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関西大学 経済・政治研究所 

平成22年度 第3回 公開セミナー 
子どもの安全とリスク・コミュニケーション研究班 
 

 

9 月 18 日（土）と 19 日（日）に関西大学社会安全学部で開催される日本リスクマネジメント学会第 34 回全国

大会の内、19 日午後のプログラム「リスクマネジメントの視点から見た子どもの安全」を経済・政治研究所子ど

もの安全とリスク・コミュニケーション研究班による平成 22 年度第 3 回公開セミナーとして企画します。 

今回の公開セミナーでは、「犯罪と子どもの安全」に焦点をあて、元大阪府警で関西大学社会安全学部「犯罪抑

止論」担当の竹本恒雄氏と、『生活とリスク』（放送大学教育振興会）の著者である奈良由美子氏にお話ししてい

ただきます。            ＜子どもの安全とリスク・コミュニケーション研究班主幹 亀井克之＞ 
 

日 時 平成 22 年 9 月 19 日（日）13：10～15：30  

場 所 高槻ミューズ・キャンパス西館 7 館 M706 教室 

テーマ：リスクマネジメントの視点から見た子どもの安全 

－「地域社会と危機管理」再考－ 

司 会・ 

問題提起 

研究報告①：竹 本 恒 雄 
（富士火災、関西大学社会安全学部非常勤講師） 

「ソーシャルリスクの観点から子どもを守るための防犯対策」 

研究報告②：奈 良 由美子 
（子どもの安全とリスク・コミュニケーション研究班委嘱研究員、放送大学准教授） 

「ソーシャルアンクルの復権と子どもの安全・安心」 

ディスカッション 

● 聴講自由 多数の方のご来聴をお待ちしております。 
 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

問合せ先：関西大学 研究所事務室 
〒564-8680 吹田市山手町3-3-35 

TEL 06-6368-1179/FAX 06-6339-7721 

E-mail：keiseiken@ml.kandai.jp 

 

共催：日本リスクマネジメント学会 
関西大学社会安全学部 

戸 出 正 夫（元 白鴎大学法科大学院教授） 



70



第 3回公開セミナー　2010年 9 月19日　地域社会と子どもの安全（奈良他） � 71

 

日本リスクマネジメント学会 

 

第 34 回全国大会 
関西大学 社会安全学部開設 記念大会 

関西大学 社会安全学部への本部移転 記念大会 

 

報告要旨・レジュメ集 

     

2010 年 9 月 18 日（土）・19 日（日） 

関西大学 高槻ミューズ・キャンパス 

関西大学 社会安全学部 
Kansai University, FSS (Faculty of Safety Science) 

 

 

統一論題：現代社会とリスクマネジメント 

I.リスクマネジメントの視点から見たメンタルヘルス －「心の危機管理」再考－ 

II.リスクマネジメントの視点から見た子どもの安全 －「地域社会と危機管理」再考－ 

 

 

小さくても光る学会 1978 年創立 リスクマネジメント研究の老舗 

日本リスクマネジメント学会 http://wwwsoc.nii.ac.jp/jarms 

本部 関西大学 社会安全学部 
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日本リスクマネジメント学会　第34回全国大会 

統一論題　「現代社会とリスクマネジメント」

リスクマネジメントの視点から見た子どもの安全

――「地域社会と危機管理」再考――

問題提起

（2010.9.19）

戸出正夫

1．はじめに
　子どもの健やかな成長は、わが国社会の発展の基礎を成すものである。しかし、近時、子ど

もを取り巻く環境が悪化し、子どもの安全が脅かされる事件が次々と報道されている。すなわ

ち、保護者の遺棄による幼児の餓死や何の落ち度もない子どもに対する虐待により死亡を含む

深刻な被害が生じている。他方、子ども自身、社会生活を円滑に営む上で何らかの困難を有し、

その結果、加害者となってしまう問題もある。また、ケータイ・インターネットのコミュニテ

ィー・サイトにアプローチして被害を受ける場合に代表されるような、子どもの知識不足・思

慮不足による行動が被害を呼び込む場合もあり、いまや子どもを取り巻く環境は深刻な情況に

あるのではないかといわれている。

　このように問題を見てゆくと、子どもの安全を計る施策は単に子どもを犯罪から守り犯罪被

害者にしないというだけでは足りないことが分る。あるいは、子どもを犯罪に加担させない、

犯罪加害者にしないという側面も重要であり、問題は広がりを持つ。

　さらに、広く子どもの安全を脅かす危険を考え、それを回避し、子どもが社会生活を円滑に

営むことが出来るようにするための支援や取り組みを考えるとき、犯罪に至らないが子どもに

大きなキズを負わせるようないじめの問題や児童ポルノまでには至らないが本人の人権を踏み

にじる写真や中傷の流布も子どもの安全上の問題として広く取り上げられるべきである。問題

はあまりにも広く、大きく、そして深い。そのため、幾つかに分類して論じなくてはならない

であろう。

　本統一論題報告は、ソーシャル・リスクマネジメントの視点から、すなわち、現代社会にお

いて、子どもにどのような環境悪化がもたらされ、その結果、どのように子どもの安全が脅か

されているか、そのリスクを回避する有効な方策はどうあるべきか、といった視点から、子ど

もの犯罪被害や犯罪加害の実態やその周辺を踏まえた防犯対策、子どもの安全・安心について

の報告である。
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2 ．子ども・若者の保護を目的とした法律
　21世紀に入って、わが国においては、日本国憲法および児童の権利に関する条約の理念に則

り、子どもを保護し、その育成を支援するために、次のような法律を矢継ぎ早に公布・施行し

てきた。

⑴　「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」（平成11年 5

月26日法律第52号）

　この法律は18歳に満たない者（児童）に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく

侵害することに鑑み、児童買春、児童ポルノ（写真、電磁的記録）に係る行為を処罰すること、

心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置を定めることにより、児童の権利を擁護す

ることを目的として公布・施行された。

主たる罰則

＊児童買春をした者…… 5年以下の懲役又は300万円以下の罰金

＊買春の周旋をした者…… 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科

＊買春の周旋を業とした者…… 7年以下の懲役及び千万円以下の罰金

＊児童ポルノ提供者…… 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金

＊児童ポルノ製造、所持、運搬、輸入、輸出……同　上

＊児童ポルノを不特定者又は多数の者に提供又は公然陳列…… 5 年以下の懲役若しくは500万

円以下の罰金又はこれを併科

＊児童買春目的の人身売買…… 1年以上10年以下の懲役（未遂も罰する）

⑵　「児童虐待の防止等に関する法律」（平成12年 5 月24日法律第82号）

　この法律は児童の保護者が保護する児童（18歳未満）に対する虐待の禁止、予防、早期発見

に加えて、虐待防止に関する国、地方公共団体の責務を規定し、児童の保護、自立支援のため

の措置を定めることにより、児童虐待の防止に関する施策を促進することを目的として公布・

施行された。

児童虐待の定義

＊外傷を生じ又は生じるおそれのある暴行

＊児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること

＊心身の発達を妨げるような著しい減食、長時間の放置、保護者以外の同居人による前出の暴

行、わいせつ行為、次項の行為の放置、その他の保護者としての看護を著しく怠ること。

＊児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対

する暴力、その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動

国、地方公共団体の責務

　国及び地方公共団体に児童虐待の予防及び早期発見等の責務を課すと同時に関係省庁相互間
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に止まらず、民間団体との連携の強化に努めなければならず、児童相談所の職員、学校の教職

員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士等が児童虐待の早期発見、防止に寄与するこ

とができるよう、必要な措置をとることも規定している。また、都道府県知事は児童虐待が行

われているおそれがあると認めるときは、職員をして児童の住所に立ち入り調査することがで

きる。なお、本法には罰則はない。

⑶　「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」（平

成15年 6 月13日法律第83号）（通称「出会い系サイト規制法」）

　この法律はインターネット異性紹介事業を利用して児童（18歳未満）買春を誘引する行為の

禁止、児童による利用を防止するための措置等を定め、児童買春その他の犯罪から児童を保護

し、もって児童の健全な育成に資することを目的としている。

主たる罰則

＊都道府県公安委員会のインターネット異性紹介事業者の違反行為（児童利用の禁止・児童で

ないことの確認等の違反）に対する是正措置命令違反…… 6 月以下の懲役又は100万円以下

の罰金

＊インターネット異性紹介事業を利用して、①児童を性交等の相手方となるように誘引するこ

と、②人を児童との性交等の相手方となるよう誘引すること、③対償を供与することを示し

て児童を異性交際（性交等を除く）の相手方となるように誘引すること、④対償を受けるこ

とを示して人を児童との異性交際（性交等を除く）の相手方となるように誘引すること

 ……100万円以下の罰金

⑷ 　「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する法律」（平成20

年 6 月18日法律第79号）

　この法律はインターネットに青少年有害情報が多く流通している現状に鑑み、青少年（本法

では18歳未満と定義）がインターネットを適切に活用する能力の習得に必要な措置を講ずると

共に、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上・利用の普及、その他の青少

年がインターネットを利用して青少年有害情報を閲覧する機会を少なくするための措置を講

じ、もって青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにして、青少年の権利の

擁護に資することを目的としている。

　なお、本法の「青少年有害情報」とは、インターネットを利用して公衆の閲覧に供されてい

る情報であって、青少年の健全な成長を著しく阻害するものをいう（ 2条 3項）が、例示とし

て掲げられているのは次の三つである（ 2条 4項各号）。

「　一 　犯罪若しくは刑罰法例に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しく

は誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報

　　二 　人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する
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情報

