
  
 

 平成２４年７月９日と１１日に「地域安心プロジェクト」モデル地区で

ある高根沢町立上高根沢小学校にて、地域住民参加型の「地域

ハイタッチ運動」が行われました。 
 同校では毎週月曜と水曜の全校生徒一斉下校時に、上高小スク

ールガードの皆様による見守り活動が行われていますが、今回は普

段の活動に参加したことのない方にも集まっていただき、１日体験と

して、上高小の子どもたちと触れ合う機会となりました。 
 このイベントは、上高根沢小学校はもちろん、上高根沢地区内の

各自治会・高根沢町教育委員会および地域安全課・上高根沢駐

在所の皆様のご協力で実現しました。 
 両日、蒸し暑い中で行われたものの、２日間にわたり、スクールガ

ードのみなさま、地域のみなさま、その他スクールバス、タクシー

の運転手さん、上高根沢駐在所の秋草さんら、延べ約５０名の

方々が集まり、上高小全児童７７名を見守りました。 

上高根沢の街中でもこ

んふうにハイタッチでき

るようになったら、さら

に楽しくなるよね！！ 
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ハイタッチハイタッチハイタッチハイタッチをををを交交交交わすわすわすわす参加者参加者参加者参加者とととと子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち    

 ほのぼのとした雰囲気で行われた今回の「地域ハイタッチ

運動」ですが、れっきとした防犯効果を狙った取り組みでも

あるのです。 
 上高根沢小学校においても、子どもたちには防犯ブザー

が配られていますが、そもそも防犯ブザーを鳴らす場面に

遭遇させないためにはどうすれば良いでしょう？ 

参加者参加者参加者参加者のみなさんのみなさんのみなさんのみなさん    

 防犯ブザーや監視カメラなど、便利な道具はたくさんあります。それでも最も有効な防犯は子ど

もと地域の大人が顔見知りになり、笑顔であいさつを交わせるほど仲良しになるという方法で作

り出せるものだと考えています。 

 犯罪者が子どもたちを狙っていたとしても、彼らは人の目

を気にします。「自分が子どもたちを狙うところを誰かに見ら

れないか？」そういったことを彼らも心配するのです。そん

な時、下校途中の子どもたちが、すれ違う大人たちにこと

ごとくあいさつし、大人たちも慣れた様子であいさつを返

していたら、犯罪者はどう思うでしょう？ 後をつけて子ど

もを狙おうとしていた犯罪者は、子どもとあいさつを交わした

大人たちに次々と目撃されることになります。そんな状況

が、犯罪者にとって居心地の良いはずはありません。 

毎日子毎日子毎日子毎日子どもたちとどもたちとどもたちとどもたちとハイタッチハイタッチハイタッチハイタッチをするをするをするをする

坂本校長先生坂本校長先生坂本校長先生坂本校長先生    

「おはようございます、イエーイ」、「さようなら、イエーイ」。 

 上高根沢小学校の子どもたちの登下校は、校門での元気なあいさ

つに加え、笑顔でのハイタッチが恒例となっています。特に、週２回

の一斉下校では、地域の方々で組織されているスクールガードさん

が見守り下校をしてくださいますが、ハイタッチの際には子どもたちの

うれしそうな表情にスクールガードさんの笑顔も一層輝きます。 

子どもたちは地域の人々から見守られているという安心感により、伸び伸びと学校生活を送ること

ができ、日々健やかに成長しています。スクールガードさんによる見守り下校は、本校と地域の絆を

さらに強いものにするとともに、本校の特色ある活動の一つとなっています。 





 

高萩町近隣では数年前、急速な開発と同時に犯罪率が増 

今回は高萩町防犯パトロール隊の 三枝 清成さん と パトロール松浦 の清野 善博さん、

渡邉 聰さんのお話をご紹介します。ひとくちに「地域防犯」と言っても、様々なアプローチがあ

るということを知ってもらえるのではないでしょうか？それでは、ご覧くださいませ！ 

【【【【佐野市佐野市佐野市佐野市】】】】高萩町防犯高萩町防犯高萩町防犯高萩町防犯パトロールパトロールパトロールパトロール隊隊隊隊    三枝三枝三枝三枝    清成清成清成清成    さんさんさんさん    

『『『『将来将来将来将来をををを担担担担うううう子子子子どもたちにはどもたちにはどもたちにはどもたちには期待期待期待期待をしていますよをしていますよをしていますよをしていますよ。。。。現在学現在学現在学現在学んんんん

だことをだことをだことをだことを彼彼彼彼らがらがらがらが１０１０１０１０年後年後年後年後、、、、２０２０２０２０年後年後年後年後にににに自分自分自分自分のののの子子子子どもにもどもにもどもにもどもにも教教教教えたえたえたえた

