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69 : Re: 「地域の防犯対策について」意見交換＆会議室へのご参加ありがとうございま
した

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 千田』 投稿日時 ： 2004/11/07 21:54

こんばんは，プロジェクト推進室 千田です。  
 さて，とうとう，この「日々のくらしの安心・安全に関わる難問解決」の電子会議室が終了
いたしました。  
 こちらにいただいた御意見や情報などは今年度中に策定します「安心安全ネット戦略プ
ラン（仮称）」の内容に取り入れたり，関係局に伝えてまいります。  
この戦略プランは，防犯，防災だけではない，幅広い「安心安全」について対応してまいり
ますが，それは行政だけではなく市民の皆さんの御協力を得て，作り上げていくもので
す。  
 この会議室はこちらとしても初めてのことで，いろいろ不行届きのところが多くて皆さん
にご迷惑をおかけしましたが，会議室がここまで運営できましたのは，皆さんと進行役の
大森さん，コメンテーターの横矢さん，原田さん，伊藤さんのおかげだと思っております。  
 この会議室は終了いたしますが，他の会議室はまだまだ続きますので，どうか皆さん，
これからもご発言などをよろしくお願いいたします。  

 
返信  

 

 

68 : 「地域の防犯対策について」意見交換＆会議室へのご参加ありがとうございました

投稿者 ： ☆『大森 靖子』 投稿日時 ： 2004/11/07 20:02

みなさん、こんばんは。進行役の大森です。  
 
 この会議室としては最後となる、三つ目のテーマ、「地域の防犯対策について」に関し
て、１０／４～１１／３までの間、私たちがこのまち、この地域で、安心、安全に暮らしてい
くにはどうしたらいいか、みなさんに意見交換をすすめていただきました。  
 ご参加いただいた皆さん、また、ご閲覧いただいた皆さん、ありがとうございました。ま
た、コメンテーターの伊藤康一郎さん、ご専門に基づいたコメントやアドバイスの数々、ど
うもありがとうございました。  
 
 当初、安全神話の崩壊といった大仰なタイトルではじまった意見交換でしたが、コメンテ
ーターの伊藤さんから、日本の安全が急に壊れ始めたとはまったく考えておらず、現在の
日本における犯罪への不安感の高まりは、市民の日常生活を直接に侵害するような犯
罪の増加によって、とくに市民のあいだに不安感を高めているのではないかといったご発
言に続き、みなさんから身近な地域の防犯について、普段お感じいただいていることを、
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ご発言いただくことができました。  
 その中身としては、  
 治安の変化に関する「実態」と「実感」の差についてのご意見や、正確かつ迅速な犯罪
情報や防犯情報の伝達方法についてのご意見やご紹介をご発言いただきました。  
 現在、実際に取り組んでおられる、住民独自の、そして警察や学生との連携による、地
域での防犯対策のご紹介やご意見をいただきました。  
加えて、地域住民同士のコミュニケーションの活発さや掲示板や公園、公衆トイレなどの
維持管理などによりつくられる、地域の防犯力やまちの警戒心と、防犯抑止効果への期
待と地域で暮らす安心感についても、みなさんからご発言いただきました。  
また、それぞれの地域特性や課題に合った活動の大切さやその継続についてもご発言
いただきました。  
 
 この３つ目のテーマについても、市の担当の方にはこれまでの意見を受け止めていた
だき、意見の施策への反映について、我々にもわかりやすい形でのご検討をよろしくお願
いいたします。  
 
 それでは、「地域の防犯対策について」をテーマとした意見交換は、これで一旦終了とさ
せていただきます。  
 
 なお、これをもちまして、「日々のくらしの安心安全に関わる難問解決～みんなのアイデ
ア結集！～」と題して、みなさんと意見交換をすすめてきました、本会議室を終了させて
いただきます。  
 ご参加いただいた皆さん、また、ご閲覧いただいた皆さん、ありがとうございました。ま
た、コメンテーターのみなさん、どうもありがとうございました。つたない進行役ではありま
したが、最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。m(__)m  
 それでは、テーマ所管課、総合企画局プロジェクト推進室にこの会議室をお引渡しいた
します。ご担当の方、これまでの３つのテーマでの意見交換を受け止めていただき、我々
にもわかりやすい形でのご検討を、どうぞよろしくお願いいたします。  

 
返信  

 

 

 

67 : 防犯推進委員について

投稿者 ： 直 投稿日時 ： 2004/11/03 22:45

初めての発言です。みなさんのご意見、地域の防犯対策真剣に考え、もっと広がっていく
事期待しておられますね、自分なりに、地域で出来ることを提案していますが、しかし、以
前から地域には各警察管内で各学区に防犯推進委員を１０名前後委嘱されていますが、
その機能が充分に生かされてないのではと思っています。だからそれ以外の方々が真剣
に考えていかないといけないと思っていただいているのが、現実と思います。防犯推進委
員さん警察管内の啓発活動さえすれば推進委員の責務を果たせたと思わないで、もっと
行動力のある真剣に考えてもらえる地域人材を送り込む事、リーダーシップを発揮して、
足元の学区の安心、安全に取り組んでください。当然取り組んでいただいている地域ある
のも承知していますが。もし無理なら推進委員の職を若い人材に任せるべきで。  

 
返信  

 

 

66 : Re: 安全神話の崩壊（？）と地域の防犯対策

投稿者 ： ☆ 投稿日時 ： 2004/10/29 13:25
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ご返事が遅くなりました。  
京都市の高畑です。  
京都市内でもたくさんの取組があります。  
すでに書いていただいている「門灯点灯運動」は，夜通し門灯をつけることで，通りを明る
くし，街頭犯罪を抑止しようというもので，西京区の桂東学区から，府下にも広がりを見せ
ています。  
また，京都産業大学の学生で組織するサギタリウスチームは，柊野の地元の方とともに
ひったくりの防止啓発や，防犯パトロールなどの活動を進めており，他の大学にもこうした
動きが広がっています。  
地域の活動は，一律に同じものができるわけではありません。それぞれの地域特性や課
題に合った活動を，住民自らで選び出し，取り組むことが重要です。  
それに，楽しく続けられるものであることも重要なことだと思います。  
 
先日，NHKの番組「ご近所の底力」のアナウンサー堀尾正明さんに，京都に来ていただ
き，防犯について講演をいただきました。  
空き巣狙いは，下見の際に，そのまちの掲示板のポスターがはがれかかっているといっ
たようなことで，まちの警戒心の緩みを見抜き，侵入するんだそうです。  
また，住民同士が気軽に声を掛け合っていることなどから地域の防犯力を判断するのだ
そうです。  
泥棒が「入りにくいな」と思うような地域づくりを進めることが大切ですね。  
今後もいろいろな取組から学んでいきたいと思います。  
 
 

 
返信  

 

 

 

65 : Re: 安全神話の崩壊（？）と地域の防犯対策

投稿者 ： 京都の一住民 投稿日時 ： 2004/10/18 23:07

みなさん，こんばんは。  
 
私の住む地域の防犯対策的なものは，ＰＴＡ関係で自転車に”パトロール中”の標識をつ
けている，自治会で子供会をつくっています。防犯灯だとか，監視カメラ（学校に設置して
いるものを除く。）といったものはありません。  
割合注意しているのは，街路灯の位置ですね。間隔の開き過ぎているところもあるようで
すが…。  
他の地域では，夜間帯の犯罪抑止のため「門灯点灯運動」や警察署などと連携し，近隣
地区の小学生を対象とした防犯教室の開催や防犯パトロールなどを行う学生のみの組
織もあるようです。  
 
京都市域は，凶悪犯の絶対数が他都市に比べれば少ないのかどうかはっきりわかりま
せんが，防犯とか安全とか，そういった意識にも地域間の格差があるのかもしれません。 
 
 
余談ですが，他都市では，監視カメラの設置する商店街とか民間交番と言った形もあるよ
うです。  
 
京都市域では，他にどのような取り組みがあるのでしょうか？  
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返信  

 

 

 

64 : Re: 公園管理について

投稿者 ： ☆『伊藤 康一郎』 投稿日時 ： 2004/10/16 14:18

 欧米には、建物や街並みの設計によって犯罪を予防する「防犯環境設計」という研究分
野がありますが、その研究では、建物や街並みの美観を保つことが防犯上も有効である
とされています。  
 荒れて整備の行き届いていない環境は、その維持管理に関心をはらう者がいない、守
りの弱い場所であるとのサインを発し、犯罪や非行を誘発しがちであると考えられていま
す。  
 公園の維持管理を良好に保つことは、地域社会の防犯という点からも重要だと思いま
す。 

 
返信  

 

 

 

63 : 公園管理について

投稿者 ： おこじょ 投稿日時 ： 2004/10/16 01:15

 京都市は環境衛生で素晴らしいと他府県の人々からよく聞きます。きれいだ。衛生的
だ。と確かに嵐山・二条駅前・二条城北公園とか大原の里にある公園やトイレはきれいで
す。しかし私の家のそばの公園のトイレは不潔で汚い古いです。京都市内にある公園内
のトイレは、格差がありすぎて、困ったものです。そばを歩くだけで臭いし、見た目の悪さ
もすごいです。誰のためにあるのかわからない状態のトイレです。地域の人々や子供は
汚いと言って使いません。タクシーの運転手が時々使っている状態です。掃除も車で来ま
すが、水をやってしまいです。地域の人々がほとんど清掃しています。子供が浮浪者に連
れ込まれたり、いろんな災難が起こっています。撤去することもできないのでしょうか。公
園整備もやってほしいものです。事故がいつ起こっても不思議ではありません。もちろん
遊具も古いし、汚いです。子供たちがかわいそうです。砂場は犬猫の糞だらけで、いつも
地域の人が清掃してくれています。つい先日 観光都市 京都 壬生寺の見学に来て、そ
の帰り二条駅まで歩いていく人たちが臭いなーこのトイレと言っていました。なさけなくなり
ました。 早く子供が楽しめるきれいな公園になりますように・・願いをこめて 

 
返信  

 

 

 

62 : Re: 安全神話の崩壊（？）と地域の防犯対策

投稿者 ： 京都の一住民 投稿日時 ： 2004/10/09 00:42

皆さん，こんばんは。  
参考までに，補足したいと思います。  
 
京都府警察本部犯罪情勢分析室のホームページアドレスは以下の通りです。  
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/hanjou/bunsekishitu.htm  
 
ただ，お分かりかとは思いますが，京都府警察本部犯罪情勢分析室のホームページで提
供する犯罪情報は，防犯上の観点からか，情報を処理してあるようなので，傾向を見て
判断するための材料として使うほうがいいように思います。  

4/39 ページ日々のくらしの安心・安全に関わる難問解決～みんなのアイデア結集！～

2009/03/30http://ecom.city.kyoto.jp/forum/board/newThreadMain.rhtml?bd=anshin



なお，放火については，防火上の観点から，多少情報水準にばらつきはあるものの，各
消防署のホームページの火災発生状況の中で案内しています。 

 
返信  

 

 

 

61 : Re: 安全神話の崩壊（？）と地域の防犯対策

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 千田』 投稿日時 ： 2004/10/08 21:22

こんばんは，プロジェクト推進室千田です。  
さて，皆さんの御質問の「行政からの情報の発信方法」についてです。  
京都市では「市民しんぶん」を始めとする各媒体を使用して，街頭犯罪や  
空き巣狙いなどへの注意を呼びかけるなど，防犯情報を随時，提供しておりますが，  
犯罪情報の提供は行っておりません。犯罪情報については，京都府警察本部犯罪情勢  
分析室のH.P.で詳しく情報提供をされています。その他，「交番情報」として，  
きめ細かく地域の防犯情報が各警察署の努力により提供されています。  

 
返信  

 

 

 

60 : Re: 安全神話の崩壊（？）と地域の防犯対策

投稿者 ： ☆『大森 靖子』 投稿日時 ： 2004/10/08 16:35

こんにちは。進行役の大森です。  
まっちさん、ご発言ありがとうございます。  
 
犯罪情報や防犯情報は、早く、正確に、確実に伝えることが重要ですよね。  
行政の広報で、こういった情報はどのように伝えているのでしょうか？  
また、その他、公的機関からの情報伝達の方法はどのようのものがあるのでしょうか？  
この辺りで、どなたかお答えいただけませんか？  
 
＜以下、まっちさんのご発言を一部抜粋＞  
>> そこで行政の方に質問です。  
>> 詐欺だけに限らず、犯罪情報や防犯情報を広報誌（全戸に配布  
>> されるような媒体）に載せることってできないのでしょうか？  
>> もし既に広報をしているのであればどんな方法でしているので  
>> しょうか？  
>>  
>> 教えてください。  

 
返信  

 

 

59 : Re: 安全神話の崩壊（？）と地域の防犯対策

投稿者 ： ☆『大森 靖子』 投稿日時 ： 2004/10/08 16:35

みなさんこんにちは。進行役の大森です。  
まっちさん、京都の一住民さんご発言ありがとうございます。  
伊藤さん、コメントありがとうございます。  
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もしかしたら自分の周りでも起こるかもしれないと、犯罪に対する不安感を募らせるのは、
日常生活をおくる上でとても落ち着きませんよね。まったく危機感なく暮らすのも問題があ
るかもしれませんが、やはり、少しでも安心して暮らしたいものです。  
 
