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地域安全まちづくり審議会議事録

１ 日時

平成21年８月５日（水）14:00～16:10

２ 場所

神戸市教育会館 501号室

３ 出席者

○ 委員

山下会長、池田委員（代理：山村県経営者協会理事）、井上委員、大沼委員、木谷

委員、佐藤委員、瀬渡委員、髙田委員、根津委員、藤原委員、山田（康）委員

○ 県側

井戸知事、中塚政策参事、梅谷県民文化局長、高坂地域安全課長、上田県警察本部

生活安全部参事官ほか幹事課室

４ 内容

(1) 諮問について

井戸知事から山下会長へ、諮問文を手交した。

(2) 諮問事項について

（会長）

次期推進計画の策定について、事務局から説明をお願いする。

（事務局）

資料に基づき説明

（会長）

現行の推進計画の現状と課題を点検評価し、最近の犯罪情勢の変化を押さえた上で、

次期推進計画を議論するための課題を抽出する必要がある。犯罪情勢はどのように変

化しているのか、また、その変化を受けて、警察は地域に何を期待しているのかを聞

いた上で、議論していきたい。

（県警察）

私見を交えて申し上げる。
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刑法犯認知件数は、ピークの平成14年の164,445件から平成20年の97,527件と、40.7

パーセント減少している。件数が減少した理由の検証は困難であるが、要因として考

えられるのは、県民意識の向上、自主防犯活動の活発化、警察からの情報発信、自治

体による防犯の取組の活発化、特殊解錠用具所持の禁止等の法整備、ハード面の整備、

地域安全まちづくり条例の制定等ではないか。

小野市では、市が青色防犯パトロール車を導入し、地域のパトロールだけではなく、

通行の妨げとなる木の剪定や、ゴミ・動物の死骸の回収のほか、振り込め詐欺の啓発

等、様々な活動を行っている。この結果、小野市の犯罪発生率は県全体よりも44.3パー

セント低くなっている。このような取組が参考になるのではないか。

現在の県内の犯罪発生状況をみると、ひったくり等は減少しているが、自動車盗・

オートバイ盗が増加しており、特に駐車場での犯罪が増加している。各駐車場には管

理者がおり、警察はなかなか手が出せない。防犯に適した駐車場をモデル駐車場に指

定して、そこでの犯罪発生率が低いということを啓発していきたい。

また、防犯カメラは犯罪抑止効果が高いので、一つでも多く設置されたらよいと考

えている。警察庁では、子どもを見守る防犯ボランティアを支援するため、通学路な

どに防犯カメラを設置するモデル事業を開始し、全国15カ所、県内では姫路市の飾磨

橋東連合自治会に設置する予定である。予算は１地区あたり3,800万円である。

犯罪機会論は単純明快な理論であり、この理論に基づいて防犯活動を進めていけば

よいと考えている。

（Ａ委員）

青色防犯パトロール車にはどのような人が乗っているのか。その車は、見ればすぐ

にわかるのか。

（県警察）

小野市では、市職員も乗っているが、それ以外はほとんどが警察ＯＢである。車は

見ればすぐにわかる。

（Ｂ委員）

平成10年の刑法犯認知件数の指数を100とした場合、平成14年をピークに全国・兵庫

県とも減少傾向にあるようだが、平成20年の全国指数が89であるのに対し、兵庫県は

130と、全国に比べて高くなっている。これは、なぜか。また、東京都や大阪府も兵庫

県と同様に推移しているのか。

（県警察）

各都道府県の取組が一斉には行われていないので、減少傾向に違いが生じている。

兵庫県には都市部があるので指数が高いのではないか。東京都や大阪府も同じ傾向で

あると思う。

（Ｃ委員）

平成14～20年の刑法犯認知件数の減少率をみると、全国が36.2パーセント減に対し
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て、兵庫県は40.7パーセント減であり、順調に減少している。

