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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３回水戸市安全なまちづくり推進委員会 

 

２ 開催日時 

  平成 27 年２月 24 日(火) 午後１時 30 分から午後３時 30 分まで 

 

３ 開催場所 

  水戸市役所 本庁舎南側臨時庁舎 ３階 中会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

 (1) 委 員 

荻野 行広   有川 秀男  浅野 茂  清水 昭郎  渡辺 三代子 

滝澤 要    飯田 正美  冨田 信穂 中根 昭弘  上田 善隆  

助川 公継   藤田 絹代  市川 公明 

(2) 事務局 

   三宅 正人  髙野 裕一  長山 一弘  海老澤 守  小林 達矢 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

(1) 正副委員長選出（公開） 

(2) 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） 

(3) 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 水戸市安全なまちづくり基本計画（第２次）（案） 
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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３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，本日，司会進行を務めます，水戸市役所

地域安全課の  と申します。よろしくお願い申し上げます。 

まず初めに，任期の更新に伴う委員の委嘱についてですが，委員の委嘱は，水戸市安全

なまちづくり条例第 19 条第１項に基づき，市長が委嘱すること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ございますので，御確認いただきたいと存じます。なお，

平成 27 年１月 19 日から平成 29 年１月 18 日までの２年間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，新たに推進委員に委嘱させていただきました委員を御紹介

いたします。  様でございます。 

 

【委員】 

よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

ここで，水戸市市民環境部長より挨拶がございます。 

 

【部長】 

委員の皆様には，大変お忙しいところ，御出席いただきまして，誠にありがとうござい

ます。また，皆様方には，平素から防犯その他市政運営に御協力を賜っておりますことに，

重ねて御礼を申し上げます。 

本委員会は，平成 16 年に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，

安全なまちづくりを推進する上での御意見を頂戴しているところです。本日も，新たに委

嘱をお願いいたしました委員の方を含め，15 名の皆様に委員の委嘱をさせていただきまし

た。委員の皆様方には，安全なまちづくりに御活躍，御活動いただいている方々でござい

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。 

さて，最近の治安情勢につきましては，防犯ボランティアの皆様方の活発な活動により

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，高齢者を狙ったニセ電話詐欺の多発や，女性や子どもなどが被害者となる犯罪

が発生するなど，治安を脅かす新たな要因も生まれてきている現状でございます。 

安全で安心して生活できる社会の実現は，全ての市民の願いでありますので，今後とも

皆様方の御指導，御協力を頂きながら，新たな計画に基づく施策を推進し，犯罪の未然防

止と市民が安全かつ快適に生活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

ますので，どうぞよろしくお願いいたします。 
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【事務局】 

では，続きまして，委員会に入らせていただきます。本日，新たに委員の皆様を委嘱さ

せていただきましたので，新委員長が選出されますまで，暫時，事務局で進行をさせてい

ただきますので，御了承いただきたいと思います。まず，条例第 19 条第３項の規定により

まして，委員長及び副委員長の選出を行いたいと思います。選出は委員の互選となります

ので，どのような方法で選出するか，お諮りいたします。 

 

【一同】 

事務局一任 

 

【事務局】 

事務局一任との声がありましたが，よろしいでしょうか。 

 

【一同】 

異議なし 

 

【事務局】 

異議がございませんようですので，事務局案といたしましては，委員長は，  委員に

引き続きお願いできればと考えております。また，副委員長は，  委員に引き続きお願

いできればと考えておりますが，いかがでしょうか。 

 

【一同】 

異議なし 

 

【事務局】 

異議なしとの声がありましたので，委員長に  委員，副委員長に  委員でよろしい

でしょうか。 

 

【一同】 

異議なし 

 

【事務局】 

ありがとうございます。それでは，選出されました  委員長，  副委員長より御挨

拶を頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（委員長，副委員長挨拶） 

 

【事務局】 

ありがとうございました。ここで，委員の皆様には自己紹介をお願いしたいと思います。 
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（各委員自己紹介） 

 

【事務局】 

ありがとうございました。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

いたします。 

 

【委員長】 

それでは，暫時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，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が，

委員 15 名中，本日の出席委員は 13 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。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人となりますので御報告いたします。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といたします。 

また，当委員会における議事につきましては，議事録を作成，公表することとなってお

り，議事録の署名を得る必要がありますので，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お諮りいたします。 

 

【一同】 

事務局一任 

 

【事務局】 

事務局一任の声がありましたが，よろしいでしょうか。 

 

【一同】 

異議なし 

 

【事務局】 

それでは，事務局から提案をさせていただきたいと思います。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。提案いたしました両委員で御異議

