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１ はじめに

兵庫県では、地域安全まちづくり条例（平成18年４月施行）に基づき、県の支援施策を総合的・

計画的に実施する「地域安全まちづくり推進計画」（計画期間：平成19～21年度）を策定し、「安全

で安心な兵庫の実現」を図るため、全庁をあげた取組がなされてきました。

このような状況の下で、地域の安全は地域自らが確保しようと、県内各地で「まちづくり防犯グ

ループ」が数多く結成されたほか、地域安全まちづくり活動の先導役である「地域安全まちづくり

推進員」の委嘱や事業所における防犯責任者の設置が進むなど、各地域の実情に応じた地域安全ま

ちづくり活動が展開されています。これらの活動を通じて、刑法犯認知件数が毎年減少するなどの

成果をあげているほか、地域社会のきずなが強まるなどの成果も得られつつあります。

このように、県内各地で多彩な活動が展開され、その活動基盤も整備されつつある一方で、活動

者の高齢化・固定化が顕在化するほか、犯罪情勢では、子どもや女性が被害者となる犯罪が後を絶

たず、薬物乱用の拡大・低年齢化などが大きな社会問題になっています。

このたび、第１期推進計画の計画期間が終了することに伴い、第２期推進計画の策定について当

審議会に諮問がなされましたが、当審議会では、第１期推進計画に盛り込まれた施策の進捗状況を

踏まえつつ、計画制定後の状況の変化等を勘案し、第２期推進計画（案）に係る答申をとりまとめ

ました。

２ 第２期推進計画（案）の考え方

(1) 基本的方向

刑法犯認知件数が減少を続けるなど、一定の効果をあげていることから、第１期推進計画を

さらに着実に進めていくこととしますが、一方で、第１期推進計画の期間中に生じた、地域安

全まちづくりを取り巻く状況の変化にも対応しなければなりません。

そこで、基本的な枠組みは第１期推進計画のままとしつつ、取り巻く状況の変化に対応する

個別の施策を盛り込んでいくものとしました。

ア 地域安全まちづくり活動の支援（第１の柱）に関する新たな対応

○ これまで地域活動に関心を持たなかった、あるいは、他の地域活動に取り組んでいたが

地域安全まちづくり活動には関心が低かった県民の意識高揚と参画の促進に努めます。

○ 民間支援団体との連携により、地域における犯罪被害者等支援に関する理解を促進しま

す。

イ 子ども、高齢者等の安全確保の支援（第２の柱）に関する新たな対応

○ 子どもや女性が被害者となる犯罪を起こさせないための取組や、違法薬物の使用が地域

で拡大しないための地域や家庭での取組を促進します。

ウ 防犯に配慮した施設の管理・整備の支援（第３の柱）に関する新たな対応

○ 地域が実情に応じて取り組む防犯設備の整備を支援する取組を促進します。

(2) 計画期間

施策を総合的、計画的に推進しつつ、社会経済情勢や犯罪情勢の変化にも柔軟かつ弾力的に
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対応するため、第１期と同様３か年（平成22～24年度）としました。

(3) 目標設定

地域安全まちづくり活動に対する県の具体的な支援施策を計画的に実施するため、第１期に

引き続き、県として実施すべき活動指標（アウトプット指標）をそれぞれの施策に可能な限り

盛り込み、計画全体の基本目標や達成度を明らかにするための成果指標（アウトカム指標）を

設定しました。

(4) 評価・検証

活動指標の達成状況及び事業の進捗状況を確認するため、毎年度的確な評価・検証を行い、

次年度の施策に反映するほか、計画期間満了後には成果指標の達成状況の検証を行うことを明

確にしました。

３ 推進計画の全体構成

３ 推進計画（全文）

別紙のとおり

Ⅰ はじめに

Ⅱ 地域安全まちづくり これまでの取組と取り巻く状況
１ これまでの取組と成果
２ 取り巻く状況の変化

Ⅲ 第２期推進計画
１ 第２期推進計画に向けて
２ 第２期推進計画の姿
(1) 基本理念

「人と人、人と地域のきずなを強め、地域社会の力を基本として、安全に安心して暮らすこ
とができる元気な兵庫の実現を目指す。」

(2) 基本的方向
第１の柱 地域安全まちづくり活動の支援（条例第７条に対応）
行動１ 県民意識の高揚
行動２ 地域ぐるみの活動の促進

第２の柱 子ども、高齢者等の安全確保の支援（条例第８条に対応）
行動３ 地域で取り組む見守り活動の推進
行動４ 安全に関する対応能力の向上
行動５ 豊かなこころの育成

第３の柱 防犯に配慮した施設の管理・整備の支援（条例第９～10条に対応）
行動６ 防犯に配慮した施設の管理等の取組
行動７ 防犯に配慮した基盤の整備

(3) 計画期間
(4) 目標設定
(5) 評価・検証

Ⅳ 推進方策
（「支援施策の３本柱」と「７つの行動」ごとに具体施策を整理）

Ⅴ 推進体制



別 紙

地域安全まちづくり推進計画

（第２期）

（案）

兵庫県
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地域安全まちづくり推進計画の策定

１ 「地域安全まちづくり」とは

地域の皆さんが、自らの生命や財産に対して危害を受ける不安を覚えることなく、安

全に安心して暮らすことができる地域社会の実現（＝安全で安心な兵庫の実現）を「地

域安全まちづくり」と呼んでいます。

２ 参画と協働による地域安全まちづくり

この地域安全まちづくりは、地域社会のすべての構成員の願いであり、実現するには、

県民一人ひとり、自治会等の地縁団体、ボランティア団体その他の団体及び事業者が相

互に連携を図り、地域の実情に応じた取組に参画し、協働して取り組むことが必要です。

この、犯罪の防止をはじめとする安全で快適な暮らしを実現するための活動を「地域安

全まちづくり活動」と呼んでいます。

３ ソフト、ハード両面での総合的な取組

地域安全まちづくりを進めるためには、犯罪者を検挙することに加えて、犯罪を企て

ようとする者に犯罪の機会を与えないことで、犯罪を未然に防止しようという考え方

（＝犯罪機会論）を取り入れることが効果的と言われています。

そのため、落書きや不法投棄ゴミを放置しないなどのソフト面での取組と、住宅や道

路、公園の構造を防犯に配慮したものにするハード面での環境整備（＝防犯環境設計）

をバランス良く取り入れ、地域全体で総合的に取り組むことが大切です。

４ 地域安全まちづくり推進計画の策定

県は地域安全まちづくり条例で、県民の皆さんの活動への支援施策を、総合的・計画

的に実施するため、「推進計画」を策定することとしています。

平成19年５月に定めた地域安全まちづくり推進計画は、社会情勢の変化等に対応する

ため、平成21年度までの３カ年の計画としていましたので、このたび、第２期の推進計

画を策定しました。

Ⅰ はじめに

地域安全まちづくり

パトロール等の活動

（ソフト面での取組）

防犯に配慮した環境

整備等

（ハード面での取組）
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１ これまでの取組と成果

(1)地域安全まちづくり条例策定以前

兵庫県における犯罪発生状況（刑法犯認知件数）は、平成８年から増加の一途

をたどり、平成１４年には戦後最多となる約１６万４千件を記録しました。

このような状況を受けて、「地域の安全は地域で守ろう」と県民の皆さんによる

自主的な活動が盛んになりました。

そこで、県では、県警察による取組を強化するとともに、平成１８年４月には、

地域安全まちづくりの基本理念のほか、県民の皆さんに期待する役割や県の責務、

県民の皆さんに対する県の支援施策などを定めた「地域安全まちづくり条例」を

施行し、県民の皆さんとのパートナーシップを築き、「地域社会の力」を基本とし

た取組を進めることとしました。

(2)指針及び地域安全まちづくり推進計画の策定

この条例を受けて、平成１９年３月には、県民の皆さんが取り組む地域安全ま

ちづくり活動の参考となるよう、４つの「指針」（※１）を策定しています。

※１「子どもの安全を確保するための活動及び措置に関する指針」

「犯罪の防止に配慮した住宅及び住宅地の構造、設備に関する指針」

「犯罪の防止に配慮した深夜営業店舗に係る措置に関する指針」

「犯罪の防止に配慮した道路等の構造、設備等に関する指針」

また、条例に基づいて策定した「地域安全まちづくり推進計画」（平成１９年５

月策定）に従って、「地域社会の力を基本とした安全・安心の兵庫の実現」を基本

理念に、「地域安全まちづくり活動への支援」や「子ども、高齢者等の安全確保の

支援」、「防犯に配慮した施設の管理・整備の支援」に総合的に取り組んできまし

た。

Ⅱ 地域安全まちづくり これまでの取組ととりまく状況
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(3) 成果

推進計画に基づく施策の効果を検証し、適切な評価と今後の展開につなげて

いくため、推進計画に成果指標（アウトカム指標）を設定し、また、個別の施

策を計画的に進めるための活動指標（アウトプット指標）を盛り込みました。

＜成果指標＞

○ 刑法犯認知件数の減少

【目標】

計画期間が終了する平成２１年までの今後３年間で、刑法

犯認知件数を２０％減少させる。

【成果】

平成１８年 113,320 件 → 平成２１年 90,671 件

（△20.0％）

○ 安全・安心な地域環境の創造の認識の向上

【目標】

計画期間が終了する平成２１年までの今後３年間で、安

全・安心なまちづくり活動や地域環境の整備が進んでいる

と認識している県民の割合を２０％増加させる。

【成果】

「安全・安心なまちづくり活動や地域環境の整備が進んで

いる」と認識している県民の割合（「美しい兵庫指標」）

平成１９年 71.5％ → 平成２１年 70.0％
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① 刑法犯認知件数の減少

