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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11月９日（月）13:30～15:30

２ 場所

県庁３号館６階 第１委員会室

３ 出席者

○ 委員

山下会長、足立委員、井上委員、岩成委員、大沼委員、木谷委員、國松委員、坂本

委員、佐藤委員、瀬渡委員、寺崎委員（代理：山村県経営者協会理事）、藤原委員、

山田（知）委員（代理：垣尾県市長会参事）、山田（康）委員

○ 県側

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) 地域安全まちづくり推進計画の見直しについて

（会長）

地域安全まちづくり推進計画の見直しについて、事務局から説明をお願いする。

（事務局）

資料に基づき説明

（Ａ委員）

資料４の16頁「地域づくり活動応援事業」の予算を教えて欲しい。39頁の「子ども

ハザードマップ」は、どのようにして作られているのか。

（事務局）

「地域づくり活動応援事業」については、地域団体が自ら企画した内容に県が助成

する事業である。平成21年度は、各県民局平均で約600万円、合計約6,000万円の助成

を行っており、平成17年度は、各県民局平均で約1,000万円、合計で約１億円である。

「子どもハザードマップ」については、子どもたちが自らの目で現地を確かめて作成

する、参加型のものであると聞いている。
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（会長）

「地域づくり活動応援事業」の助成件数は増加しているが、助成金額は減少してい

るようだ。

（Ｂ委員）

県から様々な助成を受けているが、県民交流広場事業は、５年間継続でき、計画的

に様々な地域コミュニティ活動に助成するものなので、地域では非常に喜ばれている。

来年度で終了するようだが、引き続き支援すべき事業を選考するなど、事業の継続を

検討して欲しい。

半額補助では地域の持ち出しになり、やりたいと思っていることができない。地域

が金を集めるのは非常に難しい。

（会長）

県民交流広場事業については、どこかの時点で事業自体の評価が行われると思うの

で、それを受けて、県としての対応が行われるのではないか。

（Ｃ委員）

行動４のア「気軽に相談できる場づくり」、行動５のア「非行防止活動の推進」に

も関連するが、非行に染まりかけた子どもを持つ家族が相談できる場は、非常に重要

である。少年非行に関する既存の公的機関が有機的に推進計画に位置づけられて、民

間とうまく連携できればよいのではないか。少年サポートセンターに関しては、広島

県で、非行集団に入った子どもとその保護者等が、立ち直った少年の体験談を聞いた

り、親子関係を修復するための対話の機会を設ける等、非行からの離脱を促進する活

動を行っているようだ。こういうところを核として、全体の充実を図ればよい。

「犯罪傾向に応じた取組の推進」について、最近は、一人暮らしの若い女性の安全

が脅かされている。先日、千葉県で起きた事件の被害者は、マンションの２階に住ん

でいたようだか、すぐ横に電柱、隣家の塀があるなど、ベランダから侵入しやすい構

造になっており、犯人はベランダから侵入したようだ。女子大では、新入生に防犯の

ビデオを見せるなどの啓発を行っている。家族の問題も重要であるが、一人暮らしの

女性の安全に関する取組の充実を具体的に図る必要がある。

（会長）

少年非行に関する公的機関の連携について、補足説明をお願いする。

（県警）

連携については、少年非行の問題だけではなく、ＤＶ等についても言われている。

我々は、それなりの連携を図っていくというスタンスを持っている。現場では具体的

に連携しているようだが、24時間対応しているのは警察だけなので、システムを構築

していくには難しい面もある。先日、知事に対して、ＤＶ等の女性の被害者がワンス

トップサービスを受けるための提言を行った。少年非行事案についてもそのようなこ

とができればと考えている。
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（会長）

連携の必要性はずっと言われてきているが、しっかりと機能するシステムを作るに

は、まだまだ施行錯誤の段階ということだろう。機能するためにどう連携するのか、

また、今までにこのような試行錯誤をしている、というものがあれば、次回に報告し

てもらいたい。

（Ｄ委員）

警察の世話になるようなことをしてしまった少年については、少年サポートセンター

につないでいる。しかし、学校が相談を受けた際にも少年サポートセンターを紹介し

ているようだが、そこに相談するかどうかは家族の判断になってしまう。そこが学校

の歯がゆいところであり、地域で非行防止のための活動をしている立場としては、学

校だけにまかせておくわけにはいかないと思っている。先生は昼夜を問わず苦労して

