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公園における犯罪不安要因に関する一考察 

 －公園行政に対する苦情の分析を通じて－ 

Factors of fear of crime in parks 
 : through analysis of complaints about parks administration 
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Though parks are important public facilities, there are cases where they have become factors of fear. Compared 
with those about buildings such as houses, measures to tackle crimes about parks are behind. We analyze 1734 
complaints about parks administration in Itabashi Ward (Tokyo), and suggested some idea in view of fear of crime. In 
conclusion, we suggested that they should enhance security coping with the complaints and act in conjunction with 
police and schools. To give actual examples, making manual to enhance security and using it when they cope with the 
complaints, quick response to vandalism by residents, and education about security to residents groups are effective.  
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1 はじめに 
公園は、地域コミュニティの場であり、緑のまちづくり、防

災まちづくりの観点からも重要な公共施設である。しかし近年で

は、公園を含む公共施設における犯罪の発生が急増しており、そ

の存在が住民の不安要因となるケースが見られる。また犯罪行為

でなくとも、公園における若者のたむろ、ホームレスの占拠など

も問題化している。これらの問題は、行政でも複数部局にまたが

る問題であるために対応が難しく、近年防犯の視点が取り入れら

れてきた公的住宅などと比べても、公園の「安全・安心」対策は

立ち遅れていると言える(1)。環境設計の視点からみた公園の防犯

について、小出（2000）1は、「市民の監視性を向上させるには、

公園に対し市民の関心を高める必要が不可欠であり、市民が関心

を持って監視できる空間にするためには、利用者である市民や周

辺住民の積極的な参加が必須となる。（中略）特に管理において

積極的な市民の協力が望まれる」と指摘している。この公園の管

理という部分に関して、まちづくりへの参加要請の高まり、自治

体の財政難などを背景に、住民を中心とする非営利組織が公園の

管理を行う事例が増えている。特に自然環境の少ない都市部にお

いて、公園の管理活動は住民の参加ニーズが高い地域活動である。

雨宮（2003a）2によれば、海外においては「住民が公園緑地（の

管理）に主体的に関わることが、公園緑地に対する住民の領域意

識を生み、結果として『安全・安心』につながる」ことが報告さ

れている。 
一方、公園行政に対しては日々多くの意見・苦情等（以下、

苦情）が寄せられる。これらは否定的に捉えられることもあるが、

見方を変えれば、公園に関する住民の改善要求であり、住民参加

のひとつの形態と考えられる。本報告では、これらの背景を踏ま

えた上で公園行政への苦情を分析し、特に犯罪不安の視点からみ

た改善のあり方を提案する。 

 既存研究では、中村（2000）3が、子供が犯罪に遭遇した個所

を現地調査し、そこから得られる空間的知見を示している。雨宮

（2003b）4は、公園・緑道における住民の犯罪不安の発生の実態

を明らかにするため、アンケート設計に際して、既存研究を参考

に犯罪不安の高い場所の特徴を整理している。本報告も犯罪発生

や犯罪不安の要因を整理することを目的とするが、そのデータソ

ースとして公園行政に寄せられる苦情を用いる点が特徴である。 
 
2. 研究の方法 
本報告では、まず平成 14 年度内に板橋区土木部みどりと公園

課、および同南部公園管理事務所に寄せられた苦情1734件につ

いて、その内容に分類した上で、そこから犯罪不安を招きうると

考えられる要因を抽出する。そして、住民との役割分担も考慮し

つつ、苦情への対応を公園の防犯性強化に結びつける可能性につ

いて考察する。板橋区は、近年街頭犯罪が急増し住民の不安も高

まっていること、公園の管理を住民グループに委託する「里親制

度（下記）」が存在することから、研究対象として適当と考える。 
2-1. 板橋区における苦情の取り扱い 
板橋区では、土木部みどりと公園課が公園行政を担っており、

