ警

察，防犯教育の機会や場を持つ教育委員会の三者が連携・協働し，「携帯電話等

を適正に利用に関するための防犯教育活動等に関する協定」を締結した。この

協定により，今後，それぞれが保有する専門的知識や技術を駆使した防犯教育

を推進し，相互にスキルアップを図ることを期待している。 

次に，地域の自主防犯ボランティアは，公的機関から十分な活動資金の支援

が見込めない状況にあるため，私の勤務する警察署では，企業のＣＳＲ（社会

的責任）活動を活用した活動資金支援の取り組みを試みた。これは，飲料水メ

ーカーの自動販売機の売上金の一部を地域の青色回転灯装着パトロールカーの

燃料代として支援するもので，当初の試算では年間約１０万円を見込んでいた

ところ，署員の協力もあって半年間で約１３万円を支援することができた。同

様の自動販売機を設置した防犯パトロールチームは，自らの自主財源として，

活動用帽子やＴシャツなどの購入資金に充てている。こうした企業のＣＳＲ活

動を活用した取り組みは，今後のボランティア活動の活動資金を支えるために

必要なものであると考える。 

 以上の実践例を踏まえ，子供を犯罪から守る活動は，子供と大人が関わり合

う地域社会の実現，活動の後継者を育成する取り組み，大学生ボランティア等

の積極的な参加，企業等が参画した取り組み，活動の自主財源の確保について

進めていく必要があり，私の提言としてまとめるものである。 
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子供を犯罪から守る活動のあり方 

 

１ はじめに 

全国的に子供が被害者となる犯罪が発生し，子供が犯罪被害に遭う不安を抱

く者は少なくない。 

平成１８年８月，内閣府政府広報室が発表した「子どもの防犯に関する特別

世論調査」の概要によると，「子どもの犯罪被害の不安」について「よくある」

と回答した方は 25.9 パーセント，「ときどきある」と回答した方は 48.2 パーセ

ントで，両方を併せれば全体の 74.1 パーセントの人が，子供が犯罪被害に遭う

不安を抱いている。（※資料１参照） 

また，「子どもの防犯のために効果的と思う地域や家庭の取り組み」（複数回

答）として最も多い回答は，「防犯パトロールといった地域の住民が行う防犯活

動を盛んにすること」（51.5 パーセント）である。（※資料２参照） 

このような意識を反映し，全国的に子供を犯罪から守る活動が盛んに行われ

ているが，その活動の多くは登下校時の見守り活動や通学路の防犯パトロール

活動が中心となっている。しかし，こうした活動において，大人が地域の全て

に目を行き届かせようとしても，そこには限界があり，万一その隙に，不幸に

して子供が犯罪者に遭遇すれば，最後は子供自身が自分の身は自分で守らなけ

ればならない。子供が犯罪被害に遭わないためには，子供は無防備でいいはず

はなく，被害に遭わないための意識を育てる防犯教育にもっと力を入れていく

必要がある。 

また，子供の見守り活動や防犯パトロール活動の担い手は，多くが地域の高

齢者であり，保護者や若者層の参加が少ないのが実情である。 

さらには，近年の経済不況に伴い，公的機関の財政は緊縮し，地域ボランティ
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アの活動資金の支援は多くを期待できないなど，子供を犯罪から守る活動は

様々な問題を抱えている。 

私は警察署で勤務する警察官として，こうした問題の解決に向けて実践して

いる取り組みをいくつか紹介しながら，子供を犯罪から守る活動のあり方につ

いて，私なりの考え方を述べていきたい。 

 