京都の一住民さんがおっしゃるように、地域に元気があって、ある程度にぎやかであれ
ば、ある程度の抑止効果が期待できるかもしれませんし、少なくとも、地域が元気になっ
てコミュニケーションも活発になると、安心感が増すかもしれませんね。また、そのことに
よって、まっちさんのおっしゃるように、地域から得る情報が多くなることも容易に考えられ
ます。  
 
実際に、みなさんの地域ではどのような防犯対策に取り組んでおられますか？また、普
段みなさんが意識的に気をつけておられること、また、具体的に取り組んでおられること
はありますか？  
どなたか教えていただけませんか？  
また、閲覧者の方のご参加もお待ちしています！ 

 
返信  

 

 

 

58 : Re: 安全神話の崩壊（？）と地域の防犯対策

投稿者 ： ☆『伊藤 康一郎』 投稿日時 ： 2004/10/07 16:09

 まっちさん。たしかに、治安の変化に関する「実態」と「実感」の差は、大  
きな問題です。しかしこの話題に深入りすると、本来のテーマである「地域の  
防犯対策」の問題からそれてしまうおそれもありますので、ここでは簡単に、  
毎日新聞「記者の目」（2004年5月28日）の記事をあげておくにとどめます。  
 
 統計上、近年、犯罪が大きく増加しているようにみえるが、それは実態を反  
映しているのか。警察の方針の転換（被害の訴えにどう対応するか）など、別  
の原因があり、かなり水増しの数字になっているのではないか、といった犯罪  
学者の見解を紹介しています。  
 
 グーグルのキャッシュなので長いです（コピーして、アドレスの欄に入力してください）。  
 
http://www.google.co.jp/search?
q=cache:Tmcc8yNanRMJ:www.mainichi.co.jp/eye/kishanome/200307/15.html+%E6%AF%
8E%E6%97%A5%E6%96%B0%E8%81%9E%E3%80%80%E8%A8%98%E8%80%85%E3%81%AE%E7%
9B%AE%E3%80%80%222004%E5%B9%B405%E6%9C%8828%E6%97%A5%22&hl=ja 

 
返信  

 

 

57 : Re: 安全神話の崩壊（？）と地域の防犯対策

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2004/10/07 16:07

京都の一住民さんのコメントの中に「オレオレ詐欺」のお話が  
出てきましたが、たまたま今朝の情報番組で「オレオレ詐欺」が  
取り上げられていました。  
 
その番組の中で「これだけオレオレ詐欺が問題化されているのに  
なぜ未だに詐欺に引っかかる人がいるのか？」という話題になり  
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その原因の一つとして、「そもそもオレオレ詐欺というものが  
あるということ自体を知らない人が、まだまだ多い」という例が  
挙げられていました。  
 
一瞬「うそぉ～」と思ったんですが、冷静に考えてみると、  
一人暮らしのお年寄りや、日ごろパートや家事に追われていて  
情報番組やニュースを見る機会のない主婦の方だと、確かに  
知る機会がないといえるかもしれません。  
 
京都の一住民さんがおっしゃるように、地域が元気でコミュニ  
ケーションも活発だと、地域から得る情報って多くなると思うん  
ですけど、近所づきあいなどがない状態だと、地域からも情報を  
得ることも難しくなってしまいますし。  
 
そこで行政の方に質問です。  
詐欺だけに限らず、犯罪情報や防犯情報を広報誌（全戸に配布  
されるような媒体）に載せることってできないのでしょうか？  
もし既に広報をしているのであればどんな方法でしているので  
しょうか？  
 
教えてください。  

 
返信  

 

 

 

56 : Re: 安全神話の崩壊（？）と地域の防犯対策

投稿者 ： 京都の一住民 投稿日時 ： 2004/10/07 01:37

みなさん，こんばんは。  
 まあ，マスコミは目を引くように，センセーショナルに取り上げる傾向がありますから，
「安全神話」という言葉を使うのでしょう。  
 最近も想像の範囲を超えた事件があって，マスコミ（ワイドショーや週刊誌関係は特に）
は目を引くように取り上げるでしょう。もう，うんざりしていますが。  
 本題から外れますので，マスコミのことは置いておくことにします。  
 技術的な話は別にしても，地域の防犯対策との関連では，地域による差もあるものの，
全般的には子供が少なくなっていることもあって，少しにぎやかさがないですね。単純に
言えば，地域に元気があって，ある程度にぎやかであれば，ある程度の抑止効果が期待
できるかもしれません。  
 すべてに有効というものではありませんが，地域が元気になるということは，コミュニケ
ーションも活発になるでしょうし，少なくともオレオレ詐欺には有効かもしれません。  
  

 
返信  

 

 

55 : Re: 安全神話の崩壊（？）と地域の防犯対策

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2004/10/06 13:35

こんにちは。伊藤さん、よろしくお願いします。  
 
さて、「安全神話の崩壊」という問題ですが、あくまで「神話」  
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ですから、確かに私たちの「思い込み」という部分が大きく影響  
してるような気はします。  
 
しかし、実際のところ私は、「この町も昔に比べてガラが悪く  
なったな」といった実感を持っています。  
 
そこで実際のところ、日本の治安は悪化してるのでしょうか？  
データとかがあったら分かりやすいと思うんですけど…。  

 
返信  

 

 

 

54 : 安全神話の崩壊（？）と地域の防犯対策

投稿者 ： ☆『伊藤 康一郎』 投稿日時 ： 2004/10/05 23:32

 議論が「安全神話って本当？」という問題提起から始まり、ちょっと驚いています。京都
の一住民さん、ありがとうございます。  
 
 というのも、じつは、マスコミ等で喧伝される、「安全神話の崩壊」論議と異なり、日本の
多くの犯罪学者は、日本の安全が急に壊れ始めた、とはまったく考えていないからです。 
 たとえば、今月の22日、東京の青山学院大学で、日本犯罪社会学会と日本学術会議の
主催で、シンポジウム「少年非行研究の最前線―子どもを非行から守る家庭そして社会
はどうあるべきかー」が開かれますが、その開催案内には、次のような呼びかけが掲げら
れています。  
 
「少年非行の増加やその凶悪化が連日のように報道されているが、犯罪社会学者の目
から見れば、それは必ずしも実態を反映していない。本公開シンポジウムは、少年非行
の実態を把握しようとうする最前線の研究の結果をわかりやすく紹介し、人々に少年非行
現象の理解をふかめてもらうことを目的とする。少年非行の原因やプロセスを探究し、家
庭や社会全体などの視点から少年非行の予防や非行少年の更生の方策を考えてみた
い。」  
 
 http://www2.kokugakuin.ac.jp/hansha/news.htm  
 
 現在の日本における、犯罪への不安感の高まりは、メディアによる過剰報道等の影響
が大きい、ということなのですが、しかし、市民のあいだに犯罪への不安感が高まってい
るのも、まったく根拠のないことではなく、住宅への侵入盗（空巣狙い等）や自動車盗とい
った、市民の日常生活を直接に侵害するような犯罪の増加が、とくに不安感を高めている
のではと思います。  
 
 長くなりました。皆さんのご意見をお待ちしています。  

 
返信  

 

 

53 : 新しいテーマ「地域の防犯対策について」ご意見お願いします

投稿者 ： ☆『大森 靖子』 投稿日時 ： 2004/10/05 16:16

みなさん、おはようございます。進行役の大森です。  
 
次のテーマは「地域の防犯対策について」です。１０／３１までの予定で、こちらのテーマ
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で意見交換していただきたいと思います。  
このテーマのコメンテーターは伊藤康一郎さんです。犯罪学がご専門で大学の先生をさ
れていて、京都市内の地域の防犯についてもお詳しいとのことですので、私たちの意見
や不安を受け止めて、コメントやアドバイスをいただけることと思います（伊藤さん、どうぞ
よろしくお願いいたしますm(_ _)m）。  
 
私たちがこのまち、この地域で、安心、安全に暮らしていくにはどうしたらいいか、みんな
で考えていきましょう！普段からお考えのこと、不安に思っていらっしゃること、また、すで
に取り組んでいらっしゃること、なんでも結構です。みなさん、どしどしご発言お願いいたし
ます。  
 
さて、早速、京都の一住民さんから、ご発言いただいています（京都の一住民さん、あり
がとうございます）。  
「安全神話」に対する問題提起をいただいています。みなさん、ご発言いかがですか？  
＜以下、進行役の勝手で、京都の一住民さんのご発言を一部掲載しています＞  
 防犯に限らず，鉄道事故や航空機事故，原発のトラブルなどで，マスコミでは「安全神
話」の崩壊という言葉が踊ることが多いのですが，私などは「安全神話」という見方自体に
疑問があります。感覚面のウェイトが大きい言葉のように感じるところです。  
 テーマが地域の防犯対策ですので，事故は範囲外ですが，みなさんはどうでしょうか？ 
＜以上、京都の一住民さんのご発言「安全神話って本当？」より抜粋＞  
 
それでは、みなさん、意見交換の方をよろしくお願いします。  
また、その他も多数ご発言お待ちしています！ 

 
返信  

 

 

 

52 : 「食の安全について」意見交換ありがとうございました

投稿者 ： ☆『大森 靖子』 投稿日時 ： 2004/10/05 16:14

みなさん、おはようございます。進行役の大森です。  
 
この会議室での二つ目のテーマ、「食の安全について」に関して、９／１３～１０／３までの
間、私たちの身体をつくる源である食の安全性について、みなさんに意見交換をすすめて
いただきました。  
ご参加いただいた皆さん、また、ご閲覧いただいた皆さん、ありがとうございました。また、
コメンテーターの原田英美さん、ご自身の経験に基づかれたコメントやみなさんへの意見
の投げかけの数々、どうもありがとうございました。  
 
本当に短い期間の中での意見交換でしたが、私たちが「食」を安心して摂取することに関
して、みなさんが普段お感じいただいていることをご発言いただくことができました。  
その中身としては、食品を購入したり、飲食店を利用したりする消費者側の意見が中心と
なりましたが、「食品の消費期限とその表示」、「流通面の安全性」、「食品を購入する店、
飲食する店の安全の基準」などに関して、各自の判断基準についてのご発言をいただき
ました。また、食の安全への信用、信頼に直接関係する食品を提供する流通側への信
用、信頼感が揺らいできていることが不安となっていること、その中で、自分の五感に頼
るとともに、口コミ、評判といった情報が判断基準の一つとなっていることも、みなさんから
ご発言いただきました。  
 
この２つ目のテーマについても、市の担当の方にはこれまでの意見を受け止めていただ
き、意見の施策への反映について、我々にもわかりやすい形でのご検討をよろしくお願い
いたします。  
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それでは、「食の安全について」をテーマとした意見交換は、これで一旦終了とさせていた
だきます。  
ただし、「食」に関しては、なかなか意見交換しにくいテーマだったかもしれませんので、す
でに次のテーマへと移行いたしておりますが、最後に投げかけていただいた飲食店や食
料品店などを経営する側や、食品を扱う仕事などに従事する側、流通の担い手側に関す
るコメントを少し交えながら、コメンテーターの原田さんにひとこといただければと思いま
す。原田さん、お世話になりました。最後によろしくお願いいたします。  
 
では、みなさん、引き続き次のテーマでもよろしくお願いいたします。  

 
返信  

 

 

 

51 : 安全神話って本当？

投稿者 ： 京都の一住民 投稿日時 ： 2004/10/04 23:08

みなさん，こんばんは。  
 食の安全では，業種・業態の特定性が強く，少しコメントしにくいところもあったので，控
え気味でしたが，このテーマは広範囲なので，問題提起のようなものをしてみます。  
 
 タイトルにもありますように，  
 
       「安全神話って本当？」  
 
ということを出してみたいと思います。  
 
 防犯に限らず，鉄道事故や航空機事故，原発のトラブルなどで，マスコミでは「安全神
話」の崩壊という言葉が踊ることが多いのですが，私などは「安全神話」という見方自体に
疑問があります。感覚面のウェイトが大きい言葉のように感じるところです。  
 テーマが地域の防犯対策ですので，事故は範囲外ですが，みなさんはどうでしょうか？

 
返信  

 

 

 

50 : Re: 「安心だと思える店」とは？

投稿者 ： ☆『原田 英美』 投稿日時 ： 2004/10/02 07:53

安心して購入できる店かどうかを判断する場合、  
どこまで信頼するか、という問題はありますが、  
口コミ情報や評判は、皆さん気にされているようですね。  
 
このテーマは１０月３日までということなので、残りわずかですが・・・。  
 
これまで食品を買う消費者の意見が中心でしたが、  
飲食店や食料品店などを経営されている方や、  
食品を扱う仕事をされている方の意見も聞いてみたいですね。  
どなたか発言していただけませんか？ 

