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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 27 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 27 年７月 16 日(木) 午後１時 30 分から午後３時 30 分まで 

 

３ 開催場所 

  水戸市役所南側臨時庁舎 ２階 農業委員室 

 

４ 出席した者の氏名 

 (1) 委 員 

荻野 行広   有川 秀男  浅野 茂   笹沼 進三  清水 昭郎 

渡辺 三代子  滝澤 要   林 由美子  冨田 信穂  樽川 千城 

武士 敬一   藤田 絹代  市川 公明 

(2) 事務局 

   髙野 裕一  長山 一弘  浅川 勝彦  小林 達矢 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

 (1) 新たなモデル地区の指定について （公開） 

 (2) その他             （公開） 

 

６ 非公開の理由 

  なし 

 

７ 傍聴人の数 

  ０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） 

資料２ 今後のスケジュール 

資料３ 活動事例 

資料４ 水戸市交番別犯罪認知件数（2014 年犯罪認知件数上位８交番の推移） 
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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 27 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，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，本日新たに４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。  様，  様，  様，  様の４名の皆様でございます。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ありますので，御確認いただきたいと存じま

す。 

なお，新たに選ばれました皆様は，前任者の残任期間を引き継ぎまして，平成 27 年７

月 16 日から平成 29 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，水戸市安全なまちづくり推進委員会委員長であります  様より御挨拶を頂き

たいと思います。 

 

【委員長】 

水戸市安全なまちづくり推進委員会を開会するに当たり御挨拶申し上げます。本日は，

公私ともにお忙しい中，この水戸市安全なまちづくり推進委員会にお集まりいただきまし

て，ありがとうございます。本委員会において，安全なまちづくりにおける「新たな安全

なまちづくりモデル地区の指定」について審議していくわけですが，この安全なまちづく

りについては，実態を把握して適切な対策を検討し，犯罪を未然に防止するということが

大切であります。そういう意味におきまして，この水戸市における犯罪や非行の未然の防

止となるよう，新たなモデル地区の課題を把握し，有効な各種対策を検討，市，警察，地

域，学校が連携して，犯罪抑止活動を推進していくことが大切です。本日の審議も，委員

の皆様方の御意見を十分参考にさせていただきながら進めてまいりたいと考えております

ので，御協力の程，よろしくお願いいたします。甚だ簡単でございますが，私からの御挨

拶に代えさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

【事務局】 

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。 

 

【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 12 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。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
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の規定により会議を公開といたします。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いらっしゃいませんので，併せて御報告いたします。 

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，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。今回の議事録署名人は，  委員及び  委員にお願いしたいと思います。よろ

しいでしょうか。それでは，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，早速議事に入りたいと思います。「新たなモデル地区の指定」について，一

括して事務局より説明願います。よろしくお願いいたします。 

 

（事務局説明） 

 

【委員長】 

それではまず委員の皆様から御質問を受けますが，まずモデル地区決定までのスケジュ

ールにつきまして，いかがでしょう。まずモデル地区の候補を決め，どのような活動をす

るのが効果的か御検討いただいて，３回目に指定をするという流れでございますけれども，

これについて御質問ございますでしょうか。 

 

（意見なし） 

 

【委員長】 

よろしいでしょうか。それではこれからの進め方については，事務局からお示しいただ

いたスケジュールに従っていくということにしたいと思います。続きまして，資料で示さ

れております交番別の刑法犯の認知件数の統計とそれからグラフ。そして，県警本部の重

点犯罪等対策についての認知件数表。この統計は分かり難い所もございますが，御意見ご

ざいますでしょうか。特に交番別で見ますと，南口交番，県庁前交番などその辺りが件数

としては多いような現状が示されておりますけど，全体的な傾向としては，犯罪認知件数

は減少傾向にありますので，本市においてもそういう流れがあります。 

 

【委員】 

モデル地区の選択ということがありましたが，どういうことを基準としてモデル地区と

なるのか。今までは駅南地区の交番ということで，今回新たに設置するモデル地区を交番

別にするのか，地区別にするのか決めないと決められないので，交番の範囲内で選択する

のか，具体的にお示しいただきたい。 

 