ございませんでしょうか。 

 

【一同】 

異議なし 

 

【委員長】 

異議なしの声を頂戴いたしましたので，両委員にお願いしたいと思います。両委員は，

事務局が後日整理作成いたしました会議録に記名押印をお願いいたします。それでは，早
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速議事に入りたいと思います。水戸市安全なまちづくり基本計画（第２次）（案），答申（案）

について，一括して事務局より説明願います。 

 

（事務局説明） 

 

【委員長】 

どうもありがとうございました。ただ今事務局から，この資料の基本計画の案について

御説明いただきました。特に前回までの委員会における委員の意見を反映して修正した部

分については詳しく説明していただいたところであります。 

またもう一点，大きな修正点としては，15 ページの所の計画の目標設定でありますけど

も，説明がありましたように，刑法犯の認知件数が減っておりますので，数値目標をどう

いうふうにするか資料の方でいろいろ計算していただいて，30％減少させようと目標でい

かがかという御提案がございました。ということで，その他今までの委員会の議論で御意

見がなかったところでありますが，基本的にはよろしいかなと。 

まず（案）の 15 ページ目標の所ですけど，ここはいかがでしょうか。御意見を頂戴し

たいと思いますが。５年後基準として，35 年までに 30％減ということであります。先ほど

説明がありましたけども，水戸市の場合は国や県と言うよりも一本調子で下がってきてい

るわけではなくて，多少でこぼこがありますので中期的に見てどうかということがあるわ

けですけども。 

 

【委員】 

この件数を 30％減らすという住みよいまちづくりの案件の中で，一応  委員が警察の

方が出向いておりますので，警察の働きもありますので，我々が出せる数字の把握ができ

ないですよね。警察と連携を取りながらでしょうけど，数値目標というのはあくまで，警

察と考えなければいけない数字だとは思いますが，30％減はよろしいんでしょうけども，

警察のほうでどう考えるか。我々が頑張ってもできる数字じゃないですよね。 

 

【委員】 

このグラフからを見ると，昨年は 500 件くらいやり取りした部分がありましたが，昨年

は 1,088 件水戸署管内で減少が起きました。その減少した理由が，安全なまちづくりの活

動が推進された結果，このような現象が認められたと思いますが，発生件数が減った確た

る理由が出てこないわけですね。ということは，昨年の数値だけを見て 30％減ということ

を打ち出すことはどうなのかと感じております。 

確かに水戸市のケースを見ると増えたり減ったりの繰り返しです。したがって，昨年だ

けで見ると数値的には理想の数になると思いますが，これを抑止活動としてボランティア

の方が必死になってやられたとしても，35 年にこのような数値が達成できるかどうか私も

何とも言えない部分であります。ということでありますが，よろしいでしょうか。 

今（１案）が 26 年度ベースにした場合だと 35％になるので，これだとかなりハードル

が高い。（２案）は先ほど説明があったとおり，25 年ベースに県を基準としていると。（３
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案）は水戸市の場合少し増減はあったとしても，26 年度の統計だけに基づかないで，こう

いう年ごとの増減も踏まえて難しいところもあるという御意見でしたが，何とか目標を通

して設定しても無理のないところではないかと言う判断で御提案していただいたわけです

けどもいかがでしょうか。それでも達成は難しいという御意見があれば検討したいと思い

ますが。大事なところだと思いますので。 

 

【委員】 

 目標値を下げるのは簡単なんですが，達成するべく目標は決めるものですから，ですか

ら努力しても無理だということがはっきりしているのであれば，それはやっぱりハードル

を下げる必要があると思いますが，やはり可能性があるならば，目指す必要がある。そう

しないと下がらないと思う。ですから行政のほうでも，いろんな計算をしておりますけど，

いろんな事情の観点から私は 30％でも良いと思います。 

 

【委員】 

これを見ますと，35 年という目標，これからもどんどん良くしよう良くしようと，市の

方でも向かっていくということで，30％減に向かっていくぞという姿勢を見せたほうが，

そのほうがやっぱり行政の方もやっていただくと，もちろん我々もこれに向けて努力する，

警察活動をバックアップしようという気持ちで警察の人もやる気を起こしてもらうように，

私たちがいつも警察の方にお願いしてるのは，ボランティアさんを見たらパトロールして

いる人のパトカー，駐在所の人がお礼一つしてくれる。手を挙げてくれる，そういうこと

ですごいやる気を起こさせてくれる。こういうことが犯罪を抑止する大きな要因となる。

だから通りをパトカーがすーっと通り過ぎるんじゃなくて，ボランティアの人を見たらち

ょっとクラクションを鳴らすとか，手を挙げるか，何らかの視点を向けてくれればと水戸

警察署にお願いしているんですけども，それはお互いに御苦労様でしたという姿勢を大事

にしていきたい。そして行政は，それに防犯カメラとか公園を明るくするとかの活動をし

ていただいて，この目標に向かっていくというのはどうでしょうか。 

 