２ 子供の防犯教育の問題点 

 今，一般的に子供たちに対して行われている防犯教育は，「防犯ブザーを持つ」

「何かあったら大声で助けを求める」あるいは「護身術を教える」といった，

犯罪者に遭遇した際にどのように対処・抵抗するかという内容が多くみられる。 

こうした防犯教育は，実際に子供が犯罪者に襲われたとき本当に役に立つので

あろうか。なかでも護身術については一度や二度習ったところで，いざという

とき犯罪者に通用するのか大きな疑問を感じるところである。 

子供は，犯罪者に襲われて恐ろしい目に遭うよりも，そのような目に遭わな

いに越したことはない。私は，子供たちが犯罪者に襲われた場合，十分に機能

するか分からない「対処法」を習得させるより，犯罪に遭わないための「予防

法」を教えることに重点を置くべきであると考える。 

今，我々が犯罪に遭わないために「予防法」として子供たちに教えているこ

とは，「不審者」や「知らない人」に注意することである。これは犯罪が発生す

る前では，誰が犯罪を起こす人なのか誰も予測することができないため，主観

的に疑わしいと感じる「不審者」や得体が知れない「知らない人」に対して注

意することを教えているのである。 

子供に対して「不審者」に注意しなさいという指導は，子供は不審者とはど

のような人なのか理解できず，サングラスをした人，マスクをした人，見た目
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に変わった人，人相が悪い人等が不審者として扱われるようである。時には知

的障害者やホームレスが不審者扱いされる場合もある。しかし，こうした人が

必ずしも犯罪を起こす人ではない。また，子供に対して「知らない人」に注意

しなさいという指導は，子供は全ての知らない大人を警戒し，地域の挨拶運動

ができなくなる場合がある。 

私はかつて勤務していた警察署において，不審者が出た場所や犯罪が発生し

た場所を地図に落とし，これを公開して注意を喚起する取り組みを行ったこと

がある。その結果，地域住民の警戒心が高まり，住民からの不審者情報は急増

した。多くの不審者情報が寄せられる中で「人を警戒する」という意識が過度

に高まり，その街では川土手から望遠レンズで渡り鳥を撮影していた写真家が

盗撮犯人として警察に通報されたり，熱を出して小学校を早退していた男児を

心配して声を掛けた男性が，連れ去り犯人と間違われ，パトカーが出動するな

どの事態が生じたのである。 

広島市においては，平成１７年１１月，下校中の小学生女児が殺害される事

件（あいりちゃん事件）が発生した。当時，私には市内の小学校に通う娘がい

たが，犯人が「外国人」であったことから，誰が教えたのか，子供たちの間で

外国人が注意すべき対象という意識が一時広まったことを覚えている。 

このように，子供たちに「不審者」とか「知らない人」に注意・警戒すると

いう「人」に注目した防犯教育を行うと，特定の人が不審者や犯罪者扱いされ，

差別や人権侵害を助長するとともに，子供があらゆる大人を警戒し，本来子供

を守るために必要とされる地域社会の連携が希薄化するという結果を生じるこ

とになる。 
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３ 地域安全マップづくりの取り組み 

 広島県では，地域社会の連携を強める新たな子供の被害防止教育として，平

成１７年度から立正大学文学部社会学科小宮信夫教授が開発された地域安全マ

ップづくりの取り組みをはじめた。 

地域安全マップづくりは，子供たちが「危険な人」に注意するのではなく，「犯

罪が起こりやすい場所」に注意するという意識を持たせようというものである。 

小宮教授によれば，「犯罪が起こりやすい場所」とは，「領域性」と「監視性」

が低い場所であるという。 

「領域性」とは，犯罪者の力が及ばない範囲を明確にすることである。例え

ば犯罪者が侵入する際に物理的な障害となる仕切を設置し，あるいは周囲の人

が犯罪者の侵入を許さないという意識が高い場所では，犯罪者は容易にターゲ

ットに接近できないため，犯行を躊躇・断念する可能性が高い。一方で，物理

的な障壁がなく，誰が侵入しても怪しまれないような「領域性が低い場所」で

は，犯罪者は容易にターゲットに接近でき，犯行後も逃走しやすいため，犯罪

を実行するには都合がよく，このような場所では犯罪が起こりやすい。 

次に「監視性」とは，犯罪者の行動を監視することである。物理的に見通し

がよく，あるいは心理的に誰もが何か起きないかと関心を示している場所では，

犯罪者は犯行に及んだ場合に発見されやすいため，犯行を躊躇・断念する可能

性が高い。一方で，物理的に死角が多く，何が起こっても周囲の人が無関心で

あるといった「監視性が低い場所」では，犯罪者自身が身を隠し，犯行に及ん

でも目撃される可能性が低いため，犯罪者は安心して犯罪に着手でき，このよ

うな場所では犯罪が起こりやすい。 

こうした「領域性」と「監視性」が低い場所について，小宮教授は「入りや

すくて見えにくい」というキーワードで子供たちに理解させている。 
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地域安全マップづくりは，子供たちを小グループに分け，実際に街に出て，「領

