
地域における防犯対策

「子どもたちを犯罪から守る」

2016年1月28日 別府町防犯のつどい
関西国際大学 中山 誠



マスコミの報道では「最近、犯罪はま
すます、凶悪になり、巧妙化して、件
数も大幅に増えている」というけれど

▪実際には、1年間にどれくらいの数の

犯罪が発生しているのか？

最近の犯罪情勢



犯罪の認知件数(紺）と犯罪の検挙率(赤）

0

5

10

15

20

25

30

35

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

認知件数は2002年の285万件が最高で、
2003年から減少 2014年は121万件まで減る(半減）

検挙率は2001年の最悪(20％以下）から30％台を維持(10p up)

犯罪の認知件数は減少

犯罪の検挙率は以前より高く３０％くらい



一般刑法犯の認知件数は大幅に減っているが・・・

▪すべてが減少しているわけではない

▪近年、件数が増えているのは？



特殊詐欺の件数と被害金額

10年前よりも件
数(折れ線グラ
フ）は減ってい
るが、
被害金額(棒グラ
フ）は増えてい
る
2014年は最悪の
559億円被害



では、子どもが被害に遭う犯罪はどうか？



小学校でのいじめが1985年に、10万件近く発生
2011年以降は10万件を超えている



2000年に比べ5倍増の約9万件



今日の話の中で、最も皆さんにしておいてもらいたいこと

▪暗数



暗数

刑法犯の認知件数

警察などの公的機関が認知している犯罪の件数

暗数

実際に発生しても、被害届の出されない犯罪の件数



暗数が多くなる（被害届を出さない）理由

▪被害届の出し方が分からない

▪警察に届けても、どうせつかまらないと思う

（泣き寝入り）

▪被害届を出すと、犯人に仕返しされるのでは？

▪性犯罪の場合には「恥ずかしい」､

「いたずらされたことを他人に知られたくない」



子供が被害の事件で暗数（被害届を出さない件数）が増えるのは

▪子どもが自分自身で警察に連絡して被害
届を出すことは、まず、無理

▪子どもが被害にあっても、親や保護者に伝
えるとは限らない（恥ずかしい、親の言いつ
けを守らなかった自分も悪い、親に叱られる
などの思い）



子供が被害の事件で暗数（被害届を出さない件数）が増えるのは

▪子どもから、被害にあったことを聞かされたとしても，親がい
つ、どこで、誰にといった状況を明確に確認できないと、警
察に被害届を出しづらい

▪被害届を出すと、警察に事情を聴かれたりして大ごとになり
後々、面倒

▪子どもが性犯罪の被害にあったことを他人に知られたくはな
い、むしろ、子供には、早く、事件のことを忘れさせたい



わが国で発生した、子供を標的とする凶悪事件





平田奈津美さん 星野凌斗くん



2015年8月12日寝屋川駅前で中学1年生の 山田容疑者
2名を車に乗せ、殺害 8月18日死体発見



8月の事件で、今週になって（12月2日）に再逮捕 遅すぎない？

死刑になりそうな事件は弁護士が、容疑者に黙秘させる



虐待事件



最悪の虐待事件 元被告 下村早苗(当時23歳） 被害者 下村 楓(1歳）桜子（3歳）



第一審の裁判
▪検察側：「被告は子供に食事を与えず、部屋の扉に
粘着テープを貼って閉じこめ、約50日間帰宅しなかっ
た」被告に殺意ありと無期懲役を求刑

▪弁護側：保護責任者遺棄致死罪にとどまると主張
→第一審は殺意を認定し、懲役30年



幼女ばかり4人を殺害した最悪の事件

▪広域指定117号事件

▪元被告 宮崎勤

▪1988年8月から89年7月

▪東京都から埼玉県で発生



広域指定117号事件（宮崎勤） 1988年8月から89年7月