いるのに、地域では何もできない。法務省からは、保護司が学校と連携するように言

われているので、中学校の校長にその話を持ちかけたところ、「学校も組織である以

上、上からの指示がない限りできないかもしれない。」、という悲しい返事をもらっ

た。地域でも、子どもに対して、警察の世話になるようなことをしてはいけないとい

うことをしっかりと教えることができないかと思っている。推進計画に「地域と学校

との連携」の項目がないので、入れて欲しい。

（会長）

犯罪に至る前の段階で、学校・公的機関・地域が連携して、どこまでのことができ

るのか、ということを考える必要がある。

（Ｅ委員）

最近は犯罪が多様化しており、地域と警察との連携が重要であると言われているが、

地域にとって警察の敷居は高い。警察には、子ども達のための組織、地域団体のため

の組織等があるので、それらの既存の組織をもっと活用すべきである。最近、警察と

話合いの場を持ったが、その際、署長や生活安全課の方に対して、地域が活動しやす

くなるために、地域と学校が一緒に少年補導活動を行っていることを紹介して欲しい

とお願いして、ようやく地域が活動しやすくなった。県の県民交流広場についても、

もっと活用すべきである。マンション等で防犯カメラを設置する場合には、少しでも

道側が映るようにして設置するようにお願いしているが、警察は、人事異動で人が代

わっていくので、後任者は、防犯カメラがどこに設置されているのかもわからなくなっ

ている。せっかく設置したのだから、きちんと引き継いでもらいたい。

地域が文書を作成して保護者に配ってもすぐに捨てられてしまうが、校長名の文書

なら必ず読んでくれるので、学校に対して、校長名の文書の中に、家庭で子どもたち

の安全・安心について話し合ってくださいという内容を入れて欲しいとお願いしたと

ころ、全ての学校で対応してもらった。このように、地域だけでの活動には限界があ

る。いくら肩書きをもらっても、十分な活動ができないということを理解して欲しい。

委嘱状を渡したらおしまいではなく、具体の活動ができるまで、警察や行政にはケア
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して欲しい。

生活安全課長が会議に出席すると、非常に多くの方が出席してくれる。警察に対す

る学校、特に生活指導の先生の信頼は大きい。このような場を活用して、地域が活動

しやすいように指導してもらいたい。

（会長）

行政、警察、学校間の情報のやりとりは、ある程度スムーズになってきた。しかし、

地域は、もう少し実際に使える形で地域に入ってきて欲しい、又は、一緒に議論して

欲しいと思っている。単に補助金を出したり、ハード面の整備をするだけではなく、

地域が活動しやすいように支援することも必要である。

地域で頑張っている人が活動しやすくするためには、単に情報提供したり、金を出

したりする以外に、すぐにでもできることがあるはずだ。それを考えて欲しい。

（Ｆ委員）

私の地域では、独自に薬物乱用防止のビラを作って、啓発キャンペーンをしている。

最近、薬物で逮捕された芸能人の判決が出たり、少し前には、関西の大学生が逮捕さ

れたりと、身近なところまで薬物の危険が忍び寄っている。地域としては、警察・行

政と連携してキャンペーンをする以外に、子どもたちに薬物の危険性を教えなければ

ならないと思っている。学校では、薬物に関することは教えていないと聞いている。

中学生の授業にとり入れたらどうか。推進計画には薬物乱用防止の記載がない。地域

安全まちづくりの立場から、何とかできないだろうか。

（会長）

これまでの審議会で議論しなかった問題である。身近な問題になっており、地域と

してどう取り組んでいくのかを検討すべきである。

（Ｇ委員）

各地で子どもを守る活動が行われ、かなりの成果を上げている。しかし、ある地域

で話を聞いてみると、子どもたちは、集団登下校の際には、単に、前の人の後をつい

て歩いているだけになっており、子どもが安心しすぎているという話を聞く。放課後

には、子どもが一人で行動する時間が多いので、子ども自身が身を守ることを考えな

ければならない。幼い子どもの安全は大人が守ることになるが、子どもの成長段階に

応じて、自分で身を守る力をつけていく必要がある。行動４のイ「自らを守る術を身

につける学習機会の提供」に関する施策が具体的に進められているという資料が今ま

でに出されていないようだ。資料３の４頁に「自らを守る力を向上させる取組を進め

る」とあるが、この件についても資料が出ていないようだ。

若い女性にも防犯教育が必要である。大学のカリキュラムに取り入れていくことも

必要である。女性専用車両に乗ってみると、ハンドバックを網棚に置いているなど、

女性が非常にリラックスしているが、女性専用車両を狙ったスリもいると聞いている。

ある程度の危機意識が必要であり、幅広い安全教育が必要である。
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（会長）

