
子どもの安全

エビ デンス
科学的根拠に基づく安全な学校・地域づくりの

協働促進に向けて

×

evisapo.com

用語解説

エビデンス（evidence）
証拠や根拠を意味する英単語。保健医療の分野や本研究プロジェクトでは、「科学的根拠」、すなわち、調査や実験などの研究成果から導

き出された「裏付け」を指す。

国際セーフスクール（ISS：International Safe School）
エビデンスに基づき、持続可能な安全推進の取り組みが実践されていると国際的に認められた学校(園)。ＷＨＯ地域安全推進センターが

推奨して2003（平成15）年に始まった。2015（平成27）年12月末現在、世界で140校（園）、日本では22校（園）が認証されている。

PDCAサイクル（Plan-Do-Check-Act Cycle）
業務のマネジメントサイクルの考え方のひとつで、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Act）の４段階の活動を繰り返し行うこと

で、継続的に業務を改善する。セーフティプロモーションスクールのように、共有（Share）を加えて、PDCASサイクルとして使用する場合も
ある。

セーフコミュニティ（SC：Safe Community）
防犯や防災、事故予防などの分野を超えて地域ぐるみで安全性を向上するプログラムに取り組んでいると国際的に認められた地域。国際

セーフスクールと同様に、エビデンスに基づきPDCAサイクルを回して改善を図ることが求められる。2015（平成27）年11月までに世界で
363地域、日本では11市区町が認証を得ている。

セーフティプロモーション（safety promotion）
人々が安全で安心して暮らせるように、事故や暴力を科学的に評価可能な介入と専門領域や分野を越えた協働により予防しようとする取

り組み。その取り組みを実践し、国際的に認められた地域がセーフコミュニティである。

セル（SEL：Social and Emotional Learning）
小中学生が非行の被害者や加害者にならないためにつくられた予防教育プログラム。具体的には、対人関係能力と自尊感情の育成に重

点を置いた社会性と情動の学習プログラムをいう。

サーベイランス（surveillance）
調査・監視を意味する英単語。モニタリングも似たような意味合いを持つが、サーベイランスは問題の発生を見逃さないように監視する

意味合いがある。

傷害予防の3Eアプローチ
傷害予防のための科学的アプローチとしては、教育（Education）、法律等（Enforcement）、製品・環境改善等（Environment・

Engineering）の３つの視点（３E）が重要であるとされている。

2016（平成28）年1月22日
国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST） 社会技術研究開発センター（RISTEX）
研究開発成果実装支援プログラム（成果統合型）

「国際基準の安全な学校・地域づくりに向けた協働活動支援」プロジェクト
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『エビサポ』は、エビデンスに基づいた
プログラムを、わかりやすく紹介。
地域・学校の安全な生活環境づくりを応援します。

エビデンスに基づいた安全な生活環境づくり 『エビサポ』は、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）社会技術研究開発センター（RISTEX）の
「研究開発成果実装支援プログラム（成果統合型）」に採択された「国際基準の安全な学校・地域づくりに向けた協働活動支援」プロジェクトによって
運営されているwebサイトです。

このサイトに掲載されたプログラムは、RISTEXの「犯罪からの子どもの安全」研究開発領域で得られた複数の研究成果を統合集約して、「国際基
準の安全な学校・地域づくりに向けた協働活動支援」のためにカスタマイズしたものです。また、適用事例は、そのプログラムを2013（平成25）年度
以降、各地で実施した事例をわかりやすく、使いやすい形にして紹介しています。

セーフコミュニティ（SC）やインターナショナルセーフスクール（ISS）の認証をめざす学校・地域をはじめ、安全な学校・地域づくりに取り組む多くの
関係者に上記のプログラムや適用事例を知っていただき、有効にご活用いただければと思います。

安全な地域づくり 安全な学校づくり

まちの安全点検
マップづくり

子どもとケータイ・
インターネット

担い手の育成
（研修プログラム） 担い手の育成

子どもの心の健康

傷害サーベイランス
に基づく安全学習
プログラム

安全行動イメージ
トレーニング
（通称「安トレ」）

まちの安全点検マップ

まちあるき記録作成支援ツール
『聞き書きマップ』

対人関係能力育成プログラム
SEL-8S
いじめ・自殺予防の3step
プログラム(SEL-short)

アンケート調査

データを活用した学校安全

校内の危険を学ぼう

防犯まちづくりの
ヒントとガイド

■傷害サーベイランス

■データに基づく安全学習教育プログラム

小学生向けコンテンツ

スポーツ中の危険を学ぼう

中学・高校生向けコンテンツ

「ケータイ・スマホ
使い方発見！キット」

子どものケータイ・インターネット
利用問題対策講習会

校庭の危険を学ぼう

自転車の安全を学ぼう

児童（遊具・室内・交通編）

幼児の保護者・室内編

Webサイトでは、プログラムの適用事例を豊富に紹介！

検索エビサポ evisapo.com

p.20

p.21
p.21
p.22
p.23

防犯 e-learining システム
「Safe Kids Japan」としての活動の広がり
「セーフティプロモーションスクール」の提唱

p.  6アンケート調査（地域住民版・学校版）

p.  4安全行動イメージトレーニング（通称「安トレ」）

p.16傷害サーベイランスに基づく安全学習プログラム

まちの安全点検マップ p.  8

p.10まちあるき記録作成支援ツール『聞き書きマップ』

p.14いじめ・自殺予防の３stepプログラム（SEL-short）

p.12子どもとケータイ・インターネット

プログラムについての問い合わせ先
プログラム支援グループ
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開発経緯

導入事例

厚木市の児童館で行われていた危険予知トレーニング(KYT）の発
展版として考案しました。危険予知トレーニングは開発時期が古いた
め、現在の事故・犯罪予防に対応していない部分があり、絵も現在の子
どもたちに馴染みにくいタッチでした。そこで、現在の子どもに多い事例
に置き換えて、事故編等を作成しました。

その際、子どもたちが自分でルールを考えることを大切にしたい、
ゲーム性を持たせて楽しく学習させたいという思いから、以下のような
工夫も盛り込みました。

・「良い行動」を加える（危険探しだけにならないように）
・「After」を加える（クイズ形式で遊ぶこともできるように）

その後作成した事故防犯編の「都市公園」は、子どもたちに日々、都市
公園を活用させている東京都港区の児童館・保育園の先生方のご意見
をふまえて検討しました。

大地震編は、過去の災害事例をふまえ、防災の専門家の視点から作成
しています。大地震（震度6強以上を想定）発生前後を分かりやすくイラ
スト化して、ハード面の危険や安全、どのようにすれば身を守れるか等を
主体的に考えてもらえるよう工夫しました。

なお、大地震編の行動には子どもも大人もありません。大地震編は、
とかくマンネリ化しがちな防災訓練などの機会にも広くご活用いただけ
ます。

厚木市各児童館
従来のKYTからこちらの教材に切り替え

て、イベント前に児童におこなっています。
また、乳幼児の遊びの時間である「おひさま
タイム」の後に乳幼児事故の教材を使用し
ています。教材の使い方に関する児童館職
員研修も行いました。

高輪児童館・高輪保育園
児童館・園の前にある都市公園で遊ぶこ

とが多いことから、都市公園編をつかって事
故・防犯の両面から子どもたちが学ぶワーク
ショップを開きました。

河津町立南小学校
防災指定校になっている同校では、小学

校２年生の学習教材として防災編を使用しま
した。

「韓国・京畿道教育委員会」
京畿道教育委員会では、毎月管轄の全学

校（幼/ 小/中/高校 約4,400校）へ安全に関
する資料の送付を行っています。

2015年11月と12月に安トレの事故編
（公園・路上）が資料で紹介・配布されま
した。

その他、地域の防災イベント・安全学習イ
ベント等で利用されています。

▲︎事故編の教材活用研修・厚木市（ペアワークで）

▲︎大地震編　小学２年生の学活の授業・河津南小学校

▲︎事故編の教材活用研修・日本小児保健協会学術集会
　（グループワークで）

▲︎事故防犯編　年長児のワークショップ・高輪保育園

◀︎韓国・京畿道教育委員会で
　紹介・配布された資料

安全行動イメージトレーニング（通称：安トレ）

特　徴

コンテンツの紹介
「安全行動イメージトレーニング（通称：安トレ）」は、児童・幼児に多い

事故や犯罪被害の予防、大地震時の被害や身の守り方などを、楽しく主
体的に学習できるよう工夫したツール（イラスト集）です。文字がなく分
かりやすいので、小さな子どもにも無理なく活用していただけます。

