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様式第３号（第７条関係） 

 

会 議 録 

 

１ 附属機関の会議の名称 

   平成 26年度 第１回水戸市安全なまちづくり推進委員会 

２ 開催日時 

   平成 26年 10 月 21 日(火)  午前 10時 30 分から正午まで 

３ 開催場所 

   水戸市役所 本庁舎南側臨時庁舎 ２階 農業委員室 

４ 出席した者の氏名 

 (1) 会 長 

    田尻 充（代理） 

 (2) 委 員 

久保田 圀男  有川 秀男  浅野 茂  清水 昭郎  渡辺 三代子 

滝澤 要    林 由香里  飯田 正美 冨田 信穂  上田 善隆 

藤田 絹代   市川 公明 

(3) 事務局 

    三宅 正人  髙野 裕一  海老澤 守  小林 達矢 

５ 議題及び公開・非公開の別 

 (1) 水戸市安全なまちづくり基本計画(第２次)」(案)について （公開） 

(2) その他  （公開） 

６ 非公開の理由 

   なし 

７ 傍聴人の数 

   １名 

８ 会議資料の名称 

資料１ 「安全なまちづくり基本計画」策定スケジュール 

資料２ 水戸市安全なまちづくり基本計画（第２次）策定について（諮問）の写 

資料３ 水戸市安全なまちづくり基本計画（第２次）（骨子案） 

資料４ 水戸市安全なまちづくり条例 

   資料５ 平成 17年度水戸市安全なまちづくり基本計画（本文のみ） 

   資料６ 水戸市第６次総合計画（抜粋） 
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９ 発言の内容 

【事務局】 

 定刻となりましたので，ただ今から平成２６年度第１回水戸市安全なまちづくり推進委

員会を開催いたします。申し遅れましたが，私，水戸市地域安全課長の髙野と申します。

議事に入りますまでの間，進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。 

 まず始めに，本日，新たに６名の方を推進委員に委嘱させていただきますので御紹介い

たします。 

（委員紹介） 

 

委員の委嘱は，水戸市安全なまちづくり条例第 19条の第１項に基づき，市長が委嘱する

事となっておりますが，本日，市長は公務が重なり出席できませんので，大変恐縮ではご

ざいますが，皆様方への委嘱状はテーブルの封筒の上に置いてありますので，御確認いた

だきたいと存じます。 

 また，新たに選ばれました皆様は，前任者の残任期間を引継ぎまして，平成 26 年 10 月

21 日から平成 27 年 1 月 18日までの任期となりますのでよろしくお願いいたします。 

ここで，水戸市副市長より挨拶を申し上げます。 

  

【副市長】 

 おはようございます。委員の皆様におきましては，お忙しいところ御出席いただきまし

て誠にありがとうございます。また，皆様方におかれましては，日頃より御協力を賜って

おりますことを重ねてお礼を申し上げます。本委員会につきましては平成 16 年施行されま

した「水戸市安全なまちづくり条例」に基づきまして，第２次水戸市安全なまちづくり計

画の策定に当たりまして，委員の皆様の御意見を頂戴するものでございます。御出席の皆

様におかれましては，安全なまちづくりにつきまして，これまでの御活躍，御活動いただ

いている皆様でございますので，それぞれのお立場から忌憚のない御意見を頂戴できるも

のと思っているところでございます。最近の治安情勢につきましては、防犯ボランティア

の方々の活発な活動におきまして、地域における防犯意識の向上が見られ，大きく改善し

つつありますが、全国的に見ますと，少子高齢化が進む近年，弱い立場にある高齢者を狙

った電話詐欺の多発，女性や子どもが被害者になる犯罪が発生するなど，治安を脅かす新

たな要因が生まれてきている現状がございます。御指導，御協力を頂きながら第２次水戸

市安全なまちづくり基本計画を策定いたしまして，犯罪による被害を未然に防止すること，

併せて市民が安全かつ快適に生活することができる地域社会の形成を目指してまいりたい

と考えております。これからの皆様方のますますの御健勝と御活躍をお祈り申し上げまし

て，御挨拶といたします。本日はありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。 

 

【事務局】 

続きまして，副市長より本会議の議長に諮問をいたします。よろしくお願いいたします。 

 

【副市長】 

 水戸市安全なまちづくり推進委員会は，水戸市安全なまちづくり基本計画（第２次）の
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策定について諮問します。水戸市安全なまちづくり条例第９条第２項に基づき諮問いたし

ます。よろしくお願いいたします。 

 

【委員長】 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

ここで，副市長は公務のため退席させていただきます。 

それでは，これからの議事進行につきましては，条例第 20条第 1 項の規定により，委員

長が行うこととなりますので，  委員長に議事の進行をお願いしたいと思います。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

【委員長】 

委員長の  と申します。いろいろ不手際があるかと思いますが，先生方よろしく御指

導をお願いいたします。それでは，議長を務めさせていただきます。案件の審議に入りま

す前に，条例第 20条第 2項の規定によりまして，当委員会は委員の２分の１以上の出席が

必要となっております。本日は，委員 15名中，本日の出席していただきました委員の先生

方は 11 名となっておりますので，会議が成立することをまず御報告いたします。それから

続きまして，当委員会は水戸市の附属機関として位置付けられていることから，市の規定

により会議を公開することとなっております。あらかじめ会議の傍聴についてお知らせし

ておりましたが，本日傍聴を希望される方は１人となりますので，この件につきましても

御報告いたします。 

続きまして，当委員会における議事につきましては，議事録を作成し，公表することと

なっております。その議事録の署名を得る必要がございますので，議事録署名人の選出を

行いたいと思いますが，どのように選出するか，いかがいたしましょうか。 

 

【全 員】 

事務局一任でどうでしょうか。 

 

【委員長】 

事務局一任の声がありましたが，よろしいでしょうか。 

 

【全 員】 

異議なし。 

 

【委員長】 

ありがとうございます。では，事務局のほうはどうでしょうか。 

 

【事務局】 

事務局といたしましては，  委員及び  委員にお願いしたいと思いますが，いかが
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でしょうか。 

 

【委 員】 

異議なし。 

 