　　三　殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報」

国、関係事業者、保護者の責務

　国及び地方公共団体は青少年が安心してインターネットを利用できるようにするための施策

を確定、実施する責務を負う。

　関係事業者はその事業の特性に応じて、青少年がインターネットを利用して青少年有害情報

の閲覧をする機会をできるだけ少なくすると共に、インターネットを適切に活用する能力の習

得に資するための措置を講じるよう努める（責務がある）。

　保護者は青少年の発達段階に応じ、インターネットの利用状況を適切に把握すると共に、青

少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用、その他の方法により、利用を管理し適切な

活用能力の習得の促進に努める（責務がある）。特に、保護者は携帯電話端末及びPHS端末か

らのインターネットの利用が不適切に行われた場合には、青少年の売春、犯罪の被害、いじめ

等、さまざまな問題が生じることに留意するものとする（責務がある）。

　なお、本法はインターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進に軸足を置く

が、携帯電話インターネット接続役務提供事業者の青少年有害情報フィルタリングサービスの

提供義務も定めている。すなわち、その青少年の保護者の有害情報フィルタリングサービスを

利用しない旨の申出のない限り、青少年に対しては有害情報フィルタリングサービスの利用を

条件として、携帯電話インターネット接続役務を提供しなければならない義務を規定している。

⑸　「子ども・若者育成支援推進法」（平成21年 7 月 8 日法律第71号）

　この法律は子ども・若者の育成支援について、基本理念に基づいてこれを推進するために設

けられたいわば基本法であると考える。すなわち、国は基本理念に則り、子ども・若者育成支

援策を策定し、実施する責務を規定し（ 3条）、法制上、財政上の措置を講じなければならな

いとする（ 4条）。育成支援策については、まず、その大綱を作成することを法定しているが、

それは教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用等すべての分野にわたる。その上で、

育成支援策に関する国民の理解をもとめ、内閣府に特別な機関として、「子ども・若者育成支

援推進本部」（本部員は国家公安委員長、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、

経済産業大臣などが法定されている）を置くという壮大なものである。

3 ．少年非行の概要
　今年 8月12日には、警察庁生活安全局少年課がまとめた「平成21年中における少年の補導及

び保護の概況」が発表された。また、それに先立って、 8月 5日には同課による「少年非行等

の概要（平成22年上半期）」が公表された。

　平成22年上半期の統計を見ると、刑法犯少年の検挙人員は39,088人となり、前年同期と比較
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して減少しており、 8年連続の減少となった（ただし、風俗犯及び特別法犯（軽犯罪法、迷惑

条例等）が微増）。しかし、前出「平成22年上半期の概要」は、神奈川県での高校生による殺

人未遂事件や少年による重大事件が発生し、また、「児童虐待事件、児童ポルノ事件等の被害

が増加するなど、少年の非行防止、保護の両面において予断を許さない情況にある。」（ 1頁）

と警鐘を鳴らしている。

　他方、少年の犯罪被害について見ると、平成22年の上半期の少年が主たる被害者となった刑

法犯の認知件数は115,278件（前年同期比9.3％減）、そのうち凶悪犯罪被害は511件（同6.6％減）、

粗暴犯被害は6,195件（同2.5％減）、窃盗犯被害は99,905件（同9.6％減）と減少している。

　日本経済新聞平成22年 6 月23日朝刊は、文部科学省がインターネットのコミュニティーサイ

トの青少年の利用実態について、初めての調査結果をまとめたと報じた。これは財団法人イン

ターネット協会に委託して調査したものであるが、「平成21年度青少年を取り巻く有害環境対

策の推進―青少年が利用するコミュニティーサイトに関する実態調査報告書」として公開され

ている。同紙は、安易に所属の学校や氏名、メールアドレス等の個人情報を公開するケースが

目立ち、児童買春を誘う投稿もあった。全10万件の投稿を集計調査したが、不適切な内容を含

む投稿は6153件。飲酒・喫煙行為を記したものが21％、リストカットなどの自傷行為 7％、い

じめ体験 3％、児童買春の誘い 2％だったと報じている。

　ところで、平成21年版青少年白書「概要」31頁によると、子どもの生命が奪われるような重

大な児童虐待事件は後を絶たず、全国の児童相談所における児童虐待に対する相談対応件数も

増加を続けている。産経新聞平成22年 7 月28日によれば、厚生労働省の集計で、平成21年度は

受付件数が44,210件であり（速報値）、集計を始めた平成 2年度から19年間増え続けている。

一方、児童虐待防止法による立ち入り調査は僅か 1件に止まったという。現代社会における立

ち入り調査（いわゆる「臨検」）の難しさが背後に存在していると認識せざるを得ない。

4 ．民間機関や地域の役割
　前述の立法措置による児童の被害は減少傾向にあるといえよう。特に、児童買春の摘発や出

会い系サイトの規制により、ある種の児童被害については、きわめて効果的であったのではな

いか。

　他方、児童虐待については問題は深刻である。全国の相談処理件数は、平成20年で42,662件

に及ぶといわれており、平成 5年度の26倍に達していると報告されている（産経新聞平成22年

7 月 8 日）。

　今年 1月23日、東京都江戸川区のアパートの 2階で小学 1年生の男児が死亡した事件では、

継父と実母による暴行が続き、学校や区も暴行の事実を把握しながらも両親のしつけという言

葉に押し切られ、幼い命を救うことができなかった。両親は傷害致死容疑で逮捕されている。
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　大阪市西区のマンションでの幼児 2人の餓死事件はさらに悲惨である。子どもの異常な泣き

声が聞えると周囲の住民が児童相談所に通報したが、 2人を救うことができなかった。母親は

死体遺棄容疑で逮捕されている。

　これらの共通することは、国の施設（警察や児童相談所）だけでは救いきれず、どうしても

民間機関や地域社会の暖かい協力が必要なのではないか。プライバシーを重視する現代社会の

あり方とあいまって、深く考慮するべきであろう。

 以上
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犯罪から子どもを守るための防犯対策 

～13歳未満の子どもを対象とする犯罪被害と対策～

 富士火災・竹本　恒雄

1 ．犯罪防止対策
　犯罪の社会問題化に対して、犯罪学的には犯罪を如何に抑止するかにあると言える。

　その中で、犯罪の発生を抑止するにあたり、その方策、すなわち「犯罪防止対策」には、「犯

罪防止」と「犯罪予防」とに区分される。

・「犯罪抑止」とは犯罪に対する刑罰の威嚇力によって、一般人が敢行しようとする犯罪を

抑え込み、その行動をコントロールすることである。

　したがって、犯罪抑止機能は、犯罪が発生し、それに対する刑罰が科せられて初めて発動さ

れるものであり、その意味で犯罪の抑止は、事後的な犯罪防止策である。

　これに対して、

・「犯罪予防」は、自主防犯活動、警戒活動により、犯罪の発生を未然に防止するための事

前的な犯罪防止策である。例えば、街頭防犯カメラの設置や整備などである。「犯罪に強

い社会」を実現するために刑罰を中心とした犯罪抑止に多角的に取り組むことは、犯罪抑

止策の中核であると言える。

　特に国会全体が犯罪を憎みこれを防止しなければならないという意識をもつこと、つまり国

民の規範意識を刑罰を通じて強化し、平穏な社会を実現することこそ、国民の希求するところ

である。

　したがって、国民 1人ひとりが安全で安心できる、平穏な生活を守っていくという観点から

ばかりでなく、いかなる類型の犯罪にも対応しうる社会全体の犯罪抑止機能を強化するという

観点から犯罪に強い社会を築きあげることが重要である。

2 ．犯罪情勢
⑴　犯罪の発生・検挙状況

・刑法犯の「認知件数」は、平成 8年から14年かけて戦後最高の記録の更新をし続け、14年

には285万件を突破した。その後、15年から減少に転じ、21年中は、170万3,044件と前年

より11万4979件（6.3％）減少した。

・一方、「検挙件数」は15年から19年にかけて60万件台で推移しているが、20年には50万件

台となり、21年中は54万4,699件と前年より 2万8,693件（5.0％）減少した。
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・刑法犯の「検挙人員」は、 9年以降30万人台で推移しており、13年から16年にかけて増加