「地域の安全は地域で守る」との思いから、県内各地で県民の皆さんによる自

主的な防犯活動団体が結成されました。これらの団体の多くは、登下校時の見守

り活動や防犯パトロールに取り組んでいますが、門灯点灯運動や危険箇所点検、

あいさつ運動など、活動を広げている団体もあります。

これら地域における活動の充実と、県警察による検挙活動などの強化により、

平成 21年の刑法犯認知件数は、平成 14年から７年連続して減少し、90,671 件に

なり、計画着手前の平成18年の 113,320件に比べて20％減少しました。
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兵庫県内における刑法犯認知件数の推移

街頭犯罪 侵入犯罪 その他の刑法犯

② 環境の整備など安全・安心なまちづくり

単にパトロールなどの防犯活動だけに取り組むのではなく、地域において、環

境の整備も含めた安全・安心なまちづくり活動の取組が進んでいくことが大切で

あると考え、もうひとつの成果指標として、「安全・安心な地域環境の創造の認識

の向上」を設定しました。地域住民の方々による揃いのジャンパー等を着用した

防犯パトロールが行われたほか、住宅や道路、公園などが犯罪の防止に配慮した

構造に変わりつつあります。アンケート調査「美しい兵庫指標」によれば、「安全・

安心なまちづくり活動や地域環境の整備が進んでいると認識」している県民の割

合は、平成19年以降、約７割で推移しています。
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＜活動指標＞

活動指標の達成状況は次のとおりです。数値目標を概ね達成していますが、一部

に社会経済情勢の変化などから、目標数値に届いていないものもあります。

１ 地域安全まちづくり活動の支援

項 目 目 標 実 績

防犯活動通信の発行部数 (H20) 10,000部 (H21) 10,000部

まちづくり防犯グループの結成数 (H19) 2,700団体 (H22.2) 2,349団体

地域安全活動連携推進事業によるネットワーク数 (H19)  830ﾈｯﾄﾜｰｸ (H22.2) 479ﾈｯﾄﾜｰｸ

地域づくり活動応援事業累計助成対象件数 (H21) 3,390団体 (H21) 2,878団体

地域安全まちづくり推進員委嘱者数 (H19) 2,500人 (H22.2) 1,650人

２ 子ども、高齢者等の安全確保の支援

項 目 目 標 実 績

子育てネットワーク数
(H19)全小学校区にお

いて立ち上げ 
(H21)全小学校区にお

いて立ち上げ 

青少年育成スクラム加盟店数 (H21) 100,000店 (H21.7)  95,323店

子どもの冒険ひろば数 (H19) 360カ所 (H21.12) 428カ所 

若者ゆうゆう広場数 (H20) 60カ所 (H21.12) 43カ所 

ＰＴＣＡ活動支援事業地区別研究大会延参加者数 (H21) 100,000人 (H20) 80,000人

地域教育推進会議延参加者数 (H21) 25,000人 (H20) 83,786人

民生委員による１人当り活動日数 (H19) 135日 (H20) 137日

ＤＶ被害者の緊急一時保護委託施設数 (H20) 20施設 (H22.2) 20施設

「子どもを守る110番の家（店）」の周知を図るための

ウォーク・ラリーの小学校全クラス実施率
(H19) 100％ (H21.12) 64％

全小学校における体験型環境学習の実施率 (H21) 100％ (H21) 100％

３ 防犯に配慮した施設の管理・整備の支援

項 目 目 標 実 績

防犯責任者設置事業所数 (H20)5,000事業所 (H21.2) 8,404事業所

防犯優良マンションの延べ認定件数 (H21) 150件 (H21.12) 6件

青少年育成スクラム加盟店数【再掲】 (H21) 100,000店 (H21.7) 95,323店

違反広告物はがし隊認定数 (H21) 140団体 (H21.11) 324団体



9

２ とりまく状況の変化

(1)活動基盤と地域事情

県内自治会区域の約 84％にあたる 8,680 単位自治会を活動区域とする 2,351

のまちづくり防犯グループが結成（平成21年 10月末現在）されています。他の

防犯ボランティア団体による活動のほか、事業所防犯責任者の設置や地域安全ま

ちづくり推進員の委嘱等も進み、県内各地域で防犯活動の基盤が概ね整ってきま

した。

これら地域活動を活性化し、継続するために有効な活動拠点として各地に「県

民交流広場」が整備されています。既に全小学校区の約６割に上る地域で整備が

進んでおり、地域活動の基盤、拠点づくりが着実に進み、地域の防犯力は高まっ

てきたと言えます。

しかしながら、それぞれの地域では悩みを抱えています。

① 活動参加者の確保

一部のまちづくり防犯グループでは、活動参加者の高齢化や固定化が進ん

でいます。毎日の地道な活動を定着させ持続していくには、活動に参加する

人数を増加させ、あるいは防犯設備を充実させることなどにより、参加者一

人ひとりの負担を減らすことが望まれます。

【まちづくり防犯グループで防犯活動に参加する年代】

調査年月 40歳未満 40～50歳代 60歳台 70歳以上

平成19年 2月 4.1％ 20.3％ 63.9％ 11.7％

平成20年 1月 3.3％ 17.8％ 64.9％ 14.0％

平成21年 1月 3.5％ 13.8％ 63.5％ 19.2％

※ まちづくり防犯グループへのアンケートにおいて、防犯活動への参加が「一番多い年
代」と回答したグループの比率。

【まちづくり防犯グループのグループ員の人数】

調査年月 10人以下 11人以上20人以下 21人以上

平成19年 2月 13.2％ 28.7％ 58.1％

平成20年 1月 22.4％ 25.7％ 52.0％

平成21年 1月 26.6％ 26.6％ 46.7％

※ まちづくり防犯グループへのアンケートにおいて、防犯グループのグループ員の人数
を回答したグループの比率。

② 地域事情

人口が密集している都市部と広域で過疎化や高齢化が進む中山間地域、あ
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るいは、都市部でも高齢者が多い地域と多様な年齢層が住まう地域とでは活

動参加人数や活動拠点、活動方法などに大きな差が生まれています。活動の

持続や活性化のため、地域の実情に応じた支援を工夫することが必要になっ

ています。

(2)犯罪情勢

先に見たように、刑法犯認知件数は７年連続で減少していますが、平成に入

って最も少なかった平成 7 年に比べると約 1.4 倍であり、依然として高い水準

にあり、さらに一層取組を強化する必要があります。

【本県の刑法犯認知件数】

平成７年 平成15年 平成16年 平成17年平成18年 平成19年平成20年平成21年

刑法犯認知件数 63,586 153,080 135,119 121,539 113,320 107,378 97,527 90,671

指数（平成７年＝100） 100 241 212 191 178 169 153 143

街頭・侵入犯罪の割合 75.1％ 75.4％ 71.0％ 68.2％ 65.3％ 65.3％ 64.8％ 65.3％

（兵庫県警察本部調べ）

地域安全まちづくりを進める上で、注目すべき犯罪情勢の変化として、次の

ような点があります。

① 子どもや女性が被害者となる犯罪

子どもや女性を対象にした犯罪などは、増減を繰り返しながらもほぼ横ば

い状態で、減少していません。こうした犯罪は、被害者等の心身に深い傷を

残す卑劣な犯行であり、許すことができません。ひったくりや振り込め詐欺

など、女性や高齢者が狙われる犯罪も後を絶ちません。これらの犯罪の防止

対策等を強化する必要があります。

【平成14年の認知件数を「100」とした場合の平成14年以降各年の指数】

平成14年 平成15年 平成16年 平成17年平成18年 平成19年平成20年平成21年

刑法犯認知件数総数 100.0 93.1 82.2 73.9 68.9 65.3 59.3 55.1

窃盗犯 100.0 91.3 77.8 68.5 63.1 59.3 54.4 50.4

性犯罪 100.0 90.7 91.7 87.9 113.8 97.4 98.4 94.1

（兵庫県警察本部調べ）

② 薬物乱用の拡大

成人や大学生、さらには中学生に至るまで、違法な薬物使用がマスコミ等

で再三話題になっています。これまで、薬物乱用防止のための様々な取組が
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行われていますが、地域においても何らかの取組が必要になってきたとも言

えます。薬物乱用の危険性や有害性などについて、家庭や学校、地域におけ

る継続的な啓発の取組が必要になっています。

【薬物乱用少年（覚せい剤、大麻・麻薬等）の推移】 （人）

平成19年 平成20年 平成21年

覚せい剤 17 10 10

大麻・麻薬等 13 15 38

計 30 25 48

(兵庫県警察本部調べ)