 
返信  
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49 : Re: 「安心だと思える店」とは？

投稿者 ： ☆『大森 靖子』 投稿日時 ： 2004/10/01 16:04

こんにちは。進行役の大森です。  
「食の安全について」みなさんからのたくさんのご発言ありがとうございます。  
 
このテーマでの意見交換は、１０月３日までを予定しています。  
私たちの体をつくる源である食は、誰にとってもかけがえのないもの。美味しいものはたく
さん食べたいけれど、気になるその安全性。  
これまでに、「食品の消費期限とその表示」「流通面の安全性」「食品を購入する店の安
全の基準」などに関してのご発言をいただきました。本当に身近な問題で、考えているよ
うに思いますが、私自身も案外わかっていないでんですよね。  
 
みなさん、あと３日、ラストスパートで引き続き意見交換よろしくお願いします！  
閲覧されている方のこれからのご発言もどしどしお待ちしています。  
 
では、私も少し発言を。  
このテーマを通じて、私自身、安心だと思える店については、気になりながらもあまり気を
配っていないことに気がつきました。  
どちらかというと、味と価格重視（安くておいしい）でした。特に、日常の食品の購入につい
ては、近くのスーパーを利用していて、自分の目と鼻と勘を頼りにしています。安全かどう
かは、商品として店先に並んでいることを信じるしかなくて。近所の評判が頼りになってま
すね。このごろ外食が増えていますが、口コミですすめられたお店に行き、味＆価格、雰
囲気の順で選んでいるようです。気に入った店には、何度も足を運んでいます。感覚で選
んでいるのが正直なところです。で、今までお腹を壊すなど体調が悪くなることはなかった
ので、直接的には不安を感じていないなあ、と、あらためて食の安全性に対する危機感
のなさに気づいてしまいました。年齢的にも、個人的にも、胃腸の調子はよい方なので、
余計そうなのかもしれませんが・・・。  
 
みなさんはどうですか？何か気をつけていらっしゃいますか？  
また、他にも、普段不安に思ってらっしゃることがありますか？ 

 
返信  

 

 

48 : Re: 「安心だと思える店」とは？

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2004/09/29 13:32

こんにちは。  
 
さて「安心だと思えるお店」ということなのですが、  
京都の一住民さんがおっしゃるように、完璧を求める  
のは確かに無理があるような気はします。  
 
ただ、私個人の感覚で考えると、新しくオープンした  
お店には、当然新しいものが並んでいると思ってしまい  
ますし、コマーシャルなどを大々的におこなっている  
一流企業のお店や商品に対しても、ある一定の信頼を  
持ってしまっているような気がします。  
つまり「安全神話」を「過信」してしまっているわけ  
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ですね…。  
 
さらに言うと「心配しはじめたらキリが無い」という  
感覚もありますから「何かのいいなり」になってしまう  
傾向もあります。  
 
「何か」とは行政機関の表示だったり、企業に対する  
社会的な評価だったり…要するに「自衛しきれないから  
何かに判断を委ねよう」という感覚がどこかにあるわけ  
です。  
 
でも、こんな感覚の人って意外と多いんじゃないですかね？  
皆さんはどうですか？  
 
 
 
 

 
返信  

 

 

 

47 : Re: 「安心だと思える店」とは？

投稿者 ： 京都の一住民 投稿日時 ： 2004/09/27 23:41

 みなさん，こんばんは。  
 しばらく意見を見ていたのですが，口に入るものだけに真剣だと思います。  
 あまり専門的な内容は回りのみなさんがついていけなくなるようなので，避けることにし
て，「安心だと思える店」というものは主観に依存している場合とある程度事実に基づいて
いる場合に分かれますが，どこまで信頼するかは難しい面があると思います。  
 極端な言い方をすれば，口コミで「安心」という店があっても，実態はよくわからないとこ
ろもあるわけで，まあ，疑い出せばきりがない，という話だと思うところです。  
 「安全神話」というものは非現実的であると思いますから，多少のリスクを考慮して，どこ
で線を引くか，そして，個人で考えるか，行政が対応するか，難しいでしょう。 

 
返信  

 

 

46 : 「安心だと思える店」とは？

投稿者 ： ☆『原田 英美』 投稿日時 ： 2004/09/27 01:19

こんばんは。  
皆さんの発言を読んでいて、聞いてみたいなあと思ったことがあります。  
「安心だと思える店で買う」という意見があったので。  
 
確かに、一度イヤな思いをした店には行かなくなると思いますが、  
では、「安心だと思える店」って、どんな店でしょうか？  
食の安全について、会社の考えを明らかにしているスーパーでしょうか？  
それとも、信頼できる店員のいるスーパー？  
それとも、よく知っている人が経営している商店とか。  
知っている人がすすめてくれたお店？  
こだわりの商品だけを扱う食品専門店？ あるいは、生協とか。  
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「安心だと思える店で買う」場合でも、商品の表示を気にしますか？  
どの程度遠いところまで、買いにいくのでしょうか？  
 
私は車を持っていないので、比較的近い店にしか行きません。  
どちらかというと、安全より味と価格の方を重視しています。  
安全は気になるけど、よく分からないからです。  
食品表示はよく見ている方だと思いますが、  
「この品質だからこの値段なのね」と納得することは、まずないですね。  
「高い方がなんとなく良さそう」と思ったり、いい加減なもんです。  
安全のためにしていることは、同じものばかり食べないことぐらいかな？  
 
私の場合、お店を選ぶのは、むしろ外食するときです。  
レストランの料理の方が、何が使われているかよくわからないので。  
でも、味、お店の人の人柄、シェフのこだわり、店の雰囲気とかから、  
総合的に判断しているという感じですが。  
 
皆さん、外食したり、お弁当を買ったりするときにも、お店重視ですか？  

 
返信  

 

 

 

45 : Re: 食品の期限の表示について

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2004/09/25 00:41

みなさん。こんにちは。  
「食の安全」は、身近な問題だけにいろいろと意見が出ますね！  
 
またもや我が家の例で申し訳ないですが、我が家では  
「あそこの店の魚は、いつも古いのしかおいてないわ」とか  
「あそこの店の野菜は新鮮でおいしいわ。でも高いしな…」  
などの会話が毎日のように飛び交っています。  
 
いちろーさんがおっしゃるように、口コミ情報から、安全な  
お店を自然と見つけ出しているケースって多いような気がします。  
 
逆に「安全」と思われているお店の商品は「当然変なものは  
置いてない」と妄信している面も無きにしもあらず…。  
それだけに、この頃の「安全神話の崩壊」には恐怖感を覚えます。  
 
しかしその一方、私の子どもの頃って、駄菓子屋なんかで  
あやし～いお菓子をよく食べたりしてましたけど、かえって  
今の子どもより丈夫だったような気がします。  
 
こんなこと書くと会議室の趣旨とズレてしますかもしれませんが、  
「安全にしすぎることでおこる副作用」というのもあるのかも  
しれませんね…。  
 
すいません。よくわかんなくなってきました(笑)  
 

 
返信  
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44 : Re: 食品の期限の表示について

投稿者 ： いちろー 投稿日時 ： 2004/09/23 01:06

みなさん、こんばんは。いちろーです。  
一児のパパさんのおっしゃるとおり、賞味期限等って、科学的な根拠に基づいているので
しょうかねえ？？  
日本は、魚を生で食べるという習慣があるように、新鮮であれば基本的には安全であると
いう食文化なのかもしれませんね！  
 
特に生鮮食品を買う場合は、加工（処理）年月日は特に気になりますが、自分の場合は、
やはり、これまで買い物した結果、安心だと思える店で買うのが、食の安全には、ある意
味自衛なのかな、って思って買い物してますね。（単なる思い込みなのですが・・・）  
誰でも、古い食べ物や痛んでる食べ物が置いてある店には二行きたくないと思いますよ
ね。そういういわゆる「口コミ」情報なんかも、今までは井戸端会議なのでしか得られなか
った訳、最近はインターネットの普及によって情報が得やすくなってますよね。消費者同
士の情報交換って、意外と「アテ」になるのかもしれませんね。 

 
返信  

 

 

 

43 : Re: 食品の期限の表示について

投稿者 ： 一児のパパ 投稿日時 ： 2004/09/22 23:14

 こんばんわ。  
 始めて発言します。一児のパパと言います。  
 
 賞味期限（以前は品質保持期限？って言っていたでしょうか？）やその他の表示（例え
ば食品添加物など）については、少々懐疑的です。  
   
 その理由は、  
 １．賞味期限や食品添加物の安全に科学的根拠があるのだろうかということ。  
 ２．科学的根拠があるとして、いちろーさんのおっしゃるように本当にそれが守られてい
るのだろうかということ。  
 ３．科学的根拠があり、表示のコンプライアンスが守られているとして、その表示はその
食べ物の旨味や食品としての性質に反していないかと言うことです。  
 
 １．については、多くの加工食品が工場で生産されているわけですから、ある程度均一
な条件下での製造のため、食中毒の原因となる細菌などによる罹患原因は科学的に検
証が可能だと思います。しかし、食品添加物についてはどうでしょうか。専門ではありませ
んので、教えていただきたいのですが、食の安全について、この点ははずせないと思いま
す。  
 欧米で使用が禁止又は制限されている食品添加物が、なぜ日本で使用できるのか、合
理的な理由を私は知りません。  
 
 ２．については、いちろーさんのおっしゃる通りです。  
 ３．については、安全性は高そうだけどおいしくない。新しければ何でもいいと言うのは、
食文化に対して不遜じゃないのかなあ、と思います。  
 作り立てがいいのなら、古酒や素麺は価値がないことになってしまいます。  
 食の安全の切り口から言えば少々脱線しますが、賞味期限なるものの表示には、ひょ
っとして食の文化が培ってきた旨味や風合と言うものを捨象してしまう一面があるのでは
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ないでしょうか。  
 
 問題提起ばかりで申し訳ないですが、食の問題は未来に生きる子供たちにとって、切っ
ても切れない問題だと思います。 

 
返信  

 

 

 

42 : Re: 食品の期限の表示について

投稿者 ： いちろー 投稿日時 ： 2004/09/22 07:24

皆さんはじめまして、いちろーっていいます。よろしくお願いします。  
これまでの皆さんの意見のとおり、「期限表示」ってよく分からないですよね！役人が理解
できるものではなく、子供でも理解しやすい、分かりやすい表示にしてもらいたいものです
よね！  
ところで、この「期限表示」も食の安全にはとても大切な要素のひとつだとは思いますが、
一番の問題は、牛肉の産地偽装による詐欺事件や、ローヤル関連の野菜の産地偽装問
題、また数年前の雪印問題などに見られるとおり、ここ数年、世間によく知られている会
社が関係する食の安全を脅かす事件が多発していることにあるのだと思っています。さら
に、このような事件の発覚が増えれば増えるほど、一般消費者はいったい何を信じたら良
いのか分からなくなってしまう、無秩序的とも言える状況に陥ってしまうのではないでしょ
うか。  
また、それを防ぐことがいかに難しいかということも表面化してきています。表示方法を細
かく決めたとしても、偽装等の犯罪を未然に防ぐ仕組みが確立されなければ、食の安全
が守られているとは言えません。  
ある意味、これまで企業の「モラル」に頼ってきた、食品流通体系を国、自治体等の行政
と業界が一緒になって、根本的な見直しを行う時期に来てるのだと感じます。（三菱問題
などを考えると、食品だけの問題じゃなさそうですが・・・）  
そのためには、国をあげて「トレーサビリティー」の確立を早急に行う必要があるとは思い
ますが、生産者から小売に至るまでのあらゆる商品に対応するインフラの整備を行うため
には、莫大な費用と時間がかかることも現実的な課題であると思います。  
このような犯罪の防止策としては、国、地方自治体等が、抜き打ち的に偽装等が行われ
ていないかどうかの立ち入り検査（調査）を行うことぐらいしか、現時点では、できることは
ないのかな～と考えたりしますが、あまり実効性もなさそうだし、なるべく単純でかつ費用
対効果の高い流通の仕組みが作れないものでしょうかねえ！ 

 
返信  

 

 

 

41 : Re: 食品の期限の表示について

投稿者 ： ☆『原田 英美』 投稿日時 ： 2004/09/22 07:25

 ＫＥＮさん、まっちさん、こんにちは。  
 食品の表示、確かにわかりにくいところがありますね。  
 
 賞味期限の日付は、「定められた方法で保存された場合」というのが前提です。例え
ば、うちの冷蔵庫にある牛乳パックを見ると、「賞味期限は未開封の状態で、冷蔵保管
（10℃以下）した場合に、味、安全性の品質が保たれる期限です」と書かれています。  
 
 でも、牛乳なんて、買ったらすぐに開けてしまいますよね。毎日に１回、冷蔵庫から10秒
間出して飲んだ場合の賞味期限は、もう少し短くなるんでしょうね。もっとも食品衛生法で
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は「ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがある
ものとする」とあり、賞味期限が過ぎたからといってすぐに悪くなるものでもありません。私
も賞味期限切れの牛乳を飲むことがありますよ。  
 