イラストは、事故編・事故防犯編・大地震編の３種類あり、それぞれ
Before（事故や事件、大地震が起こる前）とAfter（起こった後）がありま
す。まずBeforeをみせ、この後起こることを自由にイメージして、良い行
動、悪い行動等について話し合ってもらいます。Beforeのイラストを見
ながら、いろいろな可能性について自分の頭で考えてもらうことがこの
ツールを使った学習のポイントです。つぎにAfterをみせます。Afterは、
もっとも重大な事故やケガ、事件等に発展する可能性がある事例です。
ただし一事例にすぎませんので、Afterに描かれていない回答も間違え
というわけではありません。Afterのイラストに示した事例を押さえつ
つ、それぞれの回答の背景（なぜそう考えたか）について話し合うなどし
て学習を深めます。短絡的な正否判断ではなく、主体的に考えてもらう
ことが自然にできる点が、このツール最大のポイントです。

【事故編：4シーン】
・児童館、学校などの室内
・公園（主に遊具を使用した事故を想定）
・路上（主に自転車事故を想定）
・家庭内（乳幼児の事故を想定）
＊重傷事故につながりやすい事例のうち予防が可能なものを中心にイ

ラスト化。

【事故防犯編：2シーン】
・都市公園（水場や階段、木立ちなどが含まれる公園）
・路上（主に犯罪事例）
＊「都市公園」は公園利用のマナーを考えるイラストを含む。

【大地震編：3シーン】
・自宅（マンションのリビングダイニングをイメージ）
・ショッピングモール（エレベーターやエスカレーターを含む）
・路上（集合住宅や戸建住宅、ブロック塀、道路などを含む）
＊いずれも震度6強以上の大地震を想定。「その場がどうなるか（被害・影

響）」と「そのときどうするか（行動）」の両方をイメージさせる。

危険につながる行動・安全な行動についてのグループディスカッションを自由な発想で

文字がないので、小さな子どもでも日本語が読めない外国の方でも OK

自分ならどうする？友達は？イメージを膨らませながらリスクコミュニケーションの促進を

▲︎事故編　Before
▶︎事故編　After

▲︎事故編

▲︎事故防犯編 ▲︎防災編
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▲︎事故防犯編 ▲︎防災編
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安心・安全に関する取組みは、その必要性に異論がないだけにとかく「やりっぱなし」になりがちです
が、各取組みの現状やニーズ等を客観的に把握し、目標を見つめ直して、取組みを改善していくことは
非常に重要です。そのために欠かせないのは、地域住民、子ども等の取組み主体を対象としたアンケー
ト調査です。

一般にアンケート調査は安易に実施されがちですが、知りたいことをそのまま聞いても、対象者が
各々異なる解釈で答えているとしたら、また対象者が考えている回答が選択肢になかったら、その調査
結果は意味をなしません。調査を行うには実は周到な準備が必要であり、調査者には相応の技量や経
験値が求められます。

アンケート調査の肝は、「何をどのように聞くか」という評価指標の設定を含む調査票設計にありま
す。安心・安全に関する意識調査では、防犯・防災・日常事故といった各分野内の項目に留まらず、愛着
やコミュニティといった総合評価なども必要です。また、学校では、子どもの心の成長を含めた意識の
把握、自己評価なども必要になります。

私たちは、これまでに数多くの調査を通じて調査設計などに関する検討を重ねてきましたが、その結
果を標準調査票という形でまとめ、みなさまにご活用いただけるよう公開することにしました。さらに、
調査実施後の結果のまとめが困難という現場の声を受け、データ入力・集計・グラフ作成（単純集計・ク
ロス集計）をサポートするオンライン・ツールも作成しました。

標準調査票は、それぞれの現場の実情に応じてカスタマイズしていただけます。また、今後はWeb
を利用したアンケート調査が主流になってくるであろうことをふまえ、紙媒体のアンケートと組み合わ
せて利用できるWebアンケート作成ツールも構築しております。

開発経緯

導入事例
オンライン・ツールを作る際のベースとなる紙媒体調査です。紙媒体

アンケートでは、より回答しやすい調査票のデザインにもこだわりまし
た。

【地域住民版】
・神奈川県厚木市睦合南地区
・京都府亀岡市篠地区・馬路地区

主なポイント
・取組み評価は、各取組みの個別評価（関与度・充実度・必要度・参加意
向）、および取組み全体の効果と影響（ネガティブな効果を含む）の2
種類

・各取組みの個別評価に写真と内容のコメントをつけた（取り組みの
広報にもなる）

・取組みの総合的な目標ともなる地域総合評価等の項目を入れた
・「そう思う～思わない」などの段階尺度の回答欄から、曖昧になりが
ちな「やや」「あまり」などの副詞を省略し、視覚的に分かりやすい表現
を目指した

【学校版】
・神奈川県厚木市立睦合東中学校
・埼玉県秩父市立花の木小学校
・埼玉県秩父市立南小学校

主なポイント
・小学校１～３年生、小学校４～6年生、中学生の３種類の調査票を作成
・子どもに正しく伝わり、楽しく取り組んでもらえる調査票を目指した

▶︎文字数を極力減らす（地域住民版同様、回答欄の副詞も削除）
▶︎回答欄に、スケールだけでなく、表情や仕草で回答の意味を示

すイラストも付記
▶︎出席番号欄等を削除（個人特定による回答バイアスを考慮）

・子どもの自主的な安全活動は心の成長にも影響を及ぼすと考えられ
ることから、自己肯定感や責任ある行動など社会性や情動に関する
自己評価項目を加えた

・昨今注目されているインターネットを含む情報教育やリスク管理に
関する項目も加えた

取組み等の評価は、取組んだ回数や参加者数といった実数だけで
なく、取組み主体等の意識や行動の変化等もふまえて行うべきです。し
かし、それを把握するためのアンケート調査は実は容易ではなく、設計
や分析などに専門的な知見を要します。

私たちは、地域住民等を対象とした意識調査を長年行ってきた中
で、安心・安全に関する意識調査設計等のブラッシュアップを進めてき

ました。その知見をもとに、調査設計および調査実施後の集計・グラフ作
成などをサポートするツールを開発し、自治体や学校などでお使いいた
だけるようにしました。専門的な知見がない方にも容易に使っていただ
ける、分かりやすいツールを目指し、調査票設計および集計等に関する
ポイントを記した資料もまとめました。

アンケート調査（地域住民版・学校版）

特　徴

コンテンツの紹介

安心・安全に関する取り組みの評価や目標設定に役立つアンケート調査の実施支援

住民対象の「地域住民版」と子ども（小学校低学年・高学年、中学生）対象の「学校版」

カスタマイズ可能な標準調査票と集計・グラフ作成ツールで調査設計・集計をサポート

▲︎オンライン・ツールで出力したグラフのイメージ画面（デザインは変更されることがあります）

▲︎学校版～中学生用～の調査票サンプル（イラストやスケールの工夫）

▲︎学校版～小学校高学年用～の調査票サンプル（イラストやスケールの工夫）

▲︎地域住民版の調査票サンプル
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開発経緯

導入事例
①児童＋PTA＋先生＋地域の大人によるまち点検・マップづくりの例

秩父市では、2つの小学校の学区となる秩父第二中学校区を対象に小学校の児童やPTA、職員
や高齢者など多様な立場や視点が一堂に会して、まちの点検を行いました。

子どもと大人が合同で、限られた時間のなかでマップ作成を行う場合、大人中心の作業になり
がちですが、マップづくりに必要な作業がツールとなっていたため、円滑に作業分担することが
できました。

アイデア検討では、カードを広げてメンバー全体で話し合う姿も見られました。
【主な意見】
◎歩く道をもっと拡大した地図があれば、シールが分かりやすく貼ることができた。
◎安全マップを作ってよかったし、それを活かして、やっていきたいです。

②企画側による事前打ち合わせでの活用の例
①の事前打ち合わせで、地域の主要メンバーである市職員や教員、PTAと当日のルートを検討

するために、発見シールを使って図上に危険箇所、魅力を貼って確認しました。それぞれの発見が
すぐに見える化され、地域の特徴をすぐに把握し、当日のルート決めなどもスムーズにできると
いった効果が得られました。