【委員長】 

異議なしの声を頂戴いたしましたので，この二人にお願いすることにします。お二方に

つきましては，後日，本日の議事につきまして整理させていただきました議事録に印をお

願いすることとなりますので，お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。 

それでは，早速議事に入りたいと思います。まず先ほどの委嘱を受けたところですけれ

ども，水戸市安全なまちづくり基本計画（第２次）（案）について，一括して事務局から御

説明願いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

それでは，事務局のほうから説明いたします。私４月１日付けで着任しました  と申

します。本日の説明を担当いたしますので，よろしくお願いいたします。 

まず資料説明からしたいと思います。今回お集まりいただきました趣旨として，水戸市

安全なまちづくり基本計画第２次ということになりまして，今日お示しするのは骨子案と

いうことでございます。一番最初，スケジュール表につきましてですが，本日１回目，11

月下旬に２回目，この時には素案の形でお示ししようと思っております。最終的に２月下

旬には答申ということで，基本計画が出来上がってくるという流れで，３回の委員会を予

定しているところであります。後ろの方に 17年度水戸市安全なまちづくり基本計画がある

と思いますが，御確認ください。これにつきましては，１次計画，大元の計画が１冊の小

冊子になっておりますが，この部数が少なかったので，こちらで本文の部分をベタ打ちし

て御用意しております。それが１次計画となっております。この１次計画によりまして，

この計画を 10 年後に見直しを行うということで，この２次計画を策定するものであります。

策定するに当たって，推進委員会の皆様の御意見を頂きながら策定していくところであり

ます。 

その次に，水戸市安全なまちづくり条例というペーパーを御覧ください。こちらが安全

なまちづくり条例になっています。これの９条３項のところで，市長は基本計画の策定に

当たっては安全なまちづくり推進委員会の意見を聴かなければならないと規定されており

ます。この後も，モデル地区のお話も一部出てくるかと思いますが，モデル地区の規定に

つきましても 17 条２項に市長はモデル地区の指定をし，または指定を解除しようとすると

きは委員会の意見を聴くとともに，必要に応じてモデル地区の市民や警察機関等と協議す

るものとするという規定が記載されております。以上で基本計画の説明に入らせていただ

きたいと思います。 

 

まず基本計画（骨子案）を御覧ください。まず目次が付けてあります。これは今回お示

しするのは基本計画の骨子案のみになります。どういう形式にするのか全体像が分からな

いので，目次の方で大体この先こういうのがあるということをお示しました。 
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１ページ目を御覧ください，第１章 計画策定の趣旨等についてというところです。ここ

からは本文を読み上げながら補足説明させていただきたいと思います。第１章 計画策定の

趣旨等について，第１節 計画策定の趣旨，国においては，「世界一安全な国，日本」の復

活を目指し，犯罪の起こりにくい社会環境の整備等を進めてきました。その効果により，

犯罪認知件数は着実に減少していますが，県政世論調査の結果から県民の約３割が「治安

状況は悪くなっている」と感じており，実際の犯罪認知件数と体感治安に差が見られる状

況にあります。本市においても，2004 年に水戸市安全なまちづくり条例を施行し，地域，

事業者，行政等が連携した防犯活動等により，犯罪認知件数は減少傾向を示しているもの

の，凶悪犯罪の発生やニセ電話詐欺なども社会問題となっており，市民が安全・安心を感

じられる地域社会を形成していかなければなりません。安全なまちづくりモデル地区に指

定した水戸駅南口周辺地区における重点活動や自主防犯活動団体のパトロール等により，

窃盗犯等の減少に大きな効果をもたらしていると考えられることから，事業を更に発展さ

せ，取組の充実を図っていく必要があります。犯罪の未然防止に向けて，個人及び地域の

防犯意識の高揚とともに，適正に管理されていない空き地・空き家対策や再犯防止のほか，

防犯設備の拡充も求められていることから基本計画の見直しを行い，更なる安心・安全な

まちづくりに向けて第２次基本計画を策定したものです。第２節計画の位置付け，この計

画は，県民が安全に暮らすことのできる社会の実現を目的として策定された茨城県の「茨

城県安全なまちづくり条例」及び「水戸市安全なまちづくり条例」等の内容を踏まえなが

ら，水戸市第６次総合計画で定めた将来都市像「笑顔あふれる安心快適空間 未来に躍動す

る魁(さきがけ)のまち・水戸」の実現を目指し，今後の水戸市の安全なまちづくりに関す

る施策を推進するための指針となるものです。 

ここで水戸市第６次総合計画について一部説明いたします。お手元の資料で一番後ろの

方に水戸市第６次総合計画というタイトルの資料があります。犯罪認知件数については

2023 年までに 3500件を目指す。今後の計画としまして，防犯の充実，防犯体制の充実，防

犯体制の強化，防犯設備の整備というところがこの計画で示されているところであります。

これを具体化するものが基本計画となります。 

説明に戻ります。第３節 計画の期間ですけども，2015 年度から 2023 年度までの９か年

とします。なお，社会経済情勢の大きな変化があった場合や，国や県における方針の変更

等計画の前提となる条件に大きな変動があった場合は随時見直しを行うものとします。 

次の２ページを御覧ください。第２章，犯罪の現状と課題について第１節 現状をここに

記載してあります。国の犯罪情勢について，2013 年の刑法犯認知件数は 132万 698 件と，

戦後最多の 285 万 3739 件を記録した 2002 年から半減しました。茨城県の犯罪情勢につい

ては 2013 年の刑法犯認知件数は３万 5,055 件で，戦後最多の６万 7,672件を記録した 2002

年からほぼ半減しました。水戸警察署管内（水戸市，大洗町，茨城町）における 2013 年の

刑法犯認知件数は 5,009件で，戦後最多の 9,587件を記録した 2001 年からほぼ半減してい

ます。犯罪認知件数は着実に減少していますが，県政世論調査の結果から県民の約３割が

「治安状況は悪くなっている」と感じており，実際の犯罪認知件数と体感治安に差が見ら

れる状況にあります。また水戸警察署管内におけるニセ電話詐欺（特殊詐欺）の認知件数

は，2012 年は 13 件と，一旦，減少傾向にあったものが，2013 年は 34 件と増加しており，

被害額も 2011 年は約 1100万円だったものが，2013 年には１億 6,000万円と急増している



 6  

 