行動４のこれまでの成果はどうなっているのか。

（事務局）

教育委員会では、子どもの危機管理能力を向上させるために、各学校で防犯講習会

を開催している。また、警察では、学校や教育委員会と連携して、「子どもを守る110

番の家」の周知を図るウォーク・ラリーを実施している。

（会長）

「子どもハザードマップ」は、子どもたちが主体となって作っているとの説明があっ

たが、マップを作る作業を通じて、子どもたちが危険箇所をしっかりと自覚し、その

対応を自分で考えることになる。我々は、現行の推進計画をより良いものに作り直し

ていく作業をしているわけだから、今日出された意見に対しては、もう少し詳しくま

とめて情報提供してもらいたい。

（Ａ委員）

「犯罪被害者等を支える地域づくりの推進」は大変重要なことであり、是非進めて

欲しい。問題は、どれぐらい予算がつくかである。犯罪被害者等支援を行っている民

間団体には資金がないので、自治体からの支援は非常に大きい。しかし、予算が伴っ

ておらず、兵庫県でも、100万円から90万円に減額されている。「犯罪被害者等を支え

る地域づくりの推進」を行うのであれば、それに見合った予算が必要である。

薬物の問題についても、何らかの形で計画に盛り込むべきである。

今後の防犯活動は、住民の参加を得て進めていかざるをえない。「第三の安心」と

いう本があるが、そこには、自己防衛という「第一の安心」、家族や地域の関係を固

める「第二の安心」、そして、今は、自分や家族の備えではどうにもならない危険が

発生しており、生活者自らの手で社会全体の仕組みを変えるソーシャル・リノベーショ

ンへ進んでいこうとする「第三の安心」であると記述されている。自分たちで何とか

したいという住民の気持ちをしっかりと吸い上げて、参加型のものにしていかなけれ

ばうまくいかないし、財政的な基盤も作ってやらないとうまくいかない。

これまでの地域安全まちづくりは「産めよ増やせよ」であったが、今後は「選択と

集中」であり、ある程度絞って金を出していかないと、全部が中途半端になってしま

う。参加型の場合は、金も手間暇もかかる。今までにない発想で活動全体を見て、メ

リハリをつける必要がある。

前回の審議会の議事録には、「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」との発言があるが、これは

大切な事だと思う。活動にお得感という要素を加えていく必要がある。

（会長）

本日の審議会は７つの行動のレベルでの議論を行っているが、地域安全まちづくり

を推進していくことにはどのような意味があるのか、地域で安全・安心というものを

作り上げていくことにはどのような価値があり、自助・公助・共助の考え方を含めて、
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どのような意味を持っているのかということを、推進計画の冒頭で書き足さなければ