(3)犯罪被害者等支援

刑法犯認知件数が減少しているにも関わらず、依然として犯罪は発生してお

り、県民の誰もが思いもよらず犯罪被害者になる可能性があります。さらに、

被害者や遺族が周囲の人や病院・行政の窓口等での心ないひと言により「二次

的被害」を受けることが指摘されています。例外的な存在ではない犯罪被害者

等を、日常の生活の場である地域の中で、関係機関とも連携しながら支える地

域づくりが求められています。

また、裁判員制度や被害者参加制度が導入され、被害者の現状についての関

心が高まりつつある、この機会を捉えて、被害者支援に関する地域住民の理解

をさらに深めていく必要があります。平成21年 9月には、県内の民間支援団体

が公安委員会から「犯罪被害者等早期援助団体」に指定されました。被害直後

の早い段階からの「寄り添う支援」を実現するためには、地域住民や行政職員

の理解、民間支援団体など関係機関と連携した施策展開が不可欠です。

① 地域づくり

被害を受けた人が、周囲の誤解や不適切な対応により二次的被害を受ける

ことがないよう、また、孤立することなく、日常の生活の中で必要な支援を

受けることができるよう、被害者を支える地域づくりが必要です。

② 民間団体との連携

被害者のニーズは個々の事情に応じて多様で、また、時間の経過と共に変

化します。これに適切に応えるには、熱意があり専門性が高く、被害者支援

において極めて重要な役割を果たす民間支援団体の活動を支えるとともに、

関係機関が民間支援団体と緊密に連携しながら支援を実現していくことが必

要です。
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１ 第２期推進計画に向けて

安全で安心に暮らすことができる地域社会を実現するためには、自分や家族の

安全を自分で守る「自助」※１、地域の安全を地域の構成員自らが連携し、守る「共

助」※２、そして、専門的な知識の活用や情報提供などにより公的機関が地域を支

援する「公助」※３が、それぞれその役割を確実に果たし、相互に連携し、バラン

スよく展開されることが不可欠です。第１期計画もそのような考え方に基づいて

策定されています。

刑法犯認知件数が減少を続けるなど、一定の成果をあげていることから、第１

期計画をさらに着実に進めていくこととしますが、一方で、第 1 期計画の期間中

に生じた、地域安全まちづくりをとりまく状況の変化にも対応しなければなりま

せん。

そこで、基本的な枠組みは第１期計画のままとしつつ、とりまく状況の変化に

対応する個別の施策を盛り込んでいくこととします。

※ １ 事業者も含め、自らの生命や財産を守るために備え、行動する。

※ ２ 事業者も含め、地域を構成する要素が互いに連携し、行動する。

※ ３ 県・市町や警察などの公的機関が県民や事業者の活動を支援する。

２ 第２期推進計画の姿

(1)基本理念

第１期計画の基本理念を継承します。

(2)基本的方向

第１期計画に引き続き、施策を以下の３つの柱と７つの行動の類型に分類し、

総合的、計画的に取り組みます。

○ ３つの柱と７つの行動

〔第１の柱：地域安全まちづくり活動の支援〕

みんなが安全に安心して暮らすことができる地域社会を実現するた

めには、県民、地縁団体や各種団体、事業者等が相互に連携し、地域安

Ⅲ 第２期推進計画

「人と人、人と地域のきずなを強め、地域社会の力を基本として、

安全に安心して暮らすことができる元気な兵庫の実現を目指す」 
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全まちづくり活動に取り組むことが期待されています。

とりわけ、これまで地域活動に関心を持たなかった、あるいは、他の

地域活動に取り組んでいたが地域安全まちづくり活動には関心が低か

った県民の意識高揚に努める必要があります。

また、民間団体の取組と連携しながら、より一層地域での犯罪被害者

等支援についての理解を求める必要があります。

ここでは、このような県民等による取組への県の支援施策を総論的に

整理しています。

行動1 県民意識の高揚

行動２ 地域ぐるみの活動の促進

〔第２の柱：子ども、高齢者等の安全確保の支援〕

子どもや高齢者が被害者となる犯罪や声かけ事案、不審者による声か

け事案、高齢者をねらった振り込め詐欺や悪質商法等の被害が後を絶ち

ません。

とりわけ、子どもや女性が被害者となる犯罪を起こさせないための取

組や、違法薬物の使用が地域で拡大しないための地域や家庭での取組が

必要になっています。

ここでは、子どもや女性、高齢者の安全を確保するための活動の支援

施策を揚げています。

行動３ 地域で取り組む見守り活動の推進

・ 団塊世代等の地域づくり活動への参加支援

・ コミュニティの担い手育成

・ 被害者支援の必要性啓発 等

・ 防犯グループの活動促進

・ 地域リーダーのための研修機会の提供 等

・ 子どもや女性を守るパトロールの推進

・ 青少年のインターネット等の利用対策の推進

等
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行動４ 安全に関する対応能力の向上

行動５ 豊かなこころの育成

〔第３の柱：防犯に配慮した施設の管理・整備の支援〕

犯罪を効果的に予防するにはソフト面での取組だけでなく、建築や設

備等のハード面からの防犯対策を進めていく必要があります。

とりわけ、地域の実情に応じて地域が取り組む防犯設備の整備を支援

する取組が必要になっています。

ここでは、住宅・店舗等の所有者や道路・公園等の設置管理者、地域

の防犯グループ等による防犯に配慮した施設の管理・設備を支援するた

めの諸施策を揚げています。

行動６ 防犯に配慮した施設の管理等の取組

行動７ 防犯に配慮した基盤の整備

○ ４つの留意点

安全に安心して暮らすことができる元気な兵庫を、地域の実情に応じた

柔軟な施策展開をすることで実現するため、支援施策を実施する上での留

意すべきポイントとして、４つの留意点を掲げています。

〔地域の総合力の向上〕

我が国がもともと有していた治安の良さは、警察をはじめとする関係

機関の不断の取組に加え、地域社会が有する連帯感、結束力、助け合い

の精神といった点に支えられてきたことも大きかったと考えられます。

・ 学校等での防犯教室等の開催

・ 子どもの悩みを受け止める相談窓口の開設 等

・ 道路・公園・駐車（輪）場の防犯指針の普及啓発

・ 防犯カメラの設置促進 等

・ 住宅及び住宅地の防犯指針の普及啓発

・ 防犯カメラの普及啓発 等

・ 薬物乱用防止対策

・ ひょうご親学び応援プロジェクト事業の推進 等
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社会構造や価値観の変化に伴って弱体化しつつある地域の絆、地域の

連帯感を取り戻し、地域の総合力を高めていくことが、犯罪の抑止には

求められます。

このように、地域の様々な課題を解決していく力の源である地域の総

合力を高めることが必要です。

〔人づくり〕

犯罪の被害に遭わないようにするためには、県民一人ひとりが犯罪発

生状況や犯罪の手口について知識を深め、必要なノウハウ等を習得する

とともに、多くの方が地域安全まちづくり活動に取り組むことができる

よう、活動の先導的な役割を担う人材が求められます。

このように、県民一人ひとりの防犯意識を高めるとともに、地域安全

まちづくり活動のリーダーや担い手となる人材の育成が必要です

〔ネットワークづくり〕

一人ひとりの県民はもとより、地域の様々な主体が、それぞれの実情

に応じて地域安全まちづくり活動に取り組むことは大切ですが、より効

率的、効果的に実施するためには、これらの主体が相互に連携し、相乗

効果を発揮することができるしくみが求められます。

このように、県民、地縁団体その他の各種団体、事業者等が連携し、

それぞれが有する資源を共有し、協働して取り組むことができるよう、

様々な主体によるネットワークづくりが必要です。

〔活動環境の整備〕

これまでに掲げた「地域の総合力の向上」「人づくり」「ネットワーク

づくり」に向けた地域ぐるみの活動が、長期にわたり継続して取り組ま

れるためには、県民が安心して活動に取り組める基盤の整備やしくみづ

くりが求められます。

例えば、活動の拠点となる場づくりをはじめ、県民が抱える様々な悩

みを受け止める相談体制など、活動を下支えするための活動環境の整備

が必要です。

(3)計画期間

施策を総合的、計画的に推進しつつ、社会経済情勢や犯罪情勢の変化にも柔

軟かつ弾力的に対応するため、計画期間を平成２２年度～２４年度の３カ年と

します。
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(4)目標設定

施策の効果を評価するため、成果指標を設定します。

第１期計画のひとつ目の成果指標である「刑法犯認知件数の減少」は、計画

期間中に 20％減という目標を達成しました。しかしながら、戦後最低であっ

た平成７年に比べて約1.4倍であることから、引き続き減少を目標にすべきと

考え、新たな目標数値を設定します。

二つ目の成果指標である「安全・安心な地域環境の創造の認識の向上」は、

平成 19年から３年連続して 70％程度で推移しており、20％増加させるという

目標は達成できませんでした。しかしながら、地域環境の整備を含めた安全・

安心なまちづくり活動を進めるという取組は重要であることから、再度、同様

の目標数値を設定します。

○ コミュニティの担い

手育成数

○ まちづくり防犯グル

ープの結成数

○ 地域安全まちづくり

推進員委嘱者数

○ 子育て応援推進員数

○ 青少年が利用する携

帯電話の契約時のフ

ィルタリング利用率

○ くらしのヤングクリ

エーター養成数

○ 事業所防犯責任者

設置事業所数

○ 防犯優良マンショ

ン認定戸数

〔地域安全まちづくり

活動の支援〕

〔子ども、高齢者等の安

全確保の支援〕

〔防犯に配慮した施設

の管理・整備の支援〕

(5)評価・検証

施策の実施状況、課題、活動指標の達成度等をとりまとめ、毎年度その内容を

地域安全まちづくり審議会に報告して的確な評価・検証を行い、次年度の施策に

反映させます。

また、計画期間満了後には、成果指標の達成状況の検証を行います。

○ 刑法犯認知件数の減少

計画期間が終了する平成 24 年までの今後３年間で、刑法犯認知件数

を１万件、減少させる。

（戦後最高であった平成14年から半減させる。）

○ 安全・安心な地域環境の創造の認識の向上

計画期間が終了する平成 24 年までの今後３年間で、安全・安心なま

ちづくり活動や地域環境の整備が進んでいると認識している県民の

割合を２０％増加させる。

成果指標

活動指標
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地域安全まちづくりに関する県の支援施策を３つの柱、７つの行動（アクション７）