状況にあります。 

ちなみにこのニセ電話詐欺とは，今年現在の状況においてもかなり急増しているもので

ありまして，県内においては現時点で 10億円突破，水戸市内でも被害額２億円は突破して

いて急増しているところであります。ニセ電話詐欺とは，茨城県警では，平成 26 年７月１

日から振り込め詐欺に代表される「特殊詐欺」という事で一括りにしていたのですが，「ニ

セ電話詐欺」という名称にしました。特殊詐欺は，身内（息子や孫）や大手企業の社員，

警察官や裁判官などの公的機関の職員になりすました被疑者が，被害者に対して「ニセ電

話」をかけるなどして，対面することなく現金等をだまし取ろうとすることが特徴である

ことから，分かりやすくするために「ニセ電話詐欺」という名称に変更したものです。ニ

セ電話詐欺は，身内を心配する家族の心を逆手に取り，多額の現金を振り込ませたり，宅

配便等で送らせます。被疑者が警察官等を装い，言葉巧みに暗証番号を聞き出して老後の

資金を根こそぎだまし取る等の悪質な犯罪です。ということで，ニセ電話詐欺の説明書き

を付け加えさせていただいております。 

次の３ページを開いてください。ここからは犯罪の発生状況を図やグラフなどで示して，

記載してあります。第２節 犯罪発生状況（１）は全国の犯罪認知件数になります。これは

平成 14 年から連続して減少している傾向になります。（２）の茨城県の犯罪認知件数とい

うことで，これも同じです。14 年から一括して減少しており，半分ぐらいに減少している

傾向にあります。その下に茨城県の犯罪認知件数の内訳としまして，凶悪犯とか粗暴犯，

窃盗犯，知能犯，風俗犯その他という各罪種別に記載しております。この中で見ていただ

いて分かるとおり，窃盗犯が約８割を占めておりますので，これに対する対策が必要なと

ころであります。ちなみに罪種の説明をしておきますと，凶悪犯とは殺人，暴行，強姦等，

粗暴犯については傷害や暴行等，窃盗犯は御存じのとおり空き巣とかそういうものであり

ます。知能犯につきましては詐欺，風俗犯につきましては痴漢や強制わいせつ等になりま

す。その他に分類されますのは器物損壊や遺失物横領等の罪が該当します。これらの数を

記載しております。 

次に４ページを御覧ください。体感治安に関する意思調査です。これは県政世論調査の

結果をここにお示ししてあります。平成 16 年度 75.3%だった治安区は悪くなっていると感

じている人は平成 25 年によると 33.7%まで減っています。ただ減っているものの３割方は

いまだに治安は悪くなっていると感じている状況にあります。その下の水戸警察署管内の

犯罪認知件数としてこの推移をお示ししてあります。平成 13 年から減少傾向にあります。

一旦 22 年 23 年盛り返したような感じがありますが，また下がってまいりまして現在も落

ち着いている状況であります。その下の水戸警察署管内の犯罪認知件数の内訳ということ

で，数値の表でお示ししております。先ほどの表と同じように，窃盗犯の場合かなり多い

順序になります。その下の（５）水戸市における犯罪認知件数犯罪率ということで，これ

は犯罪率というもので算出しております。水戸市の犯罪認知件数は平成 23年から減少傾向

にありますが，平成 25年の 4,357件は県内最多であります。犯罪率（人口 1000 人当たり）

の犯罪認知件数として算出しても県内ワースト２位という値になっております。その次に

（６）水戸市交番別犯罪認知件数ということで，水戸市内には交番が 16ありますが，その

上位８交番の推移をグラフにしてお示ししてあります。これで言いますと，南口交番，見

川交番，県庁前交番，酒門交番等が，犯罪認知件数が多い状況にあります。末広町の数値
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だけ最後の１年だけ跳ね上がっておりますが，これは平成 25年に検挙した被疑者が多数の

認知されていない窃盗余罪をその時初めて自供したために，検挙件数が増加したものであ

ります。 

次の６ページを御覧ください。（７）水戸警察署管内におけるニセ電話詐欺の認知件数及

び被害額ということで，ニセ電話詐欺の件数・被害額をグラフにしてお示ししてあります。

15年 16 年と点線で区切っているのは，当時ニセ電話詐欺の種類がオレオレ詐欺，還付金詐

欺の類型しかなかったのですが，23 年 24年 25年になりますと，未公開株に伴った詐欺な

どいろいろな手口が加わり，増えております。一律に比較することができないのですが，

それにしても犯罪の件数被害額ともに急増しているところであります。先ほど御紹介した

とおり，今年も更にこれを上回るケースで増加している状況であります。次に水戸市にお

ける住宅侵入窃盗件数の推移というところを御覧ください。これは水戸市内における住宅

侵入窃盗，空き巣，忍び込み，居空きというのを数のグラフにしてお示ししております。

この数値では空き巣の 408 件は県内最多の数値であり，人口 1,000 人当たりの犯罪認知件

数としても県内ワースト１位となっております。平成 25年度の空き巣の 225 件も県内最多

の数値となっております。ですから，空き巣の対策を何とかしたいと思っているところで

あります。（９）水戸市における乗り物盗の件数，これについても件数をグラフ等でお示し

しております。この 23年から一旦減少し，再び増加傾向にありますが，その中での自転車

盗発生件数は依然として高い件数になります。ちなみに，25 年の自転車盗 661 件というの

は県内で最多の数値となっております。 

次の７ページを御覧ください。防犯ボランティア団体の推移ということで，防犯ボラン

ティア団体数，青色パトロール車登録台数の数と，市で補助金を支出している防犯灯の設

置箇所数等をお示ししてあります。これに基づきまして，18 年度防犯ボランティア団体数

は 18 団体だったのが 25年には 63団体。確実に増えております。青色パトロール車の登録

団体につきましても平成 16 年度 6団体だったところから，25年度については 19団体。市

で補助金を出している補助金の設置箇所につきましても，18年度は 14,974基だったところ

が，25年では 16,639 基。確実に増加している状況にあります。（11）（12）につきましては，

ここだけ文章で記載させていただいております。ここは，水戸市でも課題として取り組ん

でいるところでありまして，敢えてここでは入れておりません。（11）空き地空き家相談件

数の推移ということで，これは社会的に問題になっているので文章でも記載しておきまし

た。管理不良状態の空き地空き家につきましては，土地所有者に対して適正な管理をお願

いして，指導，助言を行っておりますが，相談件数は平成 24 年度 381 件から平成 25 年度

は 420件と確実に増加している状況にあります。（12）更生保護の現状と課題についてとい

うことで，この案を説明いたしますが，国の方で示している犯罪再発防止に向けた指導を

どうしていくかということも含まれております。薬物乱用の被疑者に対する更生といった

ところを社会的に適合させるにはどうしたらよいかということになります。ここで簡単に

お示ししております。更生保護後の現状と課題ということで，保護司は自分の時間や生活

の一部を割いて犯罪者や非行少年などの難しい案件を扱う仕事に従事しています。従って，

社会情勢の変動や社会意識の変化を読み取り，それに対応して保護司の処遇の見直し等を

進めることが必要です。保護観察の実務を長らく行われていた来訪中心の処遇方法につい

ても「保護司宅が処遇の場」という基本は維持しつつも，保護司宅でも対象者宅でもない
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いわば「第三の処遇の場」を設ける仕組みを検討すべきとの課題があります。 