南部公園事務所、北部公園事務所の2つの公園事務所が公園や緑

地の維持管理を行っている。両公園事務所の担当は、原則として

環状8号線の南北で分かれている。本報告の対象となる南部公園

事務所は、区立東板橋公園内に置かれている。 
2-2. 公園管理の里親制度 
 板橋区では、住民参加による公園づくりの観点から、区と住民

グループがそれぞれの役割分担を決めた協定を結ぶ「公園の里親

制度」を設けている。里親となった住民グループ（以下、里親グ

ループ）は、図-1 のように、公園の清掃・除草や、適正な公園

利用の指導など（基本部分）を行い、グループによっては花壇の
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手入れなど（付加部分）も行う。2003年末現在、14箇所で里親

制度の協定が結ばれている。 
 

区  役  所 里 親 グ ル ー プ 

告知板の設置 

清掃・除草ゴミの回収 

 

管理倉庫の設置 

施設の補修 

活動費の助成（清掃資材用等） 

通常の剪定、病害虫駆除 

重要な陳情・苦情対応 

 

提出 

里親活動の告知 

清掃除草（無報酬） 

美化活動 

管理倉庫の管理 

 

清掃資材等の購入 

簡易な刈り込み 

簡易な苦情対応 

適正な公園利用指導への配慮 

グループ運営規定及び名簿の作成 

【図-1】公園管理の里親制度（基本部分） 
 
3. 苦情の分析 
3-1. 苦情の分類 

1734件の苦情をその内容によって11の分類に分けた (2)。内訳

は、樹木に関する苦情（剪定、除草の希望など）が最も多く約

1/3を占める。続いて、水回りに関する苦情（トイレの故障、蛇

口の漏水など）、施設・遊具に関する苦情（破損、落書など）が

多い（表-1）。 
これを公園の規模別(3)に見ると、小規模な公園では、自転車・

バイク、中規模公園では、剪定、便所・排水、大規模公園では、

ホームレス、動物、利用の仕方に関する苦情が多い（表-2）。 
3-2. 犯罪不安要因の抽出 
苦情のうち、犯罪不安を招き得るもの、実際の不法行為に関す

るものを、3-1の分類別に抽出した（表-1）。(1)樹木が茂って見通

しが悪いなど監視性の欠如を指摘するもの、(2)器物損壊、落書

きなどのバンダリズムを指摘するもの、(3)自転車等の放置、廃

棄物の不法投棄を指摘するもの、(4)青少年のたむろ、ホームレ

スの占拠を指摘するものが多い。 
このうち(1)については、園内だけの問題ではなく、道路や隣

家など周辺環境に与える悪影響も考慮して対応すべきである。

(2)、(3)については、それ自体不法行為であるだけでなく、軽微

な犯罪などを取り締まらずに放置すれば、無法者は数を増やし行

為をエスカレートさせ、その地域一帯の荒廃は進んでいくという

『割れ窓理論（Broken Window Theory）』5に拠れば、新たな犯罪

を招く可能性があり、迅速な対応が求められる。課や福祉部管理

課と (4)については、それぞれ青少年担当、福祉担当との連携に

よる対応が不可欠である。 
3-3. 里親公園での苦情の特徴 
苦情の件数を見ると、里親制度が導入されている公園は、同規

模の他の公園と比べて苦情の件数が多い（表-3）。これは住民の

関心が高いことによるものと考えられる。 
具体例として、板橋区内最初の里親公園である「けやきの公園」

に関して寄せられた苦情を表-4 に示す。同公園は、計画段階か

ら住民がワークショップ方式で参加して平成12年3月末に完成

した。現在は、里親グループに加え、花壇を維持する「花作りグ

ループさくらの会」が、公園の管理・運営に関わっており、週1
回の清掃活動を行っている（夏季の水遣りは毎日）。 
筆者も里親活動に参加し、グループのメンバーにインタビュー