（県警察）

刑法犯認知件数が増加している県もある。件数をゼロにすることは不可能に近いが、

少しでも手を抜くと数字は素直に反応する。まちづくり防犯グループに対するアンケー

ト調査結果を見ると、防犯活動に参加できる人がまだいるとの結果が出ているので、

刑法犯認知件数が減少する余地があるという考え方もできる。郡部では鍵をかけない

傾向があるが、事件が全く発生していない地域で鍵をかけるように言ってもいいのか

という気もしている。逆に鍵をかけることによって、何かを警戒しているのか、信用

していないのかということにもなってしまう。

（会長）

鍵をかけなければならない地域社会が良いのか、鍵をかけなくても安全な地域社会

を目指していくべきなのか。どちらか良いではなく、そのバランスが大事である。

次に、現行の推進計画の現状と課題について、事務局から説明をお願いする。

（事務局）

資料に基づき説明

（Ｄ委員）

学校安全対策委員会の活動を活発化させると、地域の子どもを守る防犯ネットワー

クが現実的に組織化できるのではないか。

人づくりに関しては、自治会の会長ばかりに多くの役割が集中しているようだ。い

ろいろな人に幅広く関わってもらうことが重要である。

（Ｅ委員）

神戸市では、中学校単位で地域の関係機関の方が定期的に集まり、子どもたちのこ

とや防犯に関する話合いを行っている。そこから情報を持ち帰り、小学校に合った取

組を行っている。

様々なところで中学生のい集行為が目につく。家庭に居場所がない子どもたちが、

夕方から夜にかけて、ある場所にたむろし、集団で暴走する。高校には罰則があるが、

中学には罰則がないので、子どもたちは、甘えられる時に甘えようとしている。高校

では、罰則として、自宅謹慎ではなく、生徒が学校にボランティアで出てきて、様々

な関わりを持っていく中で、自分自身を見つめ直すような取組に変わってきている。

小学５年から中学２年の行動が非常に危険であると感じる。子どもたちは、大人に不

信感を持っている。

推進計画の７つの行動のうち、行動５のイ、「学校、家庭等における道徳観等の育

成」とあるが、「学校」と「家庭」の記載順を逆にすべきである。家庭でのしつけが

あってはじめて、学校での集団のしつけが成り立つからである。小学校の教師は、教

科学習を通して、しつけや子育てを行っており、子育てに失敗してしまうと学級が成

り立たなくなってしまう。
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子どもの非行防止よりも、むしろ、大人のマナーアップを考えるべきだ。最近は、