▪第1事件 1988年8月22日、埼玉県入間市で4歳の今野真理ちゃん殺
害後、遺体にわいせつ行為

▪ 第2事件 1988年10月3日、埼玉県飯能市で、7歳の小学1年生吉
沢正美ちゃん殺害後、わいせつ行為。

▪ 第3事件 1988年12月9日、埼玉県名栗村で4歳の難波絵梨香ちゃ
ん殺害後、死体遺棄。

▪第4事件 1989年6月6日、5歳の野本綾子ちゃん殺害、死体遺棄

▪第5事件 1989年7月23日、八王子市で6歳の小学1年生と水遊びを

しているときに逮捕 →死刑執行



学校の休み時間に小学生8名を殺害した事件

▪池田小学校事件

▪2001年大阪府池田市

▪元被告 詫間守



池田小学校事件 小学生8名殺害 児童13名+教員2名傷害

▪2001年6月8日10時20分頃、大阪教育大学
附属池田小学校に凶器を持った詫間守（37
歳）が侵入し、小学1年生1名、2年生7名を殺
害。児童13名・教諭2名に傷害

▪死刑執行



池田小学校事件 小学生8名殺害 児童13名+教員2名傷害

2003年8月28日、大阪地裁で死刑判決
控訴期限の9月10日に弁護団は控訴
しかし、9月26日に被告人自ら控訴を取
り下げ、死刑判決が確定
2004年9月14日8時16分、被告人は大阪
拘置所で死刑を執行



小学校4年生の女児を誘拐し、最も長い期間監禁した事件

▪1990年11月

▪新潟県三条市

▪元被告 佐藤宣行



最長の監禁事件

▪1990年11月13日に新潟県三条市の路上で、小学校
4年生の女児をナイフで脅し車のトランクに入れて、佐藤
宣行が自宅に運ぶ。

▪その後、少女が19歳になるまで、9年間自宅に監禁

▪食事は1日にコンビニ弁当をひとつ、部屋から出ることは一
度もなく、トイレにも行かせず、監禁の間、1回しか入浴さ
せず

▪懲役14年



被告人の前科

▪佐藤宣行はこの事件以前にも、下校途中の少女を連
れ去り、わいせつ行為をしようとしたが、それを見ていた同
じ学校の少女が学校へ知らせ、全教師総動員で出向
き、佐藤宣行を取り押さえた為に未遂に終わる

▪この強制わいせつ未遂で懲役1年執行猶予3年の判決

▪その執行猶予中に9年2か月に及ぶ監禁事件を起こす



これまでに紹介した子どもに対する凶悪事件の容疑者の共通点

▪2015年寝屋川事件 中学生に暴行の前科

▪1988-89年 宮崎勉事件 前科はないが、幼児ら4人を次々殺害

▪1990年小学4年生を9年間監禁 直前に同種の事件で執行猶予中

▪2001年池田小学校事件 被害者は子どもでないが多数の傷害事件

▪2004年奈良小1殺害事件 同種の事件で2度の逮捕

▪2005年広島小1殺害事件 ペルー国内で同種事件 指名手配中

子どもに対する凶悪事件ではほとんどの事件で前科あり

＊子どもに対する性犯罪は繰り返されることが多い





子供への性犯罪、再犯の５４％が出所１年以内

▪ １３歳未満の子供への強制わいせつや強
姦などで服役し、２００５年６月以降に
出所した７４０人のうち、１０５人が再び
性犯罪で摘発

▪再犯者の５４％にあたる５７人の犯行が
出所後１年以内

（2010年11月4日 読売新聞）



米国では、子どもの性犯罪被害はどうなっているか？



アメリカでミーガン法が成立（1994年）

▪1994年7月29日、ニュージャージ州のミーガン・カンカ
ちゃん（７歳）が自宅向かいに住むジェス・ティメン
デュカス(32歳）に「子犬を見せて上げる」といって自
宅に連れ込まれ、強姦され、殺される

▪この事件の容疑者は過去に複数の幼女強姦事件

▪3ヶ月後の10月31日、ニュージャージ州議会で、最
初のミーガン法成立。
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ミーガン法：元受刑者が釈放後も、情報を地域に公開

