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　「地域安全マップづくり」は、子ども
自身が犯罪の危険を予測する能力を身
に付けるために非常に有効な方法です。
東京都及び東京都教育委員会では、警
視庁と連携のもと、都内の全小学校に
「地域安全マップづくり」を普及するこ
とを目指しています。
　「地域安全マップづくり」では、子ど
もたちはグループに分かれて地域を点
検し、地図を作製します。その際、保
護者や地域住民の方などが補助員とし
て各グループに付き添い、子どもたちの
フィールドワークや地図作製を的確に補
助していただくことで、より高い効果が
期待できます。

　そこで、これから補助員となる方に正
しい補助方法を理解していただけるよう、
本マニュアル及びDVDを制作しました。
　本マニュアルは、補助員となる方に
DVDをご覧いただいた上で、先生方が
補助を行う際のポイントを解説すると
いった利用方法を想定しています。巻
末には、補助員となる方に印刷して配
付できるよう、補助方法のまとめを掲載
してあります。なお、本マニュアルは、
「地域安全マップをつくろう！」及び「低
学年にも教えよう！地域安全マップづく
り」の続編です。指導の際には、これら
のマニュアルも参考にしてください。
　本マニュアルを活用し、より効果的な
「地域安全マップづくり」を実施してい
ただけますことを願っています。

東京都地域安全マップ教材編集委員会

はじめに
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第1部 「地域安全マップづくり」と
補助員の役割

chapter 1
と連動

　「地域安全マップづくり」は子どもの危険予
測能力を高める方法として考え出されたもので
す。それは「誰が」犯罪を行うかではなく、「ど
こで」犯罪が行われるかを見極めることにより、
未来の犯罪を予測しようとするものです。犯罪
が起きる現場には共通点があります。つまり、
犯罪者の多くは、特定の条件を満たした場所で
犯罪に及ぶということです。その特定の条件と
なるのが「入りやすく」「見えにくい」という二
つのキーワードが当てはまる場所なのです。
　「入りやすい」場所では、犯罪者が子どもに
怪しまれることなく簡単に近づけます。また、
「入りやすい」場所は同時に「出やすい」場所
でもあるため、犯行後すぐに逃げることができ
ます。

　「見えにくい」場所では、たとえ犯罪者が待
ち伏せをしていても周囲は気付きにくく、誰の
助けも得られないばかりか、犯罪が実行されて
も発見・通報されません。こうした条件が揃っ
た場所では、犯罪が起こりやすくなるのです。
つまり、「入りやすく」「見えにくい」場所の特
徴が具体的に分かれば、犯罪を予測できるわけ
です。
　ところが子どもたちは、「被害防止」を考え
る際、「人」に注意が向き、「不審者に気をつ
けよう」ということばかりを考えます。しかし、
これでは犯罪は予測できません。「人」から「場
所」に発想を転換させる、視点を切り替えさせ
る、これが地域安全マップの目的です。
　「地域安全マップづくり」は、子ども自身の
犯罪被害防止能力を高めるものです。したがっ
て、子どもたちが主体となって、この過程に関
わる必要があります。子どもが自ら体験し、気
付くことが重要です。そのために、街へ連れ出
して、実際の風景を見せるのです。子どもは見
れば考えます。考えれば気付きます。気付け
ば行動が変わってきます。こうして子どもは予
防行動を自らの意思でとることができるように
なるのです。「入りやすく」「見えにくい」とい
う危険予測のキーワード（ものさし）を子ども
たちだけで使えるようになることが「地域安全
マップづくり」の最終目的です。

・不審者等の「人」ではなく、犯罪が起こりやすい「場所」に着目
・「犯罪が起こりやすい場所」＝誰もが「入りやすく」、誰からも「見えにくい」場所

1 「地域安全マップづくり」とは？ 

「地域安全マップづくり」の
特徴と目的

立正大学文学部教授
（社会学博士）

小宮 信夫

Point

補助のポイント
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　「地域安全マップづくり」において重要なことは、子どもの犯罪被害防止能力の向上
に役立つことです。しかし、自己流で作ると犯罪被害防止能力の向上にむすびつかない
ものになる危険性があります。補助員には、正しい作製方法とともに、犯罪被害防止能
力の向上にむすびつかない次のようなマップを子どもたちが作らないように注意するこ
との必要性を伝えてください。