を続けていたが、17年から減少に転じ、21年中は33万2,888人と前年より6,864人（2.0％）

減少した。

・刑法犯の「検挙率」は、昭和期にはおおむね60％前後の水準であったが、平成に入ってか

ら急激に低下し、13年には19.8％と戦後最低を記録した。

　　その後、14年から上昇傾向となり、21年中には32.0％と前年より0.5ポイント上昇した。

【刑法犯の認知・検挙状況の推移（昭和21年～平成21年）】

300
（万件・万人） 認知件数（万件） 検挙件数（万件） 検挙人員（万人） 検挙率（％） （％）

250

200

150

100

50

0
21昭 23 25 27 29 30 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 平 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2021

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10
（年）

昭和48年
約119万件

平成10年
200万件突破

平成14年
約285万件

平成21年
約170万件

平成13年
19.8％

平成21年
32.0％

 （出典：平成22年版警察白書）

【刑法犯の認知・検挙状況の推移（平成12年～21年）】
区分 年次 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
認知件数（件） 2,443,470 2,735,612 2,853,739 2,790,136 2,562,767 2,269,293 2,050,850 1,908,836 1,818,023 1,703,044 
検挙件数（件） 576,771 542,115 592,359 648,319 667,620 649,503 640,657 605,358 573,392 544,699 
検挙人員（人） 309,649 325,292 347,558 379,602 389,027 386,955 384,250 365,577 339,752 332,888 
検挙率（％） 23.6 19.8 20.8 23.2 26.1 28.6 31.2 31.7 31.5 32.0 

（出典：平成22年版警察白書）

⑵　刑法犯の被害状況

　平成21年中の刑法犯により死亡し、または傷害を受けた者の数は 3万3,076人と、前年より

3,077人（8.5％）減少し、死亡した者の数も1,054人と、前年より157人（13.0％）減少した。

　21年中の財産犯の被害額は約1,824億400万円と、前年より約422億5,800万（18.8％）減少した。
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【刑法犯の被害状況の推移（平成12年～21年）】

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000
（人） 死者 重傷者 軽傷者

区分 年次 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
総数（人） 40,897 45,778 48,130 48,097 48,190 44,465 43,160 39,022 36,153 33,076 
死者 1,345 1,441 1,368 1,432 1,397 1,354 1,284 1,134 1,211 1,054 
重傷者 3,337 3,436 3,655 3,731 3,479 3,174 3,046 2,927 2,790 2,832 
軽傷者 36,215 40,901 43,107 42,934 43,314 39,937 38,830 34,961 32,152 29,190 

  （出典：平成22年版警察白書）

⑶　子どもを主たる被害者とする犯罪

・刑法犯に係る20歳未満の者の被害件数は27万5,323件で、刑法犯被害件数に占める割合は

20.2％である。

・刑法犯に係る13歳未満の子どもの被害件数は平成14年以降減少傾向にあるが、21年中は 3

万3,480件と前年より146件（0.4％）増加した。

・21年中の全刑法犯に係る被害件数に占める子どもの被害件数の割合の高い罪種についてみ

ると、略取誘拐が49.4％（77件）、強制わいせつが14.0％（936件）、公然わいせつが9.6％（80

件）、殺人が7.2％（78件）と特に高くなっている。

【刑法犯に係る13歳未満の子どもの被害件数の推移（平成12年～21年）】
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 （出典：平成22年版警察白書）
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【13歳未満の子どもの罪種別被害状況の推移（平成12年～21年）】

0
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1,000

1,500

2,000

2,500

強制わいせつ障害強姦殺人 強盗 暴行

（件） 逮捕・監禁公然わいせつ 略取・誘拐

区分 年次 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
殺人（件） 100 103 94 93 111 105 110 82 114 78 
強盗 10 11 16 21 11 16 8  7  8  7  
強姦 72 60 90 93 74 72 67 81 72 53 
暴行 477 630 724 945 1,115 1,136 1,055 933 867 754 
傷害 338 450 467 536 615 546 553 529 472 490 
強制わいせつ 1,668 2,037 1,815 2,087 1,679 1,384 1,015 907 937 936 
公然わいせつ 27 50 48 79 120 132 98 73 76 80 
逮捕・監禁 8  8  6  12 8  4  8  3  2  7  
略取・誘拐 115 91 108 133 141 104 86 82 63 77 
 （出典：平成22年版警察白書）

⑷　福祉を害する犯罪

（出典：平成22年版警察白書）

・少年の福祉を害する犯罪として

は、児童に淫行をさせる行為の

ように少年の心身に有害な影響

を与え、少年の福祉を害する犯

罪の取締りと被害少年の発見・

保護を行われている。
総数
7,394人

未成年者飲酒禁止法　197人（2.7％）

未成年者喫煙禁止法　922人（12.5％）

風営適正化法　637人（8.6％）

売春防止法　66人（0.9％）

児童福祉法　436人（5.9％）

児童買春・児童ポルノ法　1,515人
（20.5％）

労働基準法　69人（0.9％）覚せい剤取締法　
129人（1.7％）

出会い系サイト規制法　
341人（4.6％）

□□□□□□□□　
2859人（38.7％）

その他　
70人（0.9％）

毒物及び劇物取締法　
110人（1.5％）

職業安定法　43人（0.6％）

【福祉犯の法令検挙人員（平成21年）】
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【福祉犯の被害少年の学識別状況（平成20～平成21年）】

年次
区分

合計 未就学 学生・生徒 有職少年 無職少年小学生 中学生 高校生 その他の学生
21年（人） 7,145 11 4,998 84 1,988 2,865 61 679 1,457
構成比（％） 100.0 0.2 70.0 1.2 27.8 40.1 0.9 9.5 20.4
20年（人） 7,014 6 4,845 66 1,909 2,806 64 694 1,469
構成比（％） 100.0 0.1 69.1 0.9 27.2 40.0 0.9 9.9 20.9

増減数（人） 131 5 153 18 79 59 △ 3 △ 15 △ 12
増減率（％） 1.9 83.3 3.2 27.3 4.1 2.1 △ 4.7 △ 2.2 △ 0.8

 （出典：平成22年版警察白書）

⑸　児童虐待犯罪

・平成21年中の児童虐待事件の検挙件数は

335件と、前年より28件（9.1％）増加し、

最近 5年間で1.5倍に増加した。

・児童虐待の早期発見と被害児童の早期保

護は、児童の生命・身体の保護という警

察、児童相談所、学校、医療機関等の関

係機関との緊密な連携を保ちながら、児

童の生命・身体の保護のための措置がと

られている。

【児童虐待事件の態様別検挙状況の推移】
（平成17～21年）
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区分 年次 17 18 19 20 21
合計（件） 222 297 300 307 335
身体的虐待 156 199 211 205 234
性的虐待 55 75 69 82 91
怠慢又は拒否 11 23 20 20 10

 （出典：平成22年版警察白書）

3 ．子どもを対象とした主な事件
　子どもを被害者とした事件は、新聞・テレビ等各メディアでも大きく取り上げられ、極めて

大きな社会的反響を呼んだ主な事件をみてみると、次の通りである。

・埼玉県下での連続幼女誘拐殺害事件（昭和63年 8 月～64年 6 月）

・神戸市須磨連続児童殺傷事件（平成 9年 5月）

・京都市立小学校内での小学 2年男子児童刺殺事件（平成11年12月）

・大阪教育大学付属池田小学校児童等殺傷事件（平成13年 6 月）

・長崎市内における幼児誘拐殺人事件（平成15年 7 月）

・奈良市内での小学 1年女児誘拐殺害事件（平成16年11月）

・広島市内での小学 1年女児殺害事件（平成17年 1 月）

・栃木県今市市内での小学 1年女児殺害事件（平成17年12月）

・大仙市内における男児殺害・死体遺棄事件（平成18年10月）

・兵庫県加古川市内での小学 2年女児殺刺事件（平成20年 4 月）
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・千葉県東金市内での保育園児殺害事件（平成20年 9 月）

などの事件が発生している。

4 ．主要な事件の犯人像
　子どもを被害とした主な事件での犯人像の共通点を特徴的にとらえてみると、

　　①異常性愛者

　　②性の対象として成人より幼児

　　③幼児の死体を切断し、ビデオ撮りなど物象化の傾向

　　④犯行を継続する傾向

　　⑤自己実現を図る。

などが考えられる。

5 ．声かけ等の事案認知状況
・大阪における13歳未満の子どもに対する声かけ等の事案の認知状況

平成21年 平成22年 6 月末
認知件数 554件 300件

・時間別発生状況
時間別 平成21年 平成22年 6 月末
15時台 102件 59件
16時台 140件 70件
17時台 85件 67件

・地域別発生状況
場所別 平成21年 平成22年 6 月末
道路上 416件 216件
都市公園 72件 51件
共同住宅 38件 15件
店舗 12件 5 件
駐車場 5件 4件
駅 4件 3件