▪氏名，社会保険番号，年齢，人種，性別，生年月日，身
長，体重，髪および目の色，住所，居所，雇用の日時場所

▪有罪判決を受けた年月日と場所，起訴番号，指紋，性犯罪
の内容

▪釈放前に，郡の検事が性犯罪者の再犯の危険性を１－３まで
の段階で評価し、低危険度であれば警察のみ，中危険度であれ
ば，学校，宗教団体，青年のためにプログラムをおこなう団体
（ボーイスカウトなど）へ，さらに高危険度であれば，警察官が
性犯罪者の居住する地域に出向いて情報を配付。



2019/5/11
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名前 ラスティモリス
18歳、男 身長5フィート2イン
チ 体重120ポンド 白人
犯罪事実：こどもを強姦し、服
役 現在は出所し、ポートタウ
ンゼント市に住んでいる
再犯の危険性がある第二級の性
犯罪登録者である

アメリカではミーガン法により、警察署のホームページで子供に
対する性犯罪の前歴者の情報公開



大阪でも2012年にミーガン法成立

▪子供に不安を与える行為や子どもを威迫する行
為の禁止、性犯罪の刑期満了者に対する対応
策等について定めた「大阪府子どもを性犯罪から
守る条例」が2012年3月23日府議会で可決。
▪１８歳未満の子供への性犯罪前歴者に出所
後５年間、住所や連絡先の届け出を全国で初
めて義務付け