に分類して整理しています。

１ 第１の柱 地域安全まちづくり活動の支援

(1) 行動１ 県民意識の高揚

ア 地域安全まちづくり情報の提供・共有

地域安全まちづくりに対する意識を高めるため、地域の犯罪発生状況や防犯対策、

生活環境の点検・改善など、地域安全まちづくり関する情報を継続的に提供します。

そのため、テレビ・ラジオ・インターネット・県広報誌等、各種メディアを通じ

た広報啓発の一層の充実に努めるとともに、地域の様々な活動事例情報を共有でき

るよう努めます。

特に、不審者による声かけ事案等が発生していることを踏まえ、地域の身近な情

報をより早く得ることができるよう携帯電話等の情報ツールを活用した情報発信を

推進します。

（主な取組）

○ 地域安全まちづくり活動の普及啓発 （企画県民部）

犯罪が起こりにくいまちづくりを進めるために有効な取組や先進的な取組例を

大会で紹介するなど、普及啓発に努め、県民の皆さんが取り組む地域安全まちづ

くり活動の活性化を支援します。

Ⅳ 推進方策

〔取組の方向〕

年齢や性別を問わず、県民一人ひとりが防犯について知識を持ち、「地域の安

全は地域で守る」という意識を持って自律的に行動できるよう、地域安全まち

づくりに対する県民意識の高揚を図る必要があります。そのため、地域の犯罪

情勢や防犯対策に関する情報を提供して啓発を行うほか、地域安全まちづくり

に関する学習機会の充実や情報の共有を図ります。

また、団塊の世代等に対する地域安全まちづくり活動への意識啓発や、地域

活動への参加のきっかけづくりを行います。

このほか、犯罪被害者等が置かれている現状と支援の必要性や配慮すべき事

柄等について、県民の理解を促進し、被害者等を支える地域づくりを進めます。
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○ 地域の活動事例情報の共有 （企画県民部）

先進的で効果的な活動事例の情報をわかりやすい形で発信し、地域や事業者等が

情報を共有できるよう、効果的・効率的な取組方法を普及させることで、全県で

の取組活性化に役立てます。

○ 消費生活に関する情報の提供・啓発 （健康福祉部）

悪質商法等の消費者被害を未然に防止するため、情報誌の発行やメールマガジン

の発信など、消費生活に関する知識の普及啓発に努めるほか、生活科学センター

等での消費生活月間イベントなどを通じた啓発に努めます。

○ 振り込め詐欺防止に関する啓発 （警察本部）

被害件数が減少傾向にあるとはいえ、日々手口が変化するなど、予断を許さない

状況にある振り込め詐欺について、ＡＴＭ利用者への注意喚起や、地域のボラン

ティアと連携した高齢者向けの啓発など、被害防止対策に努めます。

○ 住民参加型の意見交換会による情報共有 （警察本部）

子どもや女性が被害に遭う犯罪について、警察、自治体、教育機関、そして地域

住民が、具体的に意見を交換する住民参加型意見交換会を開催し、地域安全まち

づくり情報の共有を進め、防犯意識の高揚に努めます。

○ 携帯電話等の様々な媒体を活用した広報・情報提供 （企画県民部・警察本部）

犯罪・防犯情報について、チラシや広報誌をはじめ、テレビ・ラジオ・インター

ネット・ＣＡＴＶ・防災行政無線等、幅広い広報媒体を活用した情報提供に努め

ます。

特に、ひょうご防犯ネットなど、携帯電話を活用した地域の犯罪・防犯情報のタ

イムリーな情報提供を進めます。

イ 自主防犯意識の高揚

県民一人ひとりが年齢や性別に関わらず、自主的に防犯への備えを行い、「自分の

安全は自らが守る」との意識の定着を図り、地域ぐるみの活動への参加につなげる

ため、街頭キャンペーンのほか、シンポジウム、講習会等の開催やポスター作成等

を通じて、県民意識の高揚に取り組みます。

子どもや女性を狙った犯罪が多発していることに配慮した、防犯意識を高めるた

めの取組を進めます。

さらに、県内各地域で様々な活動を行うグループを紹介するなど、仲間づくりを

応援します。
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（主な取組）

○ 防犯意識の普及啓発 （企画県民部・警察本部）

県、警察、（社）兵庫県防犯協会連合会の共催による地域安全兵庫県民大会の開

催や、まちづくり防犯グループや事業者等が集う地域安全まちづくりセミナーの

開催などにより、防犯意識を高めます。

また、防犯の日（毎月 25 日）を中心とした県内各警察署による街頭防犯キャン

ペーンや各種広報媒体を活用した広報活動を行い、自主防犯意識の啓発に努めま

す。

○ 防犯教室・講習会の開催 （企画県民部・警察本部）

犯罪に遭わないためのノウハウを習得するための防犯教室や講習会を県内各地

で開催します。

○ 仲間づくりに役立つ情報の提供 （企画県民部）

ひょうごボランタリープラザが運営する地域づくり活動情報システム「コラボネ

ット」を活用した団体情報の発信や、「ひょうごボランタリー活動支援ナビ」を

活用し“ヒト”“モノ”“資金”などの情報を提供します。

○ 防犯教材の貸し出し （警察本部）

参加・体験型の防犯教室・講習会等の開催にあたり、防犯ビデオや優良防犯機器

などの貸し出しを行います。

ウ 地域安全まちづくり活動への参加促進

少子化・高齢化の進展や人口の偏在が進む中、退職時期を迎える団塊の世代が、

地域活動の担い手候補として期待されています。これまで地域活動に関わった経験

が少ない県民が、地域活動への関心を持ち、参加へと踏み出すよう、地域活動につ

いての啓発や参加のきっかけづくりを行います。

（主な取組）

○ 団塊の世代等の地域づくり活動参加への支援 （企画県民部）

企業等と協働した退職予定者向け講座等の実施や、地域づくり活動への参加のき

っかけづくりを行うＮＰＯ団体の活動への支援を行い、団塊の世代による地域社

会での活動への参加を促進します。

○コミュニティの担い手育成 （企画県民部）

県民交流広場など地域拠点での活動を支援するコミュニティ応援隊の派遣や、団

塊の世代・シニアの広場デビュー支援事業により、コミュニティの担い手育成に

取り組みます。
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〔活動指標：コミュニティの担い手育成数

平成 21年度 5,000 人 → 平成 24年度 20,000 人〕

エ 犯罪被害者等を支える地域づくりの推進

誰もが犯罪の被害者になる可能性があります。社会の例外的な存在ではない犯罪

被害者等（犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族）が置かれている現状

と支援の必要性について、民間の支援団体と協働して県民の理解促進を図ることで、

犯罪を憎むこころを醸成し、県民、事業者、地域団体等が共に被害者等を支える地

域づくりを推進します。

（主な取組）

○ 被害者支援の必要性等の啓発、理解促進 （企画県民部・警察本部）

犯罪被害者等が置かれた現状と支援の必要性について、「犯罪被害者週間」（11

月 25 日～12 月 1 日）をはじめとする様々な機会を捉えて啓発し、県民の理解促

進を図ります。

また、犯罪被害者給付制度について、ポスターやチラシ等、各種広報媒体を活用

して広報するとともに、学校等において「命の大切さを学ぶ授業」に取り組み、

若者の理解を深めます。

○ 民間支援団体と連携した支援の促進 （企画県民部・警察本部）

犯罪被害者支援の中で重要な役割を果たす民間支援団体（早期援助団体）への事

業助成や委託を行うなど、民間支援団体と県・市町が連携した支援の促進を図り

ます。

○ 相談体制の充実 （企画県民部・健康福祉部・警察本部）

県警本部が専用電話や面談で相談に応じるほか、民間支援団体と連携した相談、

健康福祉事務所で精神科医や保健師等が相談に応じる「こころのケア相談」等で

被害者の相談に応じます。

また、兵庫県こころのケアセンターでは、トラウマ・ＰＴＳＤ等の専門的な相談、

診療を行います。

相談に応じる際の心構えや各種相談窓口等を掲載した支援ハンドブックを配布

し、専門施策が連携した相談の実現に役立てます。

○ 被害者支援に関わる関係機関の連携 （企画県民部・警察本部）

国、県、市、各種団体で構成する兵庫県被害者支援連絡協議会などでの、関係団

体のスムーズな情報交換を行い、各種団体が相互に連携し、協働した支援の実現

を目指します。



21

(2) 行動２ 地域ぐるみの活動の促進

ア 地域における自主防犯組織の活動促進

「地域の安全は地域自らが守る」との考え方のもと、地域で結成された自主防犯

組織が、地域の実情に応じて創意工夫に富んだ取組を展開できるよう支援するとと

もに、これらの組織が相互に連携し、より効率的に活動を続けられるよう応援しま

す。

（主な取組）

○ まちづくり防犯グループの活動促進 （企画県民部・警察本部）

犯罪・防犯情報の提供や合同パトロールの実施、防犯活動用品の配布などを行い、

地域の自主防犯組織である「まちづくり防犯グループ」の自立的・継続的な活動

を支援します。

〔活動指標：まちづくり防犯グループの結成数

平成21年度 2,350団体 → 平成24年度 2,500団体〕

○ 地域住民による自主防犯活動の促進 （警察本部）

地域での自主防犯活動への参加のきっかけづくりである「ご近所の防犯運動」、

地域住民と交番・派出所との架け橋である「地域ふれあいの会」の活動等を促進

し、青色防犯パトロールへの取組支援や合同パトロール、危険箇所点検などを進

めます。

イ 様々な主体による活動の促進・連携や協議の場づくり

自治会（町内会）、婦人会、老人クラブや防犯協会をはじめ、青少年団体、事業者、

特定非営利活動法人など、様々な団体による地域安全まちづくり活動の取組がよ

り効果的に展開されるよう応援するとともに、相互に連携し、活動範囲の拡大や

活動内容の重点化などを実現することができるよう協議の場づくりを進めます。

〔取組の方向〕

県民、事業者、地縁団体等による自主的な地域安全まちづくり活動がさらに

活性化し、また、様々な団体の協議の場づくりを進めることで交流の輪が広が

り、活動が継続的に行われるよう応援します。

また、そうした活動のキーパーソンとなる人材を養成します。
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（主な取組）