【委員長】 

私の解釈では，地区単位の合計がないという問題もあると思いますので，実際の統計が

取りようがないということで，交番別の統計が用意されているので，それを示していただ
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いたということで理解しています。地区の話で言えば，地区で考えれば，その地区をカバ

ーしている交番，あるいは複数あるかもしれませんが，あるいは１つの交番が地区を管轄

しているということもあるので，どちらでもあると思いますが，事務局で何かありますで

しょうか。 

 

【事務局】 

事務局の方から説明します。今回のモデル地区につきましては，選定後，モデル地区の

交番の署長さんに座長になっていただきまして，そのモデル地区の対策会議を推進してい

くこととなります。犯罪のパトロールについて，警察は外すことはできないので警察中心

に推進していく。その時に交番主体になっていただき，交番のエリアを指定していただけ

ればその地区の住人や防犯団体，自警団に御協力していただいて，安全対策を推進してい

きたいと考えているところであります。前回も南口周辺地区につきましては，南口交番の

管内を指定したところであります。今回も，交番の管内を１か所指定していただければ，

具体的な問題点をお示しいたしまして次回の会議にお話ししたいと思います。 

 

【委員長】 

ありがとうございます。 

 

【委員】 

一つ聞きたいのは，この酒門地区で見ますと，学区で見ますと，吉田小学校は三中の学

区も含まれており，吉田地区も酒門地区も，同じ一つの学区に通っているので，１か所だ

けやってもどちらか両方の地域が対象になる可能性があるので，全体でモデル地区に基づ

き活動できるという意味合いで聞いたんですが，酒門地区は酒門地区で独立した中学校の

地区があればいいんですが，３つの学区となっている関係上，そういう関係性はどうなの

かと言ったのですが。 

 

【事務局】 

今想定しているのは，町単位であります。県警のホームページに載っていますのが，町

単位でございまして，ですから市内の交番のくくりになります。 

 

【委員】 

ここからここまでと，区切るのが難しいから臨機応変にそれはやるしかない。 

 

【委員】 

モデル地区の選定なのですが，今お話を聞くと各駐在所の範囲でやられていると，我々

が選択しように，交番署長さん，酒門交番とか，そういう専門，プロの方の選択肢を出し

てもらった方がやりやすいんじゃないか。酒門の場合，空き巣は少ないが，車上荒らしが

多いとか，平均がないんですね。そうすると，今まで駅南はこれだけ数があって少なくな
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った。では酒門をどうしよう，我々のことなのですが，モデル地区をやってもらいたい，

もらいたくないという考えではなくて，確かに酒門はそういう犯罪の温床もあるわけです。

水戸南インターがあって，パチンコ屋などいろんな要素がありますが，それを交番の署長

さんが一番把握していて，これからどうすればいいか，はっきりしてもらったほうが，我々

に選択肢を示せと言われても難しいと思いますが。 

 

【委員長】 

最初に事務局のほうから，地区を示していただいたほうが進めやすいという御意見です

ね。地区と交番の管轄のことは，おおよそ統計的にデータがあるということで，この点は

解決していると思いますが，いかがでしょうか。 

 

【委員】 

見和だけでも，交番が３つ入っています。あまり細かくと言うとまずいから，事件，事

故のことだから融通し合ってやったほうがいいと思いますが。 

 

【委員長】 

私は見川２丁目に住んでいて，見川交番があります。そこはいわゆる見和地区，学区で

見川，一部河和田，赤塚も入っている。学区で言えば梅が丘小学校，見川小学校区があり，

地区が違うということもあるので，ここは交番の管轄でやって基本的には進めていくと。

そこの管轄エリアが，基本的にはここのモデル地区の支援の対象になるという考えでよろ

しいでしょうか。 

 

【委員】 

 来年度，モデル地区の選定ということで，大体意見は出たんですが，ここで制定するの

でどういう基準か決めないと，また来年同じ話になるので，ここで基準を決めておいた方

がいいと思う。 

 

【委員長】 

そうなりますと，前回駅南地区の指定について先ほど説明があったように，水戸駅南口

交番管轄ということで，それを地区名にして指定したので，継続して考えていくと，そう

いうことも必要ですし，そのような形で進めてもいいかと。 

 