6 ．子どもを守る取組み
⑴　子どもの被害実態の捉え方

　近年、子どもが被害者となる重大な事件が相次ぎ報じられ、子どもたちの安全を守る取組み

が強化されている。

　その一方で、子どもの安全を守る取組みについては、

・子どもの被害の実態把握、それ自体難しい。

・様々の対策のうち、「何が役に立つ」かが分かっていない。
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　などの問題があり、ともすれば、「重大事件の発生」「無理な取組み」「ムラの発生」などと

いう連鎖が起こりがちである。この連鎖を断ち切り、無理やムラのない取組みを推進すること

が重要な課題である。

⑵　防犯対策の取組み

　子どもたちの安全を守る取組みは警察だけで担いきれるものではないことは、周知の事実で

ある。多くの関係者の力を結集しなければ、この問題に対処することは難しい。

　立場の様々に異なる人々、家庭→地域→学校→警察が連携し、力を合わせて問題に取組むた

めに地域の現状がどうであり、何が問題なのか分かりやすく、かつ客観的な形で示すことが必

要である。そのための 1つの有力な方法として、犯罪被害の発生状況、防犯パトロールなどの

被害防止の取組み状況など、重ね合せ記録していくことで、地域全体の実態を掌握し、文字ど

おり図に見える形を示し、それを踏まえて「次の一手」をどこで、どう打つのか、関係者の全

員が共に考えることである。（犯罪発生実態地図の作製、地理的犯罪発生の分析等）

⑶　子どもの被害防止の基点

　子どもの被害防止の取組みの基礎となるべき考え方を犯罪学的にみた場合、犯罪発生に関す

る「日常活動」である。子どもの犯罪被害の危険がもっとも大きくなるのは、

　①子どもを狙う犯人（犯罪実行者）が存在し

　②子ども（犯罪の対象者）が存在し

　③見守りの目（監視者）が存在しない

　という 3つの条件が、ある場所・時間にすべて同時に成立しないようにすれば子どもの被害

との危険（リスク）を小さくすることが出来るはずである。そのためには、「犯人」、「子ども」、

「見守る人」の日常活動を明かにして、これらの人々がいつどこで接近遭遇する可能性が高い

かを知る必要である。犯人が「どこにでもいる可能性がある」ことを前提に子どもと見守りの

目がない状態におかれている場所や時間帯の有無や程度を分析して被害防止を図ることが必要

である。

⑷　犯罪捜査の科学的、合理的な活動

　犯罪捜査の厳密な科学的、合理的な根拠に基づいて行われるべきである。わが国で広く認め

られている犯罪予防や子どもの被害防止についても、これに匹敵する基準を導入し、科学的根

拠に基づく犯罪予防が研究されている。例えば、GPS（全地球測位システム）利用の防犯活動

記録のデータ化や、GIS（地理情報システム）利用の犯罪地図の作製、情報分析支援システム

（GIS-CATS）への入力、地域安全マップ作りなどである。

　犯罪予防の取組みの科学性、合理性、専門性を高めて行くなど現在の緊急の課題である。
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7 ．防犯対策
　地域社会の安全と安心を確保するためには、国および行政機関（地方自治体）による取組み

のみならず、地域社会との連帯による取組みが不可欠である。社会的に求められるソーシャル・

リスク管理活動である。そのため、官民一体となった取組みがあって、「犯罪の生じにくい環

境の整備」というアプローチと「自主防犯活動及び支援」からのアプローチの双方が必要であ

る。そのための防犯対策には、官民がそれぞれ連携し合い、役割に応じた取組みを推進するこ

とが必要である。

　地域社会での子どもを対象とする犯罪リスクを予防・軽減・回避・除去していくためにソー

シャル・リスク管理が必要である。

　ソーシャル・リスク管理としての対策としては、

　　⑴　家庭における防犯対策（自主努力）

　　⑵　地域における防犯対策（近隣社会の互助）

　　⑶　学校における防犯対策（地域等の協力を得た共助）

　　⑷　警察における防犯対策（公的機関による犯罪予防）

である。

　現在、対策として取組み推進されている防犯対策および今後とも取組まなければならない防

犯対策を考察してみると、次のとおりである。

⑴　家庭における防犯対策

　子どもが自らの力で家庭内外における生活の中で様々な危険に気づき、的確な判断によって

「安全な行動」が出来るような能力（危険回避能力～「想像力」「判断力」「瞬発力」「コミュニ

ケーション力」「精神力」）を身につけさす「家庭教育」を行うことが必要である。

　①家庭での防犯教育

・親子、保護者等との対活によって、危険を察知し、対処するため自己自身が危険を回避す

る力を身につけさす。

　　子どもが何が出来るのかを考えての健康な心をつくる。（マナー、ルールを教える）

　②「自己防衛」を図るための教育

　・不審者と思われる人物の区別と自分を守る方法

　・声かけには応じない判断力をつけさす

　・外出時に防犯ベル等の常時携帯

　・問題があった場合、「子ども110番」の利用、近隣の人に通報する

　・保護者が不在の時の電話の対応の仕方

　③自分の家の環境の整備

　・家屋の施錠設置
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　・防犯灯などの設置

　・インターホンの設置等

⑵　地域における防犯対策

　地域での互助防犯活動によって、犯罪予防に協働して対応することが必要である。これがた

め、地域住民が子どもたちの安全を守るための対策を図り、犯罪を敢行できる機会を減らし、

犯罪から遠ざかる機会を増すための広域で共同してのコミュニティ活動が必要である。

　①犯罪が起きにくい「地域づくり」の推進

　・子どもが被害となる犯罪被害の発生状況の掌握（警察から情報提供）

　・通学路を中心に緊急通報システムの設置（緊急電話の設置運用）

　・防犯カメラ、防犯灯等の設置、運用

　・防犯ネットワークの構築と整備（自治会、町会の連携）

　②犯罪・不審者情報の提供

　・犯罪防止に配慮した環境設計と整備（道路、公園、駐車場、共同住宅等）

　・地域での犯罪状況・不審者情報などの登下校時メールの配信

　・地域安全マップの作成と活用

　③地域防犯活動の推進

　・防犯パトロールの実施（青色パトカー・全国7,359団体・ 3万801台）

　・ボランティアパトロールの実施（全国 4万2,762団体、組織人員約260万人）

　・子どもの登下校時の見守り（保護者・父兄等）

　・地域住民による定期・随時パトロールの実施

　・スクールバスの運用

　④子ども110番の運用

　・子ども110番の場所の設定

　・サークルサポート隊の運用（企業等の協力）

　・民間警備会社のパトロール委託

　・タクシー・運送会社など子ども110番運動の実施

　・講習会「あんしん教室」の開催（民間警備会社主催）

　・学習塾による警察OBらでのセキュリティセンターの立ち上げ

⑶　学校における防犯対策

　学校内外における子どもの安全を守り、学校教育を円滑に運営可能とする「安全教育」を図

り、子どもの心身の状態の把握と学校内外での子どもに危機回避能力と「コミュニケーション

力」の向上を目指した防犯教育を推進して行くことが必要である。

　（注） 文部省では、平成16年 1 月に「学校安全教育アピール・子どもの安全を守るために」
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を公表し、学校の安全対策に関する対策をとること、さらに平成17年12月には、通学路

での相次ぐ児童殺害事件を重視し、緊急対策を決定している。

　①学校による具体的取組み

　・実効のある「学校マニュアル」の策定

　・学校安全に関する校内体制の整備（出入口の施錠等、連絡通報システム設置等）

　・教職員の危機管理意識の向上のための研修

　・子ども、教職員の身を守るための実践的訓練の実施（安全を守るための器具の調達等）

　・防犯関連設備の実効性のある運用（防犯カメラ、防犯ベル等）

　・日常的な取組み体制の明確化

　・教職員による「危機管理対策チーム」の編成と運用

　・保護者会との連携

　・学校・家庭・地域との連携

　②設置者による具体的な取組み

　・設置者の学校の安全点検の日常化

　・教職員に対する安全教育の研修の実施

　・監視・通報システムの確認

　・警察官など専門家による防犯施設等の点検と補正

　③地域社会への働きかけ

　・学校、安全の取組みの部外協力者の組織化

　・不審者情報等を地域で共有化できるネットワークの構築

　・「子ども110番の家」の取組みへの協力依頼

　・安全・安心な「子どもの居場所づくり」の設置

　④安全教育の学習指導要領（緊急対策 6項目）の推進（平成17年12月）

　・全通学路の緊急・安全点検

　・全校での防犯教育の開催

　・学校ボランティア（スクールガード）の充実

　・全地域のおける共有体制の緊急立ち上げ

　・路線バスの活用した通学路の安全確保

　・国民に対する協力の呼びかけ

⑷　警察における防犯対策

　子どもが被害者となる事件の発生を防止するために防犯活動の取組みとして「街頭犯罪及び

侵入犯罪の発生を抑止するための総合対策の推進」（平成19年12月）が発出されている。さらに、

「子どもを犯罪から守るための対策の推進要領」（平成17年 5 月）、「子どもと女性を性犯罪等の
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被害から守るための体制強化」（平成21年 1 月）などの対策方針に基づき、警察では防犯活動