域性」と「監視性」の低い場所を調査し，その結果をマップ（地図）にして発

表させるものである。 

地域安全マップづくりに参加した子供たちは，どのような場所で犯罪が起こ

りやすいのかを考え体験することで，犯罪が起こりやすい場所を予測する力を

身につけることができる。そして，こうした場所では十分に注意力を高め，あ

るいは回避することができるため，犯罪被害に遭う可能性が低くなるのである。 

私は，平成１７年の夏，広島市内の国立小学校において，広島県で初めて小宮

教授が開発した地域安全マップづくりを指導した。子供たちは地域の危険箇所

調査を通じて，犯罪が起こりやすい場所を正しく理解してくれた。また地域の

危険箇所調査において，子供たちが地域の方に犯罪が起こりやすい場所につい

てインタビューを行ったことで，子供と地域の方が顔見知りとなり，後で挨拶

を交わすようになったという話も耳にした。私は，地域安全マップづくりを通

じて，子供たちが犯罪が起こりやすい場所を理解し，地域の方と触れ合うこと

で，被害防止能力やコミュニケーション能力を高めていくことを実感した。 

小宮教授は地域安全マップづくりに期待できる効果として，被害防止能力や

コミュニケーション能力の向上のほか，子供たちが地域の様々な魅力を発見す

ることで地域の愛着心を向上させ，さらに地域社会の安全に貢献することで子

供たちの社会性や市民性が身につき非行防止能力を向上させることができるこ

とを挙げている。 

福山大学人間文化学部心理学科平伸二教授の研究においても，地域安全マッ

プ作製前後に小学校児童を対象とした質問紙調査を実施し，これら全ての点に

ついて効果が得られたことを実証している。（※資料３参照） 

地域安全マップづくりは，子供たちが把握した地域の危険箇所を大人が改善
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する取り組みにもつなげることができる。 

私は，子供の被害防止能力を高め，地域社会の連携を強める地域安全マップ

づくりが今後も各地で広がっていくことを大いに期待している。 

 

４ 大学生による地域安全マップづくりの指導 

 地域安全マップづくりは，少人数に分かれてグループ作業を行うため，グル

ープごとに指導者を配置することが必要である。広島県では，地元の大学生ボ

ランティアを指導者として育成したところ，別の大きな効果と期待を生み出し

た。 

大学生は子供たちにとって近い将来の自分の姿であり，年齢が近いため子供

たちは大人よりも大学生に親近感を持つようである。大学生から地域安全マッ

プづくりを学んだ子供の中には，指導した大学生について「凄くかっこよかっ

た。」とか「僕も大学生になって，子供たちに地域安全マップづくりを指導した

い。」という感想を述べる子供もいる。こうした子供たちの中には，地域社会に

貢献する活動をしてみようという意識を持つ者もいるはずである。 

かつて，広島市は暴走族で全国的に有名となった時期がある。この時期は特

攻服を着た少年が街の公園や広場を占拠し，法秩序を無視して暴走行為を繰り

返す光景が街のあちこちで見られたものである。こうした環境に育った子供た

ちの中には，暴走族の姿に憧れを抱き，誘われれば暴走族に加入する者もいた。 

また，子供たちの中には，テレビで見るアイドル歌手やスポーツ選手等に憧れ

を抱く者も少なくない。しかし，多くの子供がこの憧れを実現できる訳ではな

い。 

こうした暴走族や雲の上の憧れではなく，子供たちにはもっと実現可能性の

高い，地域で身近に存在する憧れの存在が必要ではないのだろうか。 
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犯罪心理学を専門とする福山大学人間文化学部心理学科平伸二教授は，子供