 賞味期限はそれほど気にしていないとはいえ、目安にしているので表示がないと困りま
す。箱から出したり包装紙を取ったらわからなくなるのは困りますね。  
 
 ＫＥＮさんのご指摘どおり、流通段階での保存状態も気になります。例えば、信頼できる
店で買う、とか何か気をつけていることがありますか？ それから賞味期限以外には、皆
さんはどのような表示を見て購入しているんでしょうか？  

 
返信  

 

 

 

40 : Re: 食品の期限の表示について

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2004/09/20 20:51

はじめまして、原田さん、ＫＥＮさん、まっちと  
言います。よろしくお願いします。  
 
原田さんの説明を聞いて「なるほど！」と思った  
反面、正直「ややこしいなぁ」と思いました…。  
 
賞味期限や品質保持期限って、一般の消費者の  
ために記されているはずなのに、その一般の消費者に  
理解されていない表示って一体…て感じですね。  
 
そのせいかどうかわかりませんが、我が家では「賞味  
期限が切れてからでも２～３日は大丈夫！」と、匂い  
を嗅いで確かめながら牛乳を飲んでます(笑)  
 
道路の信号（表示）も「青は進め、赤は止まれ」と万人に  
理解されて初めて効果を示すもの。食品に関する表示も  
同じのはずです。  
 
もう少しわかりやすいものにして欲しいと思います。  
 

 
返信  

 

 

 

39 : Re: 食品の期限の表示について

投稿者 ： ＫＥＮ 投稿日時 ： 2004/09/19 09:07

はじめましてＫＥＮです。  
食品の期限表示ってよくわからないですよね。さっき食べたアイスクリームなんかどこにも
「期限」らしいものが書かれていないけど、こんなのいいのかなあ。  
期日前なら安心していいんだろうけど、家での保存状態もそうだけど、流通段階での保存
もどうなのかわからないしね。そもそも食べ物が傷んでいる状態っていうのがよくわからな
いから印刷された期日だけを信用してるんだけどこんなことでいいのかなあ。  
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返信  

 

 

 

38 : Re: 食品の期限の表示について

投稿者 ： ☆『原田 英美』 投稿日時 ： 2004/09/19 09:07

 消費期限と賞味期限と品質保持期限。確かにまぎらわしいですね。  
   
 賞味期限と品質保持期限は同じことですが、現在は賞味期限という用語が使われてい
ます。消費期限は品質が急速に劣化しやすい食品に使われます。食品の品質や健康に
対する消費者の関心が高まる中、食品の表示に関する制度はここ数年、頻繁に見直され
ています。期限表示についての用語の統一もそのひとつ。表示を義務づける法律は複数
あり、食品衛生法が品質保持期限を、ＪＡＳ法が賞味期限の表示を義務付けていました
が、わかりにくいことから用語が統一されました。  
 
 皆さんはどの程度、賞味期限を気にしていますか？ 私はニオイで判断して期限切れ
のものも結構食べていますが、夫は鼻が利かないので賞味期限を過ぎるとすぐに捨てて
しまいます。買い物のときには、なるべく新しいものを買いますね。でも、その日に使いき
ることがわかっていれば、安い見切り品を買うこともあります。  
 
 食品の日付は、以前は製造年月日であらわしていましたよね。期限表示に一本化され
たのは1995年です。この２、３年では、遺伝子組み換え食品の表示や米のブレンド表示、
加工食品に含まれるアレルギー物質の表示などについて、新しい表示義務や表示の基
準が決められています。  
 
 皆さんは買い物をするとき、どんな表示を見ていますか？ 

 
返信  

 

 

 

37 : Re: 食品の期限の表示について

投稿者 ： ☆『大森 靖子』 投稿日時 ： 2004/09/18 10:14

おはようございます。進行役の大森です。  
食品の期限に関する記載は、私も気になるところです。千田さんのおっしゃるように、表示
名もいろいろありますよねえ。なんとなくわかってる気になっていますが、これらの表示の
基準はあらためて確認しておきたいですね。  
原田さん、教えていただけますか？  
また、どなたかこのあたりの話でご意見ありますでしょうか？  
どしどしご発言くださいね。  
それではよろしくお願いします。 

 
返信  

 

 

36 : Re: 新しいテーマ「食の安全について」ご意見お願いします

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 千田』 投稿日時 ： 2004/09/17 19:51

こんばんは，プロジェクト推進室千田です。  
さて，遅くなりましたが，「子どもの安心安全について」のテーマについて皆さまから，たく
さんのご発言をいただき，お礼申し上げます。  
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こちらにいただいたご意見等は今年度中に策定する「安心安全ネット戦略プラン（仮称）」
の内容にできるだけ取り入れていきたいと考えております。  
「子どもの安心安全について」のテーマでいただいたご意見，情報などは興味深いものも
多く，いろいろな発見をさせていただきましたので，  
次回テーマの「食の安全について」では，どんなご発言がいただけるかを楽しみにしてお
ります。  
   
ここで，一市民として質問です。私はあまりスーパーなどで買い物をするときに食品に記
載されている期限などを気にせずに購入したりしていますが，  
たまに気がつくと表示に「消費期限」，「品質保持期限」，「賞味期限」などいろいろあり，こ
の表示にはなにか基準でもあるのでしょうか？  
前は「賞味期限」がよく記載されていたような気がします。  

 
返信  

 

 

 

35 : 新しいテーマ「食の安全について」ご意見お願いします

投稿者 ： ☆『大森 靖子』 投稿日時 ： 2004/09/14 19:59

みなさん、こんばんは。進行役の大森です。  
 
☆この会議室では、一つ目のテーマ「子どもの安心安全について」に関して、８／１６～９
／１２までの間、子どもをとりまく安心安全な環境づくりで私たちができることは何か、少し
でも安心して、少しでも安全に暮らすには、家庭で、地域で、学校で、自治体ではどういっ
た取組がされているのか、また、何を行なうことができるのか、みなさんに意見交換をす
すめていただきました。  
ご参加いただい皆さん、また、ご閲覧いただいた皆さん、ありがとうございました。また、コ
メンテーターの横矢真理さん、わかりやすいコメントやアドバイスの数々、どうもありがとう
ございました。食の安全についても、子どもの安心安全とは切り離せない問題ですよね。
ぜひ、引き続きご発言いただければと思います。  
 
短い期間の中での意見交換でしたが、子どもたちを取り巻く身近な危険について、みなさ
んが普段お感じいただいていることを、ご発言いただくことができました。  
その中身としては、子どもたちの危険回避の方法について、  
親子で身近な危険を認識することが重要であることを確認しあい、そのことについて、家
庭や教育機関や地域、行政、専門分野での取組のご紹介やご提案を数々ご発言いただ
きました。  
あわせて、ハード面の改善、技術的解決による取組のご紹介やご提案をご発言いただき
ました。  
また、これらハードとソフトの両面からの取組に加え、実際の取組の担い手づくりや体制
づくり、コスト面も頭に入れた効果的な対策が必要であることもご発言いただきました。  
   
この会議室での意見については、京都市が１６年度中に策定する「安心安全ネット戦略プ
ラン（仮称）」の内容に反映することとお聞きしています。市の担当の方、これまでの意見
交換を受け止めていただき、我々にもわかりやすい形でのご検討よろしくお願いいたしま
す。  
 
それでは、「子どもの安心安全について」をテーマとした意見交換は、これで一旦終了さ
せていただきます。  
初めての試みで、私自身、進行が不行き届きな点があったかと思いますが、引き続き、次
のテーマでもよろしくお願いいたします。  
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☆さて、次のテーマは「食の安全について」です。１０／３までの予定で、こちらのテーマで
意見交換していただきたいと思います。  
このテーマのコメンテーターは原田英美さんです。食に関するリスクコミュニケーションが
ご専門とのことですので、私たち消費者の意見や不安を受け止めて、コメントやアドバイ
スいただけることと思います（原田さん、どうぞよろしくお願いいたしますm(_ _ )m）。  
 
原田さんからは、以下のようなご発言をいただいていますので、進行役の勝手で、再度ご
紹介させていただきます。  
 食の安心安全っていろいろありますよね。暑い夏には食中毒が心配です。アレルギーに
悩む人、残留農薬が気になる人もいるでしょう。食品表示の問題もあります。  
 社会人時代の貯金で生活している私は、買い物をするときにも卵や牛乳の10円、20円
の差が気になります。でも、その値段の差が何かわからないことが多いです。  
 皆さんは食品を選ぶとき、また保存や調理の際に、どんなことに気をつけていますか？
食品を扱う仕事をされている方のご意見もお待ちしています。  
 
それでは、みなさん、どしどしご発言お願いいたします。  

 
返信  

 

 

 

34 : Re: 防犯面からはどうですか

投稿者 ： ☆『大森 靖子』 投稿日時 ： 2004/09/14 20:00

こんにちは。進行役の大森です。  
 
京都の一市民さん、ご意見ありがとうございます。防犯面ということでいうと、警察の防犯
取組に依存しすぎず、行政と地域の連携により、ハード面での危険箇所への対応に加
え、ソフト面としての地域での防犯活動による環境づくりが必要というご意見ですね。また
コストの問題、地域コミュニティの機能の再生・構築というように防犯活動の体制・担い手
づくりの問題もとりあげていただきました。  
 
10月初旬以降、この会議室のテーマとして、「地域の防犯対策」について意見交換をして
いただく予定にしております。高畑さん、京都の一市民さん、この意見交換の続きは、そ
の場で深めていければいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 
返信  

 

 

 

33 : Re: 少し専門的ですが

投稿者 ： ☆『大森 靖子』 投稿日時 ： 2004/09/14 20:00

こんばんは。進行役の大森です。  
 
御所の西さん、ご発言ありがとうございました。事故やけがの際に直接かかわりのある保
健医療関係者の防止についての対応は心強いものですね。  
 
京都の一市民さん、ご返答ありがとうございました。よくわかりました。重ねて、山茶花さ
ん、ご意見ありがとうございました。ハード面での改善がすすめられればいいですね。加
えて、改善されていないものをはじめ、もしかしたら滑るかもしれないというような危機認
識を私たち一人一人が身につけることも大切に思いました。  
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返信  

 

 

 

32 : Re: 防犯面からはどうですか

投稿者 ： 京都の一住民 投稿日時 ： 2004/09/12 00:55

みなさん，こんばんは。  
 防犯面はまったくの専門外なので，専門的に申し上げることはできないのですが，時間
もないようで，アイデアとも言えませんが，わかる範囲で述べたいと思います。  
 まず，私の今住んでいる地域は，地域コミュニティがやや希薄になっているのか，人員
不足なのか，私が気づいていないだけなのか，あまり消防団の巡回がありません。年末
でもあまり記憶がありません。  
 ところが，以前住んでいた地域では，年末はもちろん，地域内で放火が発生したり，失
火があったりすると，必ず，消防団が回ってきていましたし，今でもそうです。  
 確かに，地域特性に差があって，今の地域は，区役所の総合庁舎，所轄警察署，所管
消防署がかなり遠いのですが，以前住んでいた地域は，区役所の総合庁舎，所轄警察
署，所管消防署が歩いても15分以内にすべてありましたし，何かあれば5分以内にパトカ
ー，消防車，救急車が来るほどの地域です。  
 消防団と防犯は直接的に結びつかないところもありますが，地域コミュニティの状況を
把握する上では参考になるのかもしれません。巡回が少ないということは，単なる人員不
足か，新興住宅地で地域コミュニティが構築途上にあるか，地域コミュニティの機能が低
下しているか，判断できない面はありますが，このような面があるように思います。  
 断言的には申し上げられませんが，京都市域という範囲で見ても，地域コミュニティの
活動水準の地域間格差が生じているようにも感じるわけです。  
 防犯というのは，京都市が直接所管できない警察行政との兼ね合いもあって，少しやり
にくい面もあるわけですが，対象を子供さんと限定されたものであっても，防犯水準を確
保するため，警察力にすべてを委ねるには京都市域は広すぎて，とても守りきれるもので
はありません。いわば，警察力だけでは面で守ることは不可能で，点と線でしか守れない
可能性があります。  
 ある程度わかりきったことなのかも知れませんが，警察力への過度の依存ができない
以上，当然，地域コミュニティ単独，あるいは一般行政と連携し，ハード面とソフト面の両
面から，対策を進めるほかないと思います。対象が子供さんであれ，大人であれ，犯罪発
生箇所は究極の危険箇所だと思うところです。  
 しかし，犯罪に対しては，危険箇所への対応以上にハード面とソフト面の連携を図らな
いと効果が半減します。ハード面に依存し過ぎると，それが過信を生み，過信がかえって
犯罪を誘発しかねない怖さがあります。一方，ソフト面に依存し過ぎると，地域コミュニティ
に過度の負担をかけることになり，長続きしない危険性があり，如何に均衡を取るかが課
題になるように思います。  
 犯行を行おうとする者にとって物理的障害と心理的障害が均衡している場合には，実行
できない，すなわち，地域内である程度の水準で防犯ができるように思えるのです。  
 最近の傾向として防犯は子供さんに限定されたものではなく，全体としても重要課題で
すが，問題なのは，マスコミの報道方法にも起因するのでしょうが，不安をあおる傾向が
あって，その結果，漫然とした不安ばかりが増大することにあるように思います。不安をあ
おるのではなく，不安をなくすにはどうすべきか，少なくとも地域コミュニティの機能の再生
は必要になるように思います。  
 そして，指摘しておきたいのは，この問題（危険箇所，ヒューマンエラーもそうですが）
は，行政の財政状況もありますが，安全の確保は，莫大なコストがかかりますから，それ
ぞれの守備範囲とコストの問題を避けて通れないのです。守備範囲を明確にして，負担
の帰属を誤らないようにすることは必要かも知れません。  
 また，地域コミュニティの面では，新たな組織を作る必要もあるかもしれませんが，既存
の組織（自治会の規模が大きくて人数が確保できる場合，消防団を活用できる場合）があ
るのであれば，既存の機能の再生，再構築を行うほうが望ましいように思います。そのほ
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うがコストを削減できるという面もありますが，既存組織を活用することによる労力の削減
と継続性の維持のメリットはあるように思えます。  
 ただ，既存組織が持つ問題点（例えば，若い人が参加しにくいなど）を解消するための
努力は必要になりますが，それでも，新たに立ち上げることによる労力に比べれば，地域
コミュニティの負担は軽くなるように思えます。  
 防犯問題は，警察行政の絡む話なので，難しいですし，情報のベクトルのかかり方が問
題のように感じるのです。また，都市計画や建築計画でもまだ取り組みが浅い内容のよう
で，これからのようです。ただ，技術的な対応の基本は，ヒューマンエラーに対する対応と
ほとんど同じになると考えています。  
 防犯は地域コミュニティの機能の再生・構築が絡むだけに時間が必要です。その間どう
するのか，できることをするしかないように思います。まさか，子供さんに昔のことわざを
言うわけにも行きませんし，悩ましいと思います。  
 