③まち歩き活動のふりかえりから、マップづくりへの活用の例
横浜市旭区左近山団地で展開されているUR左近山くらしのワークショップのプロジェクトの一

つとして実施されている「まちの安全点検マップづくりプロジェクト」では、おやじの会のメンバー
を中心に楽しみながら歩くことをモットーに活動を重ねています。

まちの安全と聞くと堅苦しいため、まずは自分たちのまちをみんなで楽しく歩こうというコンセ
プトのもと、活動をしています。

まち歩きだけで活動を終えてしまうと、発見が記録に残らず、自分たちの満足だけで終わってし
まいますが、地図とシールやツールを使って歩いたあとにふりかえることで、気軽にマップづくり
ができました。またシールとして提示されているさまざまな視点を地図に貼りながら、さらなるま
ちの魅力発見や危険箇所に関する意見出しにもつなげることができました。

おやじの会のメンバーは、自分自身が左近山で育ってきたこともあり、ふだんは仕事で忙しくま
ちを歩く機会がありませんが、まちを歩きながら自分が子どもの頃に遊んだ場所や景色など話題
は尽きませんでした。

また、防災や遊び場に関するシールを加えることで、子どもの遊び・居場所の調査などへの応用
の可能性も見えてきました。

今後は、まち歩きのふりかえりを積み重ねながら、マップとしてどうまとめ、地域に投げかけてい
くかの基礎資料として活用していく予定です。

毎年役員が交代するPTAや自治会などにとって、まちの点検を実施す
るたびにゼロから企画準備するのは負担が多いものです。結果、マップ
づくりで一日が終わってしまい、マップづくりで出された課題などを話し
合う余裕がなくなってしまう例を多く見てきました。

また出来上がったマップは制作に携わった方にとってはオリジナリ
ティのある作品になっていますが、マップづくりに携わっていない人に

とっては、読み取りづらくなっていて、もったいない！状態になってい
ます。

参加者が苦労して作ったマップを、まちの改善につなげるために、省
力化できるところは省力化しようと、テンプレート、シール、シート、カード
にまとめていきました。

▲︎ツールを使ったアイディアだし(秩父市)

▲︎出来上がったマップの例(秩父市)

▲︎まち歩きのあとのふりかえり(左近山)

まちの安全点検マップ

特　徴

コンテンツの紹介

点検ツール使用版（紙地図）

まちの安全点検マップは、自分がふだん暮らしているまちの危険箇所や
魅力を、まちの人同士でまち歩きを通して発見し、マップとしてまとめるも
のです。マップづくりをとおして、ふだん何気なく過ごすまちを再発見し、
暮らしている人自身がまちを良くしようと意識喚起し、行動へつなげるこ
とを目的としています。ツールは、まち歩きからマップづくりといった一般
的な安全マップづくりでの活用の他、地図を使った図上点検でも容易に取
り組めるようになっています。

また、ツールはイラストが豊富で、親近感を持ってマップづくりに取り組
めるようなデザインです。カラフルなシールやカードは、参加者がわくわく
感を感じたり、文字が読めない小さいお子さんや外国の方の活用にも適し
ています。

①ワークショップのしおり
当日のタイムスケジュールや進め方、用意するもの、役割分担、グループ

作業で気をつけておきたいことなどが記載されています。

②発見／Good・Badシール
まち歩きで見つけたポイントを地図に貼り込むためのイラスト入りシー

ル。まち歩きをしながらメモを取らずに、気づいたことをどんどん地図に貼
り込んだり、チェックするべき事柄がひと目で分かるようになっています。
発見シールは、環境美化や交通安全、犯罪に関すること、見通し、防災の視
点など、まち歩きのテーマなどに合わせて、組み合わせて使います。

③マップ活用アイデアカードとシート
まとめたマップを活かして、次に何を取り組むべきかをみんなで検討す

るためのシートとカード。
カードは、マップづくりをきっかけに地域で取り組むことに適したさまざ

まな取組をイラスト化してあります。イラストが改善事例の役割も果たし、
大人はもちろん子供も容易にアイデアを考えるきっかけをつくることがで
きます。選んだカードを貼り付けるシートは、具体的なアイデアを書き込む
欄のほか、検討できるようにシール投票欄があります。シール投票は、マッ
プづくりにかかわった人だけでなく、投票をつうじて、地域の人にも広くま
ちの安全を考えるきっかけになります。

④タイトルシート＆感想シート
タイトルづくりや感想を書くことは、マップづくりなど共同作業のポイン

トですが、おざなりになりがちです。こうしたタイトルや感想をシート化し、
楽しい雰囲気で書き込めるような構成にしてあります。

まちの危険箇所や魅力を気軽に点検できるシールやツールを開発

ツールを使うことで、まち歩きからまちの危険箇所などをすばやく整理

マップづくりに参加していない人も、ひと目でまちの魅力と危険箇所を把握

▲︎①ワークショップのしおり

▲︎④タイトルシート・感想シート

▲︎③マップ活用アイデアカード

▲︎②シート、発見／Good・Badシール
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特　徴

コンテンツの紹介
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導入事例
『聞き書きマップ』を使えば、安全点検マップづくりを大幅に省力化し、

無理なく続けることができるようになります。実際、首都圏のＡ県の教育
庁が主催した、学校現場の先生方への研修でアンケート調査を行ったと
ころ、「これまでの地図作りよりも手間が省ける」に「そう思う」と回答した
方が約７割、「子供の事故や被害防止に役に立つ」「通学路の安全点検に
役に立つ」に「そう思う」「ややそう思う」と回答した方の合計が９割を超え
るなどの結果になりました。

文部科学省のモデル事業に採用、小学４年生の授業で実施
2015（平成27）年度からは、『聞き書きマップ』を使った小学校の通

学路の安全点検マップづくりが、文部科学省による「防災教育を中心と
した実践的安全教育総合支援事業」のモデル事業の一つとして実施さ
れています。モデル校となった小学校では、４年生の社会科の授業に『聞
き書きマップ』による安全点検活動を組み入れ、「３つの小道具」を使った
フィールドワーク、パソコンへのデータの取り込み、プリントアウトした地
図を使った安全点検マップ作りなどを、約８０人の児童全員が行いました。

全国防犯協会連合会の研修に組み入れ
また、全国防犯協会連合会では、「次世代防犯ボランティアリーダー育

成事業」の一環として、2015（平成２７）年度から『聞き書きマップ』によ
る安全点検マップづくり研修を開始しました。初年度は６月の第１回研修
と１２月の第２回研修とを合わせて２５の都道府県から７０余名の方々が
参加され、各県１台のノートパソコンへの『聞き書きマップ』のインストー
ルから、まちあるきの実施、地図の仕上げ、結果の発表までを、丸１日の
研修で完了されました。

他分野への応用も開始、全国展開が進行中
さらに、防犯以外の分野への応用の試みとして、（一財）衛星測位利用

推進センター・金沢工業大学との共同で、ボランティア観光ガイドさんに
よる地域の「お宝」情報案内を『聞き書きマップ』でデータ化し、それを多
言語対応化して発信する取り組みも始まり、2015（平成２７）年９月に金
沢市で最初のまちあるきを実施しました。

このように、『聞き書きマップ』は、全国のさまざまな「現場」に浸透しは
じめています。今後も、さらに多くの現場の方々のもとへ『聞き書きマッ
プ』をお届けできるよう、私たちも微力を尽くしたいと考えています。

何の罪もない子どもたちを狙った連れ去り事件などが後を絶たず、
いたましい被害の未然防止が社会の大きな課題になっています。『聞き
書きマップ』は、こうした被害防止の取り組みを、関係者が力を合わせて
進めるための一助となることを願って開発されました。2011（平成23）
年の初公開以来、さまざまな現場での試験運用と、それを踏まえた改良

を重ね、今では、防犯ボランティアの次世代育成事業や、小学校での安
全学習のモデル事業などにも採用され、学術性と実用性とを兼ね備えた
安全点検マップづくりの手法として、学会で賞をいただけるまでになり
ました。最新のWindows 10に対応した新バージョンもほぼ完成してお
り、2016（平成28）年春を目途に公開予定です。

69.0% 

25.4% 

5.6% 

１．そう思う 
２．ややそう思う 
３．どちらともいえない 
４．あまりそう思わない 
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これまでの地図作りよりも手間が省ける  