○ 各種団体との連携のきっかけづくり （企画県民部）

県内で防犯活動に取り組む団体が集う県民大会や、まちづくり防犯グループや事

業者が集う地域安全まちづくりセミナーを活用して、それぞれの団体の活動につ

いて相互理解を深めるとともに、ＰＴＡや青少年団体などとの連携につながる協

議や意見交換の場づくりに努めます。

○ 県民交流広場事業の展開 （企画県民部）

概ね小学校区程度の身近な地域を舞台に、防犯や子育てなど多彩な分野で地域住

民一人ひとりが実践活動や交流、情報発信などに取り組むことができるような活

動の場づくりを支援します。コミュニティの担い手づくり育成を進めるほか、広

場関係者が情報を交換し、相互に支え合い、活動を継続できるよう広場事業のネ

ットワーク化も支援します。

○ 仲間づくりに役立つ情報の提供【再掲】

ひょうごボランタリープラザが運営する地域づくり活動情報システム「コラボネ

ット」を活用した団体情報の発信や、「ひょうごボランタリー活動支援ナビ」を

活用し“ヒト”“モノ”“資金”などの情報を提供します。

○ 活動に必要な財政的基盤の充実 （企画県民部）

地域団体が提案する、地域をよりよくするための様々な取組の企画に対して、各

県民局ブロックごとに助成する応援事業を実施するほか、ひょうごボランタリー

基金助成等による適切な支援を行います。

〔活動指標：地域づくり活動応援事業延べ助成件数

平成 21年度 200 件 → 平成 21～24年度累計 800件〕

○ ＮＰＯと行政の協働事業の促進 （企画県民部）

地域の様々な課題をＮＰＯと行政が協働して解決するための会議の開催や、活動

資金の助成を通じて、ＮＰＯと行政の協働事業を促進します。

○ 関係機関・団体との防犯ネットワークの構築 （警察本部）

新聞販売店やタクシー業者等、街頭で業務に従事する機会が多い事業者等と連携

し、日常の事業活動に合わせたパトロールの実施と、不審者（物）を発見した場

合の 110 番通報の取組を進めます。

また、地域どうしの連携や、行政・事業者と地域が連携した取組について、情報

交換や意識高揚に努めます。
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ウ 地域のリーダーたる人材の養成

地域安全まちづくり活動の定着、発展には、その原動力となる強いリーダーシッ

プを有する人材が必要です。そのため、率先して活動に取り組み、活動の継続と定

着を図る中心的存在であるリーダーがその能力を高めるための研修機会や学習の場

を設けます。

（主な取組）

○ 地域安全まちづくり推進員の設置 （企画県民部）

地域安全まちづくり活動に自ら取り組み、活動を先導するリーダーである「地域

安全まちづくり推進員」の委嘱を進めるとともに、地域安全まちづくり活動に関

する知識と行動力を高める研修の場を設け、情報提供を行うなど、その資質向上

に努めます。

〔活動指標：地域安全まちづくり推進員委嘱者数

平成 21年度 1,650 人 → 平成 24年度 2,500 人〕

○ 地域のリーダーのための研修機会の提供 （企画県民部）

地域安全まちづくり推進員など、地域の活動リーダーを対象にしたセミナー等の

研修の場を設けるなど、新たな知識や先進的な情報等を得る研修機会づくりに取

り組み、さらなる実践力の向上を図ります。

エ 活動に貢献した個人・団体への表彰

地域安全まちづくり活動の模範となる個人あるいは団体を評価、表彰することを

通じて、活動に対する意欲の高揚を図ります。

（主な取組）

○ 各種表彰制度の適切な運用 （企画県民部・警察本部）

地域安全まちづくり活動に著しい功績があった団体等を表彰する「ひょうご地域

安全まちづくり活動賞」や、地域の安全に貢献した個人・団体を顕彰する警察本

部長感謝状をはじめ、永年にわたりボランタリー活動を実践している個人等を表

彰する「ひょうご県民ボランタリー活動賞」など各種制度を活用し、積極的に顕

彰することで、活動意欲の高揚を図ります。
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２ 第２の柱 子ども、高齢者等の安全確保の支援

(1) 行動３ 地域で取り組む見守り活動の推進

ア 地域協働による子どもや女性の安全確保

子どもや女性が被害者となる凶悪な犯罪が全国で相次いで発生していることに加

え、不審者による声かけ事案等も発生しています。通学路や住宅街など身近なとこ

ろで被害に遭う例もあることから、学校、保護者、地域住民が連携し、地域協働に

よる取組を促進します。

（主な取組）

○ 子どもの安全を確保するための指針の普及啓発

（企画県民部・健康福祉部・教育委員会）

学校や通学路等での子どもの安全を守るための取り組みのあり方を示した「子ど

もの安全を守るための活動及び措置に関する指針」パンフレットを配布するとと

もに、指針の内容について会議での啓発や、ホームページへの掲載などで普及啓

発し、保護者や地域団体などと連携した子どもの安全確保の取組を推進します。

○ 登下校時における子どもの見守り活動の推進 （企画県民部）

「まちづくり防犯グループ」の約７割で実施されている登下校時の見守り活動が

さらに広がるよう、また、参加者が増え、活発な活動が継続されるよう、活動状

況や成果の広報啓発に努めます。

○ 子どもや女性を守る防犯パトロールの推進 （企画県民部）

地域の自主防犯活動団体へ、効果的なパトロールの方法等についての情報提供な

どを行い、パトロールの活性化に努めます。

○ 子育て応援ネットの推進 （健康福祉部）

地域の女性団体等が中心となって、市町ごとにネットワークを組織し、子育て家

庭応援推進員等が子どもの登下校時の見守りや声かけなどを行う子育て家庭応

援運動や、子育て家庭の親子が発するＳＯＳをキャッチして関係機関につなぐＳ

ＯＳキャッチ活動を推進します。

〔取組の方向〕

地域ぐるみで子ども・女性・高齢者等を見守ろうとする取組の機運を醸成し、

見守り活動やパトロール活動を推進するとともに、問題が発生した場合に即応

できる体制を整備します。

また、子どもの健全育成にふさわしい環境づくりを応援します。
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〔活動指標：子育て応援推進員数

平成 21年度 1,647 人 → 平成 24年度 2,600 人〕

（12月末）

○ 高齢者による子ども見守り活動の充実 （健康福祉部）

子どもとの体験交流による子育て支援活動や、地域での子どもの見守り活動など

老人クラブが行う取組を支援します。

○ ユニバーサル社会づくり推進地区の整備 （県土整備部）

誰もが地域社会の一員として安心して暮らし、元気に活動できるユニバーサル社

会づくりの推進地区を指定し、高齢者や障害者等の社会活動への参加をソフト・

ハード両面から支援します。

○ 地域ぐるみの学校安全体制の整備 （教育委員会）

防犯の専門家である地域学校安全指導員（スクールガード・リーダー）による小

学校や通学路の巡回指導や、地域の学校安全ボランティア（スクールガード）へ

の指導を行い、地域と連携した実践的で効果的な学校安全体制づくりを進めます。

○ 子どもを守る 110 番の家の効果的運用 （警察本部）

地域住民や事業所等と連携し、被害に遭い又は遭いそうになった子どもの緊急避

難場所として設置している子どもを守る 110番の家について、その運用の活性化

に努めます。

○ 子どもの安全を守る設備等の整備 （警察本部）

学校に不審者が侵入した際に被害の拡大を防ぐために学校と警察を結ぶ「県警ホ

ットライン」や、緊急情報を学校等に伝える「学校緊急通報制度」などの充実に

努めます。

また、地域住民が行うパトロールや子どもの見守り活動を補完するために防犯カ

メラを設置・運営した場合の、成果や課題について評価・検証を行い、防犯カメ

ラ等子どもの安全を守る設備等の整備を促進します。

イ 子どもの健全育成に適した環境づくり

「地域の子どもは地域で守り育てる」との考え方のもと、地域住民の温かい眼差

しを受けながら、子どもが犯罪等に巻き込まれることなく、安全に安心して成長で

きる環境づくりに努めます。

（主な取組）

○ 青少年を守り育てる県民スクラム運動の展開 （企画県民部）

地域、学校、事業者、行政等が、複雑・多様化する青少年問題への対応策を協議
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する「青少年育成スクラム会議」を開催し、関係者が連携して、青少年を取り巻