次の８ページを御覧ください。ここからは，国や県の動向について書いてあります。第

３節 国，県の動向，１国の取組（１）国の安全なまちづくり。道路，公園，駐車場，共

同住宅等について犯罪防止に配慮した環境設計活動を推進するため，警察庁において 2000

年２月に「安全・安心まちづくり推進要綱」が制定されました。更に，ピッキング用具を

使用した共同住宅への侵入盗の対策として，2001 年３月に国土交通省住宅局において「共

同住宅に係る防犯上の留意事項」，併せて「防犯に配慮した共同住宅の設計指針」が策定さ

れました。その後，2003 年，犯罪対策閣僚会議において，「世界一安全な国，日本」の復活

を目指して「犯罪に強い社会の実現のための行動計画」の策定がなされ，５つの重点課題

に沿って施策を展開しています。①平穏な暮らしを脅かす身近な犯罪の阻止 ②社会全体で

取り組む少年犯罪の阻止 ③国境を超える脅威への対応 ④組織犯罪等からの経済，社会の

防護 ⑤治安回復のための基盤整備 に沿って施策を展開しております。2013 年には，犯罪

対策閣僚会議において，「『世界一安全な日本』構造戦略」が決定し，2020 年東京五輪に向

けて名称を変え，７つの戦略に沿って施策に取り組んでいく方針です。ということで記載

しておりますが，基本的な方針としては変わっておりません。特に最近は，東京オリンピ

ック（2020 年）に向けてサイバー犯罪やテロなど，そういうことが盛り込まれております。

下の７つの戦略の中でも ①世界最高水準の安全なサイバー空間の構築 ②G８サミット，オ

リンピック等を見据えたテロ対策・カウンターインテリジェンス等 ③犯罪の繰り返しを食

い止める再犯防止対策の推進等，ということで，７つの項目が策定されているところであ

ります。 

次に（２）空き家等対策の推進について国でも，空き家対策が問題になっているところ

なので，記載してあります。日本全国で空き家が増加しており，2008 年の国が住宅・土地

統計調査を実施した結果，既に空き家は約 760 万戸も存在し，実に日本の総住宅戸数の１

割にも上ることが分かっています。所有者が分からないケースも多く，市町村による対策

推進の障害となっています。このような背景から国では「空き家対策の推進に関する特別

措置法」制定に向けた動きがあります。 

次の９ページを御覧ください。こちら県の取組が記載してあります。県においては，国

の閣僚会議において決定された行動計画を受けて，2003 年，安全なまちづくりに関する施

策の基本となる事項や犯罪の防止のための必要な規制を定めた「茨城県安全なまちづくり

条例」を制定し，安全な社会の実現に向けた取組を推進しています。自動車盗の多発によ

り，2014 年に条例を一部改正し，自動車の窃取目的等での「通称：イモビカッター」等の

製造，所持及び譲渡が禁止されております。ということで県の取組に対しても基本的には

変わっておりません。ただ県の方は基本的にかなり強い条例を作っておりまして，その条

例の一部，もともとピッキング対策の一環で，ピッキング道具を所持しているだけでも罰

則規定がありますが，今回の改正につきましては，イモビカッターという電子キーを解除

する物の所持も罰則があります。自動車盗が急増しているので，条例の一部を改正したと

ころであります。基本的なところでは変わっておりません。 

その下の第４節 前水戸市安全なまちづくり基本計画のまとめということで，１次計画の

まとめを簡単に記載しております。１ 主な施策等，（１）安全なまちづくり基本計画の策

定，推進。本市の治安対策については，平成 16年 4月，水戸市安全なまちづくり条例を施
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行し，地域の安全に対する基本理念を定め，この条例に基づき安全なまちづくり基本計画

を策定して，平成 17 年度から平成 26 年度までの 10 年間，「犯罪による被害を未然に防止

し，市民が安全かつ快適に生活することができる地域社会の形成」を目標に，安全なまち

づくり推進に向けて，基本とする「ひとづくり」「まちづくり」「連携体制づくり」という

３つの視点に立って，基本的な施策及び具体的な施策を推進してきました。 

（２） 基本施策について。計画の基本的施策としては，「ひとづくり」として，人材育

成の支援，広報及び啓発の充実，児童等の教育等の充実，「まちづくり」として，施設設備

の整備，環境改善活動の推進，防犯に配意したまちの形成，「連携体制づくり」として，人

的体制の構築，既存組織の活性化と協働を実施してまいりました。具体的施策として，防

犯活動への支援，情報提供の充実，広報活動の推進等を推進してきたところ，市民の防犯

気運も高まり，防犯ボランティア団体数は平成 18年度末の 18 団体から平成 25年度末に 63

団体に増加し，青色パトロール車登録団体も，平成 18年度末６団体から平成 25年度末 19

団体と増加しました。防犯設備の整備については，防犯灯の設置を推進し，平成 18年度の

14,974基から平成 25年度の 16,639 基と増加しました。防犯カメラの設置については，主

な設置場所として，平成 23 年度は水戸駅南口ペデストリアンデッキに４基，平成 24 年度

は水戸駅北口ペデストリアンデッキ等に４基，平成 25年度は内原駅前広場に２基を設置し

ました。 

（３） 安全なまちづくりモデル地区対策の推進。これは基本的施策に記載されておりま

す。モデル地区のことを記載しておりました。施策の重点地区として安全なまちづくりモ

デル地区対策を推進し，平成 23年 11 月には水戸駅南口周辺地区をモデル地区と指定して，

犯罪抑止施策の重点的な取組を行い，対策会議を開催して情報の共有を図ったほか，水戸

警察署と連携した防犯パトロール，防犯指導，防犯灯や防犯カメラの設置等を推進しまし

た。青少年の健全育成として「少年の非行防止」，防犯活動として「犯罪抑止」を組み合わ

せて防犯活動に取り組んできました。防犯ボランティアの方々には，水戸駅前等において

も各種防犯活動を活発に行っていただき，一斉街頭指導活動等を展開したり，市と情報共

有を図りながら，自転車盗対策を重点とした啓発活動等を展開してきました。鉄道事業者

等にも働きかけをして，エクセルみなみ駐輪場を設置したところ，水戸駅南口の放置自転

車も解消され，自転車盗も減少しています。 

また，防犯設備としては，水戸駅南口・北口のペデストリアンデッキ等に防犯カメラを

設置し，更に桜川土手沿いには，管理者である国土交通省常陸河川国道事務所に要望し，

ソーラー式防犯灯等を設置したところです。これらの活動の成果として，平成 23 年に水戸

市内の交番の中で最も発生が多かった水戸駅南口交番管内の犯罪認知件数 651件は，平成

25年には 507件となり，平成 23 年のピーク時から約２割減少しました。 

そして，課題ということで，ここに書いておきました。（１） 多発する犯罪の対策 ア 

ニセ電話詐欺等の急増。水戸市の全体的な犯罪認知件数は減少している一方で，ニセ電話

詐欺の発生件数は，近年，増加傾向にあり，被害額も急増している状況にあります。この

ような状況から，手口等の広報活動や高齢者に対する講話・研修会の開催等，市民の抵抗

力を高める事が課題となります。イ 空き巣の多発。水戸市の空き巣発生件数も，平成 23

年の 408 件は県内最多，犯罪率としても県内ワースト１位であり，平成 25年の空き巣 252

件も県内最多となります。このような状況から，鍵かけの周知徹底や住宅周辺の見回り活
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動等が課題となります。ウ 自転車盗の多発。窃盗犯の中でも自転車盗の発生件数は依然