通学路の安全点検に役に立つ  

▲︎学校現場からの反響：「手間が省け、役に立つ」

▲︎文部科学省モデル事業：小学４年生の社会科に導入

▲︎他分野への応用：ボランティア観光案内のデータ化

まちあるき記録作成支援ツール『聞き書きマップ』

特　徴

コンテンツの紹介

GPS や IC レコーダーを活用して、科学的な安全点検マップがやさしく作れる！

「まちあるきセット」を発売予定。これさえあれば、維持経費はほとんどゼロ！

文部科学省のモデル事業や全国防犯協会連合会の研修でも採用。全国展開が進行中！

『聞き書きマップ』は、身近な地域の安全点検などの取り組みを支援す
るために私たちが開発した、やさしく使えるパソコン用の地図づくりソフト
ウェアです。『聞き書きマップ』を使うことで、身近な地域の安全点検マッ
プを、驚くほど簡単に、しかも科学的なやりかたで、作れるようになります。

歩いた経路・写真の撮影地点を自動的に記録
『聞き書きマップ』は、(1)GPS受信機、(2)ICレコーダー、(3)デジタル

カメラという、「３つの小道具」と組み合わせて使います。安全点検まち
あるきを行うとき、この３つを持って歩けば、歩いた経路はGPS受信機が
自動的に記録してくれます。また、写真を撮った場所も、GPSのデータを
使って自動的に判定されます。

写真を選べば、録音もその時刻にジャンプ！
まちあるきの際に気づいたことなどは、紙にメモする代わりに、ICレ

コーダーに声で録音します。まちあるきから戻った後に、『聞き書きマッ
プ』にデータを取り込んで、撮ってきた写真を表示すれば、録音した音声
も、その写真の撮影時刻まで自動的にジャンプします。こうすることで、
録音の要点を効率よくメモ欄に「聞き書き」できるわけです。

データを印刷し、あとは手仕事で安全点検マップが完成
まもなく完成予定の『聞き書きマップ』の「バージョン３」では、まちあ

るきした経路・写真の撮影地点を示した地図と、それらの写真や録音か
ら書き起こしたメモをカード型にした一覧を、簡単な操作でプリントアウ
トできるようになります。これらを使えば、これまでの地図づくりとほと
んど同じように、参加者全員で話し合いながら、手仕事で安全点検マップ
を仕上げていくことができます。

学会も認めた科学性が自慢です
『聞き書きマップ』のもう一つの特長は、安全点検マップの情報を、科

学的で客観的なデータとして蓄積できることです。こうした点が評価さ
れ、『聞き書きマップ』に関する研究発表で、『地理情報システム学会』から

「ポスターセッション賞」をいただくことができました。

必要なものをまとめた「まちあるきセット」も準備中
現在、『聞き書きマップ』によるまちあるき用品を１つにまとめた「まち

あるきセット」の発売の準備を進めています。これによって、『聞き書き
マップ』が、誰でも「袋から出してすぐ使える」ようになります。維持経費
も、「３つの小道具」の充電のためのわずかな電気代しかかかりません。
ぜひ多くの方々に使っていただきたいと思います。

▲︎『聞き書きマップ』による安全点検まちあるきの地図化の手順

▲︎地理情報システム学会で「ポスターセッション賞」を受賞

▲︎『聞き書きマップ』まちあるきセット」と、「実施の手引き」

GPS受信機

ICレコーダー

接続装置
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これまでの地図作りよりも手間が省ける  

通学路の安全点検に役に立つ  

▲︎学校現場からの反響：「手間が省け、役に立つ」

▲︎文部科学省モデル事業：小学４年生の社会科に導入

▲︎他分野への応用：ボランティア観光案内のデータ化

まちあるき記録作成支援ツール『聞き書きマップ』

特　徴

コンテンツの紹介

GPS や IC レコーダーを活用して、科学的な安全点検マップがやさしく作れる！
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開発経緯
これまでの「子どものケータイ・スマホ利用問題」に関する指導は、

危険性を理解し保護者が一方的に子どもの使い方を管理することに主
眼が置かれていました。この方法はトラブルや具体的な問題への対処が
できる一方、生活の乱れやメディア依存などの問題には対処しにくい欠

点があります。このキットは、家庭での話し合いを促進し、一人ひとりの
子どもの成長過程に応じて、子ども自身が主体的にメディアを扱えるよ
うに支援するツールとして主に家庭教育の充実を目的に開発されまし
た。

導入事例
①家庭指導

親子で「ケータイ・スマートフォンの適正な使い方」について話し合うための話題づくり
として、会話の導入に使います。親は子どもの使い方や目的を知り、子どもは親の考えを
知ることにより、お互いの違いを確認しながら何が「正しい使い方」なのかを考えるきっ
かけになります。話し合いの中で発見したことについてより具体的に考えることで、自然
と家庭での指導が出来上がってきます。心配な点があればルールを決め、日々の使い方
をチェックする参考にして、継続的な指導につなげていくことができます。

また、このキットを使って定期的に話し合うことで、子どもの成長に応じたスマートフォ
ンの利用目的の変化を観察することもできます。

②授業（情報モラルなど）
情報モラル教育の一環として、適正な利用目的の評価や、互いの使い方の違いを認識

する目的で授業に導入します。子ども達同士で話し合わせることで、親子の会話と異な
る新しい考えを見つけることができます。話し合いから導かれた共通点や相違点などに
ついて教員が大人からのアドバイスをすることで、子ども達の中で形成されやすい「歪
んだ利用目的」や「教育上課題となりやすい使い方」について指導することができます。

このキットの良いところは、何が正しいことなのかを一人ひとりが考える機会を作るこ
とです。この指導方法は、今後導入が進むアクティブラーニングにもマッチした方法で
す。

③ケータイ指導講習会
聞きっぱなしの講演形式で行われる啓発講習会ではなく、聴講者が参加して各々の考

えを伝え合うワークショップのツールとして活用できます。参加者が自分の考えを整理
でき、キットを家庭に持ち帰ることで、早速実践してみようという気になれます。

④地域イベント
来訪者に仕分け作業をやってもらい、その結果を壁に掲示して他の人と比較します。

年齢層や性別によっても使い方に違いが見られます。一緒に訪れた保護者は、壁に掲示
されている台紙を眺めながら、子ども達がどんな使い方をしているのかを各々分析する
ことができます。また、親子で掲示された台紙を眺めながら、自分の意見を伝え合うこと
もできます。

掲示物を見ているだけで色々な発見が出来ることが、この企画の良いところです。

⑤コミュニケーションツールとして
ケータイ・スマホの使い方には、その人の生活観や性格が影響しています。このキット

を通じてお互いを理解しあうコミュニケーションツールとしても使えます。

▲︎教員研修の様子

▲︎PTA研修会の様子

▲︎イベント来訪者の仕分け結果

子どもとケータイ・インターネット

特　徴
感覚的な作業で、自分やお子さんのスマートフォンの使い方の可視化と再発見

家庭で子どものスマートフォン利用について話しやすくするためのきっかけづくり

学校など、どこでも簡単に導入する事ができるワークショップ教材

コンテンツの紹介
昨今の急速な情報化の流れと、スマートフォンやタブレット利用の低

年齢化に伴い、小中学生のお子さんを持つ家庭を中心に、保護者には子
どものケータイ・スマホ利用において指導を求められています。学校か
らも様々なリスクを示されながら、「ご家庭でお子さんとよく話し合って
ください」と言われて久しくなりました。では、具体的に、なにを、どのよう
に話し合ったらよいのでしょうか？

子どものスマートフォン利用の指導には、日々の利用目的をできるだ
けハッキリさせて、目的に合ったメリハリの有る利用を心がけることが
重要です。このキットは、日々漠然と感じているスマートフォンの利用目
的を可視化するためのツールです。みんなで話し合いながら一人ひとり
が改めてスマートフォンの使い方を自覚することを目的に開発されまし
た。

使い方は簡単です。使う目的などを記した「目的カード」を、台紙の上
にある「ないとこまる」「あったほうがいい」「なくてもかまわない」の３つ
の必要性の枠に並べていくだけです。目的カードの解釈の仕方も本人の
自由です。ほんの１～２分の作業で、自分のスマートフォンを使い方の特