たちが規範意識を形成する際には，善悪を行動で実践する大人が身近に存在す

ることが必要であり，大学生が一生懸命に地域安全マップづくりを指導する姿

は，子供たちの規範意識や愛着心に大きな影響を与えることができるという。 

大学生も実際に子供たちに指導するとなれば，それなりの勉強が必要である。

自らの勉強と子供を指導する経験は，大学生にとっても大きな成長へとつなが

っていく。中でも小学校教諭を目指している大学生は，地域安全マップづくり

を通じて実際に子供たちと触れあい，子供たちを指導することにより，教諭と

なるための多くの経験を積むことができる。 

このように大学生ボランティアによる地域安全マップづくりの指導は，子供

や大学生など，次世代を担う若者を育成する人づくりにもつながるものである。 

実際，広島県では地域安全マップを指導した大学生の中から，その後小学校教

諭として採用され，今では学校現場で子供を犯罪から守るための活動に活躍し

ている者も出てきている。 

 

５ 大学生ボランティアの活躍と大学の知的財産の活用 

 大学生ボランティアの活躍は地域ボランティアの活性化にもつながる。 

地域安全マップづくりの指導者を養成する研修会では，大学生ボランティアの

若いパワーに地域ボランティアの人が引っ張られ，大きな盛り上がりが見られ

た。そして，何よりも大学生が介在することにより，年齢層の垣根が取り払わ

れ，良好な雰囲気の中で活動は活性化した。 

大学生ボランティアの活躍は地域安全マップづくりの指導にとどまらず，某

大学ではメディアを学ぶ大学生がボランティアで地域安全マップづくりを解説

する教材ビデオを製作した。大学側もビデオを作成するために必要な収録機材
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や編集をするためのスタジオの使用等に協力していただき，業者に発注すれば

多額の製作費用がかかるところ，１円の支出を伴わず教材ビデオを完成するこ

とができた。 

 また，別な大学では美術を学ぶ学生が，小さな子供でも犯罪が起こりやすい

場所を正しく理解できるようにと絵本や紙芝居を作成した。 

 こうした実例を見ても，子供を犯罪から守る活動は大学生の若いエネルギー

と大学の持つ知的財産等を活用することで，地域活動の活性化や教材開発等，

大きな成果を生み出すことができるのである。 

 私は，大学生を中心とした若者層が防犯活動等の社会貢献活動に参画してく

れることを大いに期待している。 

 

６ インターネット犯罪から子供を守る取り組み 

 子供に対する犯罪被害は，誘拐や性犯罪といった身体犯だけでなく，携帯電

話等を利用したインターネット犯罪に関するものも深刻である。 

子供がインターネット犯罪の被害に遭わないためには，フィルタリング機能

を利用して物理的に有害情報を遮断するなどのハード面対策と共に，子供がイ

ンターネットを適正に利用するための意識づくりというソフト面対策が必要で

ある。 

携帯電話は，子供と親が連絡を取り合ったり，ＧＰＳ機能による子供の位置

探査ができるなど防犯上有効な機器でもある。一方で，出会い系サイトを利用

した児童買春，悪質な犯罪予告や中傷誹謗の書き込みなど，インターネットと

いう世界を通じて犯罪と接するリスクを持ち合わせている。 

 また，携帯電話等を利用したインターネットに関する知識は，保護者よりも

子供の方が進んでおり，子供が携帯電話等を適正に利用するための防犯教育は
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専門的知識を有する指導者が少ないのも実情である。 

