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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 28 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 29 年１月 30 日（月） 午後２時から午後４時まで 

 

３ 開催場所 

  水戸市役所南側臨時庁舎 ２階 大会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

 (1) 委 員 

荻野 行広  有川 秀男  浅野 茂    菊池 興安 

伊藤 明美  滝澤 要   冨田 信穗   隈元 崇広 

伊藤 剛    田邉 一男  藤田 絹代   市川 公明 

(2) 執行機関 

    篠原 勤   前田 英明  浅川 勝彦  川鈴木 洋一 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

 (1)  重点地区における推進状況について (公開) 

(2)  「酒門地区のモデル地区指定」について（案）    (公開) 

(3) 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 水戸市交番別犯罪認知件数（2016 年犯罪認知件数上位５交番の推移） 

  資料２ 平成 28 年刑法犯総数 

  資料３ 活動事例 

  資料４ H29.1 モデル地区施策骨子（報告書） 
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９ 発言の内容 

執行機関 

定刻となりましたので，ただ今から平成 28 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，水戸市地域安全課副参事の  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。よろしくお願いいたしま

す。 

初めに，本日，新たに７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。 

水戸市住みよいまちづくり推進協議会常任理事 

      様 

水戸市高齢者クラブ連合会会長 

      様 

水戸市商工会議所女性会副会長 

      様 

水戸市地域女性団体連絡会堀原女性会会長 

      様 

水戸警察署 生活安全課長 

      様 

学校・警察連絡協議会 幹事校 

      様 

水戸市学校長会 会長  

      様 

の７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，再任されます８名の委員の皆様を含めまして，平成 29 年１月 19 日から平成 31

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，水戸市市民協働部  からの挨拶ですが，本日所用により欠席でございますの

で，地域安全課長から挨拶がございます。 

 

執行機関 

本日は，平成 28 年度第１回安全なまちづくり推進委員会に御出席いただきまして，誠

にありがとうございます。今紹介にあったように市民会館建設特別委員会が開催されてい

るために，また，予算，定数の内示日と重なってしまったため，私から御挨拶させていた

だきます。 

改めまして私，水戸市市民協働部参事兼地域安全課長   でございます。 

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，重ねて感

謝を申し上げます。 
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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きたん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。 

 

執行機関 

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るまで，

暫時，事務局で進行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。 

 

委員 

（「事務局一任」との声あり） 

 

執行機関 

事務局一任との声がありましたが，よろしいでしょうか。 

 

委員 

（「異議なし」との声あり） 

 

執行機関 

異議がございませんようですので，事務局といたしましては，これまでも委員長をお務

めいただいておりました，常磐大学の学長で犯罪学を専門とされております，  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，警察の立場から防犯対策を御教示いただきたいと考えておりますの

で，水戸警察署生活安全課長の  委員にお願いできればと考えておりますが，いかがで

しょうか。 
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委員 

（「異議なし」との声あり） 

 

執行機関 

ありがとうございます。 

それでは，委員長，副委員長は前の席へ御移動いただきたいと思います。 

それでは，選出された  委員長より一言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 

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。 

この水戸市安全なまちづくり推進委員会におきましては，水戸市における犯罪の実態を

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重要であります。 

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，

有効な各種対策を検討し，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，御協力を頂戴したいと思っておりますので，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。 

 

執行機関 

ありがとうございました。 

続いて，  副委員長から一言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。 

 

副委員長 

水戸署で生活安全課長を務めております  でございます。私は，昨年の６月に水戸署

の生活安全課長に着任しまして半年ちょっと経っております。 

水戸市は，県内一他の市町村と比べて犯罪の件数が多いのが特徴でございます。犯罪の

概況につきましては後ほど御説明させていただきたいと思いますが，防犯が一番必要だと

思います。やられてから警察が検挙するということも必要だと思いますが，犯罪にあわな

いということが皆さんの幸せだと思います。ですから，防犯について警察も力を入れてい

きたいと思います。ここで御意見を頂いて，安全で安心なまちづくりができるようにした

いと思いますので，よろしくお願いいたします。 
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執行機関 

ありがとうございました。 

ここで委員の皆様には，自己紹介をお願いいたしたいと思います。  委員より順にお

願いいたします。 

 

   委員 

私は元吉田というところで自警団の活動をしている  でございます。水戸の生活安全

課とともに地域を良くしようということで，一生懸命頑張っていますので，よろしくお願

いいたします。 

 

   委員 

水戸地区防犯協会酒門分会長の  と申します。本来なら御辞退申し上げるべきなので

すが，昨年から酒門がモデル地区ということで，この名前を聞いて立ち去ることができま

せんでしたので，一つよろしくお願いします。 

 

   委員 

指導委員の  でございます。住まいは大工町なのですが，場所柄，あの辺りは良い店

が多いものですから，古くやっております。よろしくお願いいたします。 

 