徴を台紙の上で見ることができます。
次に、目的カードの並べ方について質問を投げかけます。例えばゲー

ムはどれくらい必要なのか？また、どんなゲームをしたいのか？など、気
になったことをざっくばらんに話し合います。複数のキットが有る場合
は、話し合いに参加する人が皆、お互いに自分の使い方を考えて上記の
作業を行います。そして、互いの使い方を比べて、共通している点と違っ
ている点についてそれぞれ質問や意見を述べます。

こうして自分の使い方を言葉にして説明していくうちに、より具体的に
スマートフォンの利用目的が見えてきます。もしその中で、子どもに良く
ないと思えるような使い方が発見されれば、具体的に注意やルールを考
えていくことができ、更なる指導へと発展していきます。

スマートフォンの使い方は人それぞれです。多くの人は自分にとって
良い使い方をしていると感じるため、他者との違いや、客観的に見た正
しさの基準などとは異なる場合もあります。このキットをつかうことで、
そうした潜在的な意識や考えを引き出し、日々の注意点を明確にし、指
導を行いやすくすることができるのです。

▲︎発見キット

▲︎各々が自分のスマホの使い方をカードで分類

「ケータイ・スマホ使い方発見 ! キット」
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開発経緯

導入事例

15歳から29歳の若者の主要な死因の1位は自殺です。また、いじめ
の件数も年々増加傾向です。これは今までの対策では限界があること
を示しているとも言えます。思春期を迎えた中学生は、人と人とのコミュ
ニケーションの取り方を試行錯誤しながら学ぶ時期でもあります。周囲
の友人や信頼できる大人との関わりで得られたサポートを有効に使っ
て、心の葛藤を軽くする力をつけていくことが大切です。このプログラ
ムは思春期の子どもたちが自分の葛藤に気づいて、周囲に助けを求め
たり、自分ができるサポートを担えるような力を育むことを目的としてい
ます。一方で、中学校の授業時間はタイトであり、なかなかいじめや自殺

予防に特化した授業時間を十分に取ることは難しい状況があります。そ
こで本研究グループメンバーが福岡教育大学で開発した「社会性と情動
の学習（SEL-8S）の進め方　中学校編」*から、特にいじめや自殺に関連
の強い単元を抜き出し、中学校の保健体育や学活の時間内に実施しや
すいよう45-50分×３コマという少ない授業時間で完結するようにアレ
ンジを加えました。
*「子どもの人間関係能力を育てるSEL-8S（全３巻）」
（ミネルバ書房2011年初版）の一冊。小泉令三・山田洋平著

厚木市立睦合東中学校1-3年生にプログラムを実施しました。事前教員
研修、ワークショップ実施、事後教員研修、2ヶ月後定着検証(効果判定)のプ
ロセスで実施し、ワークシートや内容の改善を行ってきました。以下に各ス
テップを実施した後の生徒の感想（抜粋）を示します。

（１）1年生：「いらいらコントロール」
・ 自分がどんなときにイライラするのかがわかった。爆発しないように、爆発

しても短い時間でなおるようにしたい。
・ 人によって、イライラ度やそのときの気持ちが違うことがわかった。
・ けっこう、自分がキレているのがわかった。
・ 怒りを溜め込まずに出した方がよいと知ったので、出してみようと

思った。
・（イライラ対処法の）深呼吸はやってみたいと思った。

（２）２年生：「ソーシャルサポートを知ろう」
・ いつも助けてもらっているから、今度は助けたいと思った。
・ 困ったときにもっと人に相談してもいいんだと思った。
・ チャートを書いてみて、自分はたくさんのサポートを受けているのがわ

かった
・ 友達を大切にしたい

（３）３年生：「友達に手を差し伸べるには」
・ 自分から積極的に困っている人に話しかけてあげられるようにしたいと

思った。
・ 相談にのり、しっかりと「聴く」ことが大切だと思いました。
・ 自分は相談にのるのが下手なので聞かない方がよいと思っていましたが、

聴くだけでちがうんだとわかってよかった。
・ 話を聴いてあげるとき、今日授業で習ったことを実践してみようと思いま

した。

その他、学校での導入を進めるためにPTA会長等の大人を対象に実施した
例では、子どもの視点に立った対策の重要性への気づきが見られました。

▲︎PTA、教育関係者向けワークショップの実施風景

▲︎厚木市立睦合東中学校における
　プログラムの実施風景
　（上から1年生、2年生、3年生）

いじめ・自殺予防の３stepプログラム（SEL-short）

特　徴

コンテンツの紹介
このプログラムは、３つのステップから成り立っています。

Step1 いらいらコントロール
怒りは基本的な感情であり、怒りが湧き上がるのは自然なことです。しかし、攻撃性・衝

動性を伴うなど表出の仕方によっては自他を傷つけてしまうことがあります。そのため、
適切な表出方法を学ぶことが重要となります。さらに、できる限り自身で怒りの大きさを
制御することにより、回復時間の短縮やダメージの最小化にも役立てることができるよ
うになります。本ステップでは、生徒自身が自分自身の怒りの感じ方や表出の仕方を理
解すると同時に、クラスメイトとの比較により、怒りの感じ方が人によって異なることを理
解していきます。次に、怒りのメカニズムを知り、攻撃的・衝動的になる前に、適切に対処
する方法を学びます。

Step2：ソーシャル・サポートを知ろう
誰でも一人では対処できない困難にぶつかるときがあります。その時、周囲が支えに

なってくれる（助けを求めてもいい）という感覚を持っていることで、自暴自棄にならずに
すみます。また、適切なサポートを受けられる相談機関を知っておくことで、いざというと
きに相談することができます。本ステップでは、困難を抱えた時に自分はどうしてもらう
と助かるのか、また、支えてくれる人は誰なのかを確認していきます。また、他者にサポー
トを求めても大丈夫なことや身近な具体的な公的または民間の支援機関の情報を知ら
せ、相談するときのポイントについて学びます。

Step３　友達に手を差し伸べるには
思春期から青年期の若者にとって、もっとも身近な相談者、支援者は友人であること

が多いとされています。身近に落ち込んでいる人、投げやりになっている人がいるとき、
友人としてどのように手を差し伸べればいいかについて基本的な考え方を学ぶことで、
自分が支援者になれることに気づかせます。本ステップでは、誰かが困っている時に、自
分だったらどう声をかけるかについて考えたあと、聞くと聴くの違いについて学びます。
そして、聴くときのポイントを確認しながら、ペアワークでお互いに話の聴き合いをしな
がら、聴くとはどういうことかを確認します。最終的には自分に出来ることの範囲を見極
め、知らんぷりをしない方法について考えていきます。

このプログラムは、学級全体で取り組むシチュエーションが基本になっています。しか
し、学級の中には大人たちが気づかない、深刻な悩みを抱えている生徒がいるかもしれ
ません。そうしたハイリスクな子どもたちにとっては、このプログラムへの参加がきっか
けで支援につながり、介入とフォローができることが期待できます。ただし、すでに何か
問題を抱え、専門家による支援中である生徒に本プログラムを行う際は、養護教諭やス
クールカウンセラーと連携し、生徒に異変が見られる時には適切な声かけや誘導をして
もらえるように準備をしておくとよいでしょう。

いじめや自殺等に発展する前の一次予防となる中高生の心の健康のためのワークショップ・プログラム

自分の怒り、サポート源を可視化し、友達や支えてくれる人の大切さや自分を大切にする心を育成

自分も友達のサポート源になれる！ということへの気づきへ

▲︎Step1  ワークシート

▲︎Step2  ワークシート

▲︎Step3  ワークシート



14 15
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導入施設
● 東京都豊島区立富士見台小学校
● 東京都台東区立金竜小学校

傷害サーベイランスで収集したデータを活用し、安全学習教育プログ
ラムの教材に取り入れることで、各学校に適応した安全学習授業を実施
することができます。学校ごとのデータを活用した安全学習授業の実施
は、子どもたちが自分たちの学校の問題を把握することで、「傷害」とい
う課題を身近に感じさせることができ、安全活動に取り組む意欲を高め
ることができます。実際に、安全学習プログラムを実践した豊島区立富
士見台小学校では、子どもがケガを防ぐ方法を知りたいという意識が、
安全授業の前後で、平均6.24から7.56に上昇し（10段階評価：1が「必要
ない」・10が「進んで学んでみたい」）、その効果が確認されました。また、
サーベイランスを導入することにより、典型的な事故のパターンを把握
したり、身体地図情報を見ながら、実施可能な対策を考えることができ
ます。安全学習教育プログラムの詳細は、次のページの「データに基づ
く安全学習教育プログラム」をご覧ください。