に取組んでいる。

　これまでの成果を確実に定着させるために、犯罪が起きにくい社会実現のための取組みが必

要である。

　①学校周辺、通学路等の安全対策の推進

　・地域警察官のパトロールの強化

　・スクールサポーターとして警察OBの委託・派遣

　・学校・地域と連携した通学路における子どもの安全確保

　・防犯ボランティア団体との合同パトロールの実施

　②被害防止教育の推進

　・学校・教育委員会との連携

　・学校に不審者が侵入した場合を想定した対応要領の指導等の実践的な防犯訓練の実施

・子どもの「危機回避能力」と高めるため学年や理解度に応じた紙芝居、演劇など参加、体

験できる防犯教室の実施

　③情報発信活動の推進

　・事案等の発生情報などを、子ども・保護者等への情報提供

　・警察と小学校及び教育委員会との情報共有体制の整備

　・警察のウェブサイトや電子メール等を活用した、情報提供システムによる情報発信

　・地域住民に対する積極的な情報提供

　④防犯危機の普及促進

　・防犯カメラの設置、整備（12都府県、461台）

　・防犯メールの整備、活用

　・スーパー防犯灯の設置、運用

　・街頭緊急通報システムの整備、活用

　⑤防犯指導と広報活動

　・環境設計の助言、指導

　・ボランティアに対する支援活動

　・ステッカー、対応マニュアル等の配布

　⑥関係機関との連携

　・地元行政機関との連携

　・学校、教育委員会との連携

　⑦検挙活動の推進

　・抑撃捜査の推進（発生予測に基づく検挙活動）
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　・事件発生に対する迅速的な初動捜査体制の確立

　・前歴者の行動視察

　・相談窓口の設置と活用

【参考文献】

　・「リスク・マネジメント総論」・亀井利明著：同文館（平成16年）

　・「ソーシャル・リスクマネジメント論」

　　亀井利明著：日本リスクマネジメント学会（平成19年）

　・「ソーシャル・リスクマネジメントの背景」

　　亀井利明著：ソーシャル・リスクマネジメント学会（平成21年）

　・「ソーシャル・リスクマネジメントの拡張」

　　亀井利明著：ソーシャル・リスク研究所（平成22年）

　・「安全・安心まちづくりハンドブック～防犯まちづくり実践手法編」

　　安全安心まちづくり研究会：編集ぎょうせい（平成16年）
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　　安全安心まちづくり研究会：編集ぎょうせい（平成16年）

　・「刑事政策講義」・大谷実：弘文堂（平成21年）

　・「防犯まちづくり」・山本俊哉著：ぎょうせい（平成17年）
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　　立花書房（平成12年 6 月）
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日本リスクマネジメント学会第 34 回全国大会・ 

関西大学経済・政治研究所 子どもの安全とリスク・コミュニケーション研究班 
2010 年度第 3回公開セミナー 

「リスクマネジメントの視点から見た子どもの安全」 

ソーシャルアンクルの復権と子どもの安全・安心  

－現実社会と仮想社会で子どもを守る－ 

奈良由美子（放送大学） 

１．緒言  

（１）問題の所在 

 - 「現代社会はリスク社会である」 

リスク社会を論じる 3つの観点 リスクの様相の局面 

                  リスクの認識の局面 

                  リスクへの対処の局面 

 - 子どもをめぐる犯罪も同じ 

   社会のなかで生起し，社会のなかで認識され，社会のなかで対処される。 

 

 - 子どもの「社会」 生活空間・遊び場 

   現実社会だけでなく，仮想社会にも 

 

 - 「ソーシャルアンクル」（social uncle：「社会的オジ・オバ」，地域のおじさん・おばさん） 

   たとえ自分の子どもでなくとも，よその子どもの面倒をみたり，必要な時に手助けしたりす

る大人のこと。（良いことをしていたらほめる。悪いことをしていたら叱る。困っていたら相

談にのる。ケンカをしていたら仲裁にはいる。） 

 

（２）本発表の目的 

- 子どもをめぐる犯罪について，リスクの様相の局面と認識の局面を概観したうえで，とくに

リスクへの対処の局面を考える。このとき，現実社会ならびに仮想社会において，ソーシャ

ルアンクルが犯罪から子どもを守る取り組み事例をそれぞれ紹介し，それらから子どもをめ

ぐる犯罪への対処に共通する要素を考察する。 

２．子どもをめぐる犯罪の様相  

（１）犯罪についての統計データ 

（２）傾向 

 

３．子どもをめぐる犯罪の認識  
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（１）犯罪についての世論調査 

（２）発表者が実施した社会調査結果から 

（３）体感治安の悪化とその要因 

 

４．子どもをめぐる犯罪への対処  

（１）犯罪管理の命題と構造 

- 犯罪管理の 4命題と 7 補助命題 

- 犯罪管理の要素：管理の主体，対策の種類，管理の位相，管理の対象 

- 犯罪管理の構造 

 

（２）事例その１：現実社会で子どもを守る 

 - 現実社会の外的サンクションと内的サンクション 

- NPO さかい hill-front forum 

「子どもの見守りによる安全な地域社会の構築」の取り組み 

 - 地域パトロール 

- 3 つの柱 ①ＩＴの補完活用，②住民の活動，③連携 

 

（３）事例その２：仮想社会で子どもを守る 

 - 仮想社会の外的サンクションと内的サンクション 

- NPO 青少年メディア研究協会 

  「子どものインターネット利用見守り指導活動支援システム」の取り組み 

 - ネットパトロール 

 - 3 つの柱 ①ＩＴの補完活用，②市民の活動，③連携 

 

（４）考察：事例から見えるもの 

 - ソーシャルアンクルの活躍 

 - 生活知（経験知）と科学知（専門知）とのコミュニケーション 

 - ソーシャルキャピタルの形成 

- 副次的効果 
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日本リスクマネジメント学会　第34回全国大会

統一論題「現代社会とリスクマネジメント： 

II.リスクマネジメントの視点から見た子どもの安全　―「地域社会と危機管理」再考―」

（共催：関西大学　経済・政治研究所　子どもの安全とリスク・コミュニケーション研究班）

研究報告②　奈良由美子氏（放送大学）

日時：2010年 9 月19日（日）

研究報告②

奈良氏：私に与えられたのは「リスクマネジメントの視点から見た子どもの安全」、特に「―『地

域社会と危機管理』再考―」ということで、今日は「ソーシャルアンクルの復権と子どもの安

全・安心：現実社会と仮想社会の子どもを守る」というテーマで話をさせていただこうと思い

ます。

　私の専門は生活リスク論で、こちらが今日の発表の目次です。生活者の安全・安心をどのよ

うに獲得していくか、確保していくか。生活リスクマネジメントということを研究して、20年

近くになるんですが、その中の一つとして、今日は子どもの犯罪について考えてみたいと思っ

ております。生活の安全とか安心ということが最近非常によく言われていますが、同時に最近

よくこういうことを申します。「現代社会はリスク社会である」。この表現よくみなさんも耳に

されると思うんですが、ここで「ああそうだな。現代社会は確かにリスク社会だな」と実感さ

れるに至る場合、おそらくみなさんは 3つの観点をお持ちだと思うんです。 1つ目はリスクの

様相の局面として、確かに物理的にリスクが量的・質的に増えてきた、多様化してきたという

こと。物理的な局面をもって「今はリスク社会だ」と思っている人がいると思います。 2つ目

はリスクの認識としてそう感じている、つまり物理的な大きさや、質的・量的にどうあれ、今

の社会を捉えるときにリスクというものさしで捉えがちである、リスクに対して敏感になって

きている、リスクについて不安を感じている、そういう人々の認識の面をもって、主観的な心

理的な面をもって「今はリスク社会だ」という人もいるでしょう。 3つ目の切り口としては、

リスクへの対処の局面です。リスクに対して何か管理しなくてはいけない、小さくしなくては

いけないという議論が非常にさかんになってきていて、実際そういったことが行われている。

そういったリスクへの対処への局面ということをもって、「現代社会はリスク社会である」と

いう表現をする人もいるでしょう。実際は多分、この 3つの局面すべてを、みなさん併せ持っ

て、何となく「今リスク社会だな」と実感されている方が多いと思うんです。私もそうです。
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　ここで特に、 1と 2というのは区別をきちんとする必要があろうかと思います。 1つ目は要