電車で化粧をしている女性、化粧をしている男性、眉を剃っている中学生等を見ても

驚かなくなったが、驚かなくなった自分自身がそれでいいのかという思いがある。子

どもたちは大人のまねをするので、大人のマナーアップによって子どもたちの健全育

成を図ることができる。

（会長）

まちづくり防犯グループの結成数の実績があがっているが、参加者が集まらない問

題、活発に活動しているグループとそうでないグループができている問題がある。そ

のほか、せっかくグループを立ち上げたが、その後の活動が低調になっているという

話も聞く。地域の総合力の向上の観点から、意見をお願いしたい。

（Ｆ委員）

我々の活動によって、地域内の幼稚園児のほぼ全員があいさつをするようになった。

幼稚園の役員の母親たちと定期的にミーティングを行っているが、ほとんどの母親も

あいさつをするようになった。小学校の校長先生からは、その幼稚園から入学してき

た１、２年生があいさつをするので、それが波及して、児童全体があいさつするよう

になったと言われている。あいさつがまちづくりの基本である。

仙台市の防犯協会の方と話をする機会があった。防犯活動に参加者が集まらない、

活動する人が同じ人ばかりで苦労している、という話であったが、ユニークな話も聞

くことができた。仙台にプロ野球球団ができた際、球場周辺で様々なトラブルが発生

したので、球場周辺の子どもを守る会を作り、ボランティアを球場内に配置させて欲

しいと球団に申し出たところ、快諾してくれた。ボランティアを募集したところ、大

学生から多数の応募があり、活動参加者も増え、子どものトラブルも少なくなった。

活動者を集めるのに、そんな方法もあるのかと思った。

その他、活動費用の自己負担も参加者が集まりにくい要因になっていると思う。

（会長）

県は、ユニークな取組を冊子にまとめて配布するなど、地域のノウハウを参考にし

てもらうための取組は進めてきた。しかし、単に活動を頑張ろうというだけでは活動

の幅が広がらない。どのようなアイデアを使って、どのようなことをやっているグルー

プがあるかということを、皆で共有するような取組を考える必要がある。

（Ｇ委員）

地域ごとで実施していた朝のラジオ体操を、四、五年前から、ふれあいのまちづく

り協議会で実施するようにした。地域ごとで実施していた際には、子どもが５～10人

程度であったが、今では約200人が集まるようになり、それに伴って母親も付き添いで

やって来るので、子どもも母親もあいさつができるようになった。

我々の地域では、高齢者が多く、特別に大きなことはできないが、人材不足という

ことはない。役員は定期的に交代しているが、皆が関心を持って参加している。
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（会長）

事業者の視点から、防犯活動をどのように考えているのか。

（Ｈ委員）

当団体の事業目的からは「地域安全まちづくり活動」というテーマはあまり直接的

に関与するものではなく、むしろコンプライアンスに関連する法律セミナー等を通じ

た啓蒙活動の一部を行っている。

（Ｂ委員）

児童虐待も地域の安全の問題であると思うが、家庭という閉ざされた空間で起こる

ものであり、地域社会で取り組みにくい問題である。虐待の通報は近隣住民からのも

のが最も多いようであるが、その後の取組や予防的な取組については、地域社会での

取組が困難である。全国の自治体に児童虐待の予防施策に関するアンケート調査を実

施した結果、ペアレンティング・エデュケーションという親教育に取り組んでいる自

治体が多かった。県では、子育て支援に取り組んでいるようだが、子育てを終わった

人が若い親にアドバイスするという取組は、どのように行われているのか。

少年非行の再犯防止については、自治体では取り組みにくい問題である。保護観察

は国が行うものであって、自治体の課題ではないという印象がある。最近の再犯率を

見ると、平成９年から急上昇しており、少年が30パーセント、成人は42.5パーセント

増加している。非行少年の立ち直りについて、地域社会はどのような協力ができるの

か。例えば、市町村が設置する要保護児童対策地域協議会に保護司にも参加してもら

えば、非行少年の再犯予防と立ち直りについて、地域社会で考えていくこともできる

のではないか。

最近、私が住む地域にワンルームマンションが建設された。単身生活者が自分たち

の地域社会であるという意識を持てば、防犯等にも関心を持つようになると考え、住

民登録を入居条件とするよう業者にお願いしてきたが、結局、受け入れてもらえなかっ

た。単身生活者が地域社会の一員であると思えるような取組が必要ではないか。

（会長）

児童虐待に関する県の施策はあるのか。

（事務局）

子育て応援ネットの取組がある。地域の女性団体等がネットワークを組み、課題の

ある家庭の状況を見守る。参加者は高齢者が多いので、現在子育て中の方にノウハウ

を伝える事業を展開している。しかし、うまくいっているところもあれば、そうでな

いところもあると聞いている。そういった状況を加味しながら発展させていく。最近、

県では家庭の重要性に着目した施策を展開しており、「大人が変われば子どもも変わ

る」というキャッチフレーズで事業を展開したこともある。大人に対する施策も重要

になっていると認識している。

（Ｄ委員）
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若い母親たちの悩みごとを知るために、地域でサロンを展開している。当初は、プ