として多い状況にあり，平成 25年の自転車盗発生件数 661件は県内最多となります。この

ような状況から，鍵かけの徹底等が課題となります。 

（２） 各防犯団体の問題点。防犯団体においては，会員の高齢化や会員の増強対策，住

民・学校・自警団・少年指導員等のお互いの連携を深めたいといった課題や，パトロール

は強制ではないが出動人数が足りない等の悩みもありました。また活動のレベルも団体ご

とに様々であり，今後も無理のない範囲で活動を実施するという団体もあれば，活動強化・

会員増強等目標に多くの活動を取り入れようとしている団体もありました。 

（３） 防犯設備の増設。犯罪の起きにくいまちづくりを推進するため，市民や警察から

街頭への防犯灯の設置や防犯カメラの設置の要望もあります。街頭犯罪を抑止するために

は，更に防犯灯の設置や防犯カメラの設置を進めていく必要があります。 

（４）更なる犯罪抑止施策の推進。このような社会情勢の下，今後も「安全なまちづく

り」を推進し，真に市民が安全・安心を感じられる地域社会を形成していくため，モデル

地区対策で実施した「少年の非行防止」と「犯罪抑止」を組み合わせた活動のような，更

なる犯罪抑止施策の重点的な取組等が必要です。 

12ページを御覧ください。第３章 計画の基本的方向ということで基本的な目標や方針等

をお示ししております。第１節 計画の目標。犯罪認知件数について，過去の犯罪減少率や

水戸市第６次総合計画に基づき，毎年約２％の減少を目指しながら，現況の 2012 年 4,379

件から 2023 年までに 20％減を目標とします。第２節 基本方針。今後の社会環境の変化に

対応し，安全なまちづくりに向けて目標を達成するため，「防犯体制の充実」「防犯対策の

強化」「防犯設備の整備」の重点項目の下，それぞれの具体的施策により，安全で安心して

暮らせるまちづくりを推進します。第３節 施策の体系ということで次の表に移ります。表

でここにお示ししましたように，目指す姿としては犯罪による被害を未然に防止し，市民

が安全かつ快適に生活することができる地域社会の形成ということで書いてあります。基

本方針に，水戸市第６次総合計画どおりに防犯体制の充実，防犯体制の強化，防犯対策の

整備ということで入れてありまして，サブタイトル的にその前に防犯意識の高い人づくり，

防犯力の高い地域づくり，犯罪が起きにくいまちづくりということでお示ししてあります。

その次に基本施策といたしまして，人材の育成支援等，広報及び啓発の充実，次につきま

しては児童等の教育等を充実する，学校における安全管理の推進，地域における防犯対策

の強化，子ども，女性，高齢者，障害者，犯罪被害者の安全対策の強化。犯罪再発防止に

向けた指導支援の強化。施設・設備の整備。環境改善活動の推進。防犯に配慮したまちの

形成。ということで基本的施策について書いてあります。右側に具体的施策を盛り込んで

まいります。安全なまちづくりモデル地区の設置ということで挙げてあります。この安全

なまちづくりモデル地区については，三本柱とは別に独立して進めるべきものでありまし

て，条例にも規定されてありましたとおり，（１）～（３）までモデル地区のモデル目的進

行手順など条例で決められているところであります。今回は（４）として，モデル地区解

除後の対応ということで，モデル地区がもしかして終わってしまったときに，これで終わ

りということではなくて，仮に重点地区としてお互いが連絡を取り合って活動していくの

を支援していく，ある意味必要な場合は，時々助言しながら，更に防犯体制を進めていく

等の規定を盛り込みたく考えておりまして，（４）のモデル地区解除後の対応ということで
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付け加えさせていただいております。今お示ししているのは，この骨子案の部分となりま

す。これらについて，審議していただければと思います。 

 

【委員長】 

 ただ今，水戸市の犯罪発生状況と，そして第１次基本計画の実施状況等を踏まえまして，

第１次基本計画の目標，そして基本方針，そして具体的な施策をお示しいただいたわけで

ございます。先ほど策定スケジュールの表を御覧いただきましたけれども，素案を今日頂

くものは次回ということになりまして，今日はお示しいただきました。計画の今までの評

価を踏まえた上での第２次基本計画の骨子案について御意見を頂戴したいと思います。今

御説明していただいたことについての御質問，あるいは御意見を承りたいと思いますが，

まず説明についての質問がありましたらお願いします。 

 

【委 員】 

 ７ページなんですけども，この（１２）に更生保護の現状と課題について書いてありま

すが，第三の処遇を設けるとありますが，これは水戸市としてこういう課題があるのか，

それとも，全国的な課題という意味なんですか。 

 

【事務局】 

 これは全国的な課題であります。 

 

【委 員】 

 全国的にはそういう第三の処遇の場という事を御指摘されているところですが，水戸市

でどうするのかということは今後の課題ではあるかもしれない。８ページに国，県の動向

とありまして，そちらに国の部分を書くのかと思いましたら，今説明を聞いたら分かった

のでいいです。あと８ページに（２）空き家対策等の推進とありますが，この平成 20 年と

いうことで結果が出ておりますが，この７月に５年に１回の平成 25年に実施されました統

計調査の速報が出ておりますので，新しい数字を入れた方が良い。例えば空き家がここ１

割と書いてありますが，全国の新聞で出ましたけど 13.5%ですから７件に１軒が空き家だと

いうことになっておりますので，数字を入れていただきたいと思います。 

 

【委員長】 

 ということで，これについては新しい数字が出ているので，それを入れた数字が良いの

ではないかという意見です。それについていかがでしょうか。 

 

【事務局】 

 速報が７月に出まして，これはまだ県単位しか出てないので来年の２月ぐらいには確定

値が出るので，その辺を計画の確定次第そういったことを盛り込みながら，そういう部分

は充実させていきたいと思います。 
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【委員長】 

 はい，分かりました。 

 

【委 員】 

だから，もう少し水戸市のルールを加えて回答を入力していきたい。以上です。 

 

【委員長】 

 はい，どうもありがとうございます。他に御質問はいかがでしょうか。いろいろあるか

と思いますが，質問だけではなくて，御意見などもお伺いしたいと思いますが，いかがで

しょうか。 

 

【委 員】 

 防犯設備の問題で，意見を踏まえた形なのですが，そこの中の防犯灯。これはＬＥＤ化

ということで，市内そういうもののＰＲをして，現在付いている設備もそういう省エネの

ことも考えてみてはどうかということです。実は補助金の問題ですが，町内会，要するに

防犯灯を誰が管理するかということをはっきりしないと補助は出ないんですよね。という

のは，新興住宅街，まあ１０棟や２０棟できますよね。ところが，残念ながらそういうと

ころには町内会というものができにくい。町内会がありませんから，例えば水戸市に申請

したとしても，そこに防犯灯を設置することはできるのですか。補助を使って。 

 