ならないのではないか。

地域安全まちづくり活動に参加型で取り組んでいくと同時に、供給者であり受益者

であるということをどう考えていくのか。地域住民にとって、安全・安心というのは、

どう安心して暮らしていけるかということである。防犯から始まって、防犯以外の様々

な地域課題にどう活動を広げていくのか、また、他の活動を行っているグループに対

して、どのようにしたら防犯に関心を持ってもらえるか、ということの理念的・総論

的な部分を修正する必要が出てきている。

地域での取組に金は必要である。しかし、単に金を出せばよいという段階から、金

の出し方の工夫・メリハリが必要であり、どういう形で金を出していけば成果が出る

のかを考えなければならない。

地域の取組も、単に活動団体数が増えればよいということから、内容のある活動を

する団体にレベルアップしてもらうために、どういう形で金を含めた支援というもの

をすべきかを考えなければならない。こういったことを、どのように推進計画に盛り

込めるかを検討してもらいたい。

（Ｅ委員）

震災から15年を目の前にして、地域で何ができているかを見直してみた。年末防災

訓練の前に地域一斉清掃を行い、地区ごとに通路や側溝の点検をするので、地域全体

の安全点検ができている。障害者や高齢者の避難訓練ができていなかったのでやって

みると、文書で書いてあるものと全然違うことがわかった。

私の地域では、救急救命インストラクター講座を年１回開催して、10年間でインス

トラクターを300人まで増やし、救急が来るまでの間は、自分たちのまちの救命は自分

たちで守ろうという活動を始めた。このような活動を小中学校単位で行っているので、

ブロック会議の場を設定してもらい、その中に警察や県・市の担当を入れてもらうよ

うにして欲しい。

地域の取組に対する助成が減ってきており、どうしてもやりたい活動を始める時に

は、お金がないためにできなくなっている。

（Ｈ委員）

今は住民が参加していく時代である。しかし、暴走族や少年がたむろしている所に住

民が出ていく場合には、逆に身の危険を感じるような状況も起こりうる。いくら地元住民

が率先して参加する時代とはいえ、警察力がないと動きにくい。

また、必要活動費の半分が補助金ではなく地域の持ち出しになっているような現況に関

しては、受益者負担という解釈も一部にないではないが、まずは警察・行政がアイデア・

活動費を準備し、それに対して地元住民の協力を求めていくという姿勢が望まれる。

（会長）

地域がいくら頑張っても犯人を逮捕できるわけでもないし、むしろ危険を伴うもの

である。警察や行政の守備範囲を見極めた上で、地域が取り組めることをしっかりと

見極めていくことが大事である。警察・行政から地域に対して、自分たちの守備範囲



- 7 -

に関わる情報を提供し、アイデアを地域にぶつける。地域も警察・行政に対してアイ

デアをぶつける。このようなキャッチボールが必要である。

（Ｈ委員）

様々なアイデアが出ているが、計画に盛り込む要素の主体者を明確にしなければ、

意見だけで終わってしまうのではないか。

（Ｉ委員）

数年前から、小学４年生を対象に、地域福祉センターに集まってくるボランティア

と一緒に地域安全マップづくりを行っているが、ボランティアがだんだんと高齢化し

ているので、新しい人に参加してもらいたいと思っている。高齢者が率先して登下校

時の子どもの見守り活動をしていると顔見知りになり、お互いに声を掛け合っている。

こういうことが大事である。ほかにも、毎週土曜日の夜、１時間かけて、防犯パトロー

ルを実施している。今までに地域で事件が起きたことはないが、何かあった場合には、

警察から情報が入るようになっている。

私たちの地域では、毎月、小学校とのふれあいの活動を行っており、地域が学校に

出向いていったり、子どもに地域福祉センターまで来てもらったりして、交流してい

る。高齢の方も率先して参加してくれる。これからは、定年退職をした男性にもっと

参加してもらいたいと思っているが、少し恥ずかしさがあるようだ。定年退職から、

四、五年経過して活動する人が多いので、県が「ボランティア活動をしませんか」と

広報すれば、皆さんが気づいてくれるのではないか。

（会長）

しんどい活動は長続きしないし、活動に関わるきっかけに楽しみがないとなかなか

入っていけない。活動に関わって取り組んだ結果、その人なりの成果や充足感がなけ

れば、くたびれてしまう。そういうものを作り出していかなければならない。資料３

の「意識啓発の充実」について、地域の人を巻き込んで地域安全まちづくり活動を広

げ、その活動をレベルアップする、という問題意識が、もう少しダイレクトに出るよ

うにすればよいのではないか。抽象的な話では、地域にうまく伝わらない。

（Ｊ委員）

いろいろな意見が出ているが、いきいきと防犯活動をやっていこうという元気が出

てこない。犯罪はいつ起こるかわからないので、今の状態では警察自体が疲弊してし

まう。また、行政は突出することができないので、何かアイデアが出ても、実行でき

ないことがある。そうであれば、女性の力をもっと活用すべきではないか。男性は、

名誉、肩書きを考えるので、どうしても安全・無事の方向を向いてしまう。そこを打

破するために、女性の能力を活用すればよい。

防犯活動に付加価値を付けるとすれば、「脳活防犯」をどういう形で実践していく

のかを考えてみればよい。犯罪を犯しそうな層のところに入っていくことが、最も金

がかからない方法ではないか。犯罪を目測しているところに行って聞き取りを行うな

ど、巡回防犯活動を行う。ほかにも、犯罪者が一番多くいる刑務所に行って話を聞く
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とか、あまり金をかけずに、いろいろな形で防犯活動にフィードバックできることが