ログラムを工夫していたが、それが母親たちの期待と違うことがわかったので、おしゃ

べりを中心にしたサロンにしたところ、多くの人が集まるようになった。若い母親た

ちは、年上の人からああだこうだと言われることを最も嫌がる。

非行少年の保護観察については、子どもが警察ざたになった情報が学校に伝わらな

いことが問題である。子どもは、学校に知られていないので、地域の中で平気でいら

れる。家庭、学校、警察の三者が一体となって、更生保護に取り組まなければならな

い。お天道様に恥ずかしくないことをしなさいと何回言っても、それを理解しない子

どもは、保護観察期間終了後も同じ事を繰り返す。地域が更生保護について何ができ

るかという発言があったが、それは難しい。保護観察を受けていることは究極のプラ

イバシーであり、むしろ、そういう子どもがいる家庭に対する支援を考える必要があ

る。

（会長）

行政は様々な施策を実施しているが、県民から見て、その施策が、かゆいところま

で手が届いているかどうかを考える必要がある。地域でうまくいっている例を分析し

て、それをどう施策に反映させるかを考えなければならない。

（Ｉ委員）

様々な施策を実施した結果、刑法犯認知件数が減少したと、漠然と理解できるよう

には思えるが、中には効果が全くなかった施策があるかもしれない。あるいは、他の

要因で刑法犯認知件数が減少しているのかもしれない。各施策とアウトプットとの関

係を分析した上で次の検討を行わなければ、刑法犯認知件数が減少しているから今ま

でやってきたことが正しかったということにはならない。因果関係を検証することは

非常に難しいが、この機会にやってみる必要がある。

犯罪発生状況が地域的に動いているという話もあるので、地域的な状況を検証しな

ければ、次の議論はできない。どのような施策を実施すれば、どのような効果がある

のかということは、地域的な分析を行うだけでも見えてくるのではないか。

防犯をキーにしたネットワークを作っていくとともに、地域のまちづくり活動の中

に防犯活動を組み込んでいくことが、次の目標として大事だ。様々なまちづくり活動

と防犯活動は、考え方が合致するものもあればそうでないものもあるので、それらが

うまくかみ合わないと、地域で防犯活動が定着しない。次のステップでは、地域のま

ちづくり活動における防犯活動が持つ意味を検証し、かつ、地域力の評価の中に防犯

活動が入っていくことが望ましい。とりわけ、地域の将来像の方向性の議論の中で、

各地域で行われている活動がどのように結びついていくのかが、もう少し見えてくる

と、地域の活動としてのキーが見えてくるのではないか。

単身生活者そのものがまずいわけではない。今の日本の一般的な世帯は単身世帯で

ある。大規模な閉鎖型の住宅ができていることが問題なのである。個人として地域と

関わるのか、グループとして地域と関わるのか、あるいは、かつての借家の大家さん

のような機能をもった主体を介して地域と関わるのか、という仕組み作りの検討が行

われている地域もある。一方で、地域と新しくできたマンションとの関係で考えてみ
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ても限界があるので、例えば、スポーツや音楽の関係など、何らかの関係で個人と個