 専門外なので，内容の整合が取れていないように感じています。  
 

 
返信  

 

 

 

31 : 防犯面からはどうですか

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 高畑』 投稿日時 ： 2004/09/08 21:37

皆さん，こんばんは。プロジェクト推進室の高畑です。  
子どもの安心・安全について，事故防止の観点からたくさんのご意見をいただいています
が，先日，岡山県津山市で発生した女児殺害事件などをはじめ，子どもを巻き込む犯罪
が後を絶ちません，あと少しの間ですが防犯面からも考えて見たいと思います。皆さんの
まわりで取り組まれているユニークな取組や皆さんのアイデアなどをご紹介ください。  

 
返信  

 

 

 

30 : Re: 少し専門的ですが

投稿者 ： 山茶花 投稿日時 ： 2004/09/08 00:10

６月頃でしたか，ＮＨＫでの転倒事故の番組を見ていました。  
思い当たることがいくつかありました。  
雨の日の四条通りを歩く時のことを思い出しました。  
特に商店と歩道の境は材質が異なるので意識しておかなと  
危ないです。  
伏見区のリサイクルセンターへ見学に行ったときに，  
ガラスの廃材で作った滑らない舗装タイルを見せて  
もらいました。ガラスでできていると聞くとツルツル  
滑りそうなイメージがありますが，通常のタイルよりも  
滑りにくく作られています。強度や美観は問題がありません。  
でも，通常のタイルよりも少し値が高いので採用して  
もらえないそうです。リサイクルと安全性の両方に利点が  
ありますので，市の施設には積極的に使ってもいいのでは  
ないかと思いました。 

 
返信  
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29 : Re: 少し専門的ですが

投稿者 ： 京都の一住民 投稿日時 ： 2004/09/07 22:03

みなさん，こんばんは。  
大森さんのご質問に，私の理解している範囲でお答えさせていただきます。  
 
>> 列挙していただいている身近な危険の例について具体的に教えていただきたいので
すが、例２の「動摩擦係数の異なる通路の床」というのは、例えば、畳の部屋から移動し
て滑らかなフローリングの通路の床を歩くときに、畳と同じように歩くと滑りやすいというよ
うなことでしょうか？  
 
感覚的にはこのように見ていいように思います。少し説明が不足していたと思いますの
で，記憶の範囲で補足しますと，同じ種類の床材であっても，一方が少しぬれていたりす
ると，同じようなことがおこります。これは，私も経験があって，こけかけたことがあります。 
 
もう少し，厳密に言えば，摩擦面の動摩擦係数が極端に異なって（例えば，アスファルトと
普通の床）いて，特に雨などで条件が悪い場合は，こける危険が高くなります。  
 
これでよろしいでしょうか。  

 
返信  

 

 

 

28 : Re: 少し専門的ですが

投稿者 ： 御所の西 投稿日時 ： 2004/09/07 17:27

専門的技術は持ち合わせていませんが、  
参考にと思い発言します。  
 
京都市事故防止センターのことが、  
昨日の京都新聞「凡語」で取り上げられていました。  
そこでは、医療専門家による事故の監視（発生状況の把握、分析）  
のことまで触れられていました。  
 
同日の朝日新聞「ひと」では、子どもの事故対策で国を動かした  
小児科医として、山中龍宏医師が紹介されていました。  
厚生労働省は、子どもの事故を防ぐため、  
来年度から事故情報と分析の制度を作ることを検討するそうです。  
 
また、少し前ですが、８／７付けの日経新聞「生活 ファミリー」には  
田中哲郎 国立保健医療科学院生涯保健部長が  
乳児の事故は大半が防げる、としたコラムもありました。  
 
このように、事故やけがの防止のための保健医療関係者の対応は  
かなり熱心に行われているようです。  

 
返信  

 

27 : Re: 少し専門的ですが
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投稿者 ： ☆『大森 靖子』 投稿日時 ： 2004/09/07 07:40

こんばんは。進行役の大森です。  
 
京都の一市民さん、まだまだ潜んでいる身近な危険と専門的な見解についてのご発言あ
りがとうございます。  
列挙していただいている身近な危険の例について具体的に教えていただきたいのです
が、例２の「動摩擦係数の異なる通路の床」というのは、例えば、畳の部屋から移動して
滑らかなフローリングの通路の床を歩くときに、畳と同じように歩くと滑りやすいというよう
なことでしょうか？  
 
さて、ヒューマンエラーについて、いろいろとご発言いただきました。  
これまでにもみなさんからご意見いただいている危険の回避に加え、技術屋さん、つまり
作り手側の意識と積極的な活用も大切とのご意見。老若男女が生活するまちですから、
そういう視点で改善が加えられればいいですね。  
 
京都の一市民さんの「機会があれば協力してみたい」との一言に、思わず、子どもの安
心・安全な環境づくりに向けて意識を持っておられる多方面の方の力をあわせられれば
いいなと感じました。これまでのご発言で、教育機関や地域での取り組み、市の「京あん
しんこども館」、府の「セーフコミュニティ」の検討などがありましたが、作り手側をはじめ、
それぞれの専門性を発揮する機会について、現状ではどうなっているのでしょうか？ま
た、どのようなことが考えられるでしょうか？このあたり、どなたかご発言いただけません
か？  
 
また、引き続き、実際に気になっていらっしゃることもお気軽に書き込んでくださいね。 

 
返信  

 

 

 

26 : Re: 引き続きお願いいたします

投稿者 ： ☆『大森 靖子』 投稿日時 ： 2004/09/07 07:39

みなさん、こんばんは。進行役の大森です。  
御所西さん、いけださん、宮田さん、ご発言ありがとうございます。  
「京あんしんこども館」の話題で盛り上がってますね。私も参考のために一度伺ってみた
いと思います。  
 
さて、運営事務局から「子どもの安心・安全」のテーマを１週間延長するとの申し入れがあ
りましたので、９月１２日まで、このテーマでの意見交換を続けたいと思います。  
みなさん、よろしくお願いいたします。 

 
返信  

 

 

25 : 少し専門的ですが

投稿者 ： 京都の一住民 投稿日時 ： 2004/09/06 22:58

みなさん，こんばんは。  
 本題に入る前に，話が主題から外れますが，身近な危険の例をいくつか。  
例１ 道路，歩道上にあるマンホールの鉄蓋  
 蓋に通気用の穴が開いていますが，この穴から人体に有害な硫化水素ガスが排出され
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ることがある。通常は，臭気苦情程度で済むが，硫化水素は長時間暴露すると馴致する
ので，下手をすれば命自体が危なくなる。  
 また，雨が降ると，とても滑りやすくなっていて，転んで大けがをすることもある。車がマ
ンホールの上で滑ると，制動距離に影響を与える。  
 私の実体験では，学生時代，雨の日（それも夜１０時半頃）に片手に傘を差して自転車
に乗っていて（ちなみに片手で傘を差して自転車に乗るのは道路交通法違反），マンホー
ルの上で滑ってこけかけたことがありました。  
例２ 動摩擦係数の異なる通路の床  
 これは，ＮＨＫのニュースでも取り上げていたものですが，互いに動摩擦係数の異なる
通路の床は，歩行者が互いの床の境界周辺で動力学的バランスを崩して転倒したり，大
けがをすることもある。  
例３ ボタン形電池  
 これはあまりにも有名で，取り上げる必要もないのでしょうが，後の話に関連するもので
あり，取り上げます。時計や電卓などに使用されているもので，この電池を子供が飲み込
んでしまって，胃に穴が開いたとか，深刻な事故を引き起こしている。  
 例１，例２は危険性という面では大人，子供共通であり，例３は犯罪性がない限り，子供
という危険の例です。  
 具体的に言えば，例１では，合流式下水道の維持管理性や道路を通行する車両の許
容動荷重は計算していますが，有毒ガスの系外排出や雨の日にマンホールの上で人が
滑ることを想定した計算は全くしていないのです。例２も基本的な考え方は例１と同じで，
通路の維持管理性を優先する又は建築物としての美観を優先する傾向が強くて，人が滑
ることを想定していません（最近，考え方が変わってきているようです。）でしたし，例３も
ボタン形電池を使用する機器，すなわち，機器の機能を優先し過ぎているのです。  
 さて，この３つの例から申し上げたいことは，技術屋さんが意外にヒューマンエラーに対
して，認識が希薄になりがちであることを示したかったわけです。技術屋さんは，主体とな
る対象には気がまわりますが，それ以外の部分は言われない限り気がつかないことが多
いのです。そして，取り上げているテーマのうち，事件は恣意的である一方で，事故の多く
はヒューマンエラーによるものであることを申し上げたいわけです。  
 取り上げた例以外にも，春先に大阪のほうであった公園内の遊具で子供さんが指を切
断した事故がありましたが，これも外れているはずのないボルトが緩んで外れていたこと
が事故の引き金になったわけで，遊具の設計担当者はボルトが外れることは想定できて
も，子供さんが指を入れるところまでは想定していなかったように見えます。  
 Human Errorとは，ergonomicsの領域ではよく知られた言葉ですが，ごく普通の人達に
はあまり知られていません。その意味では，Human Errorを減らすというよりも危機回避と
いうほうがわかりやすいとは思います。ただ，危機回避という言葉は，事件は別にして，
技術屋さんからすれば大袈裟過ぎますが…。  
 一般には，ヒューマンエラーは，危険に関する情報を周知，徹底し，当たり前のことを当
たり前のように実行すれば起こらないと思われがちですが，まさか，という過ちを人間は
犯すことがあり得るわけで，それをカバーするのが技術といったところでしょう。  
 交通事故の大部分と身近な危険によって起こる事故の多くがこのヒューマンエラーであ
り，これをゼロにすることは難しいものです。ヒューマンエラーを起こしにくい，仮にヒュー
マンエラーが起きても，被害を最小限に食い止める，このような発想を基礎にして，技術
的検討を加えて設計する，そういった設計思想もあります。  
 具体的に言えば，疲れにくいようにする，明確に危険があることを明示する又は判断を
誤らないような配色をする，死角を減らす，危険を回避できるような誘導構造を採用する，
物理的に障害を設定する，といった対応ができるわけです。  
 しかしながら，子供さんにとっての身近な危険の多くは，子供さんがヒューマンエラーを
犯してしまうような状況が生活環境に近接していることにあると思います。この点を考慮
すると，前述の設計思想は，採用できるものとできないものがあり，例えば，たばこを飲み
込むといった事態には，難しい面があります。  
 子供さんに対して，身近な危険について教えることは大切ですし，ヒューマンエラーを回
避する方策としては有効ですが，親御さんがすべての危険に対してリスクを評価したり，
存在を知ったりすることは不可能な面もあります。また，形式的なマニュアルでは，思い違
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いというヒューマンエラーを起こすこともあるわけです。  
 専門的になっていますが，子供さんがヒューマンエラーを回避できるよう，リスク評価，
マニュアル作成，ソフト面，ハード面での改善に技術屋さんの力は役立つと思いますし，
ぜひ積極的に活用してもらいたいと願うものです。私もそういった機会があれば協力して
みたいものです。  

 
返信  

 

 

 

24 : 引き続きお願いいたします

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 千田』 投稿日時 ： 2004/09/03 20:09