 このような中，私が勤務する警察署では，インターネットに関する専門的知

識や技術を有する携帯電話会社，インターネット犯罪の実例を多く持つ警察，

防犯教育の機会や場を持つ教育委員会の三者が連携し，「携帯電話等を適正に利

用するための防犯活動教育活動等に関する協定」を締結する試みを行った。（※

資料４参照） 

 協定は，三者が持ち合わせる専門的な知識や技術，情報を共有しながら協力

関係を構築し 

① 青少年が携帯電話等を適正に利用するために必要な知識や能力を習得さ

せるための防犯教育の推進 

② 青少年が利用する携帯電話等のフィルタリング機能の利用促進 

③ 携帯電話等の電子メディアを通じた有害情報が青少年に及ぼす悪影響に

ついての啓発及び各種情報の提供 

に取り組んでいこうというものである。 

 携帯電話事業者は自らの事業者責任として，これまでも携帯電話等の利用に

関する防犯教育を進めているが，警察や学校においても同様の防犯教育の取り

組みを進めているところである。こうした同じ目的の取り組みを各自が個別に

行うだけでなく，相互が対等な立場で協力関係を構築し，それぞれが保有する

専門分野を生かしながら効果的に進めていくことが必要であるという考えに基

づき，三者協定を締結したのである。 

私は，協定の締結により，三者がそれぞれの専門的知識・技術・情報を共有・

駆使して防犯教育活動等を推進し，今後の活動のスキルアップにつなげていく

ことを期待している。 
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７ 企業のＣＳＲ活動を活用した財政的支援の取り組み 

 地域の自主防犯ボランティア活動は，殆どが十分な財政的支援が見込まれな

い。昨今の経済不況は，公的財政を緊縮させ，地域ボランティアの活動資金の

補助は年々削減されている。多くの地域防犯ボランティアの活動資金は，活動

者が自前で持ち出しているのが実情である。 

 特に，昨年の世界的なガソリン価格の高騰は，青色回転灯を装着したパトロ

ールカー（以下「青パト」という。）による防犯活動を直撃した。燃料代を全て

自前としている青パト運行者は，子供の安全を守るために青パトが十分に運行

できない状況となったのである。 

こうした中，私が勤務している警察署では，飲料水メーカーがＣＳＲ（社会

的責任）活動として始めた地域支援型自動販売機を警察署内に設置した。 

この取り組みは，警察署内に設置している自動販売機の売上金の一部をＮＰＯ

や防犯組合を介して警察署管内で活動する青パトの燃料代として支援しようと

いうものである。当初の試算では，年間約１０万円の支援が見込まれていたが，

実際にこの自動販売機を導入したところ，警察署の職員の協力もあり，半年間

で約１３万円を地域の青パト防犯活動に支援することができた。 

自動販売機の売上金の一部は，青パトの燃料代支援に限らず，防犯活動全般

の活動資金として支援することも可能である。 

広島県内では，既に同様の自動販売機が数十台設置され，地域の自主防犯活

動の資金として支援されている。なかでも広島市西部を活動区域とする防犯パ

トロールチームは，活動エリアにこの自動販売機を２台設置し，自らの活動の

自主財源として活動用の帽子やＴシャツ等の購入資金に充てている。 

こうした自動販売機の設置・導入は，行政等の公的機関においても協力でき

るものである。例えば，行政機関の庁舎，公民館，児童館，スポーツ施設，文
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化施設等の公共施設に地域支援型自動販売機を設置することで，その施設を利

用する子供たちの安全を守る活動の資金として支援することが実現する。 

 子供を犯罪から守る地域の自主防犯ボランティア活動に対して，今後も公的

な支援が期待できない中，この自動販売機の設置による自主財源の確保という

取り組みも一つの有効な手段であると思われる。 

私は，他の飲料水メーカーにおいても同様のＣＳＲ活動の参画を期待すると

ともに，行政による地域支援型自動販売機の設置協力について積極的に検討し

ていただくことを願っている。 

 

８ 子供を犯罪から守る活動のあり方 

 以上，子供を犯罪から守るための活動について，私なりに実践してきた施策

や考え方について述べてきた。 

最後に今後の活動に向けて，私は次の５点を提言としてまとめたい。 

① 子供と大人が関わり合う地域社会の実現 

我々は，地域の子供と大人が相互に関わり合う地域社会を目指し，各地で挨

拶・声かけ運動などの取り組みを進めているが，一方で子供が犯罪被害に遭わ

ないために，子供たちに人を警戒することも教えている。 

こうした指導は，子供たちは知らない人に挨拶をしてよいのか，あるいは警

戒すべきなのか分からなくなり，混乱をするばかりか，知らない大人に対する

不信感を高め，地域社会の連携を阻害する可能性がでてくる。 

子供を犯罪から守る活動は，地域コミュニティが活発化し，地域ぐるみで子

供を守り育むことが大切である。子供たちを地域の大人から引き離すのではな

く，地域安全マップづくりなどの取り組みを通じて子供と地域の大人が関わり

合い，地域社会の連携を強めていく取り組みを進めていくことが必要である。 
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② 活動の後継者を育成する 