あるのではないか。

（Ｋ委員）

安全意識を高める唯一で最大の方法は、継続的に意識することである。あそこが危

ないと言われたら、誰もがそう思うが、それを常に意識できるかどうかは、継続的に

情報をインプットするか、考える機会を持つしかできないのではないか。護身術を教

えて欲しいと言われることがあり、それを教えることは簡単であるが、実際に危険な

目に遭ったときには全く使えない。きちんとマスターすれば、非力な人でも大きな大

人を倒すことができるが、そこまでになるには、たとえ５分でも毎日やらないといけ

ない。継続が大事である。例えば、学校のホームルームを活用して、継続的に、長い

スパンで安全意識の効果が出るように、教育プログラムを取り入れることを検討して

もらいたい。

このようなことを踏まえて、大人のモラル向上についても考えてみたい。最近、子

どもが地域に出て行くときには、大人も一緒に行かなければならないものが多い。防

犯を考える際にも、大人を引っ張り出して、さりげない形で一緒に防犯教育をしてし

まえばよい。自助・公助・共助という言葉がある。今の風潮では、公助についてはもっ

と頑張れと批判されるが、自助や公序をしっかりやれと言われることはない。かつて、

ケネディ大統領は、「国があなたのために何ができるかを問うより、あなたが国のた

めに何を行うことができるかを問うて欲しい」という所信表明演説を行っているが、

今は、そんなことを言うリーダーはいないのではないか。あなたたちも頑張りなさい

とは、なかなか言いにくいので、子どもに対して何か教育する際に、ついでに大人に

も来てもらえばよいのである。先日、県の家庭施策に関する大会で、家庭で決めたルー

ルを広くお披露目したとのことなので、県民運動として、大人と子どもが決めた家庭

のルールを守り、カレンダーにチェックを入れるなどして、大人も何かをするという

プログラムを、さりげない形でとり入れていけばよいのではないか。

（Ｌ委員）

過疎地域では、かつては集団登下校が可能であったが、最近は子どもの数が少なく

なり、集団登下校ができないという課題がある。特に、下校時には子どもが一人にな

ることが多いので、ケーブルテレビを活用して、地域の方々に下校時間を知らせて、

子どもの見守り活動をしてもらっており、大変うまくいっている。

中山間地域では移動手段として車が不可欠であり、最近では、車上狙いのほか、ス

トーカーの被害が増加している。そこで、まちづくり防犯グループの方が、車に「防

犯パトロール中」という表示をして町内を走り回ってくれており、防犯上の大きな役

割を果たしてくれている。面積が広く、一人暮らしの高齢者が多いという実態の中で、

しっかりと防犯を行うためには、地域で頑張ってもらうしかないと思っている。

（会長）

中山間地域では、面積が広く、人口が減少している中で高齢者の割合が高く、移動

手段として車が不可欠である。そのような状況のもとで、どのように防犯に取り組ん
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でいくのか、という都市部とは違った難しさがある。地域によって取組が違うので、

今後の課題として推進計画に反映させる必要がある。

（Ｍ委員）

地域安全まちづくりをはじめ、家庭教育・社会教育等の事業を行う中で講演会等を

開催しても、こちらが参加して欲しい人と考えている人がなかなか参加してくれない。

このような人に参加してもらえるような仕組みを考えないといけない。金の使い方に

関する意見があったが、親から子、先輩から後輩、地域の年輩から年少に伝えていく

ことが重要だと思うので、そういうところに金を使っていけばよいのではないか。

（会長）

日頃感じている課題を聞くと大変だなあという思いになる。他方で、こういうこと

をしたらどうか、というアイデアも結構もらった。推進計画を読んだ人が、フットワー

クが軽くなり、元気が出るような計画にしないといけないのかな、というのが全体を

通じての私の感想である。

薬物、若い女性、犯罪被害者等、これまでにあまり重点を置いてこなかった部分を

どう計画に入れ込むのかという問題、地域と関係機関が一緒に議論するための場づく

りの問題、地域に対する支援の仕方、お金の出し方、地域が動きやすくするために地

域が何を求めているかということを再検討する問題がある。「産めよ増やせよ」では

なく、「レベルアップ」させていくことも考えなければならない。

安全の意識は、持っているつもりでも、少しずつ薄れていくところがある。常に意

識をリフレッシュしていかなければならない。活動に関われば楽しさがあり、その楽

しさは、関わっていくほどに多様なものが感じられるような地域の取組があって欲し

いし、それを警察や行政がどのように支援できるかということである。

本日の議論をまとめると、エネルギーが出てくるような推進計画を作っていくとい

うことになるのではないか。

以上で、本日の審議会を終了する。