子どもに対する防犯



こどもを守る防犯活動に向けて

▪子どもに伝えておきたいこととは

▪子どもから上手に話を聞き出すには

▪子どもを守るには



子どもは、いつ、どこで犯罪にあっているのか



子供被害のわいせつ・誘拐事件の発生時間帯

7-12時

13-18時

19-24時

1-6時 不明



犯罪捜査検定第10問 子どもはどこで犯罪にあっているか？

Ａ 学校

Ｂ 公園のトイレ

Ｃ 自宅の中

Ｄ 路上

Ｅ スーパーなどの駐車場



子供被害のわいせつ事件の発生場所

路上

公園

学校

空き地、

畑、川

スーパー

その他



子どもが、「犯罪の被害者」になりやすい理由

▪無防備で、警戒心がない

▪体力的に劣る

▪だまされやすい

▪口止めしやすい



家庭でするべきこと

▪防犯ベルを持たせる(外から見えるように）

▪GPS付きの携帯電話をもたせる

▪危険な場所を教える(通学路の危険マップづくり）

▪緊急の連絡先を書いたメモを持たせる

▪大声を出す練習（大きな声で挨拶）



子どもと通学路を一緒に歩いてマップ作り

地下道や落書き
の多い場所、見
通しの悪い場所
は特に危険と、
地図で示して、
子どもに教える



レジメ (1)公園で遊ぶときの「おやくそく」

▪ひとりで遊ばない

▪公園のトイレはひとりでいかない

▪幼い子どもであれば、親がついて
行く



レジメ (2) 友達の家に行くときの「おやくそく」

▪行き先を告げてでる習慣

▪帰宅の時間を決める

▪通る道を決めて、寄り道をしない

▪不必要なお金は持たない

▪場合によっては、行き先の親とも連絡（「今、帰
りましたよ」の電話）



地域でやるべきこと

▪子供110番の設置

▪地域のパトロール

▪不審者を見つけたらメールの一斉
送信



犯罪の被害に遭ったしまったこどもに接する際の注意点

▪わいせつ犯の巧妙な口止めとは

▪正確に子どもの話を引き出すには

▪被害にあった子どもに、決して言っ
てはいけないこととは

今日の講演の中で最も重要な部分



わいせつ犯の巧妙な口止め

▪おじさんと君のふたりの秘密だよ、おかあさんに
は絶対内緒だよ

▪お父さんやお母さんのこのことを話したら君も叱
られるよ

▪他の人に言わないでいてくれたら、もう来ないよ

▪他の人に言えないようなことを君もしたんだよ



わいせつ被害にあったこども

▪自分は汚されてしまったという思い

▪親の言うことを聞かなかったので親
にしかられるかもしれない、

親に見捨てられるのではないか

という不安→なかなか話をしない



自分が悪いという意識を持たせない

▪ふだんから、「知らないひとに、体を触らせちゃだめよ」

実際に被害にあう

「触らせちゃだめと言われていたのに、触られてし
まった自分は悪い子だ」という意識を持つと・・・

被害にあったことを話さない



被害にあったこどもに対して・・・

▪悪いのは、体を触ってきたひとであって触られた子どもは悪く
ないと言うことを教え込む

▪被害にあった友達に対して、「触られた方が悪い」といった偏
見を持たせない教育

▪被害にあっても、立ち直っていける強さを育てておく

▪そういう被害にあいそうになったら、一所懸命逃げる

▪親や先生はいつも子どもを信頼して、助けようと精一杯の努
力をしていることを理解させる



レジメ（３）子どもから話を聞きだすために・・・

▪YES、Noで答えるような質問をしない

○○されたの

××じゃなかったの

誘導が起きたり、子どもの記憶が変わったりするばかりで
なく、混乱して適当に答えてしまうことがある

オープン質問（5W1H）で聞く
それっていつのことかなあ？ 場所はどこ？ どんなひとだった？

今日の話で
最重要



レジメ（4）正確に子どもの話を引き出すには

▪感情的にならない

▪結果を急がない

▪おびえさせない

▪同じことを何回も聞かない

▪矛盾したことをいっても怒らない

▪被害にあったのは子どもが悪いからではないことを伝え、聞
き取り者は子どもを信頼していることを理解させる

今日の話で
最重要



レジメ（5）被害にあった子どもに、決して言ってはいけないこと

▪どうして早く言わなかったの

→言いにくいことを話してくれてありがとうという感じで

▪だから、留守番中に玄関を開けてはだめとあれほど言ったじゃないの

→子供自身も悪いことをしたと思わせてしまわないように

▪あのことはもう、早く忘れなさい

→子供を追い詰めてしまわないように

子供のダメージが深刻と思えたら、専門のカウンセラーに相談する

今日の話で
最重要



普段からの信頼関係の構築

▪見捨てられたりはしない、話せばわ
かってもらえる、と信頼されている

▪頭ごなしに叱らない

▪恐怖心でコントロールしない



▪皆さんなら、こんなときどういいますか？

岡本拡子・桐生正幸

幼い子どもを犯罪から守る

（北大路書房）



一人で道を歩いていたら車の中から、声をかけ
られたの 優しそうな男の人が、ニコニコしなが
ら「お母さんが呼んでいるよ さあ、僕の車に
乗って一緒に行こう 」っていうの
お母さんが呼んでいるんだったら、急いでいか

なきゃいけない でも知らない男の人の車に乗っ
てもいいのかしら 優しそうな人だし、
怖い感じもしない
こんなときどうしたらいいんだろう？



どんなに優しそうに見えても、知らない
人の車には決して、ひとりで乗ってはいけ
ません
お母さんは決して知らない人にあなたを

迎えに行かせたりしません
優しそうな男の人を怒らせちゃうと悪い

と思うかも知れないけど、絶対に車に
乗らないで急いで走っておうちに
帰りましょう



公園でお友達と遊んでいたら、知
らないおじさんが、じっーと僕の
方を見ているんだ おじさんが
何もしないけど、ずっとずっと僕
たちの方を見ているんだ
こんなとき、どうしたら

いいんだろう？



知らないおじさんは悪い人ではないかも知
れません。君たちに何もしないかも知れませ
ん。でも、もしかしたら悪いことをしようと、
じっーと君たちのことを見ているのかも知れ
ません
近くにおうちの人や知っている大人の人が
いたらそのおじさんのことを教えてあげま
しょう もし誰もそばにいなかったら、
いそいで走っておうちに帰りましょう



僕と妹の二人でおうちの中でお留守番をし
ていたんだ
玄関でピンポーンと言う音がして誰かが来

たんだ
インターホンに出てみると

「おうちの人はいますか」って聞く
んだ 「誰もいません」って答え
て良かったのかな

こんなときどうしたらいいんだろう



おうちの人が誰もいないとき、子どもだけでお
留守番 誰か来たときにどうするか
おうちの人とお約束をしておきましょう
インターホンにでてもいいのかな
宅配便が届いたらドアを開けてもいいのかな
「またあとできてください」っていう
のかな
新聞屋さんだったらどうするのかな
おうちの人とお約束したとおりにしま