を行ったところ、「近隣住民の苦情はできる限り里親グループで

解決を図り、自分たちでできないことを区に求める」という図-1
に掲げる理想的な苦情解決の形態が実現されていることが分か

った。例えば、犬の連れ込み問題に対しては、区に看板の設置を

求める（表-4 の 1 件目）だけでなく、里親グループで連帯して

注意を呼びかけるように取り決めた。そして現在ではグループの

メンバーだけでなく、小学生など多くの地域住民が犬を連れ込む

者に対し注意するようになっている。また、トイレ内での危険行

為を未然に発見したことも報告されている。 
 
【表-2】苦情の分類と公園の規模との関係 

規模(㎡)

苦情の分類 

59～ 

433 

433～

730 

755～ 

1356 

1373～ 

2510 

2520～

68817 
計

樹木 21 42 64 62 100 290

水回り 10 21 44 23 42 142

時計・公園灯 5 15 20 20 40 103

施設・遊具 9 18 24 28 70 153

ホームレス 2 3 14 3 31 58

自転車・バイク 4 24 20 8 14 76

害虫・蜂 1 6 8 9 12 43

動物（鳥除く） 4 9 2 7 40 71

鳥 3 12 8 10 22 65

ゴミ・清掃 5 19 18 15 37 105

利用の仕方 3 4 16 10 48 93

分類不可 2 1  1 3 20

計 69 174 238 196 459 1219

※クロス集計の結果、調整済み残差が2.0 以上の部分を太字、-2.0 以下の

部分を斜体で表した。 
 

【表-3】里親公園と苦情の件数 

公園名 公園面積(㎡) 苦情件数 

けやきの公園 1459.99 8

蓮根公園 566.48 3

なかいたプチパーク 154.52 6

清水町みどりの公園 334.56 1

氷川児童遊園 756.94 5

仲宿千年広場 592.63 2

前野公園 7286.13 17

三丁目青空広場 905.21 8

城山おおぞら広場 592.63 4

小豆沢二丁目31番遊び場 592.63 1

出井の泉公園 (未確認) 7

熊野町公園 1057.89 7

仲宿ふれあい広場(4) (未確認) 0

小豆沢公園 68817.43 35
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【表-4】けやきの公園に関する苦情（全8件） 