犯罪被害防止能力の向上にむすびつかない
地域安全マップの例

子どもが主体的に「地域安全マップづくり」に取り組みますが、「不審者マップ」や「犯
罪発生マップ」にならないように注意しましょう。

● 詳細は『地域安全マップ作製指導マニュアル　地域安全マップをつくろう！』P.9～10を参照

地域安全マップとは…

・犯罪被害防止能力を向上させる
・差別や人間不信を生まない
・トラウマを深めない
この3つの条件をクリアしたマップです。

（失敗例）犯罪発生マップになってしまった例

①不審者マップ

　不審者が出没した場所を表示した地図です。
不審者は、見ただけでは分かりません。また、
不審者か否かの判断が主観的であるため、特
定の人や集団を不審者扱いにした、差別的な地
図になる危険性があります。

②犯罪発生マップ

　実際に犯罪が起きた場所を表示した地図で
す。犯罪発生場所を単純に地図に書き込み、丸
暗記をするだけでは、危険な場所に気付き、危
険を予測する能力は育ちません。また、犯罪発
生マップを作ろうとして、被害に遭った子ども
から、その場所を聞き出そうとすれば、その子
のトラウマ（心の傷）を深めてしまいます。被害
児童の心のケアに十分配慮することが必要です。

Point

補助のポイント

（失敗例）不審者マップになってしまった例
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　「地域安全マップづくり」は体験型の学習です。少人数のグループ単位で行うフィー
ルドワークや、地図の作製に一人一人の子どもが参加することが大切です。フィール
ドワークや地図作製の際には、保護者や地域の方に補助員として各グループの作業を
支援していただくことで、効果的な「地域安全マップづくり」を行うことができます。

2「地域安全マップづくり」における補助員の役割

補助員は、フィールドワークと地図の作製時に各グループに付いて、指導補助を行い
ます。
補助員は、次のことを子どもたちが常に意識できるように指導します。
● 探すのは「危ない人」ではなく、「犯罪が起こりやすい場所」
● 「犯罪が起こりやすい場所」＝誰もが「入りやすく」、誰からも「見えにくい」場所

Point

補助のポイント

誰もが「入りやすい」場所とは…

●犯罪者が簡単に、怪しまれることなく、標的
に近づける場所

●邪魔になるものがなく、簡単に犯罪を実行す
ることができる場所

●犯行後すぐに逃げることができる場所

3 犯罪が起こりやすい場所とは？

誰からも「見えにくい」場所とは…

●助けを求めても、犯行が見えにくいため、誰
からも助けてもらえそうもない場所

●犯行が目撃されにくいために、警察に通報さ
れる恐れが少ない場所

●無関心な人が多いため、危険な状況にあって
も、周りの人から、見て見ぬふりをされそう
な場所

chapter 2
と連動

chapter 3
と連動
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第1部 「地域安全マップづくり」と補助員の役割

「犯罪が起こりやすい場所」＝誰もが「入りやすく」、誰からも「見えにくい」場所を
具体的に理解させます。Point

補助のポイント

①トンネル

　トンネルは、両側から入れるので誰もが「入
りやすく」、中は壁に囲まれていて誰からも「見
えにくい」場所です。このトンネル構造が、犯
罪が起こりやすい場所の基本です。

②建物の間の路地

　建物の間の路地は、屋根のないトンネルと言
えます。誰もが「入りやすく」、誰からも「見
えにくい」場所です。

③地下道

　地下道は地下に潜ったトンネルと言えます。
どちらからでも入れるため、誰もが「入りやす
く」、壁に囲まれているため、誰からも「見え
にくい」場所です。

④1階がガレージの家が続く道路

　1階がガレージとなっている家が続いている
道路です。見えやすい場所と思われがちですが、
まるで1階部分に塀があるような構造です。つ
まりここもトンネル構造で、誰もが「入りやす
く」、誰からも「見えにくい」場所です。
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⑤樹木に囲まれた公園

