法人概要
一般社団法人 子ども安全まちづくりパートナーズ

防犯、防災、交通安全、
環境の視点を総合して、
子ども安全まちづくりを支援します。

地域と行政、企業をつなぐ
橋渡し役となり、
パートナーの輪を広げます。

設立日
所在地
E-mail
URL

2011年2月９日
〒272-0825 千葉県市川市須和田2-11-11
info@kodomo-anzen.org
https://kodomo-anzen.org

【役員一覧】
代表理事
山本俊哉
（明治大学理工学部建築学科 教授）
理 事（50音順）

石井洋平(合同会社石井デザイン研究所 代表社員)
狗飼 豊(株式会社博報堂)
小栗幸夫
（千葉商科大学大学院政策研究科 名誉教授）
木下 勇
（千葉大学大学院園芸学研究科 教授）
小島隆矢
（早稲田大学人間科学学術院 教授）
森脇環帆（草苑保育専門学校 専任講師/明治大学 客員研究員）※事務局長
吉永真理(昭和薬科大学臨床心理学研究室 教授)
若林直子
（株式会社生活環境工房あくと 代表取締役）
監 事
田形 梓

入会のご案内
子ども安 全まちづくりパートナーズの目的に賛 同し、入 会を希 望される
方は、下 記 U RLに記 載の手 順でお申し込みください。
https://kodomo-anzen.org/about/

子ども安全まちづくりに係る
技術やサービスの開発を
一緒に進めます。

【会費】
個 人 会員
団 体 会員

入会金
4, 000円
10, 000円

年会費
6, 000円
1口 20, 000円

バナー広告販売のお知らせ
一般社団法人子ども安全まちづくりパートナーズwebサイトでは、
バナー広告
を販売しています。子ども・安全・まちづくりに関するアピールの場として、
ぜひ
ご活用ください。
（掲載料金：5,000円/月間
（税抜き）
）
https://kodomo-anzen.org/banner/

いじめ・自殺予防の３step プログラム（SEL-short）
一 般 社 団 法 人「 子ども安 全まちづくりパートナーズ 」は、J S T（ 科 学
技 術 振 興 機 構 ）研 究 領 域「 犯 罪からの子どもの安 全 」
「 計 画 的な
防 犯まちづくり支 援システムの構 築 」研 究プロジェクト
（研究代表
者：山 本 俊 哉 ）から、研 究の成 果を社 会 還 元するための団 体として
生まれました。
「 防 犯 」を基 軸にしつつも、交 通 安 全や 環 境 、防 災
の 視 点も取り入れ、コミュニティの 形 成や 子どもの 地 域 参 加も視
野に入れた、総合的に安全・安 心なまちづくりを目指しています。

千葉市における
「子どもの居場所サポーター養成
講座」等で活用しているワークシート
（PDF）
をweb
サイト上で無料配布中です。ぜひ、
ご活用ください。
https://evisapo.com/safe-school/sel-short/
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守りたいのは子どもの安全︒
私たちのアプローチは
まちづくりです︒

ミッション

主要プロジェクト

主な業務内容

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

各種調査と分析・評価

科学的根拠に基づいた安全な学校・地域づくりの協働活動の支援ツールの提
供を通し、
セーフコミュニティ
（SC）
とインターナショナルセーフスクール
（ISS）
の
国際認証プログラムなどを支援。
（厚木市や豊島区、秩父市、亀岡市などのSC
推進自治体ほか）
安全な地域づくり
まちの安全点検
マップづくり

まちあるき記録作成支援ツール
『聞き書きマップ』

担い手の育成
（研修プログラム）

子どものケータイ・インターネット
利用問題対策講習会
「ケータイ・スマホ
使い方発見！キット」

国際基準の安全な学校・地域づくりを支援する協働促進Webサイト
「エビサポ」
（https://evisapo.com）
の構築・運営管理
● 逃げ地図Webサイ
ト(http://nigechizu.com)の構築・運営管理
● 市川市立曽谷小学校周辺地区子ども安全ホームページの構築
●

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
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

子どもの心の健康
担い手の育成

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)

防犯まちづくりの
ヒントとガイド

アンケートや見守り量調査、事業の効果測定、活動評価など各種調査への
専門家派遣、報告書作成。
（市川市、厚木市、入間市など）

安全な学校づくり

子どもとケータイ・
インターネット

まちの安全点検マップ

●

情報発信・情報共有の支援

▲地域住民参加型の調査実施支援

● 小学生向けコンテンツ
校内の危険を学ぼう

テキスト・資料の提供／ワークショップ支援

自転車の安全を学ぼう

● 中学・高校生向けコンテンツ

安全行動イメージ
トレーニング
（通称「あんトレ」）

多様な災害からの逃げ地図作成を通した
世代間・地域間の連携促進

子ども安全まちづくりを展開するためのノウハウや事例を掲載した「ヒントと
ガイド」
をWebサイトで提供 (https://kodomo-anzen.org/manual/)。
● 安全行動イメージ
トレーニング
（あんトレ）
やSEL-Short、逃げ地図づくりなど各
種ワークショップの実施要領テキストの提供や研修会の開催。
●

例1
防犯まちづくりのヒントとガイド

津波や洪水、土砂災害からの逃げ地図づくりや
それを活用した各種計画立案等のワークショッ
プを通し、子どもの安全に視点をおいた防災・
減災・復興などのまちづくりに協力。
（陸前高田市、鎌倉市、下田市、河津町、秩父
市、金沢市、福知山市、太地町、黒潮町等)
逃げ地図を活用したアートプロジェクト▲
「キツネを探せ！」
（森脇環帆）

低速の電気自動車ソフトQカーを▶
使った交通実験

▲市川市立曽谷小学校周辺地区
子ども安全ホームページ

シンポジウム・講習会等の企画や講師派遣

例2
●

主な実績

江戸川区PTA連合会、船橋市PTA連合会、和光市坂下公民館、宇都
宮市、豊島区、厚木市、横須賀市、横浜市泉区、
さいたま市緑区、群馬県、
東京都、神奈川県、千葉県、静岡県教育委員会、
ぼうさいこくたい、防災
ゲームday、JCI京都会議、SECURITY SHOW、
こども環境学会など多数

エイドリアン・シンクレアー氏
リチャード・ウォートレイ氏
（ヘッヅ・
トゥゲザー プロダクション （ロンドン大学ジル・ダンドー犯罪科学研究所）
クリエイティブ・ディレクター）

「みち」を舞台にコミュニティを育む
まちづくりプロジェクト
（自主事業）
国内外の事例研究や各種の社会実験、
シンポジウムなどを通し、生活道路を歩行
者のための「みち」として見 直すことに
よって生まれるコミュニティづくりの活動を
支援。
（市川市等全国各地）

▲多様な災害からの逃げ地図づくり
Webサイト

校庭の危険を学ぼう

スポーツ中の危険を学ぼう

アンケート調査

▲安全な学校・地域づくりを支援する
協働促進Webサイト
「エビサポ」

受賞歴
●「計画的な防犯まちづくりの支援システムの構築」
研究プロジェクトが、第7回キッズデザイン賞を受賞
（2013年）
●「千葉県市川市曽谷小学校周辺地区子ども安全ホームページ」
が、第16回マイタウンマップ・コンクール

実行委員会奨励賞

受賞

●「逃げ地図づくりを通した世代間・地域間のリスク
・コミュニケーションの促進」の業績で日本建築学会2018年度教育賞
（教育貢献）
を受賞