するに物理的な客観リスクがどうであるかということですね。 2つ目は心理的な主観リスクが

どうであるかということ、この違いがあります。この 2つは相関は確かにあるんですけれども、

往々にして違います。つまり表現を変えれば、専門家の捉える客観リスクと、一般市民の捉え

る主観リスクは異なることが多いのです。ですからそこに政策上のいろいろ問題も出てきます

し、リスクコミュニケーションの問題もここに出てくるわけです。そして、この辺りの違いが、

第 3の局面に関わってきます。リスクへの対処ということを言うけれども、それが果たして物

理的にリスクを減らそうとしている対処なのか、それとも心理的主観的リスクを小さくしよう

としている対処なのかという違いが出てきます。このあたりも、やはり区別する必要があろう

かと思います。

　リスク社会であるという時に、こういった 3つの局面があるわけですが、これはどのリスク

についても等しく言えることだと思います。子どもの犯罪も同じです。子どもの犯罪を考える

ときに、それはまず第 1に社会の中で物理的に起こります。第 2に社会の中で人々によって心

理的に認識されます。そして第 3に社会の中で対処されます。こういったことを考えながら、

今日の議論をしていきたいとと思います。さて、子どもの社会って何でしょうか。子どもの社

会化、という表現をよく教育社会学や、教育学でするわけですけれども、子どもの社会という

のはやはり生活空間であり、遊び場であるわけです。では今子どもがどこで生活し、遊んでる

かというと、かつては、私も子どもの頃そうだったのですが、近所の野原とか公園とか、自分

の家とか、そういう現実社会で生活し、遊んでいたわけですが、今はそれだけではないようで

す。つまり、仮想社会にも子どもの社会というものがあります。今はどちらかというと仮想社

会のほうがリアリティを持っている子どもが増えているという問題もあります。そういう中で

今日のキーワード「ソーシャルアンクル」ということについて併せて考えてみたいと思います。

私は子どもの頃、現実社会で、自分の親以外の大人によく叱られました。「そんなことしたら

あかんやんか」、「みんなで仲良くせなあかんよ」とかです。逆に私が困っていると、近所のお

ばちゃんが、「ゆみちゃん、おばちゃんの家においで」と呼んでくれたり、助けてくれたもの

です。よその子どもであっても叱ったり面倒見たりする、そういった人たちのことを教育社会

学の専門用語で「ソーシャルアンクル」と言います。これは日本語にするのがなかなか難しく

て、「社会的おじ・社会的おば」というふうに訳すことがあるんですが、通常はカタカナで「ソ

ーシャルアンクル」というふうに表記しています。こういった人たちが、今の社会にどれくら

いいるだろうか。減っているなということは実感するんですが、こういった方々が今の子ども

の社会において増えることによって、今日のテーマである犯罪というものが減っていくのでは

ないかというのが、私の大きな関心です。

　ということで今日の発表は、子どもをめぐる犯罪について、まず 1番目、先程の竹本先生の
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ご発表のおさらいになりますが、リスクの様相の局面を概観したいと思います。 2番目にリス

クの認識の局面。つまり市民が、生活者が子どもの犯罪についてどう思っているかということ

を見てみたいと思います。その上で、 3番目としてリスクへの対処の局面を考えてみたい、こ

の時に子どもの社会として現実社会と仮想社会についておさえてみましょう。さらにはソーシ

ャルアンクルが犯罪から子どもを守る、その取り組みの事例を仮想社会と現実社会と 1つずつ

挙げて、そこで何か手がかりとなるような見るべきものはないかということを考えたい、とい

うのが今日の発表の目的です。

　さて、ではまず 1番目の課題であります、様相の局面を押さえたいと思います。つまり子ど

もをめぐる犯罪の物理的な状況はどうであるか。今の日本の統計データの中で犯罪について物

理的な様相の局面を客観リスクとして押さえる最も良いものは、やはり認知件数です。ただし

認知件数というのは、全く正確に物理的リスク、客観リスクを把握しているわけではありませ

ん。ご存知のように、たとえリスクが、犯罪が発生したとしても、これが気付かれなかった場

合には、それは認知件数には挙がってきません。まず気づかれないという漏れがあります。気

付かれたとしても通報されないという漏れもあります。通報されなければ認知件数には挙がっ

てきません。それから通報されたとしても警察が事件性を認めなければ認知件数には挙がって

きません。この 3つの漏れがあるので、発生件数と認知件数の間には差、ダークナンバーがあ

って、それはどうしても把握しきれないという限界がありますが、認知件数が唯一用いられる

物理的な客観リスクのデータになるかと思います。

　少年とか児童の年齢の把握は様々ですが、このデータは20歳未満の者を少年と捉えて、犯罪

被害、被害者となった場合の認知件数を表したものです。平成12年から平成21年までのデータ

が載っています。これは竹本先生のご報告の繰り返しになりますが、14年、15年あたりがピー

クでその後は落ちてきているという見方が一つはできるかもしれません。では、その犯罪被害

の少年が被害者になった場合、どんな罪種があるか。黄色い部分は窃盗犯です。圧倒的に窃盗

犯被害が多いです。いわゆる凶悪犯である殺人だとか強盗とか強姦はとても小さく、0.4％で

す。ですから数自体も減っているし、それに罪種としても、あまり深刻なものがないというデ

ータをもって、子どもの被害は犯罪はそんなに悪化していない、深刻じゃないという専門家も

います。皆さんはこのデータをどうご覧になるでしょうか。ここで気をつけなければならない

ことは、20歳未満の子どもの数も今人口減少社会ですから減っております。その各年度の子ど

もの総人数あたりの犯罪件数を割合を出してみますと、実はそんなには減っていないんです。

やっぱり1.2％前後、つまり子どもの100人に 1人は何らかの犯罪被害に遭っているということ

なんです。ですから、ある専門家が言うほど少年犯罪が軽微になっているとは言えないんじゃ

ないかというのが、私の見方です。それから13歳未満の少年犯罪被害に限定してみますと、明

らかに、たいして減っていないということがわかります。
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　次に今日の発表の 2つ目の課題です、市民とか生活者の認識はどうであろうか、これを見て

みたいと思います。体感治安という言葉を先程竹本先生も出されましたが、体感治安と犯罪不

安、この 2つをやはり世論調査や、私が生活者を対象におこなった調査から見ておきたいと思

います。世論調査は、代表的な認識の局面を押さえる統計データです。内閣府がこういった調

査をやっているんですが、体感治安とは人々が犯罪や治安に対して抱く主観的な認識のことで

す。犯罪不安はもう少し専門的な、学術的に用いられる言葉なんですが、体感治安よりももっ

と当事者性が強いです。自分が、あるいは自分の家族が、あるいは自己のごく身近な人たちが

犯罪の被害に遭うのではないかと思うことにたいする不安、これを犯罪不安と言います。犯罪

不安を構成する要素は 3つあります。①犯罪に遭遇する確率の認知、②犯罪の結果の認知、ど

れくらいのひどさか、③それに対して自分がどれくらいコントロール可能かの認知、対処能力

が低ければ低いほどおそらく不安が大きくなるということです。

　まず既存の世論調査を見ていきます。内閣府が行った治安に関する世論調査には次のような

設問があります。「あなたは現在の日本が、治安がよく安全で安心して暮らせる国だと思いま

すか」。その回答として「そう思わない」が53％ぐらいです。これはよく見る統計データかと

思います。続いてこの質問です。これは、体感治安の時系列的な悪化を把握する貴重なデータ

かと思います。「あなたはここ10年間で日本の治安はよくなったと思いますか、それとも悪く

なったと思いますか」。この答えとしては「悪くなったと思う」というのが約85％、「よくなっ

たと思う」が11％。このように明らかに悪化していると思っています。体感治安の悪化が言わ

れるのは、こういったデータに根拠があるわけです。では今度は犯罪不安のほうを見てみます。

犯罪不安を把握する調査としては、内閣府の特に子どもの防犯に関する特別世論調査がありま

す。それにはこんな質問があります。「あなたはあなたの身近にいる子どもたちが何らかの犯

罪に巻き込まれるかもしれないという不安を感じることがありますか」。この質問に対しては、

あると答えた人が全体の約 4分の 3でした。75％近いものです。やはり犯罪不安という認識の

指標をもってしても生活者が、物理的にどうあれ、主観的に心理的に心配していると、不安に

思っているということが見て取れると思います。

　私が行った調査でも、同じような結果が出ていました。2008年に日本全国の20歳代～60歳代

までの男女に対して行ったアンケート調査なんですが、様々なリスクを取り上げました。地震、

交通事故、火災、ガン、異物や薬物の混入した食品、犯罪に巻き込まれること、病気や怪我、

収入減少、資産減少、老後生活の経済的困難、地球温暖化、遺伝子組み換え食品、薬の副作用、

原発事故、ネット上の詐欺、ネット上の個人情報の漏洩、ネット上での誹謗中傷、ネット上で

の性的犯罪、コンピュータウイルス、全部で19項目の日常生活に起こりうるリスクを取り上げ

て、それに対する不安の大きさや起こりやすさの認知、そして被害の大きさの認知、制御可能

性の認知、こういったものを尋ねました。ちなみにこの調査は、日本とアメリカと中国の 3カ
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国の比較調査をしたのですが、日本人はやっぱり怖がりであるという傾向は、どのリスクに対