りりりり、、、、自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの時代時代時代時代のまちづくりにのまちづくりにのまちづくりにのまちづくりに活活活活かしていくんですかしていくんですかしていくんですかしていくんです。。。。    

 佐野市立界小学校では毎年、「地域安全マップ」を児童

と保護者で作製し、発表する授業を行っています。その指

導役が、高萩町防犯パトロール隊の三枝 清成さんです。 

加傾向にありました。地域の中でも世話役だった三枝さんはこれではいけないと、地区内の駐在所とも

連携し、高萩町防犯パトロール隊を結成、活動を開始したのです。 

 当時は新興住宅地の中で、家庭ごみの不法投棄等が頻繁に起こっていました。住民の中で少しずつ

地域への関心が薄くなっていたのです。「「「「無関心無関心無関心無関心のままではいけないのままではいけないのままではいけないのままではいけない。。。。誰誰誰誰かがかがかがかがやらなければやらなければやらなければやらなければ。」。」。」。」と、三

枝さんはその不法投棄ごみを自ら片付け、住民の地域への関心を取り戻すことを始めました。最初は、

賛同者がなかなか得られなかったり、片付けてもまた捨てられてしまうような状況でしたが、辛抱強く続

けた結果、不法投棄は無くなっていき、同時に犯罪も減少していったのです。日々の取り組みが身を結

んだ結果でした。 

 現在は、青パトによる町内の見回りに加え、大型商業施設とも連携して店舗内の見回りも行い、着実

に犯罪を減らしています。活動に対する賛同者も正隊員２４名に加え、高萩町防犯パトロールサポータ

ーとして、小学校の下校時間帯に散歩をしながら見回りをするメンバーも７５名いらっしゃるそうです。 

子どもたちにレクチャーする三枝さん 

 現在、三枝さんたちが力を入れているのは、「地域安全マッ

プ」づくりを通した子どもたちとの活動です。子どもたちが自分で

身を守る知恵を身につけることを目的としていますが、三枝さ

んはもっと先のことも見据えているようです。 

そうやってそうやってそうやってそうやって長長長長いいいい期間期間期間期間をををを掛掛掛掛けてけてけてけて、、、、安全安全安全安全でででで安心安心安心安心なななな地域地域地域地域がががが完成完成完成完成していくのだとしていくのだとしていくのだとしていくのだと思思思思いますよいますよいますよいますよ。』。』。』。』    

 防犯だけでなく、自然災害からも身を守れるようにと、防災教育もスタートさせたという三枝さん。

子どもたちへの教育でより良い地域をつくるため、日夜新しいアイディアを考えているそうです。 
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    「「「「地域安心地域安心地域安心地域安心プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」ではではではでは、、、、みなさんのみなさんのみなさんのみなさんの周周周周りのりのりのりの地域防犯活動地域防犯活動地域防犯活動地域防犯活動にににに関関関関

するおもしろいするおもしろいするおもしろいするおもしろい取取取取りりりり組組組組みみみみ、、、、一生懸命一生懸命一生懸命一生懸命なひとなひとなひとなひと、、、、印象印象印象印象にににに残残残残ったったったったエピソードエピソードエピソードエピソード、、、、

題題題題してしてしてして「「「「イイイイイイイイことことことこと    イイイイイイイイひとひとひとひと    イイイイイイイイはなしはなしはなしはなし」」」」をををを募集募集募集募集しておりますしておりますしておりますしております。。。。    
    おおおお心当心当心当心当たりのあるたりのあるたりのあるたりのある方方方方がいらっしゃいましたらがいらっしゃいましたらがいらっしゃいましたらがいらっしゃいましたら、、、、ぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひ    一般社団法一般社団法一般社団法一般社団法

人人人人    栃木県若年者支援機構栃木県若年者支援機構栃木県若年者支援機構栃木県若年者支援機構（（（（しごとやしごとやしごとやしごとや））））までごまでごまでごまでご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    
    よろしくおよろしくおよろしくおよろしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

【【【【那須塩原市那須塩原市那須塩原市那須塩原市】】】】パトロールパトロールパトロールパトロール松浦松浦松浦松浦        

清野清野清野清野    善博善博善博善博さんさんさんさん    渡邉渡邉渡邉渡邉    聰聰聰聰さんさんさんさん    

 地域の人々が集まる松浦町自治公民館。パトロー

ル松浦の拠点となっている場所です。 
 防犯活動だけでなく、多種多様なイベントを企画

し、地域の人々をこの場所に惹きつけている中心の

お二人、清野 善博さんと渡邉 聰さんにお話しを伺

いました。 

れていたそうです。その方々に対して「どうせなら、みんなで歩きながら防犯活動もしませんか。」と持

ちかけ、１日１時間５千歩コースでの町内見回り活動が始まりました（活動頻度は月５日程度）。 

 活動のモットーはとにかく和気あいあいと。楽しい雰囲気だと聞いて、新たに入会する人も増えてき

て、１２人でスタートしたメンバー数は現在３５人になっています。 

「「「「時間時間時間時間をををを決決決決めてめてめてめて集集集集まるのでまるのでまるのでまるので、、、、規則正規則正規則正規則正しいしいしいしい生活生活生活生活になるしになるしになるしになるし、、、、運動運動運動運動もできてもできてもできてもできて健康健康健康健康にもにもにもにも良良良良いいいい。。。。おまけにおまけにおまけにおまけに防犯防犯防犯防犯