【委員】 

 数値が出ているのを優先しないと不明ですよね。統計的に。 

 

【委員長】 

ということで，改めての確認ということで。そういう基準を作る。今説明したようなこ

とを確認ということでよろしいでしょうか。では，その他今，酒門だとの御提言や具体的
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な地名が出たこともございますけども，何かここがよろしいではないかということや，指

定することによっていろんな試みができるのではないかという点について，御意見があり

ましたら，是非おっしゃってください。 

 

【委員】 

何を問題としてモデル地区を指定するかが問題。住宅地の空き巣だとか，重犯罪の減少

とか具体的な要素が欲しい。ただ件数が多いからということではなくて，内容も勘案した

ほうがいい。 

 

【委員長】 

その点について，事務局何か考えがありますか。 

 

【事務局】 

 事務局から御説明しますと，水戸市内の犯罪で多発傾向にありますのが，基本計画の 12

ページでありますが，空き巣が水戸市内では多発している傾向にあります。その他には自

転車盗難，ニセ電話詐欺など挙げさせていただきました。特に空き巣事件につきましては，

茨城県内では人口割で言いますと空き巣は全国でトップ。茨城県内におきましても一番空

き巣が多いのは水戸市ということで，市町村の中では一番多い。事務局としては，空き巣

対策を考えてみたらどうかと考えています。 

 

【委員長】 

安全なまちづくりで，この委員会でモデル地区を指定して，そこの各種団体や住民がこ

ぞって対策ができるものでなくてはならない。ニセ電話詐欺ということも大変ですけども，

後々対策をするということも有り得ますけども，空き巣ということが地域・住民のパトロ

ール活動によってかなりの効果を上げることができるということも想定されますので，市

として対象とするならば，空き巣を念頭に置くということでその為にどうすればいいかと

いうことにしたいと思いますが，いかがでしょうか。 

 

【委員】 

数字に対しましては，下を向かないといけないということなのですが，問題になります

のは空き巣ですけども，空き巣はいいのです。しかし，どうしても狙っているのは空き巣

でありながら，在宅で多発している所が選ばれてもやむを得ないと思いますし，対策する

のが一番いいと思いますが，指定されると環境的に見川地区が悪いのかということです。 

 

【事務局】 

見川地区は，昔からある住宅地が多いので意外と狙われやすいという傾向にあります。

新しい住宅地も狙われやすいのですが，新しい住宅地は二重ガラスになっていたり，家自

体が防犯になっている。それよりかは，以前の住宅団地のほうが狙いやすいというところ
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もありまして，どうしても見川地区は既存の団地が多いので，対象が多いので発生件数が

多いのかなと思います。 

 

【委員】 

見川地区は新しい団地が増えているのですが，古い団地も多い。それにしても白昼なの

です。空き巣が夜じゃなくて白昼なのです。私も１年前やられた。白昼２時間ぐらい留守

にしていただけで，１２時～１時ぐらいにやられた，チャイムがたまたま新しいものを替

えたものだから押すと顔が映る。最初，１０分ぐらいおきにチャイムが鳴らされた。全部

で４回押されたが３回目でなぜか顔が映っていた。その方は捕まってはいないが，おそら

くその人じゃないかということなのですが，ずっと監視しているんですね。１時間ぐらい

で帰ってくれば会ったかもしれない。ということは，出かけているのが分かっているので

すね。そんなことが現実的にありましてね，この数字を見て自分も反省しなければならな

いのですが，やはり白昼で来ますし，前の家もやられている。これも白昼のお昼。この場

合は隣接する迷路になっている所から入って，雨戸を開けて入って，雨戸を閉めて，流し

を開けて包丁を置いて，物色していたわけです。そこに主人が帰ってきた。その時は何事

もなく逃げたのですが，実際もし会っていれば，命も無事じゃなかったかもしれない。う

ちは，外から入って玄関から出て行きました。外から泥棒が入って，玄関をきちんと開け

ていきましたから，帰ってきたら玄関を開けてみたら，開いているんですよ。そんな実情

なので，次の犯罪が起きる可能性も十分ありますので，そういう所では多い所に指定され

るのは仕方がないのではないのか。 

 