【解説】
身体地図情報は、色でケガの頻度が分かるようになっています。

身体の色が青の部分は、ケガの頻度が低く、黄色や赤の部分は、ケガの
頻度が高いことを示しています。例えば、「自転車」によるケガの部位を
見てみると、かかと、膝、額にケガが多いことが分かります。「ドア」の場合
には、両手の指先や足の親指にケガが多いことが分かります。学校でお
こった事故情報をサーベイランスシステムに入力することで、性別・
学年・事故の発生場所・傷害の種類ごとの身体地図を作成することもで
きます。この地図を子どもに見せ、どうしたらケガを予防することができ
るのかを考えたり、対策実施の前後で身体地図を比較することで、対策
の効果評価をすることもできます。

開発経緯
学校管理下では、治療費が5000円以上必要となった事故が年間100

万件以上おこっています。しかし、学校現場では、事故データにもとづい
た予防につながる活動があまり進んでいないのが現状です。また、事故
データを記録していても紙で記録していたり、収集している情報が予防
につながらない情報だけであったりするため、予防につながらないとい

う問題がありました。産業技術総合研究所では、これまで医療機関を定
点とした傷害データの収集に取り組んできました。そこで得られた知見
を活かし、学校での事故を防ぐために学校向けの傷害サーベイランスシ
ステムを開発しました。

▲︎ソフトを用いた身体地図情報の検索結果（自転車）

▲︎ソフトを用いた身体地図情報の検索結果（ドア）

導入事例サーベイランス導入の説明動画
学校では、日々、同じ事故が繰り返されています。しかし、その多くは、

予防可能な事故です。学校での事故を予防するには、どのような事故が
起こっているのかを詳しく把握することが大切です。「データを活用した
学校安全」の動画では、なぜ事故のデータ収集が重要なのか、収集した
データがどのように予防につながるのかをアニメーションを使って分か
りやすく解説します（図1）。子どもへの安全学習の教材としても活用し
ていただけます。学校で事故データの収集に対するモチベーションを高
めることもできます。これからデータ収集を行いたいと思っている学校
では、先生方に、データ収集の意義を理解していただく場合にも活用し
ていただけます。

傷害サーベイランスソフトウエア
学校での事故を予防するためには、「性別」、「事故がおきた時間」、

「ケガの種類」といった情報だけでは不十分です。どのような環境で、
どのような行動をとった結果、どんなケガに至ったのか、どのくらいの高
さから転落したのか、転落した場所の設置面は何であったかといった、
予防につながるデータを収集することができます。このサーベイランス
システムは、学校でおこった事故データの収集・集計・分析・検索などを行
うことができ、学校をより安全にするための活動に役立ちます（図２）。
また、このシステムには、身体地図情報システムと呼ばれるケガの情報
を記録する機能が組み込まれており、ケガの種類と身体のどこにケガを
したかの情報を3Dの子どものモデルに塗ることで、体のどこにケガをす
ることが多いのかを調べることができます（図３）。サーベイランスソフト
では予防につながるデータを簡単に入力することができ、養護の先生な
ど事故データを収集する方の負担を軽減できます。

 

傷害サーベイランスに基づく安全学習プログラム
データを活用した学校安全（動画） / 傷害サーベイランスソフトウエア

特　徴

コンテンツの紹介

傷害データの収集の重要性を子どもから大人まで分かりやすく伝え、サーベイランスソフトの導入を支援

傷害データの収集・集計を簡単に行え、各学校の問題点を把握可能にするソフトウェア

▲︎図1:　「データを活用した学校安全」

▲︎図2: 傷害サーベイランスソフトウエア

▲︎図3: ソフトウエアで集計されたグラフ
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傷害サーベイランスに基づく安全学習プログラム
データを活用した学校安全（動画） / 傷害サーベイランスソフトウエア

特　徴

コンテンツの紹介

傷害データの収集の重要性を子どもから大人まで分かりやすく伝え、サーベイランスソフトの導入を支援

傷害データの収集・集計を簡単に行え、各学校の問題点を把握可能にするソフトウェア

▲︎図1:　「データを活用した学校安全」

▲︎図2: 傷害サーベイランスソフトウエア

▲︎図3: ソフトウエアで集計されたグラフ
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安全学習プログラム実践校
● 東京都豊島区立富士見台小学校
● 東京都台東区立金竜小学校
● 長崎県大村市立西大村小学校

安全学習授業を実施した学校では、各授業に対する効果評価を行っ
ています。東京都台東区立金竜小学校の3年生を対象に実施した「校庭
の危険を学ぼう」の授業では、「事故を防ぐために、自分に何かできるこ
とがあると思いますか？」という質問に対し、「あると思う」と回答した生
徒が、授業の前後で50%から89%に増加しました。また、自分が具体
的にできることの例として、「ブランコの近くでボール遊びはしな
い」、「モノを持って（遊具で）遊ばない」、「順番を守る」などの意見が
出ました。6年生を対象に実施した「校内の危険を学ぼう」の授業では、

「自分にも何かできることがあると思う」と回答した生徒が、授業の前
後で30%から70%に増加し、できることの例として「急にドアは閉めな
い」、「出会い頭にならないように一旦停止する」などの意見が挙げられ、
安全授業の効果を確認しました。長崎県大村市立西大村小学校で実施
した「自転車の安全を学ぼう」では、授業の前後で、自転車に乗るとき

「ヘルメットをいつも着用している」と回答した子どもの割合が56.5%
から65.5%に増えました。このように、生徒の傷害予防に対する意識や
行動変容への効果を確認しながら、より良いコンテンツへの改良につな
げています。また、学校の要望に合わせて、複数のコンテンツを組み合わ
せた傷害予防カリキュラムの実践も行っています。東京都豊島区立富士
見台小学校では、5年生を対象に、傷害予防の基本となる3Eの学習、
校内の危険の学習、校庭の危険の学習、学校内の安全や危険を写真で
記録するワークショップ、写真の発表会のカリキュラムを作り、安全授業
プロジェクトに取り組みました．

開発経緯
近年、授業単元として「ケガの防止」が取り上げられるようになったり、

インターナショナルセーフスクールの認証を目指す学校が増えてきま
した。それに伴い、学校現場では、データに基づいた傷害予防の実践が
求められていますが、実際にそれを実践するのは難しいのが現状です。

産業技術総合研究所では、これまでに、事故の発生メカニズムを明らか
にし、科学的に事故を予防する方法を確立してきました。そこで、データ
に基づいた傷害予防教育の活動を、学校と連携しながら推進したいと考
え、この安全学習教育プログラムをつくりました。

導入事例

▲︎安全授業の様子

▲︎写真の発表会の様子（フォトボイス）

▲︎自転車の安全ワークショップの様子

全学年共通コンテンツ
「傷害予防の3Eを学ぼう」は、予防と何かを伝え、傷害予防に取り組む

うえで重要となる3E（Enforcement:法制化、Environment:環境改善、
Education:教育）を、それぞれの項目ごとに解説しています。学校での
安全活動を計画したり、具体的な対策を実施するための基盤となる知識
を学ぶことができます。

小学生向けコンテンツ
小学生向けの教材は、「校内の危険を学ぼう」、「校庭の危険を学ぼう」、

「自転車の安全を学ぼう」の3種類あります。校内の危険を学ぶ授業で
は、現在、いたずらでおこる事故、転倒、指挟み、出会い頭の衝突の4つの
テーマを取り上げており、学校のニーズに応じてテーマを追加・修正して
いただけます。校庭の危険では、遊具での事故に焦点を当て、鉄棒、
ブランコ、すべり台、雲てい、ジャングルジムの5つの事故を取り上げ
ます。校内および校庭の危険で取り上げているテーマごとに事故事例
を紹介し、どのように事故がおこるのか、どんな遊び方が事故につなが
るのかを、動画やイラストを活用しながら解説します。「自転車の安全を
学ぼう」では、ヘルメットの着用と自転車メンテナンスの重要性を解説し
ます。ヘルメットの効果を、シミュレーション映像を使いながら示したり、
ブレーキの幅が手のサイズに合っていないと、ブレーキが利き始める時
間が約0.1秒も遅くなることなどをデータに基づいて解説します。