子供を犯罪から守る活動の担い手は，多くが地域の高齢者であり，保護者や

若者の参加が少ないのが実情である。活動が将来にわたって継続するためには，

活動の担い手となる後継者を育成することが重要な課題である。 

将来の子供を犯罪から守る活動の担い手は，現在，守られている側の子供た

ちである。 

子供たちは，大学生ボランティア等を中心とした地域安全マップづくりなど

の取り組みを通じ，地域を愛し，地域のために貢献する喜びやその意義を知り，

次世代の活動の担い手として育ってくれることが必要である。 

③ 大学生ボランティア等の積極的な参加 

 子供を犯罪から守るための活動を活性化させていくことは容易ではない。 

私は，大学生ボランティア等の若者が地域の活動に参加することで，カンフ

ル剤としての機能を発揮し，地域の防犯ボランティア活動を活性化させるもの

と信じている。 

地域の子供を犯罪から守る活動を盛り上げるためには，大学生ボランティア

等の若者が多く参加し，若い力を中心に，幅広い年齢層が参加する活動を推進

していくことが必要である。 

④ 企業等が参画した取り組みの推進 

 近年，企業等が参画した子供を犯罪から守る活動は，「子供１１０番のお店」

や「子供１１０番の車」など広がりつつあるが，まだまだ少ないのではないか

と感じる。 

私は，それぞれの企業等が保有する専門的知識や技術を地域の防犯活動に活

用し，あるいは人的支援や施設を地域に提供することで，新たな大きな成果を

生み出すことが期待できるものと考える。 
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今後，多くの企業等が子供を犯罪から守る活動に参画し，企業等が保有する

各種財産を地域活動に反映させる取り組みを広げていくことが必要である。 

⑤ 活動の自主財源の確保 

子供を犯罪から守る活動は，公的な財政支援が期待できない中で，自らの活

動資金を確保していくことが求められる。 

自主財源確保の一例として，私が勤務する警察署では，企業のＣＳＲ活動を

活用した自動販売機による活動資金の支援を試み，僅かであるが地域の活動者

に資金を支援することができた。 

昨今の経済不況の中，各企業とも厳しい経営状態に置かれ，今後とも企業Ｃ

ＳＲを活用した財政的支援は容易ではない。しかし，ＰＴＡのバザー収益や地

域の祭礼等を利用した寄付等，企業ＣＳＲの活用以外にも地域における自主財

源確保についての開拓すべき分野は残されているはずである。 

お金がないから活動できないという消極的思考ではなく，地域の実情に応じ

た自主財源の確保に向け，あらゆる手法を考え，開拓していくことが必要であ

る。 

 

９ おわりに 

子供の安全は，事件や事故のみならず，食の安全，住まいの安全，環境問題

にも発展し，極めて幅広い分野に及ぶ。 

私は，生活安全部門を担当する警察官として，第一線の現場において，地域

の方々と共に子供を犯罪から守る活動に取り組んでいる。 

今，私が心配していることは，今行われている子供を犯罪から守る取り組み

が一過性に終わらないかということである。 

私は，現場の実務を通じて感じた問題点を踏まえ，これまで進めてきた取り
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組みの実例をいくつか紹介しながら，私なりの考え方を提言としてまとめてみ

た。 

この論文を読んでいただいた方が，少しでも今後の子供を犯罪から守る活動

の参考にしていただければ幸いである。 
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資料１ 子どもの犯罪被害の不安 
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出典：「子どもの防犯に関する特別世論調査」の概要（平成１８年８月 内閣府政府広報室） 