【委員】 

実は，県庁前交番なのですが，今まで県庁が来る前は犯罪は多くなかった。県庁ができ

たら犯罪が多くなっていますし，やはり人口が多くなれば犯罪も多くなるという傾向は見

られる。そういうのも考慮してもらえればと。 

 

【委員長】 

まぁ，今出すのは難しいかもしれませんが，地区を指定した後，世帯数分の認知件数と

か，住民分の認知件数，普通は統計だと人口 10 万人あたり何件というふうに取ってますけ

ども，細かい数字を全部出すのは大変かもしれませんけど。 

 

【委員】 

泥棒に入られた場合，どういう方法が一番良いのですか。例えば，泥棒が入ってきた，

その瞬間，どういう対策をしたら良いのか。電気をつけるとか。 

 

【委員】 

身を守るのが一番大事だと思います 
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【委員】 

昔，知り合いが泥棒に入られた時，鉢合わせした時，大きな音を立てたら逃げたと聞い

ている。静かにするのではなく，大きな音を立てる，そうすれば向こうも逃げる。声を上

げるとか大きな音を立てる。決して近づかない。 

 

【委員】 

窓を破られて泥棒に入られた。ちょうどトイレに行ってた。それでそれを発見した。発

見してどうしたらいいかと。木刀を持って戦ったら正当防衛。果たしてどうしたらいいの

か。 

 

【委員】 

入ってきた犯人とは，状況によってですが，別の部屋で，危ないので１１０番してくだ

さい。 

 

【委員】 

 そういうことが住民の中で，いろいろ話や対策が地域で出てくると住民運動につながる。 

 

【委員長】 

そういったことが，指定された所にかかわらず，警察から御指導いただきながら意見交

換するのがいいと思います。いろいろな防犯対策の話も出てくると思います。 

 

【委員】 

 家に帰った時，自分の家のインターホンを押すのが有効と考えます。そうすれば泥棒は

逃げると思います。 

 

【委員】 

 うちは，家に犬がいるので大丈夫である。犬は効果がある。 

 

【委員】 

 踏み石を敷けばいい。歩くと音がなるような。 

 

【委員長】 

 いろいろ皆さんがとっている防犯対策についても，警察の方からもアドバイスいただき

たいと思います。いかがでしょうか。モデル地区は交番別ということで結論が出たが，地

区ごとにやっては，世帯数も違うということもありますので，そこでの発生する犯罪の罪

種も異なるということですが，この統計を参考にして，先ほどから出ているように交番の

管轄が候補で挙がってくるのが，見えてくるがいかがでしょうか。先ほど警察の方から御

意見があったほうが進めやすいという意見もあったが。 
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【委員】 

先ほども話があったが，酒門地区ということで，住宅もどんどん建設されているし，施

設もたくさんあるので，犯人が逃げやすい，水戸南インターもある。吉田地区も犯罪が多

いが高速で逃げて行ってしまう。そこで，もし差し支えなければ，酒門地区をモデル地区

にして，空き巣などの対策をやるのはいかがでしょうか。いろんな選択肢の中から見ても。 

 

【委員】 

 私が酒門地区の責任をとらなければならないし，交番署長さんの都合もあると思います

が。 

 

【委員長】 

今，酒門交番と酒門地区という話が出ましたけども，最初事務局から説明があったよう

に，候補地の段階ですので，仮に酒門地区をモデル地区の候補として選んだ時にそこが，

そこの数値目標がどうだとか，どうなるのか交番の協力は得られるのか，あるいは，他の

団体との関係はどうなのかということを，吟味するということになるわけですので，次の

ステップの話で頂くのでよろしいのかなと思います。今具体的に酒門地区という話が出ま

したが。 

【委員】 

皆さん，自分の地区のこととなってしまうとあれなので，言いにくいのかなというのは

あると思いますが。 

 

【委員】 

先ほどから話がありますが，交番単位で指定する，空き巣を重視するとなると，各交番

ごとに，数字を決めなければならない。 

 