年月日 苦情の内容 

H14.4.4 犬の連れ込みを禁止する看板をつけて欲しい。 

H14.4.19 公園脇の標識が倒れている 

H14.5.2 サクラの木が枯れていてみすぼらしいので撤去して欲しい。

H14.5.16 水飲みのハンドルがこわれているので至急直して欲しい。 

H14.6.24 枯れたサクラの撤去後、替りの物を植えて欲しい。 

H14.9.19 昨夜けやきの周囲の杭及びロープが燃やされた。悪質なので

警察に被害届を出す。 

H14.11.21 （落ち葉けやきの落葉が沢山あるので、悪戯されないうちに

片付けて貰いたい。 

H15.2.12 トイレ脇の壁画のコート材が剥離して、絵の色落ちが見られ

る。対応を。 

 
4. おわりに 
4-1. 提案 
以上を踏まえ、苦情への対応の際に防犯性を付与すること、公

園行政担当課と他機関との連絡体制を整備することの 2 点を提

案する。 
（苦情対応時の防犯性付与） 
・ 苦情の1/3が樹木に関するもので、中でも剪定を求めるもの

が多い。「周辺の道路から園内への見通しが確保できている

か」、「公園灯の光が樹木で遮られていないか」などのチェ

ックリストをつくり、業者が対応する際に配慮することを

求めれば、防犯性は高まる。国には具体的な設計指針等を

まとめることが求められる。 
・ 器物損壊、落書きなどのバンダリズムに対しては、対象物

を強化する（壊しにくい施設を導入する、落書きできない

素材にする）一方、軽微な落書き等に対しては住民が即時

対応する体制があれば、新たな落書きを呼びにくくなる（割

れ窓理論）。 
・ 自転車等の放置、廃棄物の不法投棄に対しても、住民がす

ぐに対処（自ら解決or行政へ要求）することで、新たな迷

惑行為を呼びにくくなる。 
・ 里親グループが苦情に対応する場合にも防犯環境設計の視

点を取り入れられるよう、里親グループに対する講習会の

実施やパンフレット配布などの啓発活動も有効だろう。 
（他機関との連絡体制の整備） 
・ 今回分析対象となった苦情には、「アパートにのぼってきて

ノブをいじっていたりしたので困る（表-1）」など110番通

報すべきものも少なくなかった。そのような苦情が警察に

連絡できるような体制を整備しておく必要がある。 
・ 子供の悪戯による施設破損が住民の犯罪不安を招く可能性、

および公園で子供が犯罪に巻き込まれる可能性もある。上

記のような苦情が届いた場合には、学区内に該当公園が所

在する学校に連絡できるよう、学校との連絡体制も整備し

ておくべきである。 
4-2. 課題 
今後の課題として3点を挙げる。 

・ 抽出した犯罪不安要因は著者の主観的判断によるところが

大きく、実際に犯罪不安要因になり得るか、住民の不安感

にどの程度の影響を与えるかなど今後検討する必要がある。 
・ 苦情の分析を通じて、里親活動が公園の犯罪不安に与える

影響を考察したが、より多くの住民に対するアンケート調

査を通じてその効果を再検討したい。 
・ 実際の犯罪発生が公園に対する苦情、あるいは犯罪不安に

対して与える影響を検討したい。犯罪発生に関して得られ

るデータには制約があり、それによって分析方法を検討す

る必要がある。 
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補注 

(1) 公園の防犯に関しては、平成12年2月24日に警察庁が「道路、公

園、駐車場及び公衆便所に係る防犯基準」を定めている。しかし、

同年に定められた「共同住宅に係る防犯上の留意事項」が翌年に改

正されるとともに、具体的手法等について設計指針が示されたのに

比べ、公園の防犯対策は具体化されていない。 

(2) 1 回の苦情で分類の違う 2 つの内容が述べられた場合は、先に述べ

られた内容で分類した。また、いずれの分類にも該当しないものは

「分類不可」とした。 

(3) 板橋区内の区立公園（194箇所）、児童遊園（128箇所）を面積順に

並べ、数が均等になるように規模を5段階に区分した。 

(4) 平成15年3月20日完成のため、14年度内の苦情件数はゼロである。 
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【表-1】苦情の分類と主な内容 