【委員】 

私もそう思います。特に犯罪の内容を見ますと窃盗犯が多いわけですね。それをなくす

という事で隠れた犯罪をなくすため私たち地域の者もそういう目標に向かって努力するの

も大事だと思います 

 

【委員】 

先ほど  委員が話したようですけども，認知件数とは警察が知った件数。この数字が

上がったり下がったりしている中で，上がっているという裏には，警察が一生懸命やって，

泥棒をたくさん検挙したということなんですね。それによって認知件数が上がったという

ことで，実際に警察の方に相談があった件数はそれほど変わってはないと思います。です

から，犯罪が起きないようにすることが一番でしょうから，ある程度高い目標は必要なの

ではないか。 
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【委員】 

市民が，犯罪を抑止するには何をやれば良いか，何をすれば犯罪を抑止できるのか分か

らない部分がある。私が言うのは，子どもたちが学校に通う時に，玄関前の掃除とか庭の

掃除，洗濯ものを干すなど，通学路の朝子供が通学する時間に洗濯を干すとか，掃除をす

るとか，帰る時間帯に表を掃くとか，みんながそうやれば，犯罪もぐっと減少する。見ら

れるということが犯罪者は一番嫌がるのですから，抑止をするということが皆さん分から

ないと思うんです。そういったものについて皆さん市民が何をすれば抑止につながるのか

なということを皆さんに知らせていくのが一番大事なんではないでしょうか。警察官に責

任を負わせるのは非常に申し訳ないと思うんです。やっぱり地域も責任があるということ

ですね。地域が一体化して，それでも守れない部分は警察にお願いする。そういう形で連

帯をもっと高めていかないと駄目ですね。 

 

【委員】 

今回の防犯力が高い地域づくりとか，これからの地域社会に安全なまちをつくるんだと

いう意識ができると思います。 

 

【委員長】 

いろいろな意見が出ましたが，現実的に可能な範囲で，ある程度高い目標を設けること

が重要であると。一つはある程度高い目標を設定することによって，行政やそのほかの人

たちからのいろいろなサポート，あるいは財政的なサポートということにも結び付くので

はないか。もう一点は具体的な何をしたら良いのかという，ノウハウを共有することに関

しても結び付くであろうということがあると思います。基本的にはこれで行こうという合

意が得られたと思いますので，これでよろしいでしょうか。 

 

【一同】 

異議なし 

 

【委員長】 

先ほどもありましたけども，警察が活動すれば認知件数は上がりますし，我々が犯罪や

安全ということに関心を持って被害を通報するようになれば認知件数は上がりますので，

認知件数をどう読み取るかということを警察の上でも犯罪学の上でも非常に大事な問題で

あります。ただ単に数が増えたから，地域が安全ではなくなったというわけではないとい

うことですね。かなり難しい問題ですが，地域の治安情勢を示す指標ですのでこれは大事

にして目標を 30％ということを掲げるということはいろいろメリットがあり良いと思い

ます。 

その他，前回までの委員会で委員の先生からいろいろ意見があり，かなり細かく手を入

れたわけですが，そういう意味でほぼこれで答申できるような形になっていると思います。

他に何かお気づきの点や意見はありますでしょうか。 
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【委員】 

１ページなのですが，事業をさらに発展させということなのですが，事業とは何を指す

のでしょうか。いろんなパトロールなどのことなのでしょうか。 

 

【委員長】 

これは，この事業に基づく様々な活動を行うことと考えていただければ良いですが，ち

ょっと別の表現の方が良いかもしれません。文言に関することですが「様々な活動」とい

う言葉のほうが良いのではないでしょうか。他にいかがでしょうか。 

 

【委員】 

24 ページの防犯カメラの充実とありますが，カメラの拡充にしたほうが良いのでは。 

 

【委員長】 

本文では設置の拡充と書いてありますので適切な表現にします。その他意見はあります

でしょうか。それでは，特にないということであれば決定ということで，これを基に市長

に答申するということでよろしいでしょうか。 

 

【一同】 

異議なし 

 

【委員長】 

どうもありがとうございます。異議なしの言葉を頂戴いたしましたので，この（案）を

最終的には若干の修正を入れますけど，この内容で市長に対して答申いたします。委員の

皆様方，御審議いただきまして本当にありがとうございました。ということで本日予定し

ていた審議は終了します。 

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。 