活動活動活動活動もできるもできるもできるもできる。。。。雰囲気雰囲気雰囲気雰囲気もももも和和和和やかなのでやかなのでやかなのでやかなので、、、、いいいいいいいいコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションのののの場場場場にもなっていますにもなっていますにもなっていますにもなっています！」！」！」！」    

 町内の子どもたちの登下校時には交通量の多い場所に立ち、横断歩道を渡らせる見守り活動も行

っています。長い時間を掛けて、子どもたちと接してきた成果か、最初はあまりあいさつができなかった

子どもが、徐々にあいさつをしてくれるようになったのはやはりうれしいとのことでした。 

 町内の防災訓練でも避難場所の確認をした後、地域の

人々の交流の時間を大切にするために、バーベキュー大会

もいっしょに開催しました。 

「「「「これからもやりたいことはたくさんありますよこれからもやりたいことはたくさんありますよこれからもやりたいことはたくさんありますよこれからもやりたいことはたくさんありますよ。。。。    ““““住住住住んでよんでよんでよんでよ

かったかったかったかった松浦町松浦町松浦町松浦町””””    がががが目標目標目標目標ですですですです。」。」。」。」    

 笑顔で話すお二人は、防犯に関わらず、地域の人々をつ

なげるプランをまだまだ秘めておられるようです。 

 

 

登下校時登下校時登下校時登下校時にみまもりにみまもりにみまもりにみまもり活動活動活動活動をををを実施実施実施実施    

もともと、松浦町内には健康維持のために

散歩を日課としているご年配の方が見受けら 

住んでよかった松浦町 !

渡邉さん 清野さん

フム
　フム



 

 １日目は「地域安全マップ」づくりのワークショップが開催さ

れました。発案者である小宮 信夫氏（立正大学文学部社

会学科教授）らのお話しを参考に、参加者のみなさんがそ

れぞれに個性的なマップを作製していました。 
 街に出て危険箇所を探すフィールドワーク中、参加者のみ

なさんは口をそろえて「今までと街を見る目がまったく変わ 
った。細かいところまでとても気になる。」とおっしゃっていました。犯罪が起こる可能性の高い場所

を察知する意識が、早くも芽生えているようでした。 
 お互い初対面の方同士が多かったにも関わらず、真剣な話し

合いをしながら、それぞれのマップが完成していきました。それ

ぞれの思いが反映されたマップだけに、ぜひ持って帰って周り

の人に見せたいという人が続出。持ち帰ることが出来なかった

方も、「今度は自分の地域で作ってみる。」と意気込んでいらっ

しゃいました。 
 今後、それぞれの地域で役立つ「地域安全マップ」がたくさん

の人の手によってつくられていくことでしょう。 

 ２日目は防犯の専門的知識習得のため、３つの講義が実施されま

した。１つ目は、日本防犯設備協会特別講師の富田俊彦氏による

｢最近の侵入手口の傾向と防犯対策｣です。“そうだったのか”と思わ

ずうなずいてしまう泥棒の手口だけでなく、東日本大震災の教訓を 
活かした災害時の対応などをお話していただきました。 
  ２つ目は、東京都杉並区馬橋地区で御活躍されている｢ご近所付き合い広目隊｣事務局長の市村敦

子氏による｢自主防犯活動実践論｣です。時には楽しいイベントを交えながら、警察・行政・地域住民が三

位一体となって協力し合う、地域の絆を大切にした活動は、これからリーダーとなられる受講者のみなさ

んの参考となったことでしょう。 
 ３つ目は、（株）ステップ総合研究所代表の清永奈穂氏による｢子ども

の安全｣です。犯罪発生の基礎知識から始まり、犯罪者の基本行動、

防犯コミュ二ティづくりなど、理論に基づき、分かりやすくお話していただ

きました。 
 ２週連続の土曜日ということで、休日にもかかわらず積極的に参加さ

れた受講者は皆｢勉強になった。｣と喜んでいらっしゃいました。これから

地域の防犯リーダーとして御活躍されることを期待しております。 



 