しても見て取れました。犯罪に関しても、この黄色で囲っているところが犯罪ですが、見方と

して赤、濃いピンク、うすいピンクまでが不安に感じるというカテゴリーです。ですからその

ピンク系の色でみますと、90%もの人が不安を感じるというカテゴリーで回答しているわけで

す。では子どもの有無によって、犯罪に対する不安がどのように違ってくるのかについて、t

検定によって調べたものがこの結果です。犯罪について、これは小学生までの子どものあるな

しで違いを見てみました。不安を感じる程度、あと起こりやすさ、それからひどさにおいて統

計的有意に子どもがいる人のほうが不安を感じている、犯罪がよく起こると思っている、ある

いはひどさが甚大であると思っている、という結果が出ています。このように、ともかく主観

リスクの面をみれば、明らかに生活者は、子どもの犯罪を恐れているということがわかります。

　では、生活者はなぜこれほどに犯罪を恐れるようになったのでしょう。「いやいや今は犯罪

はそんなに深刻じゃない。市民は怖がりすぎだ」という専門家もいます。しかし実態として、

生活者は非常に体感治安を悪化させ、犯罪不安を高めています。これはなぜでしょうか。 4つ

ほど要因があろうかと思います。まず一つ目は、日常世界と犯罪のある別世界との境界が今崩

れてきてしまったということがあると思います。昔は犯罪というのは、「穢れ」という表現を

犯罪学ではしますが、「穢れ」であって、犯罪がある世界というのは別世界、犯罪がない世界

が私たちが暮らす日常の生活世界、その間には明確な境界があると思って日本人は安心して暮

らしてきたわけです。その中で、たとえば夜は、犯罪が起こりやすい怖い世界でした。だから

子どもの頃は「夜になったら絶対家に帰ってきなさい」と親に言われたものです。あるいは繁

華街も犯罪が起こりやすい怖い世界だったんです。だから「繁華街に子どもだけで行っちゃい

けません」と怒られたものです。でも今はどうでしょうか。夜に子どもが塾の帰りにコンビニ

に寄り、繁華街にも友だち同士で遊びにいく。あとネットもそうです。何か新しい、新奇なも

のに対して、これを避けようとか忌み嫌ったりすることをネオフォビアといいますが、ネット

に対してもネオフォビアが生じることがあります。大人は、ネットはおどろおどろしいからあ

まり行かせたくない、でも子どもはスイスイと行きます。つまり、犯罪の世界のほうに私たち

が行くという方向性があります。逆に、犯罪のほうが私たちの日常生活に入り込んで来ている

という方向性もあります。たとえば住宅地でのひったくりが増えたり、住宅地で空き巣が増え

ている。そういった日常世界と犯罪がある別世界とが、互いに行きつ戻りつして入り交じって

いる。その中で犯罪を身近に感じているというのが、体感治安、犯罪不安の悪化の要因の 1つ

目であると思います。

　 2つ目の要素としては、外部情報の影響があります。私たちは、日本中で起きたすべての犯

罪を知ることはできません。自分の知り得る情報をもとに犯罪の深刻さをを認知します。この

とき人は、自分が利用しやすい情報を重視してリスクを判断することになります。このような
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意思決定のしかたを利用可能性ヒューリスティックといいます。ただし、利用しやすさは現実

の生起確率には必ずしも対応しません。目立ちやすく選択的に記憶されやすい事象は、その生

起確率が過大に評価される傾向があります。そして、どのような情報が利用しやすいかという

と、これはマスコミ報道なんです。マスコミ報道というのはやはり売れる情報を提供したいん

です。センセーショナルで非常に怖くて、たとえば子どもが親を殺すとか、親が子どもを殺す

とか、猟奇的な殺人の仕方であるとか、それをくり返し報道します。私たちはそういった情報

から全体のリスクを判断して、最近は犯罪が増えているなあというふうに実感するに至るので

す。こういった外部情報の影響というものが 2つ目にあります。

　 3つ目が今日の議論と深く関係するんですけれども、対処資源の減少というのがあると思い

ます。今の私たちの生活を考えてみると、まず 1つ目に生活の基本単位がうんと縮小化してい

ます。一人暮らし、老夫婦の二人暮らし、せいぜい 3、 4人の家族。そういう中で自分たちの

限られた人的資源で身を守るということしかなくなって、大勢寄れば何となく守れるような怖

くないような気になるんですが、わずかなの人数でなんとかしなければならない、それだけで

不安になります。いっぽうで、地域に別の資源を求めようとしても、都市化が進んで、人間関

係が希薄化している中で、「きゃあー」って言っても、隣の人が駆けつけてくれないかもとい

うような時代です。それがまた不安を増します。ともかく私たちは自分たちで守れない、生活

の外部依存を高めざるを得ないという状況に追い込まれています。何でもそうですが、安全も

そうなんです。安全の確保、家族の保護機能というのが、家族社会学では従来あった機能であ

るとされているんですが、それすら外部委託している。そういう中では自分たちの生活の安全

を自分たちで守れない、安全が自分たちの制御のもとにない。ということに対して非常に不安

を高めているというのが 3つ目の要因です。これが特に今日の後の議論に結びついていくので

す。

　そして 4つ目は、生活者にとっての犯罪に対する受け入れ可能性の小ささがあります。たと

え窃盗事件であってもやっぱりいやなものはいやだと、生活にとっては非日常の出来事なんだ

という、この 4つがあいまって体感治安と犯罪不安が悪化していると思われます。

　では次に 3つ目の今日の私の課題ですが、対処ということを考えていきたいと思います。今

日の冒頭、問題提起で戸出先生が、子どもの犯罪についてはいろいろ要素が入り交じっていて、

これをきちんとまずは押さえる、整理する必要があります、とおっしゃったんですが、ひとつ

の試みとしまして、既存の研究成果もご紹介しながら私なりの枠組みをここで示したいと思っ

ています。犯罪行動学ですとか犯罪環境学の中で、長らく犯罪防止、crime  preventionという

ことが重要であるとされてきたのですが、その限界が、1990年代後半から言われるようになっ

てきています。

　たとえば子どもの防犯の第一人者の清永賢二さんは「犯罪防止から犯罪回避へ」ということ
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を言っておられます。crime  preventionからcrime management、つまり犯罪を管理し統制し