中学・高校生向けコンテンツ
中学生向けの教材は、「スポーツ中の危険を学ぼう」があります。日本

スポーツ振興センターに報告されたスポーツによる事故のデータを活
用し、死亡重症事故の事例や、競技別による事故発生状況を、イラストで
解説しています。また、AEDの使い方、熱中症対策について学ぶことが
できます。

安全学習教育プログラムは、学校の学習指導要領に沿って、保健、
生活、家庭科、学活などの授業の一環として活用していただけます。
また、傷害サーベイランスで得られた集計結果や事故事例を教材に組
み込むことで、それぞれの学校に適合した教材として活用していただく
ことができ、子どもの安全活動への参加意欲を高めることも期待でき
ます。プログラムのコンテンツは、今後も増やしていく予定です。

特　徴

コンテンツの紹介

傷害データを活用した学校独自の安全学習コンテンツの作成支援

事故がどのように起き、どんな傷害を負うのかを分かりやすく伝えるアニメーションやイラスト

子どもたちが自ら傷害予防について考える力を育成する子ども参加型の安全授業プログラム

▲︎「傷害予防の3Eを学ぼう」の例

▲︎「校庭の危険を学ぼう」のすべり台の例

▲︎「自転車の安全を学ぼう」のアニメーションの例

傷害サーベイランスに基づく安全学習プログラム
全学年共通コンテンツ / 小学生向けコンテンツ / 中学・高校生向けコンテンツ
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「Safe Kids Japan」としての活動の広がり

「セーフティプロモーションスクール」の提唱

日本では1歳以上の子どもの死亡原因の第1位は「事故」となってい
ます。この状況は、1960年から変わっていません。入院や外来受診が必
要な事故は、日々、全国いたるところで同じように起こっています。すな
わち「事故による傷害」は、子どもの健康問題としてもっとも重要な課題
となっているのです。しかし、日本では組織だった啓発活動は行われてい
ませんでした。

NPO法人Safe Kids Japanは、「すべての子どもを予防できる傷害
から守ること」をミッションに、Safe Kids Worldwide（本部：米国ワシン
トン）の加盟国として2014年5月7日に設立しました。健康に育ち、夢に
挑戦することは、すべての子どもに与えられる平等な権利です。子ども
は、安全だから活動的に、活動的だから健康になれるのです。Safe Kids 
Japanは、Safe Kids Worldwide，国立成育医療研究センター，産業
技術総合研究所などと連携しながら、子どもたちを傷害から守るための

「環境改善」、「啓発・教育」、「安全基準・法律作り」を支援する活動に取り
組んでいます。

傷害を予防するためには、いろいろな領域の人々が関わることが不可
欠です。言い換えれば、すべての人に傷害予防についての役割があるの
です。

大阪教育大学では、従来のインターナショナルセーフスクール（International 
Safe School：ISS）の考え方を参考に、新たに、「自助・共助・公助」の理念のもと、生
活・災害・交通の3領域を学校安全の基本軸としたわが国独自の学校安全の考え方
を基盤とする包括的な安全推進を目的として、セーフティプロモーションスクール

（Safety Promotion School: SPS）の認証制度を創設しました。
このセーフティプロモーションスクールの活動では、学校に「学校安全コーディ

ネーター」等を中心とする「学校安全委員会」を設置し、地域の専門家などと連携・
協働する「チーム学校」を実践することを特徴としています。そしてこの「チーム学
校」としての「学校安全委員会」は、各学校における学校安全の推進に関わる中期
目標・中期計画の設定とその着実な運用、いわゆるPDCAS（Plan：計画、Do：実践、
Check：評価、Action：改善、Share：共有）サイクル（図参照）の展開を支援し、児童・
生徒、教職員、PTAや地域の人々が連携・協働して学校の安全を推進していこうと
する制度です。

大阪教育大学では2014（平成26）年10月に、学校危機メンタルサポートセン
ター内に「日本セーフティプロモーションスクール協議会」を設立し、セーフティプ
ロモーションスクールの理念となる「７つの指標」に基づいて、学校安全（生活安全・
災害安全・交通安全）の実践と協働、さらに分析による客観的な根拠に基づいた評
価の共有が継続されていると認定された学校を「セーフティプロモーションスクー
ル」として認証する活動を展開しているところです。

▲︎SPS活動の展開

▲︎SPS認証式典

その他の成果

開発経緯

▲︎ 教材「怖い人ってどんな顔？」の一コマ

▲︎教材を用いた授業の風景

防犯 e-learining システム

子どもたちの自尊感情を基盤とし、主体的かつ協働的に危険から身を守る力を育成することを目的として
開発した教材

主に登下校時の安全を対象としたゲーム形式による教材で、保護者も一緒に防犯について学ぶ

小学校の低・中・高学年別に課題を設定し、発達段階に応じた学習が可能

特　徴

「エレベータに一人で乗った時は…」、「怖い人ってどんな顔？」、「大人
に声をかけられたら…」、「公園で遊ぶ時に注意すること」など、低学年用
13教材、中学年用14教材、高学年用20教材から構成されています。教
室での授業に合わせて設問を選択して利用することが可能です。また子
どもたちが楽しく学ぶことができるように、親しみやすいイラストで作成
された教材です。回答が進むごとにキャラクターのペンギンの服装が変
化して、子どもたちの主体的な学習意欲の継続を支援しています。

子どもたちが犯罪に巻き込まれることを防ぐためには、子どもたちが
自分自身を大切に思う自尊感情と周囲の人々に対する信頼を基盤とす
る安全直観力を育成していくことが必要であると考えました。

開発した教材は、既に国内外の50校以上の小学校で活用されていま
す。多くの小学校では、1回目の授業でデジタル教材を用いた学習、2回
目の授業でふりかえりの学習が行われています。課題を回答するとキャ
ラクターのペンギンの服装が変化することで、子どもたちの教材への興
味が刺激され、「またこのe-learningによる安全学習の授業を受けたい」
という積極的な感想が寄せられています。また保護者も子どもと一緒に
防犯に関わる学びを深めることができるような工夫が取り入れられてい
るため、小学校だけではなく、公民館や児童館などの防犯キャンペーン
の担当者からも、この教材を活用したいという声が多く寄せられるよう
になってきています。

コンテンツの紹介

導入事例
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プログラムについての問い合わせ先

防犯 e-learining システム
● 大阪教育大学 安全教育研究会
〒563-0026　大阪府池田市緑丘1-2-10
E-mail : goto@cc.osaka-kyoiku.ac.jp 　URL : http://osaka-kyoiku.ac.jp/
担当 : 後藤 健介（准教授）

アンケート調査（地域住民版・学校版）
● 子ども安全まちづくりパートナーズ
〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台2丁目3-1
パークノヴァお茶の水ビル405
TEL : 03-5577-4462　FAX : 03-5577-4366
E-mail : info@kodomo-anzen.org
URL : http://kodomo-anzen.org
担当 : 重根 美香（研究員）

● 生活環境工房あくと
〒270-0021　千葉県松戸市小金原3-2-24
TEL・FAX : 047-309-0939
○柏の葉オフィス ： 千葉県柏市柏の葉5-4-6　東葛テクノプラザ5074
E-mail ： studio_act@nifty.com
URL ： http://www.studio-act-web.com
担当 ： 若林 直子（特別研究員）

安全行動イメージトレーニング（通称「安トレ」）
● 子ども安全まちづくりパートナーズ
〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台2丁目3-1
パークノヴァお茶の水ビル405
TEL : 03-5577-4462　FAX : 03-5577-4366
E-mail : info@kodomo-anzen.org
URL : http://kodomo-anzen.org
担当 : 重根 美香（研究員）

● 生活環境工房あくと
〒270-0021　千葉県松戸市小金原3-2-24
TEL・FAX : 047-309-0939
○柏の葉オフィス ： 千葉県柏市柏の葉5-4-6　東葛テクノプラザ5074
E-mail ： studio_act@nifty.com
URL ： http://www.studio-act-web.com
担当 ： 若林 直子（特別研究員）

傷害サーベイランスに基づく安全学習プログラム
● NPO法人 Safe Kids Japan
〒157-0074 東京都世田谷区大蔵 2-10-1　国立研究開発法人 国立医療研究センター内
E-mail : info@safekidsjapan.org 　URL : http://safekidsjapan.org/
担当 : 大野 美喜子（理事）