【委員長】 

次の検討課題ですが，モデル地区を指定した後，前回の南口の指定と同じなのですが，

そこが防犯上どういう資源を活用できて，どういう団体の活動が期待されて効果的に進め

られるのかというと，進める側の条件がありますので，そこが，確かに発生件数が多いの

も重要な要素だと思いますが，これから進めていく上の条件が揃っているかということを

考えなければならない。 

 

【委員】 

やはりこの委員会で，どういうことをするのかということが求められているわけですよ

ね。委員会では判断しなければならない。自分の地区の実情よりも，委員会で出された資

料を基に判断しなければならない。そうすると，この数字を見ると見川になるのではない

かと私は思います。地域代表ではないという立場で決めるべき。 
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【委員長】 

今の御指摘について何か御意見ありますか。 

 

【委員】 

 私も住まいは見川で，空き巣が多いのは分かるのですが，今年度の１月から半期の分に

関しては，侵入は見川が多いのですが，空き巣に関しては３交番同じなのですね。見川の

その他の認知 57 件とありますが，その他とは何がありますか。 

 

【事務局】 

これは水戸警察署で調べたところ，事務所荒らしが多かったと聞いております。実は急

増しております。 

 

【委員】 

 傾向としては空き巣は見川が多かったのですが，今年は今の所空き巣は多くないという

ことですね，空き巣を基準にするとすればそれほどでもないですね。何を目的とするかで

すが。 

 

【委員】 

このスケジュールにありますように，ここで決めるというよりも，２～３か所候補を決

めて，地域の問題とかバックアップの問題などの条件もあるでしょうから，１点に絞るの

ではなくて，候補をつけておいて，あとから肉付けを付けて９月の協議のときに決定すれ

ばいいのでは。 

 

【事務局】 

 事務局としては，１つの所を決めていただければ，そこに赴いて課題を調べて次回の委

員会で，その課題に対してどういう対策をするのか揉んでいただければと考えていたとこ

ろです。もしかしたら，嫌だという所もあるかもしれません。 

 

【委員】 

 それだとなおさら１つの所に絞って調べに行った時，うちは・・・となった時にそれを

９月に協議するのではなくて，２～３地区調べておいて，それで協議すればいいのではな

いか。 

 

【委員】 

断られるというのは交番に断られるわけですか。誰が断るんですか。 
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【委員】 

いや，断られるかは分からないが。諸条件を調べたいでしょうから。 

 

【事務局】 

こちらが想定しているのは，モデル地区候補を指定していただければ，防犯協会や自警

団や地域住民，町内会長に聞いてみまして，ここだったらＯＫという地区を持ち帰ってこ

こで揉んでいただきたい。 

 

【委員】 

それだと，なおさらＯＫじゃないと，断られるケースは想定されているの。そこで決め

たらば，その諸条件に則って進めてもらうということで行くのでしょう。 

 

【事務局】 

そうですね。 

 

【委員】 

だからどこが断るの。断られるって。 

 

【委員】 

いやいや，言っていることはそうじゃない。 

 

【事務局】 

 その箇所に行って協力についての御意向を伺ったり，そこの体制を調べると思うのです

が，可能性としては拒否ということも起こり得るかもしれない。ないとは言えない。 

 

【委員】 

協力を求めると言っても，どの程度の協力を求められるのかが分からない。その辺の度

合いが分からない。まず交番に行ったら，交番は嫌だとは言わないでしょうが，酒門地区

なら酒門地区に，どういうノルマがお願いするのかという。 

 

【委員】 

いや，さっきから酒門，酒門って言うから。 

 

【委員】 

いや例に例えているだけですよ。この前の駅南の時は，やっぱり町の真ん中だから少年

指導員とかとやって別に，そんなに意識とかはなくて，良くするからやろうという意識だ

った。 
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【委員】 

前回の駅南の時は特殊な事情があったわけですよ。じゃあそこはやらなければならない

だろうという盛り上がりがあって始まったからうまくいったわけで。明るくしていこうと

いうことだった。 

 