人がつながるような仕組みを作ればよいのではないか。ハードとソフトの両面で、つ

なぎ方の問題を解決していくことも必要である。

推進計画では、ものすごい庁内連携があるようだが、この連携が本当に機能してい

るのかどうかを確認する必要がある。例えば、文化財の放火が増加しているようだが、

住宅地で行われている対策と同じ対策で防止できるのではないか。情報を共有するこ

とによって応用できることはたくさんある。庁内連携で新しいニーズに応えることが

できるのである。この機会に庁内連携について見直してもらいたい。本当に必要な連

携を強化し、必要のない連携はもういい、ということを整理して欲しい。

（Ｃ委員）

ある地域では、子どもの登下校時の見守り活動を熱心に行っており、保護者の安心

感も高いのだが、他方、この地域に住みたくないという声もあがっている。活動に負

担を感じている人もいるのである。家庭の事情や仕事の都合で活動ができない人もい

る。共働き世帯等が地域にいづらく感じている。このことが他の多くの地域に当ては

まるとは思わないが、「地域全体で防犯活動に取り組もう」、「数値目標を100パーセ

ントに近づけよう」、となると、非常に窮屈になってしまうことを危惧する。数値目

標だけでなく、質的な面も見直していく必要がある。活動の成果がお互いに確認でき

ることをチェックする必要がある。楽しく活動ができていることを確認しあう場が必

要であるし、次の段階では、数値目標とは別に、質的な面を考慮する必要がある。

（Ａ委員）

最近扱った法律相談件数の約半数が家庭内暴力に関するものであり、事件の質が変

化していると感じる。

家庭が殺気だった状態では、子どもたちは家にいると危険である。地域の基本は家

庭であるので、「家内安全安心」という発想も必要だ。プライバシーや個人情報保護

の問題があるが、労力をかけない方法として、例えば、たむろしている人には、青色

防犯パトロール等を活用して話を聞けば、家庭の状況が見えてくるのではないか。犯

罪捜査やその後始末に比べて、はるかに省エネでコストがかからない。さらに、ひと

とき寝場所や食べ物を提供すれば、家庭に追い返すよりはるかにお互い安全安心では

ないか。

身の危険に対しては、距離を置くことが一番の安全策である。例えば、家庭などで

身の危険を感じている人が、ボランティアとして交番に行けば、その間は身を守るこ

とができる。このような仕組みを考えればよい。

ワークシェアリングは耳障りの良い言葉であるが、ローンやクレジットで借金を抱

えている人は、ワークシェアリングに応じるとたちまちローンを払えなくなってしま

う時代だ。また、給料が下がることもある。中間層の人はぎりぎりのところで踏ん張っ

て、能力を目一杯使ってやりくりしている。

兵庫県は、活用されていない資産がたくさんあると思う。都会と田舎が近いし、人

柄もよい。兵庫に来たら生き生きする、脳が活性化する、というふうに、人間の良い

面を引き出して欲しい。
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（Ｊ委員）

刑法犯認知件数が減少しており、殺人事件も減少している。しかし、60歳以上の高

齢者の犯罪が、最近10年間で急増している。先進国と比べても、日本が突出して高い。

高齢者は、ひったくり等の被害者になる可能性が高い反面、加害者にもなり得るとい

うことを、今後、検討する必要がある。

大人のマナーも、高齢者による犯罪が増加していることと関連しているのではない

か。年をとると規範意識を失っていく傾向にある。いかに大人の規範意識を上げてい

くかを考える必要がある。子どもを教育する場はたくさんあるが、大人を教育する場

はほとんどないので、行政としては取り組みにくい。唯一の教育の場が地域社会であ

る。今後は、推進計画にある「人づくり」に重点を置くことが有効で、余った資源、

資産を「人づくり」にどんどん投入すべきである。

地域の総合力の向上については、防犯活動だけを別個に考えるのではなく、地域の

自治会活動の中にいかに戻していくか、組み込んでいくかということを考え始めるべ

きである。防犯、防災、福祉など、別々に行われている部分が多いと思うが、これら

を一つのものにすれば、今後の効率化と発展につながる。

（会長）

子ども、高齢者、親子、家庭が質的に変化しており、この変化を押さえておく必要

がある。

推進計画の活動指標は、実績数値を見ているだけではダメである。目標値が妥当か

どうかは保証がないので、実績と目標に乖離があったとしても、それが直ちに悪いこ

とにはならない。むしろ、目標と実績を両方見ながら、なぜこういう実績になったの

かを検討しなければならない。あるいは、実績が目標値を十分に満たしているが、本

当に意図していた成果が出ているのかを検証する必要がある。この３年間の取組の成

果を、単なる数字の世界ではなく、もう少し踏み込んで考えなければならない。加え

て、地域的なデータの整理をする必要もある。

地域の防犯活動を活性化する観点から取組を始めたわけであるが、それが究極の目

的ではなく、元気な地域社会に成長していくことが目的であり、それを期待していた。

様々な取組をしていた地域の活動団体が、まちづくり活動や防犯活動に取り組んでも

らい、活動の範囲を広げることも期待していた。地域安全まちづくり活動としての評

価と、その活動から幅を広げ始めているという評価をする必要があり、さらに、そう

いうことができるような手助けのための取組を検討する必要がある。

庁内連携について、例えば、子どもの問題については、学校の問題、インターネッ

トや携帯電話の問題、家庭の問題、青少年の問題、子育ての問題等に関連している。

全てに連携するのではなく、メリハリのある連携を検討してもらいたい。

これらのことを、次回までに事務局で整理しておいてもらいたい。

以上で、本日の審議会を終了する。