　この公園は入り口が多いため誰もが「入りや
すく」、密集した樹木に囲まれているため周り
からは「見えにくい」場所です。

⑥壁の落書き

　トンネルは、①で説明したように、物理的
に「入りやすく見えにくい場所」です。さらに、
そこに落書きがあれば、心理的にも「入りやす
く見えにくい場所」になってしまいます。秩序
感が薄く、犯罪者も気軽に立ち入ることができ、
また、犯罪自体も見て見ぬ振りをされそうだか
らです。

「見えにくい場所」の4類型

① 塀に囲まれている場所のような「死角」

③ 落書きやごみが放置されている場所のような
「地域が無関心な場所」

② 回りに田畑が広がる場所のような「人の視線が
無い場所」

④ 駅前広場のような「不特定多数の人が集まる場
所」　（関心や注意が拡散してしまう場所）

●心理的に見えにくい場所

●物理的に見えにくい場所
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全体の流れ

4 標準的な「地域安全マップづくり」の流れ

補助員は、子どもたちが班ごとに分かれて実施する「フィールドワーク」、「地図作製」
の補助をします。Point

補助のポイント

事前指導

班編成

フィールド
ワーク

地図作製

発表会

● 詳細は『地域安全マップ作製指導マニュアル　地域安全マップをつくろう！』 P.１１～１６を参照

事前
指導 ➡ 班編成 フィールド

ワーク
地図
作製 発表会➡ ➡ ➡

誰もが「入りやすく」、誰からも「見えにくい」場所を、簡単なイラストなどを使っ
て教員が説明をします。

人数は1班5名を基本とし、教員が役割分担を決めます。子ども全員が「参加意識」
をもてるように、全員に役割（班長・副班長・地図係・写真係・インタビュー係）
を分担させます。

子どもたちは班ごとに分かれ、補助員と一緒に、誰もが「入りやすく」、誰から
も「見えにくい」というキーワードを使いながら、地域の「犯罪が起こりやすい
場所」を点検していきます。

班ごとに、フィールドワークで収集した写真や情報を使って全員で地域安全マッ
プを作製します。

地域安全マップを掲示して、調査結果、マップづくりの感想などについて全員
が発表します。

⬇

⬇

⬇

⬇

第1部 「地域安全マップづくり」と補助員の役割

chapter 4
と連動
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第2部 「地域安全マップづくり」
各場面での補助方法

1 フィールドワーク

誰もが「入りやすく」、誰からも「見えにくい」をキーワードに、子どもが主体となって、
「犯罪が起こりやすい場所」を見つけていくことが大切です。犯罪被害防止能力を育
てるためには、子どもが自分の力で「気付く」ことができるようになる必要があります。
補助員が子どもに対して一方的に解説をすることがないように気を付けてください。

調べる場所

　公共の場所に限ります。個人の住宅などの私
的な場所は、プライバシーの侵害になるので対
象外とします。

歩き回る範囲

　公園、駐車場、路地裏といった、異なる場所
を回るほうが学習効果が高まります。

●一歩下がって子どもたち全体を見ながら、道路側を歩くようにしてください。
●後ろから車やバイク等が来たら、子どもに注意を促してください。

子どもの安全確保の留意点
　フィールドワーク中の子どもの安全確保については、学校が十分な配慮をする必要
があります。交通事故を防ぐために、補助員に次のことを伝えてください。