く良好な環境づくりを進めます。

○ 青少年のインターネット等の利用対策の推進 （企画県民部）

青少年愛護条例の趣旨を踏まえ、広く県民、事業者等との協働により、携帯電話・

インターネットの安全な利用に関する啓発活動「有害情報対策キャンペーン」を

実施するなど、インターネット上の有害情報から青少年を守る取組を進めます。

〔活動指標：青少年が利用する携帯電話の契約時におけるフィルタリング利用率

平成２１年度 ６３．５％ → 平成２４年度 ７１．５％〕

○ ひろば事業の展開 （企画県民部・健康福祉部）

子どもたちが自由な発想でのびのびと遊ぶことができる「子どもの冒険ひろば」、

若者が気軽に立ち寄り交流する「若者ゆうゆう広場」、子育て中の親子が気軽に

集い、子育ての悩みを話し合い情報交換ができる「まちの子育てひろば」の活動

を進め、地域の中で、子どもや若者を見守る取組を進めます。

〔活動指標：子どもの冒険ひろば年間利用者数

平成 21年度 累計 70,000 人 → 平成 24年度 累計 280,000 人〕

〔活動指標：若者ゆうゆう広場年間利用者数

平成21年度 累計 100,000人 → 平成24年度 累計 400,000人〕

〔活動指標：まちの子育てひろば開設数

平成21年度 累計 1,930カ所 → 平成24年度 累計 1,980カ所〕

（1月末）

○ 学校・家庭・地域連携のしくみの構築 （教育委員会）

地域の教育課題を研究し、情報交換を行う地域教育推進会議を開催し、地域教育

推進委員による啓発などの実践活動を行うとともに、ＰＴＡを核に地域住民が参

画するＰＴＣＡ活動を進め、学校と家庭、地域が連携した仕組みづくりを進めま

す。

○ ひょうご放課後プラン事業「子ども教室型」の推進 （教育委員会）

小学校の余裕教室や地域の社会教育施設等を活用し、子ども達が地域の大人と一

緒にスポーツや文化活動など様々な体験活動や交流活動を体験できる取組を進

めます。
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○ 少年サポートセンターの運営 （警察本部）

少年補導職員や警察官が関係機関と連携しながら青少年への指導や相談に応じ

る少年サポートセンターを県下各地で運営します。

○ 「出会い系サイト」への対応 （警察本部）

非行防止教室、街頭キャンペーンなどにおいて、「出会い系サイト」の危険性を

訴えるとともに、少年及び保護者に対してフィルタリングの導入を働きかけます。

ウ 家庭等における安全の確保

高齢者が犯罪に巻き込まれることなく、あるいは、矯正施設で罪を償った高齢者

等が再び犯罪を起こすことなく、住み慣れた家庭や地域で安心して暮らしを続ける

ことができるよう、見守り活動を推進します。

また、家庭などにおける児童虐待やＤＶ、高齢者虐待への対処や、自殺死亡者を

増やさないために、市町と連携しながら、総合的に対応できる体制づくりを進めま

す。

（主な取組）

○ 高齢者等の見守り活動の展開 （健康福祉部）

ひとり暮らしや寝たきりの高齢者に対する民生委員やＬＳＡ（生活援助員）によ

る見守りや安否確認等を、引き続き緊密に行います。

また、これらの見守り活動と警察をつなぐ仕組みとして虐待防止ネットワークを

構築し、県・市町の相談窓口が相談に対応できるよう、取り組みます。

さらに、矯正施設を退所した高齢者等が、その能力に応じて、地域の中で自立し

た生活を営むことができるよう、市町等と連携して支援を行います。

○ 児童虐待家庭に対する効果的な援助の実施 （健康福祉部）

子どもを虐待等から守るため、児童虐待防止２４時間ホットラインの運営やひょ

うごオレンジネットの推進など、こども家庭センターと市町、児童養護施設等関

係機関や地域が連携したネットワークの強化や見守り・相談体制の充実に、総合

的に取り組みます。

○ ＤＶ対策の推進 （健康福祉部・県土整備部）

ＤＶ対策の充実を図るため、女性家庭センターの体制強化に努めるほか、ＮＰＯ

等と連携して被害者等への啓発の強化、大学生等へのデートＤＶ防止の充実、相

談・支援関係者の研修を行うとともに、緊急一時保護委託施設の確保や県営住宅

への一時入居等を行うなど、総合的に取り組みます。

〔活動指標：ＤＶ被害者の緊急一時保護委託施設数

平成 21年度 ２０施設 → 平成 24年度 ２６施設〕
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○ 自殺予防対策の総合的な推進 （健康福祉部）

自殺死亡者を減少させるため、こころの健康対策についての地域の理解を促進す

るとともに、様々な年齢層や事案を対象にした相談体制の充実、精神疾患対策な

ど、総合的な自殺予防対策を進めます。

○ 高齢者介護等に携わる人材の養成 （健康福祉部）

関係職員の資質向上や養介護施設従事者を対象にした研修に努めます。

○ 高齢者を対象とした防犯情報の提供 （警察本部）

高齢者が被害に遭いやすい、振り込め詐欺やリフォーム詐欺等の悪質商法等に関

する情報を、様々な機会を通じて高齢者に直接提供し、防犯意識の高揚に努めま

す。
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(2) 行動４ 安全に関する対応能力の向上

ア 気軽に相談できる場づくり

子どもや女性、高齢者等が抱える、犯罪被害やその他様々な悩み事の解決や、非

行等に係る子どもの立ち直りを支援するため、専門家や専門機関が連携して、相談

者のニーズに応じた効果的な相談体制を整備します。

（主な取組）

○ 新ひょうごユースケアネット推進会議の運営 （企画県民部）

子ども・若者育成支援推進法の施行（平成 22 年 4 月 1 日）を踏まえ、保健・医

療、福祉、教育などの関係機関で構成する「ひょうごユースケアネット推進会議」

を再編し、不登校や引きこもり等の課題を抱える青少年や家庭への支援強化に努

めます。

○ くらしの安全安心サポート体制の強化 （健康福祉部）

生活科学センター等で商品やサービスに関する疑問や悪質商法等の苦情相談、製

品事故や食の不安に対する相談に応じるとともに、県弁護士会との協力による

「ひょうご安心サポートシステム」を活用し、困難事案への対応強化を図ります。

○ 子どもの悩みを受け止める相談窓口の開設 （教育委員会）

インターネット上の誹謗中傷や嫌がらせを含め、児童生徒や保護者が抱える様々

な悩みに、臨床心理士やカウンセラーが応える「ひょうごっ子悩み相談」や２４

時間いじめホットラインを設置し、相談に応じます。

○ こころの相談支援事業の実施 （教育委員会）

全ての公立中学校や拠点小学校にスクールカウンセラーを、全ての県立高等学校

にキャンパスカウンセラーを配置し、児童生徒や保護者の相談に応えます。

○ 様々な課題から学校をサポートする体制の充実 （教育委員会）

教育事務所等に警察ＯＢやスクールソーシャルワーカーなどの専門家からなる

学校支援チームを設置し、学校だけでは対応が難しい生活指導上の諸問題に、継

続的・総合的に対応します。

〔取組の方向〕

子ども・女性・高齢者等が、犯罪をはじめ、近年大きな問題となっているい

じめ問題など、日常生活において抱える様々な課題を気軽に相談できる体制を

整備するとともに、自らの身を守るための術（すべ）を身につけることができ

るよう、学習機会の充実を図ります。
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○ 犯罪等各種事案への相談対応 （警察本部）

少年や保護者からの相談に専門相談員が対応する「少年相談室（ヤングトーク）」

や、痴漢やストーカー等の性的犯罪に関する相談に女性警察官が対応する「レデ

ィースサポート交番」、主要駅で女性警察官等が相談に応じる「痴漢等被害相談

所」など、事案に応じた相談対応に努めます。

イ 子どもや女性等が自らを守る術（すべ）を身につける学習機会の提供

子どもや女性、高齢者等が自らの安全を守るための術を身につけることができる

よう、知識や技能の習得機会の提供に努めます。

（主な取組）

○ 悪質商法等の被害防止対策の推進 （健康福祉部）

地域で身近な消費者問題に取り組む「くらしのクリエーター」や地域団体と協働

して、地域住民への声かけに努めるほか、生活科学センター等で講座やセミナー

を開催し、被害の未然防止に努めます。

大学生を対象とした研修会や大学生のグループによる啓発事業への支援を実施

するとともに、高校生を対象とした消費者教育用教材を作成し、次世代の消費者

リーダー養成と若者の消費者力向上を図ります。

〔活動指標：次世代の消費者リーダー（くらしのヤングクリエーター）養成数

平成 21年度 0人 → 平成 24年度 600人〕

○ 子ども・女性・高齢者の危機回避能力の向上 （教育委員会・警察本部）

子ども自身の危機回避能力を身につけさせる防犯訓練の実施や、被害に遭いそう

な子どもが助けを求める「子どもを守る 110 番の家」の周知を図るウォークラリ

ーの開催、女性や高齢者向けの防犯教室などを開催し、自らを守る術（すべ）を

身につけることが出来るよう支援に努めます。

また、防犯の心構えや訓練などの指導者を養成し、各学校での防犯教室開催を推

進します。

○ 学校等での防犯教室等の開催 （警察本部）

高校や大学、専門学校などの要請に応じて、主に女子学生・生徒の犯罪被害を減

らすための防犯教室を開催します。

○ 少年サポートセンターの運営【再掲】

少年補導職員や警察官が関係機関と連携しながら青少年への指導や相談に応じ

る少年サポートセンターを県下各地で運営します。
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(3) 行動５ 豊かなこころの育成