 
分類 主な内容と件数 

上：件数

下：割合
うち犯罪不安を招き得るもの 件数 

1 樹木 私有地に枝がでている木を切って欲しい。 / 草花

の手入れをして欲しい。枯れている。 / ケヤキの

枯葉を何とかして欲しい。 

579

32.2%

しだれ桜の陰に人が隠れられるようになって物騒

なので剪定を。/ ササが繁って見通しが悪く、ゴ

ミを置かれる。/ 木が繁って見とおしが悪く、公

園内で犯罪が起きそう。/ 草木が茂っていて見通

しが悪く、ひったくり事件も起きている。 

19

2 水回り トイレの電気がつかない。/ トイレが漏水してい

る。/ トイレからの悪臭が続いている。/ 砂場の

所のマンホールが詰っている。/ 池の浄化装置が

止まっている。 

192

11.1%

蛇口が壊されて手洗いの水が出っぱなし。/ トイ

レの扉が壊されている。/ トイレのタンクに悪戯

されて漏水している。 

7

3 時計・公園灯 公園灯が切れている。/ 時計の時間が合っていな

い。/ 公園灯の根本が腐食しており風で倒れそう。

/ 公園灯が折れてしまった。 

123

7.1%

周辺暗く痴漢出る。街灯を明るくして欲しい。 1

4 施設・遊具 砂場の砂が減っている。/ 砂場にシートが被せっ

ぱなし。太陽に当てないと衛生上よくない。/ 階

段の手すりが落っこちている。/ 柵が壊れていて

危ない。/ ボールが飛んでくるため、フェンス等

でボールが入らないようにして下さい。 

187

10.8%

ベンチが壊されている。/ 花壇の花が盗まれる。/

落書きした少年を捕獲した。告訴状を出してもら

えますか。/ 看板を壊したり落書きされたりする。

警察へ被害届を出してもらえないか。/ 夜に少年

がボール遊びをするので警察に通報している。 

24

5 ホームレス ベンチを占拠して周囲に荷物がつまれている。/

水のみ場で洗濯している。/ トイレに寝泊まりし

ている。/ 女性のホームレスがいてかわいそう。

どこか斡旋してあげられないか。 

68

3.9%

スーパー、酒屋、家庭菜園から盗みをする。/ 仲

間で包丁を降り回して警察に捕まった者もいる。

/6,7人酔っぱらって大騒ぎ、花火をしたりしてい

る。/ アパートにのぼってきてノブをいじってい

たりしたので困る。 

14

6 自転車・バイク 駐輪禁止の看板を立ててもらったが「駐輪場を作

れ！」等の内容のビラを一面に貼られた。/ バリ

ケードをしてもらったがまだ自転車を置く人がい

る。植込の方にもバリケードをしてはどうか。 

85

4.9%

放置自転車がある。/ 放置オートバイ（ナンバー

無し）がある。/ トラックが一週間以上放置され

ている。 

64

7 害虫・蜂 桜の木に毛虫がたくさん発生している。 / すべり

台に白蟻がついている。 /砂場に虫がわいている。

自分たちでシートをようと思うので検討して下さ

い。 /ハチの巣があるので撤去してください。 

88

5.1%

 0

9 動物（鳥除く） 植込に猫の死体がある。 / 砂場が猫のフンで汚

い。対策を検討してほしい。 / 犬のつれ込み禁

止の看板が入口にはついているが、公園の奥にも

設置して下さい。 

72

4.2%

住民防災倉庫で猫を飼っている人がいる。 /子供

がゴールデンリトリバーに飛びかかられた。看板

を出すなどして放し飼いを禁止して欲しい。 

6

10 鳥 カラスがゴミ箱を荒らして散乱している。ゴミ箱

をとるとか、ふたを付けるとかしてほしい。/ ハ

トの糞害で困っている。/カラスが死んでいるので

片付けて欲しい。 

77

4.4%

 0

11 ゴミ・清掃 犬のフンや空き缶などとにかく汚い。一週間に一

度は清掃に来てほしい。/トイレを清掃している業

者がゴミを残して帰る。改善して欲しい。/ゴミ箱

の撤去を。近所の人で掃除しているが大変なので。

126

7.3%

便所の裏に不法投棄あり。片付けて欲しい。/ 建

築廃棄物をいつも捨てる人がいる。対策を練って

もらいたい。/用具入れの後と柵の間にゴミを捨て

る人がいる。看板を立てて欲しい。 

56

12 利用の仕方 私物の植栽や鉢植え等が、たくさん置いてあって

邪魔である。/ 球技をしていて窓ガラスを割られ

た。球技禁止の看板を立ててほしい。/ 猫にえさ

をやっている人がいるので、看板を立ててもらい

たい。 

94

5.4%

昼すぎから特定の人が集まって酒を飲んでいる

（警察にも通報している）。/ 夜中に不良がたむろ

してさわぐ。警察に言っても見回ってくれない。/

遊具のコンクリートパイプ内で青少年がいかがわ

しいことを行っている。撤去願いたい。 

33

13 分類不可 ペンキ塗りたてのベンチに座って服が汚れた。弁

償して下さい。/ 樹木の剪定をしている業者の態

度が悪い。/ 指導員の子供に対する注意の仕方が

ひどい。 

63

3.6%

公園と児童館の間のところでボヤ騒ぎがあった。 

消防署に通報した。/ 公園の水飲み場からホース

をつないで洗車している人がいる。/屋台のおでん

屋が公園内で営業している。風紀が悪く安全に公

園を利用できない。/ 隣家に立ち小便される。 

22

 合計  

 

1734

100.0%

 

 

246
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