Point

補助のポイント

× 〇

chapter 5
と連動
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犯罪が起こりやすい場所（見通しが悪い道路）を
見つけた場合
　フィールドワークでは、子ども自身が「犯罪が起こりやすい場所」に気付き、その
理由を考えることが大事です。まず、子どもたちが危険に気付くのを待ちます。子ど
もたちが「犯罪が起こりやすい場所」に気付くことなく通り過ぎようとした場合には、
補助員は子どもに声を掛け「犯罪が起こりやすい場所」か否かを考えさせます。（下記
の補助方法を参照）

× 〇
補助員が主体となり、説明をしている
悪い例

子どもが主体となり、気付き考える
良い例

具体的な補助方法
補助員 「この道は危険？それとも安全？」
子ども 「危険！」
補助員 「どうして？キーワードを使って説明できる？」
子ども 「向こうからもこっちからもここに来られるから入りやすい。
  塀が高くて家の中から見てもらえないから見えにくい！」
補助員 「正解です。誰もが入りやすく、誰からも見えにくい場所だね」

フィールドワークでの写真撮影
　フィールドワークで「犯罪が起こりやすい場所」や「安全な場所」を見つけたら、
写真係が写真を撮り、地図係が撮影位置を記録します。このとき、カメラのシャッター
がきちんと押されたかを確認します。

安全な場所（道路の両側に花壇がある場所）を
見つけた場合
　「犯罪が起こりやすい場所」だけではなく、「安全な場所」でも同様に、「なぜ安全な
のか」を子どもたちに考えさせます。

写真撮影の際、プライバシーの侵害となりますので、人の顔や家の中などを撮ること
のないよう注意します。どうしても写ってしまう場合は、地図作製の段階で該当部分
をマジックで黒塗りをします。

Point

補助のポイント
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フィールドワークでのインタビュー
　インタビューは、情報収集を目的にしていますが、それは子ども向けの説明であって、
本当の目的は、地域には子どもを見守っている大人がたくさんいることを気付かせる
こと、そして、地域の安全のために活動している子どもの姿を見てもらうことで、地域
住民の間で子どもを見守る気持ちを高めてもらうことです。

●補助員ではなく、子どもがインタビューをします。
●礼儀正しく行えるよう注意します。
●「犯罪」という言葉を交えて問いかけます。

Point

補助のポイント

インタビューの方法
「こんにちは。今、○○小学校で地域安全マップをつくっています」
「御協力ありがとうございました」
⇒インタビューの開始時と終了時には、きちんと挨拶をするようにします。

「申し訳ありませんが、お話を聞かせていただけませんか」
⇒ インタビューを受けてくれる人の迷惑になることのないよう、 
相手の都合を聞いた上で、インタビューをスタートさせます。

インタビューで質問をする際の注意点
　単に「危険な場所はありますか？」という聞き方では、交通事故の話が返ってくる
可能性が高いため、「犯罪」という言葉を交えてインタビューをするよう指導します。

「危ない場所はありますか？」（×）
　⇒「そこに信号の無い交差点があるよ」
　　　（交通事故の話題になってしまう）

「犯罪にあうかもしれないと不安になる場所は

ありますか？」（〇）

悪い
インタビュー例

良い
インタビュー例

〇

×
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地域住民に教えてもらった危険な公園
　インタビューで「あの公園は夜になると見慣れない人たちがたまっているから危険」
のように「人」に関する答えが返ってくることがあります。このような場合、時間に余
裕があればその場所へ行き、「入りやすく見えにくい場所だから問題があるようだね。」
というように、子どもの視点を「人」から「場所」に転換させます。

● 可能な限り、インタビューで地域住民から教えてもらった場所に行ってみます。
●「人」から「場所」に子どもの視点を転換させます。Point

補助のポイント

誘拐の手口等のシミュレーション
　フィールドワークで見つけた「犯罪が起こりやすい場所」では、補助員が犯人役と
なり、「子猫がいるよ！」と言って、子どもを見えにくい場所に連れ込むなどして、リ
アリティを子どもに感じさせてください。「犯罪が起こりやすい場所」を子どもの記憶
に残すには非常に効果的です。