 
資料２ 子どもの防犯のために効果的と思う地域や家庭の取り組み（複数回答） 

○ 防犯パトロールといった地域住民が行う防犯活動を盛んにすること       51.5％ 

○ 近所の人たちと情報交換の場を作ること                                  46.2％ 

○ 子どもに，防犯ブザーなどの防犯グッズ（商品）を持たせること               42.5％ 

○ 近所で不審なことが起きていないかどうかなどについて子どもと話し合うこと  41.2％ 
出典：「子どもの防犯に関する特別世論調査」の概要（平成１８年８月 内閣府政府広報室） 

 
資料３ 地域安全マップ作製前後に実施した質問紙の結果 
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 出典：福山大学こころの健康相談室紀要第１号 地域安全マップの作製とその効果測定

資料４ 携帯電話等を適正に利用するための防犯教育活動等に関する協定 （福山大学人間文化学部心理学科 平 伸二 教授） 

 
 

協 定 書 

 

 広島中央警察署(以下「甲」という。)，広島市教育委員会(以下「乙」という。)

及び株式会社ＮＴＴドコモ中国支社(以下「丙」という。)は，青少年の携帯電

話等の利用における防犯教育活動等に関し，次のとおり協定を締結する。 
 

（目的） 

第１条 この協定は，携帯電話等の電子メディアを通じた有害情報が青少年に

及ぼす悪影響を鑑み，甲，乙及び丙との相互協力により，青少年が携帯電話

等を適正に利用するための防犯教育等を行うことにより，青少年の健全な育

成に寄与することを目的とする。 

 
（定義） 

第２条 この協定において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

  (1) 電子メディアとは，インターネットその他の高度情報通信ネットワーク，

テレビジョン放送及び映像又は文字が記録された電磁的記録媒体をいう。 

  (2) 青少年とは，１８歳未満の者(婚姻をしたことにより成年に達したとみな

される者を除く。)をいう。 

  (3) 有害情報とは，青少年の性的感情を著しく刺激し，残虐性を生じさせ，

若しくは助長し，又は自殺若しくは犯罪を誘発する等青少年の健全な成長

を阻害するおそれがあると認められる情報をいう。 

  (4) フィルタリング機能とは，インターネットを利用して得られる情報の中

から有害情報の受信を防止することができる機能をいう。 

 
（運用の基本） 

第３条 この協定は，甲，乙及び丙の相互理解による高い信頼と協力関係を基

本とする。 

  ２ この協定は，甲，乙及び丙が行う通常業務を制約するものではなく，そ
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れぞれに特別な権限を与えるものでもない。 

 
（活動の内容） 

第４条 この協定に基づき，甲，乙及び丙が相互に協力する活動の内容は，次

のとおりとする。 

  １ 青少年が携帯電話等を適正に利用するために必要な知識及び能力を習得

させるための防犯教育の推進。  

  ２ 青少年が利用する携帯電話等のフィルタリング機能の利用促進。 

 ３ 携帯電話等の電子メディアを通じた有害情報が青少年に及ぼす悪影響に

ついての啓発及び各種情報の提供。 
 

（個人情報の取り扱い） 

第５条 甲，乙及び丙は，この協定による活動に関して知り得た個人のプライ

バシー等に関する個人情報や犯罪捜査に関する情報を，第１条に規定する目

的以外に利用し，又は第三者に漏らしてはならない。 

 
（協定の解除） 

第６条 甲，乙及び丙は，この協定に違反している，又はこの協定に規定して

いる活動・役割を果たしていないと認められるときは，甲，乙及び丙の話し合

いにより，この協定の一部又は全部を解除することができる。 

 
（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は，その都度，甲，

乙及び丙が協議して定めるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため，本書３通を作成し，甲，乙及び丙が記名押印

の上，各自１通を所持するものとする。 

 

 平成２０年１０月２２日 

 

     甲    広島県広島中央警察署長      小笠原 尋文 

 

      乙    広島市教育長           岡本  茂信 

 

        丙    株式会社ＮＴＴドコモ中国支社長  井手  明子 
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