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子どもの安全とリスク・コミュニケーション研究班

研究期間 平成22年 4 月 1 日～平成24年 3 月31日（ 1期目）
研究テーマ 地域社会とリスクマネジメント

―子どもの安全に関する研究とリスク・コミュニケーション・ツールの開発―
研究目的 　子どもは国家の社会・経済の将来的な基盤を担う存在である。日本政府は、

2006年 3 月に閣議決定された、第 3期科学技術基本計画において、「人類の英
知を生む」「国力の源泉を創る」「健康と安全を守る」という 3つの理念を打ち
出し、そのもとに 6つの大目標を設定した。その一つが「安全が誇りとなる国
～世界一安全な国・日本の実現」であり、その中目標として「国土と社会の安
全確保」と並んで「暮らしの安全確保」の二つが掲げられている。このように
社会の安全は、国家目標の一つとなっている。本研究班では、特に、将来の国
力の源泉となる子どもの安全について研究し、子どもが安全に暮らせる社会を
実現するための提言やツールの開発を行って社会貢献することを目的とする。
　まず第一に、子どもと安全に関わる問題の中でも、とりわけ「情報」（ケー
タイ、メディア、個人情報の保護、インターネット）と「メンタルヘルス」と
いう、子どもの安全に関連して注目されている新分野を専門的に研究すること
を目的とする。
　第二に、各分野における専門的研究をベースにして、子どもたちが先生や大
人といっしょに活用することのできるリスク・コミュニケーションのツールを
開発し提案することを目的とする。具体的には、既存のリスク・コミュニケー
ションのゲームである「クロスロード」の「子ども」版、「ケータイ」版、「個
人情報・プライバシーの保護」版、「インターネット」版、「安全教育・ICT教育」
版、「メンタルヘルス」版の開発を目指す。
　このような研究活動を通じて「地域社会とリスクマネジメント」（ソーシャ
ル・リスクマネジメント）についての社会貢献を果たす。

研究員 〔主幹〕亀　井　克　之（社会安全学部  教授）
　　　 岡　田　朋　之（総合情報学部  教授）
　　　 久保田　賢　一（総合情報学部  教授）
　　　 髙　野　一　彦（社会安全学部  准教授）
　　　 奈　良　由美子（委嘱研究員・放送大学  教授）
　　　 尾　久　裕　紀（委嘱研究員・白梅学園大学  教授）

外部資金例 文部科学省　科学研究費補助金　基盤研究（Ｂ）課題番号21300266「生活の安
全・安心の実現とリスク管理・リスクコミュケーションについての比較文化研
究」研究代表者　奈良由美子
文部科学省　科学研究費補助金　基盤研究（B）課題番号22300297「WEB2.0
による海外と連携した実践共同体を支援する教育システムに関する研究」研究
代表者　久保田賢一
文部科学省　科学研究費補助金　基盤研究（C）課題番号21530373　「老舗同
族企業経営問題に関する日仏比較研究を通じた事業承継リスクマネジメント
の提案」研究代表者　亀井克之
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平成22年度研究活動報告