ようと、犯罪からの安全の合理的で最適な達成を実現させましょうという、そういった発想で

す。ここは続いて清永先生の研究成果のご紹介になるんですが、犯罪管理の命題として 4つ掲

げておられます。まず犯罪の管理。起こしてはならない、犯罪は起こさせない。 2つ目が空間

の管理。起こってはならない場所では起こさせない。 3つ目が被害者の管理。犯罪に遭っては

ならない人は被害者化させない。 4つ目が被害補償の管理。要するに事後的なところも射程に

入れましょうということです。予防だけではなく事後的な、竹本先生も事後的なことが大事だ

とおっしゃったわけですが、まさにそのところです。ちゃんと検挙をする。加えて犯罪被害に

遭った人に対する法的・心理的・経済的な措置を行いましょうということ。事後的な管理まで

を射程に入れて犯罪管理というものが、展開されなければならないということをおっしゃって

います。それを支える 7つの補助命題というのがあります。①②③は従来もやられてきたこと

ですが、④、これはまさにリスクマネジメント概念に沿ってるんです。④を読みますが「最適

かつ実現可能な具体的安全達成手段の検討と実行と評価」です。これまさに私たちがずっと亀

井利明先生から教わってきたリスクマネジメント理論に沿っているんですね。共通するものが

あると思っています。それから 5つ目と 6つ目が、市民とのあいだの合意形成、市民の参加で

す。こういった補助命題が先程の 4つの命題を支える、これが清永先生の犯罪管理の枠組みで

す。

　ここからはわたくしが検討した犯罪の構成要素です。まず主体は誰か。これは区別しないと

いけません。生活者がやるのか、地域がやるのか、あるいは専門家がやるのか、あるいは連携

か。主体は誰か、これが 1つ目です。 2つ目は対策の種類は何かです。物理的なものか、ある

いは社会的な対策なのか。物理的な対策としましては、防犯カメラが典型的です。防犯カメラ

は物理的対策です。社会的対策は戸出先生のご専門ですが、法的に制度を整える、あるいはそ

れこそ地域の防犯ボランティアを立ち上げるとか、あと子どもの防犯教育。こういったものが

社会的対策に入ってきます。それから 3つ目、位相、フェーズはどうか、これはリスクマネジ

メント論の基本中の基本ですが、事故の発生前にやるのか、焦点を据えるのか、事故発生後に

焦点を据えるのか、これはきちんと区別して考えなければいけません。それから最後、管理の

対象は誰か・何かということです。加害者の特性を今日竹本先生が分析されていましたが、加

害者について研究したり対応したりするのか。あるいは被害者、ターゲットをターゲットにさ

せないようなことをするのか。あるいは環境を対象とした対策を行うのか。つまり、犯罪が起

こりにくい環境を作っていくのか。こういったことを分けた上で、枠組みを整理していく必要

があると思います。今言いました項目を一つの概念図に落としこむとこうなります。まず事故

発生前と事故発生後という大きなフェーズの違いがあります。それぞれにおいて環境・被害者・

加害者という管理の対象があります。それぞれにおいてすべきことが違います。たとえば環境
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を射程に入れるのであれば、犯罪が起こりにくい物理的社会的環境を作るというのが課題にな

りますし、被害者対象であれば、そこに行かせない、行かない、あるいは教育というのが課題

になってくるという具合です。あるいは事故後にも、環境、被害者、加害者、それぞれやるべ

きことが違います。それから、物理対策と社会的対策を、事前・事後において行わなくてはな

りません。さらには個人、地域、専門機関、誰が何をするか、あるいはどう連携するかという

のも考える必要があります。その根底として合意形成です。安心・安全についての合意形成と

いうことで、受容リスクはどれぐらいか、あるいはリスクトレードオフも含めてコストとパフ

ォーマンスがどれぐらいであるべきかといったことも考えなければいけません。これが犯罪管

理の構造であろうと私は今のところ整理をしております。

　ここからは、ソーシャルアンクルということをお話ししたいということで、特に地域あるい

は個人が主人公となって行う、事故発生前の局面を焦点に入れた、しかも環境を特に課題とし

たある事例を 2つ取り上げたいと思います。 1つは現実社会で子どもを守るという事例です。

大阪の堺で非常に見るべきNPOによる取り組みの事例があります。日本中の自治体の防犯ボ

ランティアたちや、市民団体が、視察に行くんです。ここは非常に先駆的な取り組みをやって

います。地域パトロールを徹底的にやっているんです。 2つ目が仮想社会で子どもを守るとい

う事例です。やはりNPOが行っているのですが、こちらはネットパトロールです。これも非

常に先駆的で、日本中で多くの自治体やボランティア団体が聞き合わせに行く、そういった事

例です。いずれも、RISTEXの研究プロジェクトです。RISTEXすなわち社会技術研究開発セ

ンターでは、平成18年度から「犯罪からの子どもの安全」という研究領域を立ち上げていて、

わたしは領域アドバイザーという立場でこれに関わっています。現在13のプロジェクトが走っ

ています。たとえば虐待の問題ですとか、犯罪の認知件数と発生件数のあいだの暗数を小さく

する犯罪把握の研究ですとか、いずれも見るべきプロジェクトばかりです。そのうちの 2つが、

ここでご紹介するプロジェクトです。

　まず現実社会で子どもを守るにつきましては、「NPOさかいhill-front forum」が行っている

「子どもの見守りによる安全な地域の構築の取り組み」があります。この取り組みでは、 3つ

の柱を立てています。 1つ目として、ICTを徹底的に使いこなします。 2つ目が、住民が主体

的に活動します。3つ目の柱は連携です。住民だけがやろうとしていないのです。個人、地域、

そして警察、学校、いろいろな子どもの安全に関わる主体を取り込んでやっているのがこの大

きな特徴です。このプロジェクトは「現在我が国で重要課題となっている教育再生・地域再生

に対して、地域の子どもたちの安全をテーマに広く人を繋いで、そして地域社会に新しい形を

見つけていきましょう」というのが実は最終的なねらいで、つまり子どもの安全だけに限定し

ていないんです。その他にいろんな、たとえば掃除、挨拶とか、スポーツ活動とか、美化活動

とか、文化活動なんかをずっとやって、そしてまちづくりがしたいという、みんなを結びつけ
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る一義的に重要なテーマが子どもの安全なんだということなんです。子どもの安全をつまらな

いという人はまずいません。未来の子どもたちが絶対大事だということで、多くの合意を得ら

れやすいものなんです。そこでまちづくりをしていき、子どもを守っていきましょうというこ

とで、繰り返しますが、ハード、ICTを補完活用し、住民が徹底的に活動を行います。連携も

行っています。防犯用GPS携帯電話をうまく活用していて、子どもから危険が発信できる、

大人が子どもの位置確認ができる、その子どものところに緊急でみんなが駆けつけるシステム

ができているんです。一日一回ぐらいは、子どもは緊急ブザーを鳴らすらしいです。だいたい

誤報であることが多いのですが、ともかく地域の大人がそこに駆けつける、そういうシステム

ができているんです。自分の親以外のおじさんやおばさんが守ってくれるわけですから、子ど

もは安心します。すると、保護者も安心です。これが合同パトロールの様子ですが、こうやっ

て大挙して町を練り歩くのです。これに私も参加させていただきまして、ともかく歩くだけな

のですが、これが効果的なんです。これは犯罪抑止にもなっているし、町の人にも、自分たち

が自分たちの町の安全を守っているんですよというアピールになるんです。こういったことを

やっています。

　それから次はネットパトロールの事例です。こちらの取り組みにも 3つの柱があります。 1

つ目には ICTを駆使します。それから 2つ目に、市民が活動するんです。専門家に任せるので

はないんです。ボランティアで市民パトロールを募るのです。普通の人が、その担い手になれ

る、養成してもらうのです。何時間かの研修を受けてもらって、そして連携します。大学の専

門家、あと警察も教育委員会といった主体が連携して行います。見守り・指導・注意する人を

育てます。ペアレンタルコントロールを持った人材を養成するというシステムです。子どもと

いうのは、盛んにネットで遊びます。たとえば学校裏サイトとか、プロフとかSNSとか、盛

んに遊びます。そこでよからぬ大人と会ってしまって、場合によっては連れて行かれて殺され

るということも起こりうる、実際起こっているわけです。あるいはいじめにあったり、そうい

った被害があります。援助交際の被害者になったりします。そこでそういったサイトを、子ど

も ITボランティアがパトロールするんです。危ない発言、危ない人に出会ってるような場面

があれば、そこで注意をしたり、警告をしたり、そしてこの支援システムに必ず戻します。セ

キュリティセンターに戻してデータを蓄積していくんです。蓄積されたデータから、ある傾向

であるとか、対策を検討して、保護者や教員と共有していきます。

　最後にまとめます。ご紹介した 2つの事例には、ソーシャルアンクルの活躍という共通点が

見られます。子どもの社会というのは、大人が見守っていかなくちゃいけないんだというのは

伝統的にあった社会規範だと思います。少なくとも私は、そういった社会規範のなかで大人た

ちに守られて育ってきました。その具体的な大人の姿がソーシャルアンクルなんです。地域住

民、市民の参加が両方の事例に見てとれました。大人が子どもを見守っていること、現実社会
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でも仮想社会でも大人が見守っているということを、をターゲットである子どもに見せ、犯罪

者に見せつけ、何よりも地域住民同士で確認し合うことは、様々な効果を生みます。公園だっ

て大人が見ているから犯罪が起きにくいわけで、ネットだって大人が見ているんだ、これを発

信し、かつ実行する、それによって子どもは安心します。保護者も安心する、犯罪抑止にも繋

がる、ということです。ひいては住民同士も自分たちの安全を自分で守っているんだという、

自信を取り戻しますから、犯罪不安の低下にも繋がっていくんですね。ソーシャルアンクルの

復権と表現しましたが、市民や大人が「子どもの社会を見守ろうよ」という社会規範を取り戻

すことにより参加をすることが、客観リスクを下げるし、主観リスクも下げるということに結

びついていく、その可能性があるということです。先程ご紹介した 2つの事例は、まだ研究が

完了していませんが、すでに主観リスクは下がってきているというデータが取れています。客

観リスクについても、具体的に防犯につながっているということが報告されています。これか

らまた検証していかなければいけませんが、こういったソーシャルアンクルの活躍、復権とい

うことをもって、私たちは客観リスクも主観リスクも下げていくことができるのではないでし

ょうか。その期待を込めて、最後のまとめとしたいと思います。
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