【事務局】 

今，水戸市のやり方としては，自治会や町内会長の方に設置していただいて，設置に対

しては上限３万円，管理については年間１基 1000 円補助しております。今，新興住宅地，

なかなか町内会組織率が悪くなっている中で，町内会という組織は防犯灯の補助要項から

言えば，極端な話，防犯灯管理会のような団体でも補助の対象としております。現在もそ

うなっております。ですから，そういったところから逆に町内会に発展していただければ

私たちとしては幸いです。 

 

【委 員】 

大体，新興住宅というのは若い人たちが多いです。ということは，子供さんがそこにい

るわけですけども，結果的には真っ暗なんですね。ですから各自の家で玄関の灯火や，あ

るいは庭園灯を付けたり，ただ２～30 軒となると真っ暗です。ですから，やはりそういう

現状として基準を広げていく，防犯灯を付ける事に対して基準を広げていく等，もう少し

第６次計画ではしていただいた方が良いのではないかと。現在でもそういう管理団体があ

ればということですから，私どもも認識不足で，実はそういうところには町内会を作れと

言っているんですが，なかなか同意できないとのことで，ただ防犯灯がなくて困っている

ことも事実なんですよ。だからそれは可能であると申し上げておきたいと思うのですが，

それと同時に，新興住宅がたくさん出来ておりまして，売れ残りがないぐらいどんどん入

居者があるようなんですが，もう 40 年ぐらい経っている昔の団地，こちらは少子高齢化の

ために空き家が多いんです。ところが，空き家であっても別に差支えないのかもしれませ
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んが，草ぼうぼうでそこの樹木が道路に出てるとか，近在の方に覆いかぶさっているとか，

これに対する処置というのはできないんですね。所有者に処理していただくのが一番良い

のですが，どうもその所有者が関心がないものだから，所有者が分かっていても，ここで

言う文面だと地権者が分からないけど云々とあるんですが，所有者が分かっているにも関

わらず，行政側としても指導ぐらいでその後のことはできないのでしょうかね。 

 

【事務局】 

当然，所有者が分かれば所有者の方に適正な管理について，市の方から指導の文章や直

接お会いしたりして御指導いたしております。これは，基本的に個人の財産になりますの

で，第三者が勝手に切ったりできないということがありますので，所有者本人が適正に管

理していただくと条例として制定しておりますので，そういった条例の趣旨に沿って，行

政のほうからお願いという形で指導しております。なかなか１回のお願いですぐ分かりま

したと対応していただけないのも事実であります。その辺の大変苦慮している状況もあり

ますけども，そういったことは全国的にも広がっているということで，国の方でも法整備

が必要であるとあって，空き家に対する法整備の方も今進んでいるところでございます。 

 

【委 員】 

 法整備が進んでいるね。進めようとしている。 

 

【事務局】 

次期国会の臨時国会に提案される見込みということです。前の国会でも提案されそうで

提案されなかったのですけれども，今の国会で出されるのではないかと期待しております。

空き地と空き家というのは若干違いまして，空き地に関しては市の条例がございますので，

行政のほうで権限があります。しかし空き家も，家が建っていても草はぼうぼうになりま

すので，これは市の方で具体的に空き家についても検討していた経緯がございまして，今

申し上げました国会のほうで，自民党の議員提案という形で，今具体的に素案までお示し

されております。この次の国会に出すと言いながら出さなかったのですが，今後は出るの

ではないかと思いますので，内容的に我々の考えていた条例とほぼ法律と中身は一緒なも

のですから，二重になってしまいますので，法案が通り次第，それに基づいた取組は，権

限を持ってできるようになります。現在は所有者を探してお願いする世界です。法律が通

過して施行されれば，法律に基づいた対応が可能という状況であります。 

 

【委 員】 

 事実私の町内も 174 軒受け持っているのですが，その中の１割は空き家，もちろん施設

に入られたとか，御親戚の方が来れないとかで草はぼうぼう，植木は生え放題。問題は猫

の問題とか，犬はまだいいんですが，猫が今度住み着いてしまい，住民としては犯罪では

ないんですが，非常にそれが火事の問題だとか，あるいは青少年がもしタムロでもすると

犯罪の温床になりかねないと今一番感じているものですから。 
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【委員長】 

 空き家問題については議員立法で提出予定ということですから，なかなか議員立法だと

審議の順序が後なこともあって，ほかに議案もたくさんあるので成立するかどうか難しい

かもしれないけど，大事な話だということと，今の話が出ましたけども，空き地空き家と

その犯罪発生，防犯上の問題なので，そこはちょっともう少し明確ではないので，空き地

空き家対策というのは重要な課題ですが，こちらのほうの安全なまちづくり条例の中でど

う取り組んでいくのかと言うと，やや難しいところもあるのかなという気もします。まあ

２件目の御指摘の防犯灯の件ですが，管理団体が明確であれば対象となるということです

ので，その辺の広報をしていただきたいというのもありますし，それがまた一方で町内会

等の設立にきっかけになれば，また地域の結び付きが強化されるので結構なことだと思い

ますので，その辺は何らかの形で進めていくのがよろしいのかと思います。他にいかがで

しょうか。 

 

【委 員】 

 防犯灯に関連したことなんですけども，門柱に防犯灯代わりの電球を夜は必ず付けると

いうことでやってきたんですね。そうすると，防犯灯よりも一戸一戸ですから，非常に夜

が明るいということで，実質は分かりませんが，回覧板とか空き巣が発生の速報なんても

のを見ますと，そういう地域はゼロに近いですね。まあ明るいということです。それから

最近新しく来た人の所は全く暗い。そういう所で，いろいろな犯罪が起きているようなこ

とがありますので，「一戸一灯運動」というのを提唱したことがあるんですけども，それは

終日夜中，一晩中つける必要はないと思いますけども，就寝するまでは門灯をつけておく，

それ以降はそんなに通行人も多くはないと思いますので，「一戸一灯運動」というのを創っ

て沖縄辺りが効果があったと聞いております。参考までに。 

 

【委員長】 

分かりました。町内会が設置する防犯灯だけじゃなくて，各個人が努力して明るい町を

つくる，まちづくりをするということはどうかという御指摘でした。 

 

【委 員】 

 先ほどの空き地が全国的な動きなんですよね。特に過疎地域では問題になっていたんで

すが，首都圏でもその動きが出てきている。水戸の場合はそういうことでなくて，調査し

たんですが，実際に住んでなくて先ほどの問題もそのまま放置してあり，犯罪の温床にな

るという動きが見られるんですよね。少年たちがタムロする場所，外国人の人が不法にそ

こに入ってという動きがあるんですよね，事件になると対策はあるんですが，都市部でも

こういう動きがあるものですから，そういうのも見越した環境を，将来こういうふうにな

るであろうというように，今回の案には是非盛り込んでいきたいなと私は思います。 

 