ア 薬物乱用防止対策など非行防止活動の推進

地域のボランティア、関係団体、事業者等と連携して、薬物乱用をはじめとする

青少年の健全な育成を阻害する有害な環境を改善し、非行防止に効果的な環境づく

りを行います。

（主な取組）

○ 青少年を守り育てる県民スクラム運動の展開【再掲】

地域、学校、事業者、行政等が、複雑・多様化する青少年問題への対応策を協議

する「青少年育成スクラム会議」を開催し、関係者が連携して、青少年を取り巻

く良好な環境づくりを進めます。

○ 青少年愛護条例の周知、運用 （企画県民部）

青少年の健全な育成を図り、あわせてこれを阻害するおそれのある行為から青少

年を保護する「青少年愛護条例」について、県民への啓発活動を行うほか、関係

事業所への調査・指導をはじめ、条例の適正な運用を図り、青少年にとって良好

な社会環境の整備を図ります。

○ 青少年補導センター活動の推進 （企画県民部）

青少年の非行、不良行為の防止や相談活動に取り組む青少年補導センターや県青

少年補導委員会連合会を対象に、事業補助や研修を行い、活動の活性化を図りま

す。

○ 薬物の乱用防止対策の推進 （健康福祉部）

薬物乱用防止指導員を中心として「ダメ。ゼッタイ。」普及運動や麻薬・覚せい

剤乱用防止運動の期間に地域に密着した重点的な街頭啓発活動や、同指導員リー

ダーによる地域や学校での薬物乱用防止教室・講習会の開催、健康福祉事務所で

の薬物相談窓口開設など、薬物乱用を許さない社会づくりに取り組みます。

〔取組の方向〕

少年犯罪の多発を踏まえ、地域ボランティア、事業者等の協働による青少

年の非行防止活動を応援するほか、青少年の道徳観、公共心、他者への思い

やりなど、豊かなこころを育みます。

とりわけ、薬物乱用の防止について、青少年や地域団体への継続的な啓発

に取り組みます。

また、青少年の規範意識向上に重要な役割を果たす家族や家庭の絆を深め

る取組を応援します。



32

〔活動指標：大学生への薬物乱用防止教室

平成 21年度 10回 → 平成 24年度 15回〕

○ 少年健全育成総合対策「ひょうごっこハートスキルアップ」の推進 （警察本部）

取締り、立ち直り支援、居場所づくり等を通じて、少年一人ひとりが自分で判断

して自ら非行や被害を回避できるようなハートスキル（心の能力）向上を目指し

ます。

○ 少年サポートセンターの運営【再掲】

少年補導職員や警察官が関係機関と連携しながら青少年への指導や相談に応じ

る少年サポートセンターを県下各地で運営します。

イ 家庭、学校等における道徳観等の育成

兵庫の特色を生かした環境体験、自然体験等の多様な体験学習を推進するととも

に、規範意識、倫理観、他者を思いやる心などを培う道徳教育を通じて、次代を担

う子どもたちの道徳観、公共心を育みます。

また、家族のきずなの再構築を図り、大人が一人の親、社会人として子どもの模

範となる行動をとることができるよう、啓発に努めます。

（主な取組）

○ 環境学習拠点施設の機能強化 （企画県民部・農政環境部）

「いえしま自然体験センター」（姫路市家島町）や「ひょうご環境体験館（はり

まエコハウス）」（播磨科学公園都市）で、体験し、実践する環境学習を行います。

○ 集団生活による若者の自立支援の推進 （企画県民部・教育委員会）

豊かな自然の中での共同生活や様々な活動を体験できる「神出学園」や「山の学

校」、自然の中での宿泊体験活動やカウンセリングを受けられる「但馬やまびこ

の郷」や県下６カ所での地域やまびこ教室、サテライト事業など、若者の自立を

支援する取組を進めます。

○ 家族の絆を深める取組の展開 （企画県民部）

県民一人ひとりが家族・家庭の大切さを考え、きずなを深めるとともに、地域で

家庭を支えるため、地域団体やＮＰＯ、大学、企業など多様な団体からなる「ひ

ょうご家庭応援ネットワーク会議」が取り組む「ひょうご家庭応援県民運動」の

展開を支援し、「家族の日」運動など、家庭を応援する取組を地域全体に広げて

いきます。
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○ ひょうご親学び応援プロジェクトの推進 （企画県民部）

地域全体で多世代が交じり合い、共に支え合う『地域三世代同居』の実現をめざ

し、「わくわく親ひろば（親子や三世代で共に学ぶ学習会等）」の開催や「ひょう

ごおやじネットワーク」の活動支援等を通じて、「わが子の親」としてだけでな

く地域で子育てを支援する「地域の親」としての力を高め、ネットワークづくり

を支援します。

〔活動指標：わくわく親ひろば開催数

平成 21年度 100回 → 平成 24年度 150 回〕

○ 大人の規範意識の向上 （企画県民部）

大人自身の価値観の揺らぎが子どもの成長にとって大きな影響を与えることか

ら、大人が変われば子どもも変わる運動の推進など、社会全体のモラルの向上や

地域の教育力の向上を図る取組を進めます。

○ 私学における社会体験活動推進事業の展開 （企画県民部）

私立学校の生徒が地域や自然の中で行う主体的な体験活動を助成し、他人を思い

やる心を育て、自立性を高め、「生きる力」を育みます。

○ 多様な環境学習機会を提供するひょうごグリーンスクールの展開

（県土整備部・農政環境部）

小学校３年生が地域の人々と一緒に自然にふれあう体験型環境学習や、小・中・

高校生を対象にした河川・港湾・鉄道などの社会基盤の役割や災害の予防につい

て現場での体験的学習などを通じて、成長過程にある子どもたちが命の大切さや

命のつながり、美しさに感動する豊かな心を身につける取組を進めます。

○ ひょうごっこグリーンガーデンサポート事業の展開 （農政環境部）

県民局に登録されているひょうごグリーンサポーターを、新たにひょうごの体験

型環境学習に取り組もうとする幼稚園や保育所に派遣し、生命の大切さを学ぶ環

境学習を進めます。

○ グリーンサポートクラブ推進事業の展開 （農政環境部）

県民局にひょうごグリーンサポートクラブ運営協議会を設置するとともに、地域

環境学習コーディネーターを配置し、地域と連携を図り、子どもたちの環境学

習・教育の円滑な実施を支援します。

○ 道徳教育の推進 （教育委員会）

道徳教育推進協議会の開催や教員の実践的な指導力を向上させる研修の実施、学

校・家庭・地域が一体となった道徳教育のあり方を研究する道徳教育研究校の指
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定など、道徳教育の推進に取り組みます。

○ 発達段階に応じた子どもたちの豊かな心の育成 （教育委員会）

小学校での環境体験事業や自然学校、中学校でのわくわくオーケストラ教室やト

ライやる・ウィーク、高校での地域貢献事業や就業体験事業等、子どもたちの発

達段階に応じた体験活動を実施することで、豊かな人間性を育みます。

○ 情報モラル教育サポートプランの推進 （教育委員会）

教職員を対象に、情報モラルの指導等に関する地区別研修会などを行い、子ども

たちがインターネット等を活用する際のモラルやマナーの向上に努めます。
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３ 第３の柱 防犯に配慮した施設の管理・整備の支援

(1) 行動６ 防犯に配慮した施設の管理等の取組

ア 施設の安全管理

住宅や店舗その他の施設を所有・管理者に対して、防犯に配慮した構造や設備、

管理方法等の情報提供を行います。

「割れ窓理論」の考え方では、一枚の窓ガラスを割れた状態で放置すると、やが

て、その建物・ビル全体が、さらには地域全体が荒廃し、犯罪が増えてしまうが、

逆に、快適な生活環境を保持していくことは、犯罪の発生抑止に大きな効果がある

とされています。そこで、地域住民と事業者が連携し、協働した施設管理や不法投

棄対策を支援します。

（主な取組）

○ 住宅及び住宅地の防犯指針の普及啓発 （企画県民部・県土整備部）

犯罪の起こりにくい住宅・住宅地のあり方を示した「犯罪の防止に配慮した住宅

及び住宅地の構造、設備等に関する指針」について、住宅や住宅地を整備しよう

とする者等への普及啓発を行うことで、住宅・住宅地の防犯性を高めます。

○ 深夜営業店舗の防犯指針の普及啓発 （企画県民部・警察本部）

深夜（午後 11 時～翌午前 5 時）に営業する店舗やその周辺の安全を確保するた

めのあり方を示した「犯罪の防止に配慮した深夜営業店舗に係る措置に関する指

針」について、事業者等へ普及啓発を行うことで、地域の安全性を高めます。

○ 防犯カメラの普及啓発 （企画県民部・警察本部）

公共空間等に設置される防犯カメラは、犯罪の予防や犯罪者の検挙に一定の効果

があり、地域住民や施設管理者による防犯の取組を補うものとして注目されてい

ますが、一方で、プライバシーへの配慮や経費の確保など解決すべき課題もあり

ます。そこで、防犯カメラ設置の効果的な事例や課題解決方法などを紹介し、防

犯カメラの普及啓発に努めます。

○ 事業所における防犯対策の推進 （企画県民部・警察本部）

地域の事業所において防犯訓練・教育、防犯設備の管理、警察や地域との連携を

行う「事業所防犯責任者」の設置を進め、事業所やその周辺を含めた防犯対策を

〔取組の方向〕

強盗や空き巣等の犯罪からの安全を確保できるよう、住宅・店舗等の所有・

管理者への情報提供を行うとともに、犯罪抑止に有効であると考えられる快適

な生活環境づくりに取り組む県民・事業者等を応援します。
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推進します。

〔活動指標：事業所防犯責任者設置事業所数

平成 21年度 8,404 事業所 → 平成 24年度 16,000 事業所〕

○ 不法投棄対策を許さない地域づくりの推進 （農政環境部）

住民、事業者等と連携して不法投棄監視パトロールを実施するなど、地域全体で

不法投棄の未然防止に取り組みます。

○ ひょうごアドプトの推進 （県土整備部）

県が管理する道路、河川、海岸等において、草刈り・植樹管理など軽易な維持管

理や美化活動に取り組む地域団体等と管理者である県が合意書を交わす(「養子

縁組（アドプト）」)ことで、愛着を持って貰える施設とし、環境整備やコミュニ

ティづくりなど地域の取組を支援します。

○ 防犯優良マンション供給の推進 （県土整備部・警察本部）

（社）兵庫県防犯協会連合会、（特非）兵庫県防犯設備協会、（財）兵庫県住宅建

築総合センターの３者が、犯罪に遭いにくい構造・設備を満たしているマンショ

ンを防犯優良マンションと認定する制度を普及させ、防犯に優れたマンションの

供給を推進します。

〔活動指標：防犯優良マンション認定戸数

平成 21年度 420 戸 → 平成 24年度 1,080 戸〕

○ 関係機関・団体との防犯ネットワークの構築【再掲】

新聞販売店やタクシー業者等、街頭で業務に従事する機会が多い事業者等と連携

し、日常の事業活動に合わせたパトロールの実施と、不審者（物）を発見した場

合の 110 番通報の取組を進めます。

また、地域どうしの連携や、行政・事業者と地域が連携した取組について、情報

交換や意識高揚に努めます。

○ 優良防犯機器の普及促進 （警察本部）

ピッキングに強い鍵、衝撃を与えても割れにくい防犯ガラス等、防犯上優れてい

る建物物品・機器等について、防犯教室や防犯設備展等を通じて、普及促進に努

めます。

イ 繁華街の環境浄化対策の推進

繁華街を健全で魅力あふれるものとするため、客引きや青少年の健全育成に有害

な店舗の営業者等に対する指導等を強化するとともに、迷惑駐輪、違法看板等の犯
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罪を誘発するおそれがある環境の浄化に、地域と連携して取り組みます。