 犯罪被害を回避する能力を子どもたち自身に養ってもらうことを目

的に、「地域安全マップ作製と発表会」が佐野市立界小学校で行わ

れました（年１回、今年で４年目）。２日間にわたって実施され、１日目

がフィールドワーク、２日目が発表の時間となりました。 

 両日とも、保護者だけでなく佐野警察署や地元駐在所の警察

官、佐野市の防犯担当課の方、他市から視察にやってきた方

など、非常に注目度の高い授業になりました。 
 過去には、同校で作製した「地域安全マップ」が素晴らしい作

品だったため、佐野警察署および佐野市防犯協会から表彰を

受けたこともあるそうです。 
 

 中小学校児童を対象に、交通安全に関する知識をクイズ形式で

わかりやすく説明したり、「Honda製 自転車シミュレーター」を使用

した体験学習、登下校時の見守り活動にあたっている大人たちと児

童たちとの交流会が行われました。なかでも、自転車シミュレーター

の体験学習は見ているだけでもその臨場感が伝わり、こちらまで手

に汗握って、ハラハラドキドキでした。 

フィールドワークフィールドワークフィールドワークフィールドワークのののの様子様子様子様子    

電子黒板電子黒板電子黒板電子黒板をををを使使使使ってってってって発表発表発表発表    

HondaHondaHondaHonda製製製製    自転車自転車自転車自転車シミュレーターシミュレーターシミュレーターシミュレーター体験中体験中体験中体験中    

小山市立中小学校にて「第４２回中地区交通安全防犯推進

大会」（主催 中地区まちづくり振興協議会）が開催されました。 
 この会は小山市生活安心課の出前講座を活用し、中地区か

ら交通事故をはじめ、様々な事件・事故を撲滅するため、各関

係団体が連携・協力し、推進してきた大会です。 

地域地域地域地域のののの人人人人たちへたちへたちへたちへ感謝感謝感謝感謝のののの言葉言葉言葉言葉をををを    

 中地区では、他にも防災マップを作製するなど、非常時の心構えも万全です。学校や警察、行政

（公民館）、そして地域住民が一体となっていることを伺うことができました。 

 

 １日目のフィールドワークでは子どもたちと保護者が自分たちの住む町内を見てまわり、犯罪に巻き込

まれる可能性の高そうな場所をチェックしていきました。 
 ２日目は１日目で得たフィールドワークの成果を子どもたちが発表しました。子どもたちが電子版「地域

安全マップ」をフル活用して、大人顔負けのプレゼンテーションをする姿にはとても驚きました。 
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一般社団法人栃木県若年者支援機構（しごとや） 

〒320-0032 栃木県宇都宮市昭和 2-7-5 

T E L :  028-678-4745   F A X :  028-678-4746  

E-mail : anshin@tochigi-yso.org 

栃木県県民生活部くらし安全安心課 生活・交通安全担当 

〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田 1-1-20 県庁舎本館 7 階 

T E L : 028-623-2154   F A X : 028-623-2182 

E-mail : kurashi@pref.tochigi.lg.jp 

 

みなさまからのご意見・ご感想も

お待ちしております。一般社団法人

栃木県若年者支援機構（しごとや）

まで、よろしくおねがいします。 

― 編集後記 ― 
 最近僕が周りの人から

「イイ顔をしてるね」と言わ

れるときは、大抵この事業

の取材から帰って来た時の

ようです。意識をしている

わけではありませんが、み

なさんからお話を伺えるの

はうれしい限りで、思わず

機嫌もよくなるのでしょう

ね。「誰かのために」という

前向きなエネルギーに触

れて自分も元気になってい

ます。突然のお願いにも関

わらず、取材を快く引き受

けてくださる皆様に、日頃

の感謝を申し上げます。 

（編集担当：山崎） 

開催日時：平成２４年１１月２４日（土）１３時から１６時０５分 

場 所：とちぎ男女共同参画センター（パルティ）〔宇都宮市野沢町 4 番地 1〕 

 地域防犯団体活動者、保護者、学校・幼稚園・保育園関係者の皆様を対象に、子どもの安全を守

るための知識や実技を学ぶ研修会を開催いたします。道具や自分の体を使って主に危険と対峙する

方法を体験し、子どもへの防犯指導方法を学ぶことができます。ぜひご参加ください！ 
【プログラム】 
・基調講演 テーマ：子どもの安全 
 講 師：日本こどもの安全教育総合研究所理事長 宮田 美恵子氏 
・児童に対する防犯指導方法の体験 
 『距離感覚体感、児童の避難・誘導方法、防犯ブザー使用方法、子どもの逃げ方等』 
 講 師：宮田 美恵子氏 
・見守る大人のための護身術 
 講 師：県警本部生活安全部生活安全企画課 
【参加費】 無料  【定員】 ２００名程度（事前に県くらし安全安心課までお申し込みください。） 

mimamorikun.cocolog-nifty.com/blog/
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