【委員長】 

もう一つの考え方としては，そこに行って，そこの住民の方とか関係団体の御意見を伺

って，こういう形ならできる，こういう対策ならできるということで，その地区ならでは

の防犯対策なり対応策が出てくるかもしれないということなので，全面的にそれはノルマ

だという可能性もないわけではないが，こういう形で協力して活動していくことがモデル

地区を指定して，そこでの形を進めていくという方法でもあるわけですので，あまりそこ

で全面的にノルマとは…。可能性としてはあるかもしれませんけども。 

 

【委員】 

それはないとは思います。 

 

【委員長】 

何ができるのかな，という視点で御検討いただくのがいいのかと思います。 

 

【委員】 

ただ自分は多い少ないというやっぱり地区の人が意識が高ければ，それだけ事件だとか

事故とかが多い少ないではなくて，地域で，それでいいんじゃないかと思えるような対策。

あまり肩肘張った対策では続かない。 

 

【委員長】 

とにかくモデル地区に指定されて，いろいろなことをしようというメリットも御説明に

あがるときには，よく御説明して，理解していただくのも大事だと思います。事務局から

はできれば１か所に候補にしてもらいたいとのこと。ただ，この後に，そこでの次回以降

になりますけども，そこの対応なり進め方もあるかと思いますので，それを今後検討して

いくということになりますので，それではいろいろ見川か酒門かと意見が出ていますけど

も，どの地区ということではなくて，地理的なこともありますし，同じぐらいに両方指定

すればいいという意見もありますので，１か所という事務局の酒門地区を重点的に対処す

るという状況等を考えると，南インターが近いとか，周辺の施設がある，というようなこ

とも考えて，酒門地区でいかがという委員長として御提案を申し上げたいところでありま

すがいかがでしょうか。 

 

【委員】 

で，来年は見川と。 
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【委員】 

駅南は何年続いたのですか。 

 

【事務局】 

条例で期間を指定してモデル地区とありますが，実は過去 10 年間でモデル地区に指定

されたのは駅南地区だけ。この基本計画が平成 17 年に出来て１か所だけ。やっぱりこの問

題があって，なかなか受けてくれるところもなかったということもありますが，それにし

ても期間を指定しないと，南口交番は今でもトップですから，じゃあいつまでも終わらな

いということになってしまいますので，これは条例にも期間を指定してとありますので，

前回は２年間延長して３年行いました。 

 

【委員長】 

それは次回の委員会で，何年にするのが適当かどうかも話し合いますし。モデル地区の

考え方ですけども，南口地区では駅ということでいろいろな人が来て，犯罪認知件数が多

いということがありますし，他の住宅地を中心とする所を隣接している所もあります。い

ろいろな地区を選んでみて状況に合った対策をしていくというのが，モデル地区の考え方

ですので，そこで何とかできれば，同じような住宅地で採用してみようとか，別の地区で

やってみようとかになるので，基本的には地区を指定するのが最後ではなくて。期限が来

たらその後また考えるということでもありますので，期間のことはまた次回検討するとい

うことで，御提案のあったとおり酒門地区ということでいかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

【委員】 

モデル地区のメリット・デメリットというのがあるわけですよね。モデル地区になって

いやぁ良かったということと，デメリット，その点についてはどうなのかと。 

 

【委員】 

今，けやき台や常磐の森が出来上がって，新しい団地が出来ている。グランステージや，

ケーズデンキと，そういう所も，これから犯罪も多くなると思います。ですから，これは

見川地区の人には申し訳ありませんけども，成果を上げて提供したいと思います。 

 

【委員】 

モデル地区に指定しても，地元が動けないのではどうにもならないんですよね。 

 

【委員】 

その辺りは酒門はやりいいんですよ。酒門地区防犯協会は明日会議があるんですよ。そ

こで話し合ってみんなと協力してやります。それが抑止力ですから。 
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【委員長】 

指定されると犯罪が多い地区であるということがあるかもしれません。それは一方で，

きちんとした統計があります。しかし，モデル地区の指定ということですので，指定され

たからといって，大きなデメリットはあまり想定できないとは思いますが，それも含めて

現状に合わせていけばいいと思います。 

 それでは意見も出尽くしたと思いますので，私からは酒門地区で出させていただきまし

て，それも御理解いただいたように私は感じております。そのように進めてもよろしいで

しょうか。では，ここで議長を降ろさせていただきたいと思います。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。 

 