こんばんは，プロジェクト推進室の千田です。  
さて，本日は皆さんにお知らせがあります。会議室を始めさせていただいたときに  
このテーマでの意見交換の期間を9月5日の予定と発言させていただいていたのですが， 
 
いろいろとご意見・ご提案をいただいておりますので，事務局といたしましては，  
もう少しこの「子どもの安心・安全」のテーマで，皆さんのご意見をいただきたいと考え，  
1週間延長させていただくことといたしました。引き続き，ご発言よろしくお願いいたしま
す。  

 
返信  

 

 

 

23 : Re: 子どもの事故防止のための施設を作りました。

投稿者 ： 地域医療課 宮田 投稿日時 ： 2004/09/03 20:08

 地域医療課の宮田でございます。  
 いけださん，「発言」ありがとうございました。当センターの子どもセーフティハウスは，ま
さしくいけださんが経験されたようなヒャッとしたことを，改めて認識していただくための施
設です。  
 子どもさんが高いところへいけるような環境，平気でハサミで遊べる状況などなど，その
状況を把握して，可能な限りその原因を取り除いていきたいですねえ。センターでは，危
険な箇所の説明だけではなく，その対処方法も出来る限り解説しています。是非ともお出
でいただいて，いろいろご覧ください。  
 さて，話は変わりますが，先日当センターに来館された壮年男性の方から，「家の中が
こんなに危険だらけと目の前に示されたら，今のお母さんは逆に神経過敏になって子育
てが出来なくなるんじゃないですか」と質問を受けました。結果的にこの方にはセンターの
趣旨が御理解いただけましたが，確かにセンターには，誤飲コーナーに展示している誤
飲の実際のレントゲン写真など，少々ショッキングなものもあります。しかし，だからと言っ
て危険な箇所や行為を説明もせずに放置しておくわけにはいきません。何といっても，危
険なことは危険，知識は知識としてもっていただくことが大事だと考えています。  
 事故というものには，必ずあとから「あのときに…，ああしておけば…」という思いが付き
まといます（少なくとも私はそうです）。このような言葉をお母さん方の口から少しでもなくし
ていけるようにと考えています。  
 いけださん，またセンターご覧いただけましたら，感想などお聞かせください。ありがとう
ございました。 

 
返信  
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22 : Re: 子どもの事故防止のための施設を作りました。

投稿者 ： いけだ 投稿日時 ： 2004/09/03 07:48

はじめまして、いけだと申します。  
会議室には初めて書き込みをします初心者ですが、皆さまよろしくおねがいします。  
 私は独身で子供がいませんが、友達たちの子供をあずかった時など、ハラハラしながら
相手をしています。  
いつも子供の相手をするときは危なくないように気をつけてはいるのですが、いつの間に
か  
高いところに登っていたり、ハサミで遊んでいたりなど、ヒャッとすることも多いです。  
やっぱり、大人の考えでは子供の行動が読めなかったりするので、「京（みやこ）あんしん
こども館」のような  
体験できる施設があるのは子供の事故を予防することで良いことだと思います。  
また今度、子供たちを連れて（もちろん、親もですが）行ってみます。 

 
返信  

 

 

 

21 : Re: 子どもの事故防止のための施設を作りました。

投稿者 ： 御所の西 投稿日時 ： 2004/09/01 16:14

御所の西です。  
京都市がつくられた事故防止センターは、  
府庁のすぐ南にあります。  
 
先日は、京都市の担当部局の皆さんが  
お越しくださり、安心安全なまちづくりに  
ついて状況の説明などを行いました。  
（といっても、当方が後発なので、  
京都市の取組のお話を伺う部分が  
多かったのですが）  
 
さて、その中で、私たちの方で検討を  
進めている「セーフコミュニティ」の  
お話を少ししました。  
実はこれは、子どもの事故防止にも、  
大いに関係するものなのです。  
 
簡単に説明しますと  
 
外傷（物理的なものにとどまらない）を  
予防するために、コミュニティが  
保健医療関係者を含む組織横断的な  
対応組織（会議とかグループ）を設け、  
外傷の状況を把握し内容の分析をして、  
その予防プログラムを策定します。  
これを実行した上で、検証評価を行い、  
フィードバックしていくというものです。  
コミュニティ構成員である住民への  
強い意識付けを伴います。  
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スウェーデンが発祥で、現在ＷＨＯにおいて  
コミュニティ（市町村が多い）の認証が  
行われていますが、日本にはまだありません。  
なお、一連のプログラムや活動を  
「セーフティプロモーション」と呼び、  
活動地域が「セーフコミュニティ」となります。  
 
事故防止センターの内容や活動は、予防  
プログラムに入る（含まれる）ものと  
考えられますし、セーフティプロモーション  
の重要な部分といえるでしょう。  
 
府では、目下具体化に向け、  
進めようとしているところです。  
そのようなことなので、是非とも近いうちに  
一度センターを拝見させていただきたいと  
思っています。 

 
返信  

 

 

 

20 : Re: 子どもの事故防止のための施設を作りました。

投稿者 ： ☆『横矢 真理』 投稿日時 ： 2004/08/31 22:55

みなさん、こんばんは。良い施設ができたのですね。  
東京の池袋にも事故予防センターがあって、時々利用しています。目の前で  
対策を具体的に見ることができると、実感できますよね。  
出張で毎月京都に行っていますので、是非伺いたいと思います。  
 
事故の内容については、宮田さんがご説明くださっていますが、  
他にポイントとしては、  
 
●誤飲は、たばこが多いのですが、誰も吸わないお宅でも、お客様が吸う  
ことがありませんか？ そういう場合、処理が適当になるので注意してください。  
1メートル以下のところに、子どもに触られてはいけないものを置かないで！  
 
●あとは、子どもは頭が重いので、どこでも転びやすいので、すべりやすい  
ところはないかチェックしてください。  
 ベランダに椅子を運んで乗って、転落してしまう事故もあります。  
今日できないことが明日できるのが小さい子です。運びやすいものは近くに  
置かないようにしてください！（簡単なお話を2件だけご紹介しました）  
 
 先週、ベビー雑誌の取材で、読者のお宅に伺って、危険な場所チェックを  
してきました。『●っこクラブ』の11月号に掲載されるので、覚えていたら  
見てくださいね。 

 
返信  

 

19 : Re: 子どもの事故防止のための施設を作りました。

投稿者 ： ☆『大森 靖子』 投稿日時 ： 2004/08/31 20:18
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こんにちは。進行役の大森です。  
まっちさん、地域医療課の宮田さん、ご発言ありがとうございます。  
 
さて、まっちさんがおっしゃるように、仕事などで家を出ていると、平日の昼間の様子がま
るでわからなくなりますよね。そうなると、なかなかまちと関わりにくくなる。でも、まっちさ
んのように、地域活動に参加したいなあと思う方がいらっしゃるのは、心強いですね。  
 
宮田さん、情報提供ありがとうございます。このような情報が、必要とされている多くの方
に伝わることが大切だと感じてます。引き続き、よろしくお願いいたします。  
 
さて、まっちさんのご質問の不慮の事故の例について、早速ですが、宮田さん、お答えい
ただけますでしょうか？お願いします。  
横矢さんも、この点について何かありましたら、コメントお願いいたします。 

 
返信  

 

 

 

18 : Re: 子どもの事故防止のための施設を作りました。

投稿者 ： 地域医療課 宮田 投稿日時 ： 2004/08/31 20:17

 地域医療課の宮田です。まっちさん，早速のご質問ありがとうございます。  
 さて，私は「子どもの死亡原因の一位は不慮の事故」と書きましたが，この点についても
う少し詳細にご説明します。  
 厳密に言いますと，子どもの年齢を０歳，１～４歳，５～９歳，１０～１４歳に分けた場合，
０歳では事故は一位ではありません。この場合は「先天奇形・変形及び染色体異常」とい
う，少々難しい死因となり，事故は４位です。しかし，それ以外では１９６０年（昭和３５年）
以降現在まで事故が一位です。それぞれの死因別割合を見ましても，０歳を除く順で，２
３．５％，３７．９％，２７．０％であり，亡くなる子どもさんの１／３から１／４が事故で亡くな
っているというのが現状なのです。  
 次にご質問の事故の内訳ですが，交通事故，溺死，窒息，転倒・転落などが主に挙げら
れます。しかし，これはあくまで死因に限ればということで，他にもやけどなどは入院や通
院を要する事故に直接つながるものですし，要注意です。  
 それと参考ついでに申し上げますが，子どもの事故の発生事例の調査によりますと，事
故は５８．３％が家庭内で発生しており，家庭外でのものは２８．８％であるという結果で
す。子どもにとって一番安全に思えるお家の中は，外と同じくらい若しくはそれ以上に危
険がいっぱいということです。  
 そこで今回，「京あんしんこども館」のモデルルームではこれらの危険を実物を用いてわ
かりやすく説明し，その危険はどのようにすれば取り除けるかを解説しています。  
 またまた宣伝になりましたが，おわかりいただけましたでしょうか，まっちさん。また何か
ありましたら，お尋ねください。  
  

 
返信  

 

  

17 : Re: 子どもの事故防止のための施設を作りました。

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2004/08/31 16:11

京都市役所地域医療課の宮田さん，はじめまして。  
この会議室に参加している，まっちといいます。  
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さて，一つ質問させてください。  
子どもの死亡原因の一位を占めているのが「不慮の事故」  
というのには驚きましたが，例えばどんなものがあるので  
しょうか？教えてください。 

 
返信  

 

 

 

16 : 子どもの事故防止のための施設を作りました。

投稿者 ： 地域医療課 宮田 投稿日時 ： 2004/08/30 21:19

 はじめまして，市役所地域医療課の宮田と申します。突然ですが，このたび当会議室へ
の話題提供にピッタリと思われる施設を整備しましたのでご紹介申し上げます。  
 名称は「京都市子ども保健医療相談・事故防止センター」，愛称を「京（みやこ）あんしん
こども館」と申します。この８月２６日に中京区釜座通丸太町上るの元京都市立梅屋小学
校跡地，京都第二赤十字病院の南側に開所しました（市外の方にはわかりにくくてすいま
せん）。  
 このセンターには，大きく２つの機能があり，一つは子育てにおける保健医療に対する
保護者の方の不安や悩みにお応えする保健医療相談事業の実施，いま一つは子どもの
死亡原因の一位を占める「不慮の事故」を防止するための普及・啓発事業の実施です。  
 今日のところは文面の都合もありますので，後者についてのみ少々ご説明しますが，会
議室内の他の方の発言にもありますように，「不慮の事故」は子どもの周囲の人のちょっ
とした注意で未然に防ぐことができます。そこでこの施設では，子どもセーフティハウスと
銘打ち，一般家庭をそのまま再現したモデルルームを設け，事故が起こるポイントを紹介
するとともに，その事故を防ぐための具体的な方法を解説（パネル展示）しています。ま
た，子どもの視野やチャイルドシートの装着体験のコーナー，誤飲防止コーナー，さらに
は安全グッズの展示などを行っており，子ども達が安全に過ごすことのできる環境づくり
に少しでも役立ててもらえればと考えました。  
 担当者自身が申しますのも何ですが，なかなか凝った施設になったと…  
 本日は初登場ながら宣伝に終始しましたのはご容赦いただくとして，現在子育て真っ最
中の方，これから子育てを経験される方をはじめ，多くの皆様に一度御来場いただけれ
ば幸いです。よろしくお願い申し上げます。  
 
（参 考）  
 京都市子ども保健医療相談・事故防止センター「京あんしんこども館」  
  交 通  市バス「府庁前」すぐ  
       地下鉄烏丸線「丸太町駅」下車西へ徒歩５分   
  電 話  ０７５－２３１－８００２  
  開 館  午前１０時～午後６時，ただし木曜日は正午～午後８時  
  休 館  毎週月曜日（休日に当たる場合はその翌日）及び年末年始  
  入 場  相談ともに無料   

 
返信  

 

 

15 : Re: みなさんどしどし書き込んでくださいね！

投稿者 ： まっち 投稿日時 ： 2004/08/28 17:21

皆さんはじめまして。まっちと言います。  
温暖化の会議室からやってきました。  
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この会議室は子どもの安心安全について話し合って  
いるんですね。温暖化会議室も「青い地球を子ども達に  
残すために」というサブタイトルが付いています。  
 
やっぱりどんな問題でも、これからの未来を背負っていく  
「子どもたち」がキーワードなのかもしれませんね。  
というわけですので、この会議室の皆さんも、是非温暖化  
会議室に参加してみてください！  
さて、宣伝はこれくらいにして(笑)  
 
私が子どもの安心安全を考えたときに、一番に気になる  
こと一つがあります。それは、近所の子どもたちがいったい  
どこに何人住んでいるのかなどの「子どもたちに関する  
情報」を、私自身があまりにも知らないということです。  
 
私は会社勤めをしている２０代の独身の男性なんですが、  
朝早くに出勤し、深夜遅くに帰宅する生活を送っていると  
毎日の生活の中で、子ども達の姿を見ることすらありません。  
 