まちの安全点検マップ まちあるき記録作成支援ツール
『聞き書きマップ』● 子ども安全まちづくりパートナーズ

〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台2丁目3-1
パークノヴァお茶の水ビル405
TEL : 03-5577-4462　FAX : 03-5577-4366
E-mail : info@kodomo-anzen.org
URL : http://kodomo-anzen.org
担当 : 重根 美香（研究員）

● 予防犯罪学推進協議会
E-mail : harada@nrips.go.jp　URL : http://www.skre.jp/
担当 : 原田 豊（科学警察研究所 犯罪行動科学部長）

いじめ・自殺予防の３stepプログラム（SEL-short）
● 子ども安全まちづくりパートナーズ
〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台2丁目3-1　パークノヴァお茶の水ビル405
TEL : 03-5577-4462　FAX : 03-5577-4366
E-mail : info@kodomo-anzen.org　URL : http://kodomo-anzen.org
担当 : 重根 美香（研究員）

子どもとケータイ・インターネット
● NPO法人 青少年メディア研究協会
〒371-0805　群馬県前橋市南町3-76-25　細野ビル103
TEL/FAX : 027-221-4006
E-mail : office@npoams.org　URL : http://www.npoams.org/
担当 : 下田 太一（理事長）

プログラム支援グループ
この冊子に掲載されたプログラムとその適用事例は、「国際基準の安全な学校・地域づくりに向けた協働活動支援」グループが進めているものです。
この支援グループは、JST（科学技術振興機構）の社会技術研究開発センター（RISTEX）が進めた「犯罪からの子どもの安全」研究開発領域（2007～2012

（平成19～24）年度実施）の６つのプロジェクトの代表者らによって構成されています。

※順不同

RISTEXの「計画的な防犯まちづくり支援システムの構築」プロジェクト（山本俊哉　代表）を広く社会
に還元し、子どもたちがのびのびと育つ、安全で魅力あるまちづくりを進めるため、2011年に設立さ
れました。「国際基準の安全な学校・地域づくりの協働活動支援」プロジェクトの中軸を担っています。

子ども安全まちづくりパートナーズ

「国際基準の安全な学校・地域づくりの協働活動支援」プロジェクトの代表を務める山本俊哉が率いる
研究室。その地域の関係機関・団体と連携し、各地の住民主体のまちづくりの支援に取組んでいます。

明治大学 都市計画研究室

「犯罪からの子どもの安全を目指したe-learningシステムの開発」プロジェクトで作成したデジタル教
材を活用して、子どもたちの自尊感情や自己効力感の育成を基盤とする安全教育の充実と普及に取り
組んでいます。

大阪教育大学 安全教育研究会

人間と工学システムをつなぐ基本技術である「人間の計算モデル」－人間の機能と行動を測り、分析
し、予測・再現できるモデル－の研究とその応用を進めています。

産業技術総合研究所

子育て教育に責任のある保護者・教師の立場からデジタル・メディアが子ども達に与えるさまざまな
影響について調査、啓発活動を行なっています。

NPO法人 青少年メディア研究協会

大阪教育大学
安全教育研究会

RISTEX（Research Institute of Science and Technology for Society :リステックス）は、国立
研究開発法人科学技術振興機構（JST）の一組織として、社会の具体的な問題を解決する社会技術研
究開発を推進しています。このプロジェクトを「研究開発成果実装支援プログラム（成果統合型）」の一
環として側面から支えています。

社会技術研究開発センター（RISTEX）

「犯罪の被害・加害防止のための対人関係能力育成プログラム開発」プロジェクトにおいて、子どもが
対人関係能力を高めるための学習プログラム「SEL-8S/8D」を開発し、犯罪の被害や加害の防止に取
組んでいます。

福岡教育大学 小泉令三研究室
国立大学法人

福岡教育大学

「子どもの被害の測定と防犯活動の実証的基盤の確立」プロジェクトにおいて、
子どもが犯罪にあう危険の実態を調べ、効果的で無理なく続けられる防犯活動につなげるための取組
みを行なっています。

科学警察研究所　犯罪行動科学部
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明治大学 都市計画研究室

「犯罪からの子どもの安全を目指したe-learningシステムの開発」プロジェクトで作成したデジタル教
材を活用して、子どもたちの自尊感情や自己効力感の育成を基盤とする安全教育の充実と普及に取り
組んでいます。

大阪教育大学 安全教育研究会

人間と工学システムをつなぐ基本技術である「人間の計算モデル」－人間の機能と行動を測り、分析
し、予測・再現できるモデル－の研究とその応用を進めています。

産業技術総合研究所

子育て教育に責任のある保護者・教師の立場からデジタル・メディアが子ども達に与えるさまざまな
影響について調査、啓発活動を行なっています。

NPO法人 青少年メディア研究協会

大阪教育大学
安全教育研究会

RISTEX（Research Institute of Science and Technology for Society :リステックス）は、国立
研究開発法人科学技術振興機構（JST）の一組織として、社会の具体的な問題を解決する社会技術研
究開発を推進しています。このプロジェクトを「研究開発成果実装支援プログラム（成果統合型）」の一
環として側面から支えています。

社会技術研究開発センター（RISTEX）

「犯罪の被害・加害防止のための対人関係能力育成プログラム開発」プロジェクトにおいて、子どもが
対人関係能力を高めるための学習プログラム「SEL-8S/8D」を開発し、犯罪の被害や加害の防止に取
組んでいます。

福岡教育大学 小泉令三研究室
国立大学法人

福岡教育大学

「子どもの被害の測定と防犯活動の実証的基盤の確立」プロジェクトにおいて、
子どもが犯罪にあう危険の実態を調べ、効果的で無理なく続けられる防犯活動につなげるための取組
みを行なっています。

科学警察研究所　犯罪行動科学部



子どもの安全

エビ デンス
科学的根拠に基づく安全な学校・地域づくりの

協働促進に向けて

×

evisapo.com

用語解説

エビデンス（evidence）
証拠や根拠を意味する英単語。保健医療の分野や本研究プロジェクトでは、「科学的根拠」、すなわち、調査や実験などの研究成果から導

き出された「裏付け」を指す。

国際セーフスクール（ISS：International Safe School）
エビデンスに基づき、持続可能な安全推進の取り組みが実践されていると国際的に認められた学校(園)。ＷＨＯ地域安全推進センターが

推奨して2003（平成15）年に始まった。2015（平成27）年12月末現在、世界で140校（園）、日本では22校（園）が認証されている。

PDCAサイクル（Plan-Do-Check-Act Cycle）
業務のマネジメントサイクルの考え方のひとつで、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Act）の４段階の活動を繰り返し行うこと

で、継続的に業務を改善する。セーフティプロモーションスクールのように、共有（Share）を加えて、PDCASサイクルとして使用する場合も
ある。

セーフコミュニティ（SC：Safe Community）
防犯や防災、事故予防などの分野を超えて地域ぐるみで安全性を向上するプログラムに取り組んでいると国際的に認められた地域。国際

セーフスクールと同様に、エビデンスに基づきPDCAサイクルを回して改善を図ることが求められる。2015（平成27）年11月までに世界で
363地域、日本では11市区町が認証を得ている。

セーフティプロモーション（safety promotion）
人々が安全で安心して暮らせるように、事故や暴力を科学的に評価可能な介入と専門領域や分野を越えた協働により予防しようとする取

り組み。その取り組みを実践し、国際的に認められた地域がセーフコミュニティである。

セル（SEL：Social and Emotional Learning）
小中学生が非行の被害者や加害者にならないためにつくられた予防教育プログラム。具体的には、対人関係能力と自尊感情の育成に重

点を置いた社会性と情動の学習プログラムをいう。

サーベイランス（surveillance）
調査・監視を意味する英単語。モニタリングも似たような意味合いを持つが、サーベイランスは問題の発生を見逃さないように監視する

意味合いがある。

傷害予防の3Eアプローチ
傷害予防のための科学的アプローチとしては、教育（Education）、法律等（Enforcement）、製品・環境改善等（Environment・

Engineering）の３つの視点（３E）が重要であるとされている。

2016（平成28）年1月22日
国立研究開発法人 科学技術振興機構（JST） 社会技術研究開発センター（RISTEX）
研究開発成果実装支援プログラム（成果統合型）

「国際基準の安全な学校・地域づくりに向けた協働活動支援」プロジェクト

発行
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