【委員長】 

分かりました。実際 10 年の長期にわたる計画ですので，将来をにらんで計画を策定する

のは必要だと思います。ほかにいかがでしょうか。 
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【委 員】 

 今空き家は多いです。皆さん東京とか首都圏に行ってしまって親が施設に入ってしまう

と，空き家になってしまう。一応この空き家に関しては，近所の人や親戚の人が，利用し

てもらう，いろいろな利用の仕方があるんですから，内原だとコロニーという障害者の施

設が改装してそこで共同生活をしていくという，そういうことで空き家解消に効果があっ

たので，早くこういうことを充実させる地域のステーションとして使う手もあると思う。

他にも，空き家を草ぼうぼうにせず，近所の人たちと協力して草刈をしてます。当然，持

ち主の親戚の人に了解を貰って，やってあげると，持ち主も恐縮して，わざわざ来てくれ

るようになる。１年に１回ぐらいしか来ないような人が，１か月に１回来るようになって

空き家の管理をしてくれるということがある。みんな知らんふりしているところがあるが，

昔は付き合いがあり，みんな息子さんとか知っていますから，そこは十分に協力して，空

き家の転用を促進したり，それに対しての空き家のリフォーム。建設業組合では，建設業

も今は新築住宅はほとんどハウスメーカーに行っちゃって，あまり仕事がなくなってしま

ったので，結局はそういうリフォームとかの仕事が結構増えてきている。その空き家をき

れいにすれば有効活用できる。早く転用して早い行動が大事。ズルズルになってしまうと

駄目になってしまう。だからそういう地域の人たちが関わっていかないと駄目だというこ

とですね。 

それとニセ電話のことなんですが，なんで引っかかるのかなと。３～４千万円も盗られ

るというのは非常に不思議でしょうがないんですけども，これは何といっても地域のコミ

ュニケーションの足りなさ，家族のコミュニケーションのなさ，高齢者の独り暮らし，女

性の一人暮らしの高齢者等，もっと民生委員が絞って協力するようなシステムを作らない

といけない。私も民生委員をやっていて，そのことについては前からあったことなんです

けども。とにかくニセ電話についてだけ民生委員が協力的に関わるというような方法もあ

るのではないかということを思っております。 

それともう一つ，家族のコミュニケーション，これが絶対に必要だと思います。親と息

子が一緒に夕飯を食べたりしてコミュニケーションを図る，これには職場の協力が絶対に

必要。例えば学校の先生なんかも帰るのが夜の 10 時とか 11 時だそうだ，これではコミュ

ニケーションを図れない。銀行等は今までは９時か 10時に帰っていたのに，今は５時か６

時には帰ってしまいます。ちゃんとリフレッシュしてまた明日働く。やっぱりコミュニケ

ーションがあれば家族間の話が出てきますので，ニセ電話に関しましても常日頃から家族

で話し合うのが良い。ニセ電話ばかりじゃなくて子供の犯罪やいろんなことについて家族

のコミュニケーションや職場の協力があれば防げることがたくさんある。人間同士のコミ

ュニケーションがなくなると，こういうことに引っかかりやすくなる。私も 10 年以上防犯

活動やっていて，一番そこに気が付いた。やっぱり防ぐだけでは駄目だということ。根本

から直していかないと，やっぱり子供に犯罪の隙が出来てしまう。そういうことで私は考

えています。 

特に，私はドイツの犯罪の状況，フランスやイタリアとかずっと調べていますけど，日

本ほど安全な国はないということ，もう何度調べても日本以外に安全な国はないという現

状。それでも，書類を見ると３割の人が不安と感じている。その人たちは相当完璧な安全

を求めているんだと感じますが，治安は大事な部分ですけど，世界の情勢から見ると日本
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は非常に安全であるということは間違いないが，最近中国人のような日本人と見分けがつ

かない外国人がうろうろしていますので，万引きなんか外国人が５～６人でくるとほとん

どやられちゃうみたいです。日本関係では一番万引きが毎日ある。万引きばっかりです。

とにかく品物持ってそのまま堂々と店から出て行く万引きがいるんですけども，とにかく

それだけ日本のお店は甘いということで馬鹿にされているような状況です。商店に絞れば

そういう視点で，電話にしてはコミュニケーションをつけないと駄目だということです。

一つ最近のニュースで心配なのはＩＳＩＳ（イスラム国）へ若い人が興味を持つことが心

配で，やはり自分の家族や子どもの考え方は常々聞いておいた方がいいなと。最後に，警

察官の数が絶対的に足りない，警察官の数を少し増やしてくれると良いが，警察官全体も

足りないが，特に女性警察官の数が少ない。県のほうでも警察官の増強をお願いしたい。

以上です。 

 

【委員長】 

 はい，ありがとうございます。いくつかありましたけど，家族や地域のコミュニケーシ

ョンというのは確かに大事な問題で，ただ今そのような具体的な基本政策としてはないの

で，そういうのを盛り込むこともできるかどうかということで，今後また事務局の方で御

検討いただきたいと思っております。次に，次第のその他に書いてありますが，安全なま

ちづくりモデル地区「指定解除」と「新たなモデル地区の指定」について，事務局より説

明願います。 

 

【事務局】 

 事務局のほうからまた御説明いたします。現在モデル地区におきましては，水戸駅南口

地区が指定されております。昨年１年間延長いたしまして，今年の 12 月 31 日までとなっ

ている状況であります。このモデル地区におきましては，先ほど御説明したとおり，安全

なまちづくり条例の中で指定をするときと解除するときには，推進委員会の意見を聴かな

ければならない，となっております。この水戸駅南口地区を今後どうするのか。廃止する

のかというところを審議いただければと思っております。 

 

【委員長】 

 その辺について事務局から具体的な考えはいかがでしょうか。もし何かあればちょっと

お聞かせ願いたいのですが。 

 

【事務局】 

基本的には指定から３年経っておりますので，解除して別の地区を指定してはどうかと

いうところであります。 

 

【委員長】 

 ということで，委員の先生方は御存じのとおり，水戸駅の南口地区がモデル地区として

指定されて３年経ち，かなりの効果を上げているということもありますけれども，まあ３

年経っておりますので，もしいろいろ御意見があるかと思いますが，一旦モデル地区を解
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除ということでいかがかでしょうか。 

 

【委 員】 

 これはモデル地区というのは１か所だけなのですか。複数は無理なのですか。 

 