とはいえ、ただ単に少子化で子どもの数が減っているから  
なんていう単純な話ではなくて、確かに子どもたちは近所に  
たくさん住んでいるはずなんです。聞くところによると…。  
 
つまり、自分自身に子どもがいないと、近所の子ども達と  
接する機会がほとんどない、という状況になっている  
のが原因だと思います。  
 
進行役の大森さんの話題にも出ていましたが、私が子どもの頃は  
近所の盆踊り大会も地蔵盆などの子ども会活動も華やかで、  
運動会なんかも活発だったので、そこに顔を出すとほぼすべての  
近所の子どもたちが遊んでるといった状況だったんです。  
 
でも今はすべてが下火で盛り下がってきていて、やってるのか  
やってないのかすらわからない状態です。  
 
私は大阪に住んでいるんですが、京都はどうなんでしょうか？  
京都は大阪に比べて、まだ地域の連携とかが強いイメージが  
あるんですけども。  
 
子ども達の安心安全を考えるうえで「そもそも子どもがどこに  
いるのか」くらいは、地域の住民の大半が知ってる状態にしないと、  
お話にならないですよね。私たちのような若い世代が積極的に  
地域活動に参加できるといいんですけど、毎日の生活リズムを考えると  
なかなか難しいし…。  
 
何か近所の子どもたちと接する機会を生み出すいいアイディアがあれば  
いいんですけども。やっぱりイベントぐらいしか手段ははいんでしょうか？  
皆さんのご意見を伺ってみたいと思っています。  
 

 
返信  
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14 : Re: 電子会議室テーマに関するご意見について

投稿者 ： ★『総合企画局政策推進室』 投稿日時 ： 2004/08/26 09:38

電子会議室「みやこｅコミュニティ」運営委員会事務局の  
総合企画局プロジェクト推進室です。  
皆さん，「みやこｅコミュニティ」にご参加いただき，誠に  
ありがとうございます。  
 
さて，山茶花さんのお問合せにお答えします。  
 
ご指摘のとおり，「みやこｅコミュニティ」は，現在３つの  
テーマで開設しております。これらは，市民の皆さんの意見  
や提案を市政に反映させることを目的に，本市と電子会議室  
運営委員会が協議し，当面実施できるものから始めたものです。  
 
新しいテーマにつきましても，本市で用意した課題だけでは  
なく，市民の皆さんの要望をもとに積極的に広げていきたい  
と考えています。また，市民の皆さんとの幅広い情報交換を  
目的とした会議室を開きたいとも考えており，現在も，運営  
委員会及び事務局で検討中です。  
 
できるだけ多くの市民の皆様方のご意見を踏まえ，ご支援を  
いただきながら，運営委員会の中で話し合っていくつもりです。  
今後とも，皆様お誘い合わせの上，ご意見をおよせください。  
 
なお，電子会議室全体に関わるご意見，ご質問につきましては，  
プロジェクト推進室（partner@city.kyoto.jp）までお願いします。 

 
返信  

 

 

13 : みなさんどしどし書き込んでくださいね！

投稿者 ： ☆『大森 靖子』 投稿日時 ： 2004/08/25 13:03

みなさん、こんにちは。進行役の大森です。よろしくお願いします。  
現在、「子どもの安心安全について」のテーマで意見交換をしていだいています。  
各方面からのご発言ありがとうございます。  
それから身内ごとですが、横矢さん、これまでの的確なご返答、アドバイスの数々、ありが
とうございます。そして、これからもよろしくお願いします。  
 
これまでの意見交換をうかがっていましたが、親子で身近な危険を認識するということが
とても大切だと私も思います。  
子どもに危険であることを教えるということが第一ですが、教え方として紙芝居や遊びを
通じるなど、理解させる工夫が必要であるわけですね。  
また、親が認識していない危険も身近なところに数多くある。人によって認識度の違いは
あるが、それを子どもに気づかせてもらうこともあるし、第三者から教えてもらうこともあ
る。たとえば地域安全マップづくりをやってみたり、他者も交えて、親子で学びあうことが
大切なことなんですね。  
 
私には子どもはいませんが、子どもが巻き込まれた事件や事故のニュースが、自然とい
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ろいろ耳に入ってくるので、子どもを生む前から不安が先に立ってしまうことがあります。
みなさんの発言をうかがっていて、子どもと一緒に危機回避能力を身に付けるんだという
心構えを自分自身が持ち、またそれを楽しむぐらいの気構えを持っていようかと思いまし
た。  
 
さて、この前の土曜日、日曜日には、京都のいたるところで地蔵盆が行なわれていたので
はないでしょうか。  
私は今年参加できませんでしたが、去年は大家さんに誘われて、たこ焼きとかき氷をいた
だきました。お地蔵さんの前で遊ぶ子どもたちの姿を見て、数は昔より減ったと聞きます
が、うちの町内にはこんなに子どもたちがいるんだなあ、と、移り住んで間もない私が感じ
たのを覚えています。子どもの頃は、地蔵盆にしろ、子ども会にしろ、町内という少し広範
な近所の人と知り合い、大人の目を気にしていたものですが、そうやって、日常の地域の
見守り体制ができあがっているんですね。  
今年の地蔵盆でも、新しく引っ越してきたマンションの方々に地蔵盆への参加希望をきい
たところ、多数の親子が参加し楽しんだという話を聞きました。当たり前のことかもしれま
せんが、そういった機会があるということが、親子共々、地域での顔見知りが増え、見守り
の輪が広がっていくのではないかなと感じています。  
 
ながながとなってしまいました・・・。  
 
これまでもいろいろなご意見いただいていますが、重ねてみなさんに教えていただきたい
と思います。  
子どもをとりまく安心安全な環境づくりで私たちができること。少しでも安心して、少しでも
安全に暮らすには、家庭で、地域で、学校で、自治体で、どのような取り組みができるでし
ょうか。どうしたらいいと思われますか？また、実際には、どのようなことをされています
か？  
 
これまであった発言への追加でもかまいません。どしどしご意見ください。  
また、引き続き、実際に気になっていらっしゃることもお気軽に書き込んでください。  
それから、閲覧されている方も気軽にご参加くださいね。 

 
返信  

 

 

 

12 : Re: 大人にできることって

投稿者 ： ☆『横矢 真理』 投稿日時 ： 2004/08/24 23:08

はじめまして＞山茶花さん  
 
児童公園の周辺に、大きな車が停まっていて、中が見えなかったりすると  
怖いですよね。チャンスがあったら、連れ去りたいなあなんて考えながら  
様子を見ている人がいないか大人はチェックせねばですね。  
 
と同時に、おっしゃるように交通事故の危険も忘れられません。  
不審な車がいたら、離れて歩いてねとお話していますが、急に右に行ったり  
左に行ったり、ふらふら歩くと事故に合うから、周囲に気をつけてねとは  
やはり何度も言う必要があると思っています。  
 
言っても無駄な可能性はいつでもどんな内容でもありますが、できるだけ  
うまく対応できるように訓練しておくといいですよね！  
それとともに、やはり無用な縦列駐車ができないように、ガードレールを  
設置するとか、ハード面の対応も考えるのが大人にできることでしょうか。  
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エアーガンは、息子が以前児童館の2階から上級生におでこを撃たれて  
驚いたことがあります。あいまいにせずに、学校に相談しました。  
どんなにひどいことか、目に当たったらどうなるのか、想像力がない  
んですね。落ち込みました。  
 
又息子の友だちは、鳥を撃ったら死んでしまい、大変ショックを受けていた  
のに、また撃ってみたいという誘惑にかられていました。  
ナイフもエアガンも、持っていると使ってみたくなってしまうものなんだ  
と、子どもに教えることが大切だなあとしみじみ感じます。  
 
そういうものに、興味を持つ時期もありますが、  
そういうものは、自分の身をも危険にさらす可能性があると理解させる  
ことが重要でしょうか。  
 
テーマフリーの会議室の件は、検討してもらえるといいですね。  
 
ではでは（＾＾）  
 

 
返信  

 

 

 

11 : Re: 大人の方の問題もありますね

投稿者 ： 山茶花 投稿日時 ： 2004/08/24 09:44

児童公園の周囲の路上駐車は多いです。  
個人の家の前と違って止めやすいからでしょう。  
小さい子が出入りするところですから，  
止めてある車の間から飛び出してくることも  
あると思います。  
親が気をつけなさいと言い聞かせておいても，  
夢中になれば飛び出してしまうのが子ども。  
 
何年か前に新聞・テレビでも話題にされていた  
エアーガン（危険玩具）は今でも売られているの  
ですね。何歳以上が対象となっているようですが，  
買いに来た子の年齢を確認することもなく簡単に  
買えるとのことです。  
 
以下は，この会議室には関係なく，コミュニティ全体に  
関することですが，テーマ（会議室）が３つに限定されて  
いるので，ごみ問題，景観問題など，他の話題について  
意見交換できる入口がありません。テーマフリーの  
会議室を運営サイドでご検討ください。  

 
返信  

 

10 : 大人の方の問題もありますね

投稿者 ： ☆『横矢 真理』 投稿日時 ： 2004/08/24 00:41
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こんばんは！一市民さま  
書き込みありがとうございます。  
 
子ども達と同じ目線で、一緒に身近な危険を探して歩く『地域安全マップ作り』  
が、親子の危険回避能力をアップすると思います。幼稚園のお子さんたちとも  
やってみましたが、想像以上に理解してくれました。  
「ママは知らないから、おうちに帰ったらママにどこが危ないか、どこが  
守ってくれるところか、教えてあげてね」と言っておいたら  
張り切って教えてあげるようです。小さい子でも、誰かに教えるということで  
大きく伸びるんですね。  
 
紙芝居は、現在ちょうど作成中です。危険を自分の身の回りにあることだと  
感じて、対応を考えるくせをつけるきっかけになってくれたらいいと思ってます。  
 
刺激に慣れて、感覚が鈍感になっている人は、大人の方が多いかもしれません。  
子どもは、興味をもてば、真剣に取り組んでくれます。なので、あちこち  
呼んでもらうたびに、子ども達と色々話をしながら、教え方を進化させて  
みています。  
 
子どもと同じ目線に立てる人、自分の子どもが大きくなっても、他人の子ども  
も守りたいと思って動く人、子どもと一緒に学んでいきたいと思う人で  
ありたいと思っています。色々教えてください。  
 

 
返信  

 

 

 

9 : ２番煎じなのかもしれませんが…

投稿者 ： 京都の一住民 投稿日時 ： 2004/08/23 21:12

 みなさん，こんばんは。  
 私の申し上げた「安全というものは，危険への認識があって初めて，組み立てられる…
（後略）」は，今回のテーマだけに限らず，安全という視点では，全般的なものですが，専
門的な方向へ行き過ぎる可能性もあるので，子供さんを対象にしていることを視野に入れ
た内容にしたいと思います。  
 方向としては，子供さんの視線に降りるということだと思います。大人であれば，少なくと
も自らの知識の範囲内であれば，危険への認識を持つことはそう難しいことではありませ
ん。行動に反映させることも容易です。  
 しかし，子供さんの場合，危ないとか，大丈夫とか，色々なことを学習していく途上にあ
るわけです。そして，結構好奇心が旺盛なので，一定時間を超えて，一つのことに集中す
ることはかなり難しいかもしれません。  
 一定の人数の集まった形，例えば小学校で，身のまわりの危険を教えることはできます
が，子供さんたちに関心を持ってもらわないと，全く効果があがらないこともあり得るわけ
です。  
 私の子供の頃には，子供たち相手に駄菓子を売り，紙芝居をする紙芝居屋さんが公園
に来ていて，子供が集まってきて紙芝居をしていたのですが，紙芝居の内容は楽しい話
ばかりでなく，子供にとっては結構こわい話もあったように記憶しています。  
 内容自体は，横矢さんが申し上げられている昔話がベースになっていて，比較的短かっ
たように記憶していますので，子供は集中できたわけですが，紙芝居屋さんの話術も子
供さんに聞かせるという面で巧みなものがありました。  
 私も含めて，子供からすれば，駄菓子目当てだったわけですが，この紙芝居は，社会で
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生活するために必要な小さな知識を感覚的に積み重ねていったのかなと，感慨深く思うと
ころです。  
 子供さんの視点に降りる，言葉では簡単なことなのですが，諭すというよりもやや高圧
的に言ってしまうことが多いと思います。場合によっては，雷を落とす必要もあるのかもし
れませんが，やり過ぎると子供さんに知ってほしいことが伝わらないという別の危険が生
じるかもしれません。  
 紙芝居の話は，私の過去の記憶から一例として申し上げたのですが，基本的には，子
供さんに話術の工夫や視覚的情報を利用して，小さな知識を感覚的に積み重ねさせるの
が，「危険とは何か」ということを理解させるのに有効のように思います。  
 この方法は，ごく当たり前ことなのかもしれませんが，子供さんでも，大人でも，いい判
断をするには，経験することに比べればかなわないまでも，生きた知識が有効のように感
じるところです。  
 最近の子供さんの多くは視覚的刺激の強いゲームに馴致してしまって，危険というもの
への感覚が鈍化していないか，心配ではあります。感覚が鈍化していると，この方法はう
まく行かないかも知れません。この点は，不安の残るところです。  