「犯罪が起こりやすい場所」では、誘拐や暴行の手口を参考にしてロールプレイング（役
割実演）やシミュレーション（模擬実験）を行ってみます。Point

補助のポイント

第2部 「地域安全マップづくり」各場面での補助方法
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2 地図作製 

● 地図作製においても子どもたちが中心となって作業をすることが重要です。補助員
が作業をすることのないよう気を付けてください。
● 地図作製は、子どもたちの犯罪被害防止能力の向上が目的です。地図の完成が目的
ではないため、地図の正確性を気にする必要はありません。
● 積極的に作業に加われない子どもがいた場合、無理に参加をさせるのではなく、教
員に相談してください。

Point

補助のポイント

模造紙に書き込む際の手順とポイント
① フィールドワークで使用した住宅地図上に、実際に通った道を赤ペンでなぞらせます。
②その道筋を模造紙に拡大して描かせます。
　●時間をかけなくて良いということを説明してください。

chapter 6
と連動
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③ フィールドワークで撮った写真を使い、子どもたちに「犯罪が起こりやすい場所」
とその理由を復習させます。

④ 表札、ナンバープレート、容姿など、プライバシーを侵す可能性のある写真がない
かどうか、「人」に関するコメントが書き込まれ、無意識に「不審者マップ」や「犯
罪発生マップ」を作ってしまっていないかどうかを、補助員が確認するようにしてく
ださい。

⑤ 写真につけるコメントには、必ず「入りやすく」、「見えにくい」というキーワードを
使うよう指導します。

　　悪い例：「塀が高いから危険」⇒×
　　良い例：「塀が高いので家の中から見えにくい。だから危険」⇒ 〇

　時間が少ないときでも、フィールドワークで発見した場所を分担し、一人一人がコ
メントを付箋などに下書きしてから、それを全員で確認し、その後に色紙に清書すれば、
全ての場所のコメントを全員で共有できます。

◎既成の地図の拡大コピーを使ってはいけない理由
⇒ 地域安全マップづくりは犯罪被害防止の意識と能力を高める「人づくり」であり、 
厳密さが求められる「物づくり」ではありません。
⇒住民のプライバシーや地図会社の著作権を侵害する可能性があります。
※フリーハンドで描くことで、オリジナルの地図が完成し、子どもの意欲が高まります。

第2部 「地域安全マップづくり」各場面での補助方法
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3 低学年の地域安全マップづくりを
　 補助する場合の留意点 

低学年の地域安全マップづくりでは、地域安全マップの学習を経験した高学年の児童
が補助を行います。
補助員は、高学年の児童が低学年の児童をうまく補助できるように必要に応じて援助
をします。

Point

補助のポイント

フィールドワーク
● 高学年の児童が班長等の役割を担いますが、低学年の児童も積極的に写真撮影、イ
ンタビューを行います。
● 高学年の児童は、低学年の児童と手をつなぎ、交通事故等に遭わないよう車道側を
歩くようにします。補助員は特に低学年の交通事故に留意します。

地図作製
● 高学年の児童が大まかな道路や建物等を描きます。
● 低学年の児童が写真の切り抜き、コメントづくり等を行います。
● 高学年の児童と低学年の児童が協力し、写真やコメントを貼り付けていきます。

● 詳細は『低学年にも教えよう！地域安全マップづくり』を参照

chapter 7
と連動
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4 まとめ 
　「地域安全マップづくり」の目的は、子どもの犯罪被害防止能力の向上ですが、それ
以外の効果も期待できます。
　まず、子どもを犯罪者（加害者）にしないという効果が期待できます。グループに
分かれての活動あるいはインタビューを通して言葉で説得をしたり、交渉をしたりする
ことで、コミュニケーション能力が高まります。一人一人が役割をもって「地域安全マッ
プづくり」を行うことで、仲間意識がはぐくまれます。
　また、地域の方と触れ合うことによって、地域に対する愛着心が生まれます。地域
に愛着をもった子どもは、自分の地域にダメージを与えるような犯罪には関わらない傾
向にあります。
　次に、地域住民の防犯意識の向上という効果が期待できます。地域住民へのインタ
ビューなどを通して、子どもたちの活動を地域の方に見てもらうことにより、地域住民
の「子どもを守りたい」という意識も高まります。
　さらには、「地域安全マップづくり」をすることで、学校と行政、警察、地域のパートナー
シップも強化されます。これは、地域ぐるみの子どもの安全対策につながります。
　このように、「地域安全マップづくり」にはいろいろな相乗効果が期待できます。ぜひ、
子どもたちと一緒に楽しみながら取り組んでください。