⑴ 2010年 6 月 3 日に高槻ミューズ・キャンパスの社会安全学部において、『リスクのしくみ』

の著者で金融リスクと子どもの受験をめぐるリスクに詳しい石井至氏を招いて研究会を開催

した。防災学の世界的権威である河田恵昭・社会安全学部長が参加された。亀井利明名誉教

授の講演「ソーシャル・リスクマネジメントの背景」を聴き、ディスカッションを行った。

初等部におけるリスクマネジメントの取組みを見学した。この日の研究会の企画は、リスク

マネジメントの基本理論の確認と協議を目的とした。

⑵　 7月12日に松野敬子氏を招き「公園遊具の安全と子どもの安全」に関する講演会を開催し

た。

⑶　 9月19日に「子どもの安全」をテーマにシンポジウムを開催した。戸出正夫氏と竹本恒雄

氏による「犯罪」に関する講演と「ソーシャル・アンクルの役割」に関する奈良由美子委嘱

研究員による講演があった。

⑷　12月 1 日に産業セミナーを開催した。尾久裕紀委嘱研究員による「子どものメンタルヘル

ス」についての講演と岡田朋之研究員による「子どもとケータイ」についての講演があった。

亀井克之研究班主幹が司会を務め、髙野一彦研究員がコメントした。高槻ミューズ・キャン

パスで開催したこのセミナーには一般聴講者と社会安全学部学生・社会安全研究科院生のほ

か、初等部と中等部の父兄が聴講した。

⑸　2011年 1 月18日にケータイに関わる研究会を実施した上で、 1月20日にリスク・コミュニ

ケーションのゲーム「クロスロード」を開発された矢守克也教授を招いて研究会を開催した。

「クロスロード」の「子ども」版、「ケータイ」版、「個人情報の保護」版、「インターネット」

版、「安全教育・ICT教育」版、「メンタルヘルス」版開発を目指す本研究班にとって、開発

者による講演は大変参考になった。

⑹　 2月25日に聖マリアンナ医科大学の吉野茂氏を招いて研究会を開催した。医療現場におけ

るリスクマネジメントの取組み、特に臓器移植体制や院内暴力防止体制について事例に基づ

く講演があった。

⑺　 6月 3日の研究会について『エコノミストマネー』誌、 9月19日のシンポジウムについて

『保険毎日新聞』、12月 1 日の産業セミナーについて『教育時報』に掲載され、経政研の知名

度向上に貢献した。
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平成23年度研究活動報告

⑴ 2011年 5 月 7 日に日仏経営学会第57回全国大会とタイアップした研究会を開催した。

　異文化コミュニケーションについてフランス語同時通訳者の高野勢子氏が講演し、研究班主

幹の亀井克之社会安全学部教授がクロスロードのフランス語試訳版について発表した。　

⑵　2011年 5 月18日に産業セミナーを開催した。髙野一彦研究員、久保田賢一研究員、時任隼

平準研究員がそれぞれ研究発表を行った。

⑶　2011年 9 月 9 日と10日の日本リスクマネジメント学会第35回全国大会において、研究班主

幹の亀井克之研究員、奈良由美子委嘱研究員、尾久裕紀委嘱研究員、髙野一彦研究員が研究

発表を行った。これに合わせて 9月10日に当班の研究会を開催した。

⑷　2011年11月 9 日に東京日仏会館、11月11日に関西大学千里山キャンパスにおいて開催され

た「中小企業の事業承継・日仏シンポジウム」を講演した。

⑸　2011年11月14日に上記シンポジウムのため来日したソニア・ブサゲ（ランス・マネジメン

トスクール教授）氏の講演会を当班研究会として企画した。

⑹　2011年12月22日に精神科医の薄木聡氏による講演会を公開セミナーとして企画した。

⑺　2012年 2 月15日から 3月15日の間、フランスのモンペリエ第一大学経営学部准教授ピエー

ル・ロワ氏を招へいし、研究会、講演会を企画した。

⑻　日本リスクマネジメント学会第35回全国大会と中小企業の事業承継・日仏シンポジウムは、

『保険毎日新聞』などのメディアに取り上げられ、経政研の知名度向上に貢献した。
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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

初年度(2010年度)の活動報告

2011.3.31
関西大学 児島惟謙館

亀井 克之
関西大学 社会安全学部

kamei@kansai-u.ac.jp

1

関西大学 経済政治研究所
2010年4月～2012年3月

「子どもの安全とリスク・コミュニケーション」研究班
地域社会とリスクマネジメント

子どもの安全についてクロスロードのようなゲームを作る
総括：地域社会とリスクマネジメント 亀井 克之（社会安全学部）

ケータイ 岡田朋之（総合情報学部）

メディア教育 久保田賢一 （総合情報学部）

個人情報保護 子ども産業 高野一彦（社会安全学部）

インターネット・防犯 奈良由美子 （放送大学）
メンタルヘルス 尾久裕紀（白梅学園大学） 2
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２０１０年6月3日 研究会

石井至 氏 招へい

5

関西大学 初等部 見学
不審者が隠れにくい構造の下駄箱

6
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6月3日 研究会

亀井利明名誉教授 講演「ソーシャル・リスクマネジメントの背景」聴講
地域社会とリスクマネジメントの理論の確認

7

8



活動報告 � 7

7月12日 公開セミナー

「公園遊具の安全と子どもの安全」

子ども育成支援協会 理事 松野敬子
9

10

9月19日 公開セミナー

日本リスクマネジメント学会との共催
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12

子どもの安全と
リスクコミュニケーション班
研究会 2011.1.20
クロスロード開発者 矢守克也教授

（京都大学）
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2011年2月25日 研究会

「医療機関におけるリスクマネジメントの組織体制と
リスク・コミュニケーション」

吉野茂（聖マリアンナ医科大学）
13

2年目 2011年度
• 高野研究員 新たな情報法制実現に尽力

• クロスロードの「子どもの個人情報保護・プライバシ
ー保護」版開発試行

• 久保田研究員 「子どもとＩＴＣ教育」版

14



10

2年目 2011年度
• 岡田研究員 全国の研究者との研究会においてク
ロスロードの「子どもとケータイ」版開発試行

• 奈良委嘱研究員 放送大学ラジオ「生活リスクマネ
ジメント」担当 「子どもとインターネット」版

• 尾久委嘱研究員 白梅学園子ども学部において
日本リスクマネジメント学会全国大会 開催
「子どもとメンタルヘルス」版

• 亀井研究員 調査と資料 研究論文集 編集

5月7日 日仏経営学会でフランス語版開発報告

11月11日 地域社会とリスクマネジメント

中小企業の事業承継：日仏シンポジウム 企画

2012年2月 ピエール・ロワ氏（映画館の安全・映画産業とリスク）招へい
（

2011年5月18日 産業セミナー
「情報法制と企業のコンプライアンス」

高野一彦 研究員
「学校教育における子どもの安全：
ICT教育活用の可能性」

久保田賢一研究員 時任隼平準研究員

16