（主な取組）

○ 青少年を守り育てる県民スクラム運動の展開【再掲】

地域、学校、事業者、行政等が、複雑・多様化する青少年問題への対応策を協議

する「青少年育成スクラム会議」を開催し、関係者が連携して、青少年を取り巻

く良好な環境づくりを進めます。

○ 青少年愛護条例の周知、運用【再掲】

インターネット上の有害情報の氾濫など青少年を取り巻く社会環境の変化に対

応するため、保護者や事業者の義務見直し等の改正を行った青少年愛護条例につ

いて、パンフレット配布等により周知徹底を図るとともに、事業者への指導等を

行い、適切な運用を図ります。

○ 商店街等における共同施設の整備 （産業労働部）

まちの安全性を高めるために、商店街等において共同で設置する防犯カメラの整

備を支援します。

○ 屋外広告物対策の推進 （県土整備部）

市町の「違反簡易広告物除却要綱」等に基づくボランティア認定を推進し、地域

ボランティアが道路や駅周辺の電柱のチラシなどの簡易な違反広告物を撤去す

る取組みを支援します。

○ 迷惑防止条例の周知、運用 （警察本部）

公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例（いわゆる迷惑防止条例）に

基づいて、悪質な客引き等の迷惑行為に対する取締りを強め、県民の平穏で健全

な生活環境の保持に努めます。

○ スーパー防犯灯の効果的な運用 （警察本部）

街頭緊急通報システムであるスーパー防犯灯について、適切で効果的な運用に努

めます。

○ 官民協働によるまちの再生 （警察本部）

繁華街等を健全で魅力あふれるものとするため、地域住民・事業者・行政機関・

警察が参画する「まちづくり協議会」等において、迷惑駐輪対策、違法看板撤去

活動、環境浄化啓発パレード等に取り組み、安全で安心なまちづくりを推進しま

す。
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(2) 行動７ 防犯に配慮した基盤の整備

ア まちの基盤整備

犯罪の防止に配慮したまちづくりを進めるため、道路、公園、住宅などまちの基

盤整備に努めるほか、このようなまちづくりの参考となる情報を広報し、地域全体

で取り組む機運の醸成を図ります。

また、快適な生活環境を保持していくことは、犯罪の発生抑止に大きな効果があ

ると言われていることから、地域住民や事業者等によるまちづくりを支援していき

ます。

（主な取組）

○ 住宅及び住宅地の防犯指針の普及啓発【再掲】

犯罪の起こりにくい住宅・住宅地のあり方を示した「犯罪の防止に配慮した住宅

及び住宅地の構造、設備等に関する指針」について、住宅や住宅地を整備しよう

とする者等への普及啓発を行うことで、住宅・住宅地の防犯性を高めます。

○ 道路・公園・駐車（輪）場の防犯指針の普及啓発 （企画県民部・県土整備部）

犯罪が起こりにくい道路や公園、駐車（輪）場のあり方を示した「犯罪の防止に

配慮した道路等の構造、設備等に関する指針」について、これらの施設の設置・

管理者等への普及啓発を行い、防犯性に優れた道路等の普及や防犯上の注意事項

の周知に努めます。

○ 防犯灯整備の啓発 （企画県民部）

必要な場所に防犯灯の整備が進むよう、犯罪が起こりにくい道路等のあり方を示

した指針の普及啓発に努めます。

○ 防犯カメラの設置推進 （企画県民部・警察本部）

まちづくり防犯グループ等による防犯カメラの設置を市町と連携して支援する

など、地域の実情に応じた防犯カメラ設置を推進します。

○ 防犯優良マンション供給の推進【再掲】

（社）兵庫県防犯協会連合会、（特非）兵庫県防犯設備協会、（財）兵庫県住宅建

築総合センターの３者が、犯罪に遭いにくい構造・設備を満たしているマンショ

ンを防犯優良マンションと認定する制度を普及させ、防犯に優れたマンションの

〔取組の方向〕

犯罪の防止に配慮したまちづくりを進め、県民・事業者等による同様の取組

を促進し、まちの基盤整備の参考となる情報を広く普及啓発します。

また、犯罪被害に遭いにくい製品・制度の普及を図ります。
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供給を推進します。

〔活動指標：防犯優良マンション認定戸数

平成 21年度 420 戸 → 平成 24年度 1,080 戸〕

○ 防犯まちづくりの推進 （県土整備部）

通学路の安全確保を図るため歩道と車道の分離を進めるほか、公園の植栽剪定や

照明点灯時間の工夫、県営住宅エレベーター内の防犯カメラ設置など、防犯に配

慮した都市基盤整備を進めます。

○ スーパー防犯灯の効果的な運用【再掲】

街頭緊急通報システムであるスーパー防犯灯について、適切で効果的な運用に努

めます。

イ 防犯に配慮した製品等の普及

自動車、原動機付き自転車、自転車や自動販売機、錠前など、犯罪被害の対象に

なりやすい製品の製造・販売業者等に対して、被害に遭いにくい製品や制度の普及

が進むよう働きかけ、安全で安心して暮らせる環境づくりに努めます。

（主な取組）

○ 防犯カメラの普及啓発【再掲】

公共空間等に設置される防犯カメラは、犯罪の予防や犯罪者の検挙に一定の効果

があり、地域住民や施設管理者による防犯の取組を補うものとして注目されてい

ますが、一方で、プライバシーへの配慮や経費の確保など解決すべき課題もあり

ます。そこで、防犯カメラ設置の効果的な事例や課題解決方法などを紹介し、防

犯カメラの普及啓発に努めます。

○ 事業者との連携による取組の推進 （警察本部）

金融機関やコンビニなど事業者団体との協議会や講習会の開催などを通じて、犯

罪防止に有効な情報を共有し、連携した取組を進めます。

○ 乗物盗対策の推進 （警察本部）

サードナンバーやグッドライダー防犯登録制度などの普及啓発を行い、乗物盗対

策を進めます。

○ 優良防犯機器の普及促進【再掲】

ピッキングに強い鍵、衝撃を与えても割れにくい防犯ガラス等、防犯上優れて

いる建物物品・機器等について、防犯教室や防犯設備展等を通じて、普及促進に

努めます。
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参考

数値目標

推進計画の成果指標を実現するための、個別の施策の活動指標として、次の数値

目標を掲げます。

項 目 目 標

活 動 指 標

１ 地域安全まちづくり活動の支援

コミュニティの担い手育成数 (H21) 5,000 人 (H24) 20,000 人

まちづくり防犯グループの結成数 (H21) 2,350 団体 (H24) 2,500 団体

地域づくり活動応援事業延べ支援件数 (H21) 200 件
(H24)

累計 800件

地域安全まちづくり推進員委嘱者数 (H21) 1,650 人 (H24) 2,500 人

２ 子ども、高齢者等の安全確保の支援

子育て家庭応援推進員数 (H21) 1,647 人 (H24) 2,000 人

青少年が利用する携帯電話契約時のフィル

タリング利用率
(H21) 63.5％ (H24) 71.5％

子どもの冒険ひろば年間利用者数
(H21)

累計 70,000 人

(H24)

累計 280,000 人

若者ゆうゆう広場年間利用者数
(H21)

累計 100,000 人

(H24)

累計 400,000 人

まちの子育てひろば開設数
(H21)

累計 1,930 人

(H24)

累計 1,980 人

ＤＶ被害者緊急一時保護委託施設数 (H21) ２０施設 (H24) ２６施設

くらしのヤングクリエーター養成数 (H21) 0 人 (H24) 600 人

大学での薬物乱用防止教室開催回数 (H21) 10 回 (H24) 15 回

わくわく親ひろば開催数 (H21) 100 回 (H24) 150 回

３ 防犯に配慮した施設の管理・整備の支援

事業所防犯責任者設置事業所数 (H21)

8,404 事業所

(H24)

16,000 事業所

防犯優良マンション設定戸数 (H21) 420 戸 (H24) 1,080 戸
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Ⅴ 推進体制

１ ひょうご地域安全まちづくり推進協議会の運営

犯罪のない安全で安心な兵庫県を実現するため、子どもを守る活動や犯罪が起

こりにくいまちづくりなど、防犯に役立つ様々な活動を県内全域で行おうと、地

域団体や事業者、行政機関等が設立した協議会です。

構成 県域で活動する次の団体で構成

地域活動団体（自治会、婦人会、子ども会等の県域団体）、学校・

青少年関係団体、報道機関、防犯活動団体、犯罪被害者等支援団

体、事業者団体、行政、警察 計 111 団体

代表者 会長 井戸敏三 兵庫県知事

事務局 兵庫県企画県民部県民文化局地域安全課

兵庫県警察本部生活安全部生活安全企画課

２ 市町防犯担当課長会議の運営

県民が主体になった地域安全まちづくり活動を効果的に支援するため、市町の

防犯担当課長が集い、犯罪・防犯情報の共有や地域の実情に応じた支援方策のあ

り方の検討等を行います。

構成 県及び 29市 12町の防犯担当課長で構成

事務局 兵庫県企画県民部県民文化局地域安全課

３ 兵庫県被害者支援連絡協議会の運営

犯罪被害者等が必要としている様々な支援ニーズに適切に応えるため、被害者

支援にかかわる関係機関・団体が相互協力と緊密な連携を図り、幅広い支援活動

を推進しようと設立された協議会です。

構成 被害者支援に関わる次の機関で構成

兵庫県弁護士会や兵庫県医師会などの民間団体、神戸地方検察庁

などの国の機関、県・神戸市・警察本部の機関・所属

計 56機関・団体

代表者 会長 兵庫県警察本部長

事務局 兵庫県警察本部警務部警務課被害者支援室

兵庫県企画県民部県民文化局地域安全課