 
返信  

 

 

 

8 : Re: はじまして「昔話に学びましょう！」

投稿者 ： ☆『横矢 真理』 投稿日時 ： 2004/08/19 00:56

こんばんは、高畑さん、京都の一住民さん、御所の西さん  
 
 子どもだけではなくて、実際には親の方も「私たちの周辺には危険はない」と思っている
人が多いんです。或いは「危険そうだけど、ちょっと考えるのが嫌だから、避けて通ろう」と
いう気持ちの方も多いようです。  
 
 でも、「何事にも危険な面があるから、何が起きるか先を予想して、対処することを習慣
にしようね」という考え方をして、常に前向きに危険に対応する力を普段からつけるように
努力したいなと思っています。  
 
 マニュアルは、なければないで「どうしたらいいかわからないじゃん」という声が出てくる
し、必要な場合もあるのですが、全部に対応できるわけではないので、自分で考える力が
必要になりますよね。  
 
 感覚的なものを養うには、小さい頃から昔話の「七匹のこやぎ」や「安寿と厨子王」など
が役立つと思います。必要以上に怖がらせないで、でも、肌に感じさせることができるでし
ょう。あとは、周囲のひとの気配に気づく力をつけるために、「だるまさんがころんだ」や、
距離のとり方を覚えるのに、鬼ごっこなどもいいですよね。  
 
 ご自分のお子さんやお孫さん、近所のお子さんたちに読み聞かせをしたり、いっしょに
遊ぶ機会を設けてください。繰り返しそういうことをしながら、親子で危機管理を徐々に身
につけていきたいと思っています。  
 
★何か実際に生活していて、こういうことが気になってるんだけど、というようなことがあり
ましたら、お気軽に書き込んでくださいね。（＾＾）  
 
（ここは、プロが揃ってますから、私がコメンテーターというのは、大変おこがましくて困っ
てますが、皆さんが色々おこたえくださると思います。）  
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返信  

 

 

 

7 : Re: はじまして

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 高畑』 投稿日時 ： 2004/08/18 20:08

京都の一住民さん，ご発言ありがとうございます。  
私も自分が子どもだったころを振り返ると，ほんとにまだゆとりがあったように思います。
危険なこともきっとたくさんあったんでしょうが，大人に切りつけられるとか，大人を襲うと
いうようなことはなかったように思います。  
 後の方に書かれている「安全というものは，危険への認識があって初めて，組み立て」
られるものというのは，まさにその通りですよね。認識されていない危険を含め，危険だと
思うものがなぜ危険なのか，どの程度危険なのかをはっきりさせたうえで，対策を考えな
ければならない。危険であることをどう認識するかが重要なんですね。 安心安全ネット
戦略プランを考えていくうえで大変に参考になります。ありがとうございます。  
 ところで，今のこどもたちは，自分たちの危険についてどう理解しているんでしょう。「知
らない人の車に乗らない」とか「一人で留守番しているとき，チャイムが鳴ってもむやみに
ドアを開けない」とか，それこそマニュアル的に知っていても，悪辣な大人は，つねに一枚
上手をいくように考えますよね。  
 年齢にもよりますが，子どもたちが，大人のねらいを嗅ぎつける，危険を自ら見出せると
ころまでうまく理解させることができればいいのですが。  
 このあたり，どなたかコメントありませんか。  

 
返信  

 

 

 

6 : はじめまして

投稿者 ： 御所の西 投稿日時 ： 2004/08/18 18:25

 
京都府の安心・安全まちづくり推進室と申します（「御所の西」は所在地です）。  
この会議室のテーマとなっている安心・安全を進めるため、この５月にできました。  
防犯を中心に犯罪のないまちづくりを目標としていますが、この会議室の当面のテーマで
ある「子どもの安全」は、もちろん含んでいます。  
 
京都市では、安心・安全なまちづくりのため早くに条例をつくられ、先駆的に取り組まれて
いますが、府でも現在、条例の検討が議会によって進められています。その関係で、先日
は参考人の一人として、京都市市民生活部長の西出さんが意見を述べられました。  
 
この会議室に寄せられる御意見、そして議論には大きな興味と関心を寄せています。お
邪魔にならないよう、今後参加させていただきたいと思っています。  
 
条例ができればその具体化を進めていきますが、共通の課題に取り組まれている京都市
の皆さん、エールを送りますとともに、今後ともよろしくお願いします。  
 

 
返信  

 

5 : はじまして

投稿者 ： 京都の一住民 投稿日時 ： 2004/08/18 00:11
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はじめまして。京都の一住民と申します。ハンドルネームで失礼します。  
 子供さんを取り巻く危険，私の子供の頃と本質的なところでは大きく変化していないよう
にも感じるところです。ただ，今日，子供が刑事事件に巻き込まれる，いわば，大人の介
在する危険（最近は少年が介在することもあるので，大人とは限定されない。）が先鋭化
しているようにも感じるところです。  
 私の子供の頃を思い起こせば，安全なところばかりで遊んでいたわけではありませんで
した。「冒険」と称して結構危ないこともしましたし，一つ間違えば，障害の残るような大け
がをしたこともあります。  
 幸いだったのは，私の子供の頃というのは，様々な問題はあったにせよ，社会的にまだ
ゆとりがあったのかも知れません。子供間では，極端な弱い者いじめはなかったですし，
大人が子供を襲うといった今日的な事象はなかったように記憶しています。  
 話を転じて，確かに，子供さんが刑事事件に巻き込まれる，これは深刻な問題ですが，
何も子供さんの危険は刑事事件に巻き込まれたり，交通事故などだけではありません
し，他にもあるように感じます。  
 さて，私事になりますが，２年程前までは外勤していて，学校から帰る子供さんの姿をよ
く見かけた（結構危なっかしい）ものですが，最近は設計の仕事をしていて，外勤をするこ
とは少ないのですが，外勤したとき，川（川の中ではありません。）などで意外に多くの人
が気づいていない危険があることがわかりました。私も含め，知っている人はよく知ってい
るのですが，いわば，安全空間の隣に子供さんにとっての危険があるのです。（大人にと
っても危険な場所なので，近づかないほうがいいです。）  
 私が申し上げたかったのは，ごく当たり前のことかも知れませんが，安全というものは，
危険への認識があって初めて，組み立てあげられて行くもののように感じるからです。所
与の条件として，安全があるというのではないように感じるからです。  
 子供さんの安全，これは家庭や地域だけでなく，特性によっては，行政機関が必要な情
報を提供する必要があるようにも感じます。情報がなければ，大人も危険の認識もリスク
評価もできませんから，大人が危険を認識できない事象に対して，子供さんに対して，大
人が危険の存在を教示することは不可能のように感じます。  
 安全を確保するための努力，これは本当に大変なものです。マニュアルを作成しただけ
では，効果は一時的なものになります。事例はあまりよくありませんが，東海道新幹線で
もあの安全水準を確保するために莫大なコストと労力，時間を割いているのです。だから
こそ，ハードウェアとソフトウェアのバランスを確保する必要もあるでしょうし，地道な努力
をし，時間を費やすべきだと思います。  
 
 とりあえず，認識していない身近な危険から調べていくことがいいように感じます。  

 
返信  

 

 

4 : 子どもを取り巻く危険っていろいろありますね！

投稿者 ： ☆『横矢 真理』 投稿日時 ： 2004/08/17 18:46

はじめまして。子どもの危険回避研究所の横矢です。今回は、コメンテーターとして参加さ
せていただきます。よろしくお願いします！  
 
 さて、子どもを取り巻く危険って、改めて考えると色々ありますよね。私たちの研究所で
は、１０００名の全国の保護者の方へのアンケートを元に６分類しています。「事故」「犯
罪」「いじめ・虐待」「病気」「災害」「環境問題」の６つです。最近は、子どもが犯罪と事故の
被害に遭う事件が目立つのですが、どの分野でも、「子どもが危険を未然に察知して、回
避する力をつけておこう！」というのが、一番大事な対策かなあと思っています。親や周
囲の大人は、それをサポートしてあげる立場というわけです。  
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●さて、高畑さんがおっしゃるように、公園から飛び出して自転車にひかれそうになったり
という話はよく聞きますね。３０秒あれば、誘拐される可能性もあると言われています。携
帯電話でメールしていて、目を離しているママも増えていますが、気をつけてくださいね！ 
 
 
 ただ、ゼッタイ目を離さないなんて無理だとは思います。もし目を離してしまっても、でき
るだけ安全な状態にしておくことも大事ですね。壊れた遊具がないかチェックしておく、子
どもといつも何か変わったことがなかったか話し合う習慣にしておく、ということも大事なこ
とですね（＾－＾）  
   
●高橋さんの書き込みと同じような状況で、お子さんの通学を心配されている方も多いで
す。私も、角を一つ曲がれば学校だったのですが、小１の頃は、学校の前まで迎えに行っ
ていました。もう１０年前になりますが、当時も学校周辺に不審車がいて、声をかけたりは
していました。最近は、車が大きくなっているので、自転車ごと車に乗せられた例も出てい
ます。子どもには、変な車や人は、早めにみつけて、近寄らないようにということと、できる
だけ一人にならないことをまず教えてください！  
   
 あ～色々お話したいことはありますが、今回はこれくらいにします。  
 何か具体的に「こんな状態だけど、どう思う？ どうしたらいいかな？」というご相談も、
もしありましたら、書き込んでくださいね。できる範囲で、意見交換しましょう！ よろしくお
願いします。  

 
返信  

 

 

 

3 : はじめまして

投稿者 ： ★MILK 投稿日時 ： 2004/08/17 12:34

高橋と申します。子供が未就学児だと目が離せず、小学校に入りと学年が上るとどんど
ん行動範囲も広がっていき、親としては心配がつきません。ニュース等で子供が危険な
目にあう事件が頻繁に報道され、我が子が通う小学校でも頻繁に「昨日○○小学校の生
徒が帰宅途中刃物で切りつけられました」、「本校の生徒が帰宅途中不審な人物に自宅
までつけられ家に上りこまれかけました」等々、注意を呼びかけるプリントを貰って帰宅し
ます。子供に注意し防犯ブザーを持たせるだけでは心配で帰宅時間が遅れると学校に様
子を見に行く毎日です。子供が安心して生活できる環境を作っていく重要性を強く感じて
います。いろいろなご意見を伺えるのを楽しみにしています。 

 
返信  

 

 

 

2 : 子どもって目が離せないですよね

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 高畑』 投稿日時 ： 2004/08/17 11:23

はじめまして。プロジェクト推進室の高畑と申します。  
身内からの発言ばかりですみません。  
 先日の昼下がり，2歳になる次女とのんびりと公園でボール遊び。もう帰ろうかと水道で
手を洗っている一瞬の間に，次女を見失いました。わずかなスキに，速く歩けるようになっ
た次女は，交通量の多い道路のそばまでスタスタと。ヒヤッとしましたが，ニコニコしてい
る次女を捕まえ，事なきを得ました。  
 事故や犯罪などさまざまな危険と隣り合わせの毎日，子どもたちを育てるのは大変なこ
とですよね。子どもたちには，大きくなるにしたがって，危険から身を守る方法を教えてい
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かないといけませんが，知恵を絞り巧妙になる犯罪などに，ほんとうにどこまでどう教えて
行けばいいのか。幼稚園や学校などでも教えているかと思いますが，家庭や地域ででき
ることは何なのか。いろいろな実践例やアイデアがあればぜひ教えてください。  

 
返信  

 

 

 

1 : はじめまして プロジェクト推進室です。

投稿者 ： 『プロジェクト推進室 千田』 投稿日時 ： 2004/08/16 14:34

 はじめまして プロジェクト推進室 安心安全ライン
（http://www.city.kyoto.jp/sogo/project/ansinanzen/ansinanzen.html）  
担当 千田と申します。 今回，この会議室を担当課として開設させていただきました。  
 私たちは皆さんが京都で安心して暮らせる安全なまちづくりをめざして，京都市版「安
心・安全ネット戦略プラン」を策定しようとしています。  
これは，すべての市民の皆さんが安心・安全で健やかに暮らせるよう，京都市の様々な
分野の取組を，市民の皆さんの目線に立って横断的に総点検し，  
「安心・安全」の取組どうしの総合的な連携やそこからわかる取組を効果的に機能させ，
補充するための仕組みを作り出すものです。  
 この会議室では，皆さんの安心安全に関する取組や知恵などについて語り合い，広く御
意見や御提案をいただきたいと思っております。  
そこからさらに皆さんの御意見等をプランの策定に反映させていきたいと思っておりま
す。 よろしく御協力お願いいたします。  
 なお，会議室最初のテーマは「子どもの安心安全について」で始めさせていただき，この
テーマで８月１１日から９月５日（予定）まで運営します。  
このテーマ専門のコメンテーターとして，「子どもの危険回避研究所」所長 横矢 真理さ
んにお願いしております。  
皆さん，どんどん書き込みをお願いいたします。  

 
返信  
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