「地域安全マップづくり」には、子どもの被害防止能力の向上のほかに、次の効果が
あります。
●コミュニケーション能力の向上
●地域への愛着心の向上
●非行防止
●地域ぐるみの安全対策の推進

Point

補助のポイント

第2部 「地域安全マップづくり」各場面での補助方法

chapter 8
と連動
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● 補助員の方へ ●

①「地域安全マップづくり」とは？

　子どもが自ら通学路等を点検し、「犯罪が起こりやすい場所」を子どもの手で地図に
表していくものです。
● 「犯罪が起こりやすい場所」とは、誰もが「入りやすく」、誰からも「見えにくい」場
所です。

● 子どもが「犯罪が起こりやすい場所」に気付けるようになることで、危険を予測し、
犯罪被害を予防する能力を高めることができます。

● 「不審者マップ」や「犯罪発生マップ」にならないよう注意してください。

　「地域安全マップづくり」では、子どもたちは班ごとに分かれてフィールドワーク（街
歩き）や地図作製をします。その際、各班について支援する補助員の役割がとても大
切です。
　子どもたちにとって効果的な「地域安全マップづくり」となるよう、御協力をお願い
します。

② 犯罪が起こりやすい場所（＝「入りやすく」、「見えにくい」場所）
　  のチェックポイント

ハード（物理的）な要素

入りやすい場所

• ガードレールがない道路 • フェンスのない公園や駐車場
• 男女共用のトイレ • トンネル
• 階段の踊り場

見えにくい場所

• 高い塀や生け垣が続く道路 • 草木がうっそうとしている公園
• 屋上 • マンションの高層階の廊下
• 周りに田畑が広がる場所 

ソフト（心理的）な要素

• 落書きが放置されている場所 • ゴミが散乱している場所
• 自転車が放置されている場所 • 廃屋がある場所
• 人込み（駅前広場など）

17



③ フィールドワークにおける補助方法

大事なことは、子ども自身が「犯罪が起こりやすい場所」に気付くことです。
　「犯罪が起こりやすい場所」、または「安全な場所」を見つけたとき、補助員が一方
的に教えるのではなく、「入りやすい」、「見えにくい」というキーワードを使わせて、
子どもに考えさせます。

補助員 「この道は危険？　それとも安全？」
子ども 「危険！」
補助員 「どうして？　キーワードを使って説明できる？」
子ども 「向こうからもこっちからもここに来られるから入りやすい。
  塀が高くて家の中から見てもらえないから見えにくい！」
補助員 「正解です。誰もが入りやすく、誰からも見えにくい場所だね」

④ 地図作製における補助

● 子どもが主体的に作業することが
重要です。

● 作製したマップの優劣をつけるも
のではありません。

● ベースとなる地図を模造紙に描く
際の指導方法について
 1） フィールドワークで使用した

住宅地図上に、実際に通った
道を赤ペンでなぞらせます。

 2） その道筋を模造紙に拡大して描かせます。
● 位置関係の正確性を気にする必要はありません。
 人の顔が写った写真は使わない、表札や車両のナンバープレート等は黒塗りするな
ど、プライバシー保護に配慮してください。

⑤ 低学年の地域安全マップづくりを補助する場合の注意点

　地域安全マップの学習を経験した高学年の児童が、低学年の児童の補助を行います。
➡ 補助員は高学年の児童が低学年の児童をうまく補助できるように、必要に応じて援
助します。

参考例
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