しょう



僕と妹の二人でおうちの中でお留守番をして
いたんだ
おかあさんは「電話がかかってきても名前の

ない番号には出ちゃ駄目よ」っていってたのに、
妹は電話が大好きで、つい出ちゃったんだ
知らない人からの電話だった

僕が変わったけど、僕の名前や住所や
おうちの人がいるかどうか、いろいろ
僕に質問するんだ
こんなときどうしたらいいんだろう



知らない人には 決してきみの名前や住
所を教えちゃ駄目なの
おうちの人がいるかどうかも答えてはい
けません
「わかりません」といって電話を切りま
しょう
いい人は電話で子どもに住所や名前を聞
くことはありません
だから答えなくてもおうちの人に
怒られたりしません



お母さんと一緒にスーパーへお買い物に出か
けたの
でも私が大好きなおもちゃを見ているうちに

お母さんとはぐれて、迷子になっちゃった
知らないおじさんが来て「ねいねい お母さん
を一緒に探してあげるからおじさんと
あっちに行こう」そういって、
私の手を引っ張るの
こんなとき、どうしたらいいん

だろう



お母さんとはぐれて迷子になったらお店の
人に伝えましょう
迷子の係の人がちゃんとお母さんを探して
くれるのでお店の中で待っていましょう
決して知らない人と一緒に外に出ては行けま
せん
お店の中で知らない人に声をかけられたり、
連れて行かれそうになったら大きな
声ではっきりと「いや！」と
叫びましょう



遊園地に遊びに行った
お父さんにお金をもらってアイスクリーム

を買いに来た
お店の近くでちょっと大きなお兄ちゃんが

「その金、僕にくれよ」っていって僕の持っ
ていたお金を取ろうとしたんだ
近くにお父さんもいなくて
知らない人ばかりだ

こんなときどうしたらいいんだろう



君の持っているお金を取ろうとするのは大人で
なく子どもでも悪いことです
その悪い人と絶対に二人っきりにならないこと

そして、近くにお父さん外名うても大きな声で
「助けてー」と叫びましょう
君の周りには良い大人の人もたくさんいます
だから悪い人から君を助けてくれるでしょう

おうちの人がいるところまで、すぐ近く
だったら急いで走って逃げましょう



公園で遊んでいたら、知らないお兄さ
んに声をかけられたの 「かわいい
ね」っていって、私の体を触ったりする
の お兄さんはとっても優しそうな人
だったけど、なんか怖い感じがする
でも優しそうだから 怖いお兄
さんがかわいそうかな
こんなときどうしたらいいのだろう、



知らないひとだけじゃなくって、知っているひと
でもあなたを触ったり、来ているお洋服を脱がせよ
うとしたりすることは とっても悪いことなの 悪
いのはそのお兄さんで あなたじゃないから 怖
いっておもったら「やめてください」といって、急
いで走って、おうちへ帰りましょう
誰もあなたを怒ったりしないから、

おうちの人も絶対に怒らないから もし、
お兄さんが「誰にも言っちゃ駄目だよ」
っていったとしても、そんなお兄さん
の言うことを聞いてはいけません



犯罪者が犯罪をしにくい街とは？
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みんなが声をかけあう街
みんなが顔見知りで仲が良い

不審者が入ってくると目立ってしまう



今日の結論：地域でできる防犯のポイント

▪まち全体で、子どもは、ゾーンで守る
（不審者をまちに入れない）

▪親にも仕事があり、常に子供を監視でき
ないので、地域の住民が、子どもを見守り、
子どもが犯罪に遭う機会を減らす（虐待、
性犯罪）



最近、気になることは



犯罪の起きやすい街とは？

▪割れ窓理論（Broken Window Theory）

ガラス窓が割れたまま放置されている

街の中にゴミがおちている
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地域住民が自分の街に無関心、他人にも無関心

住人以外の人間がまちに入ってきても気づかない
犯罪者が犯罪をやりやすいまち