【事務局】 

条例上１か所じゃないといけないという決まりはございませんので，２か所指定するこ

とは可能です。ただ，水戸駅南口については３年間やってきて，先ほどあったように青少

年の非行防止と犯罪防止がくっついた活動で一定の成果を上げました。ただ解除したから

もう何もやらないという意味ではございませんので，一番最後に今回加えたこのモデル地

区解除後の対応として，駅南地区は多いので，モデル地区としては解除しますけど，重点

的な地区として活動を継続していきたい。また新しいモデル地区でまたそういったことを

やってみるのは良いのかな，という趣旨の御提案であります。 

 

【委 員】 

特に駅南地区がそういう犯罪が多いという印象が誰にもあると思うのですが，ほかにモ

デル地区に指定するような犯罪が多発しているような箇所というのは，水戸市内にはある

のでしょうか。 

 

【事務局】 

それは最初の交番別の件数の中で，数値は出ております。ただ駅南の場合に注目して，

例えば，空き巣というテーマに移行した時は，じゃあ住宅地ではどうするのかとか，そこ

でまたやり方というのがあると思いますので，どういう視点でやるか，ただ多いからやる

のではなく今後検討させていただきながら，詰めていきたいと考えております。 

 

【委 員】 

私が住んでおります赤塚地区・河和田地区だと，防犯協会の方が茨城大学の方を，学生

が多いので見回りしていたが，手が足りなくて手伝いに来てほしいと言われている。だか

らああいう地区も特徴があるので，モデル地区に適しているのではないか。 

 

【事務局】 

茨大地区は我々が指定する前に，水戸警察署が今重点地域に指定しております。その時

学生が多かったので，そこで水戸警察署に音頭を取ってもらって，協力しあって，青色パ

トロール車をあそこに集めまして，茨城大学の寮とか施設とか，ハンコを押しながら回っ

ていったんです。その結果，明るいうちにして減少傾向が見られた。一定の成果は得てお

ります。ただ今そういう流れの中で，青色パトロール車の方々が積極的に回っていただい

ているという状況でございます。 

 

【委員長】 

まず 10ページに書いておりますとおり，南口の所は，青少年の非行防止と犯罪防止のた
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めのカメラ等による防犯活動を重点的に行うということで，モデル地区に指定し一定の効

果を上げたと，仮にモデル地区の指定を解除しても，継続して施策は続けるということで

ある。もう一点は，別の視点の対策を検討するために新しい所を指定するということもあ

り得るということで，今日決めるということではありませんので，別途議論することとな

ると思いますが，モデル地区を一旦は解除するかどうかということについては，ある程度

方向付けをしたほうが良いのかと。いかがでしょうか。 

 

【委 員】 

解除した後も，重点地域としてはこのまま残して，一回解除して良いと思います。 

 

【委員長】 

 今の御意見は，モデル地区としては一旦解除して，重点エリアとしていろいろなことを

継続して行うということもできるということ。ただ，別の視点で新たな地区をモデル地区

として指定するということでどうか，という御意見ですけど。 

 

【委 員】 

 酒門のほうの防犯なんですが，いろいろニュースに聞きますけど，次回は酒門がモデル

と聞いておりますが，まあ先ほど話があったように，モデルってどういうものなんだろう

と，酒門防犯協会としては 30年近く，週に３回のパトロールをしているわけですが，モデ

ル地区となりますと，私たちも茨城大学に青色パトロール車１台回して回っているわけで

すよね，行った所にハンコを押すわけですよ。帰ってきて，酒門がモデル地区になると，

我々一生懸命やっていますが，モデル地区になれば犯罪が少なくなる傾向にあると思うの

ですが，各交番管内みんな犯罪が減少しているので，モデル地区になったとしたら酒門の

防犯協会は何をやっているんだ，一生懸命やってないのかと，逆にモデルっていうのは良

いモデルになればいいけど，悪いモデルって解釈があると思うのですね。ですから少し不

安性を持って，もう少しお話しさせていただくと，市民センターに青色パトロール車が１

台常駐しています。それをローテーションで 10時ごろまでパトロールをしているわけです

けども，よそのお手伝いが来て，ハンコを押すところに，常に青色パトロール車があると，

何をやっているんだ酒門は，これだから事件が多くてモデル地区に指定されるんじゃない

か。皆さんが来る時に青色パトロール車をなくすわけにはいかないですね。この時間帯。

そういうお話が出てるんですが，良い方向性になるのは確かだと思いますが，ただ我々地

域からいろいろな補助を受けながら，よそから応援部隊を頂いて，不安があります。皆さ

んが来る時に常にセンターに青色パトロール車がいるわけですから，そういう不安性が募

るのが現状です。そういうことで，もう少しお時間を下さい。 

最近のニセ電話のことなんですが，過日防犯協会の代表が集まって，敬老会や祭りごと

等でニセ電話詐欺の替え歌を熱唱したりしています。この間もそういうニセ電話は警察と

防犯協会任せではなくて，市役所の市報が月に２回出ているわけですから，ニセ電話詐欺

の特集を１面上げたところに大きく掲載してほしいという思いがあります。今度載ります

よと言われたが，気が付かなかった。特集と言わずに毎回載せたり，ポスターを作ったほ

うが良い。大きい絵を一面に載せた方が良い。 
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【委 員】 

 私は高齢者クラブでそういう話をするんですが，なんでみんな騙されるんだろう，とみ

んなそう言う。だからいくらそういうことをしても，騙されるはずがないと思っているん

ですよ。そういうところを騙すという，みんな騙されないと思っているけど騙される。新

聞なんか読んでいると，結構若い方々，60 代の人が騙されたとか。大体知らない人に現金

を渡すということをやるのか。従って結論的に言うと，心理的にそういうところに持って

いくようなプロセスがあって，電話にも何か貼ってあるけど，ニセ電話って認識がないん

ですよ。ニセ電話という認識がなければいくらやったって，駄目なんですよ。凄い金を渡

すんですよ。考えられます？高齢者仲間で話をすると，誰もみんな考えられないと言うん

ですよ。我々集まったら必ずすることになっている。何か心理的に学者の先生方も研究し

て対応しないと駄目だと思ったりします。 

 

【委員長】 

ニセ電話対策は非常に大事で，いろいろ市としても検討いただくことになると思います

が，高齢者の方々へ周知についても基本計画の中にどう盛り込んでいくのかと，別途御意

見を承りたいと思っております。モデル地区の解除については，御承認いただきましたの

で，ありがとうございます。また，別途，モデル地区の指定はどうするのかということは，

後日御意見を頂戴することになると思います。先ほど途中になりましたが，別途御意見等

ある場合は，遠慮なく事務局まで連絡していただきたいと思います。先生方にはいろいろ

御議論いただきましたが，私が担当すべきところは終わったと思いますので，ここで議長

を降ろさせていただきたいと思います。どうもいろいろありがとうございました。 

 

【事務局】 

 どうもありがとうございました。以上をもちまして，本日の会議を閉じさせていただき

ます。長時間ありがとうございました。 

 