   委員 

高齢者クラブ連合会の  でございます。私もいわゆる高齢者になってしまいまして，

引き受けた時にピンと来たのですけれど，年齢的には入っていますからということで，気

持ち的には 58 歳くらいだと思っているのですが。水戸市は高齢者と言っているのですけれ

ど，県では老人クラブと言っています。全国でも老人クラブと言っています。なんで水戸

市は老人と言わずに高齢者と言っているかというと，かっこいいからということだそうで

す。後で聞いてびっくりしたのですけれど。 

それと，高齢者がどうしてまちづくりに関係あるのだということで。高齢者はあと 10

年間増えるのですね。今の団塊の世代が 80 代になるのには後 10 年間あるんですね。団塊

の世代を迎えた後は減少に転じる。あと 10 年経つと減少に転じるので，それまで頑張って

くれということで。 

それとですね，高齢者はオレオレ詐欺やニセ電話詐欺などの特殊詐欺の被害者になって

います。新聞などを見ても 70 代，80 代の人たちが多いのですけれど。それで，高齢者は

被害者になるということですね。もう一歩考えてこれは私の考えなのですが，高齢者は加

害者になるということなのですね。犯人側になるということが大であります。それがどう

いうことかと言いますと，認知症が裁判の段階でどう判断されるかということか。その前

段階で検察庁の起訴の段階でどっちへ転ぶかという非常に難しい問題がある。要するに，

犯意という犯罪の意識が取れるかということで，高齢者が犯人になるかならないかが，今

後大きな問題になることがある。特に認知症をどういうふうに認めるか，認知症は無罪と

いうことになるのか，判定しなければならない。精神鑑定は非常に時間がかかります。そ

れから法はどうなるのか。更に難しいのは，偽装認知症というものなのですよ。私の個人
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的な考えなのですが，要するに認知症のふりをするものです。捕まって，検察庁で起訴す

るかどうかの段階で認知症のふりをする。認知症の偽証ですね。これをどう見破るかとい

うのが難しいと思うのですね。判定が難しいとなるのではないかということになれば，高

齢者は今後加害者の面でも被害者の面でも，両方とも犯罪の面では問題を提起するのでは

ないかと思うのですね。そういう意味で私はここに参加したのではないかと思うのですが，

よろしくお願いします。 

 

   委員 

水戸商工会議所女性会副会長の  でございます。よろしくお願いいたします。初めて

ですので，お偉い方がたくさんいらっしゃるので，いろいろ学ばせていただきたいと思い

ます。誰も自分は大丈夫だと思うのではなくて，一人一人が防犯意識を持てば少しは変わ

るのではないかなと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

   委員 

水戸市の青少年育成推進会議の会長を仰せつかっております，  でございます。今先

ほどお話がありましたが，私ももう間もなく高齢者になりまして，青少年と言っているの

は私の孫でございまして，私ももうそろそろそういう立場になります。一つよろしくお願

いいたします。 

 

   委員 

水戸地区学校・警察連絡協議会幹事校の茨城東高校の生徒指導主事の  と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

   委員 

水戸市の校長会の会長を仰せつかっております，水戸市立第一中学校の校長の  と申

します。よろしくお願いいたします。 

保護者や地域の皆様に支えられて，本当に地域とかいろいろな方々のおかげで子どもた

ちが安全に暮らしていけるのだなと，今の仕事をしているとつくづく思います。そういっ

た意味では，学校も開かれた教育課程という言葉も言われていますけれども，地域と一体

となって子どもたちの育成に向けて努力していきたいと思います。今日はいろいろ御指導

よろしくお願いいたします。 

 

   委員 

こんにちは。私，  でございます。 

私は自称ですけれども，水戸のシンドロームにかかっております。水戸という言葉にす

ごく異常に反応いたしまして，ブラタモリで放送されたり，直木賞の受賞であったり，ラ

ジオ深夜便で水戸の芸術館のインタビューがあったのですが，私自身も水戸という名前の

付いた役，幾つかを仰せつかっておりまして，犯罪関係というと変ですけれども，その中

の一つですけれど，水戸の少年鑑別所というのがあるのですけれど，そこへ毎週行って入

所の子どもたちに体を使ってという役割をもう 15 年くらいやっております。それはレクレ
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ーション協会ということで行っているのですが，小さい子どもからお年寄りまでいろいろ

な方々とお会いしているものですから，そういう意味で水戸全体の安全安心まちづくりと

いうことをどうするかということを，考えていることをお話しできることがあればと思っ

ております。よろしくお願いいたします。 

 

   委員 

  と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

私は以前，県の防犯協会というところに勤めておりまして，現在ここでやっております

ようなこと，事業をいろいろお手伝いさせていただいた期間がございます。 

この委員会で何かお手伝いができればと思いまして，公募でこの委員にさせていただい

ております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

執行機関 

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

０人となりますので御報告いたします。 

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。 

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，議事に入る前に水戸警察署生活安全課長の  副委員長から，茨城県内と水

戸市内における最新の犯罪発生状況について御説明いただきたいと思います。 

 

副委員長 

それでは，県内の発生状況についてお知らせしたいと思います。平成 28 年と平成 27 年

を比較しますと，茨城県内刑法犯認知件数は 26,610 件で，平成 27 年に比べますと 2,475

件減少しています。 
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平成 14 年をピークに年々減少しておりまして，14 年連続の減少となっております。県

内は自動車盗が多かったものですから，対策を講じまして昨年中は 1,590 件で 517 件減少

しております。全国的に見ますと高い水準でありますので，更に自動車盗の発生を抑えて

いきたいと思います。 

先ほどもお話がありましたが，平成 28 年中はニセ電話詐欺が 428 件，24 件ほど増加し

ております。被害総額につきましては約９億５千万円です。ニセ電話詐欺について少し詳

しく話しますと，息子などをかたるオレオレ詐欺，こちらが 155 件ありました。アダルト

サイトなどの架空請求ですね。架空の料金を請求するこれが 157 件。この２件につきまし

ては，一昨年と大体同じくらいの件数です。 

昨年特に目立ったものとしては，還付金詐欺です。還付金詐欺は，およそ２倍となって

おります。昨年は 99 件でありました。一昨年よりも 45 件増えております。年金が戻りま

すとか，保険料が戻りますとか，ニセの電話がかかってきて，ＡＴＭに来てくださいと言

われて，犯人の指示どおりにＡＴＭを操作して，戻ってくるはずのお金が 10 倍以上の額に

なって振り込んでしまう。これが去年倍増しております。 

以前は，銀行とか郵便局のＡＴＭが多かったのですが，去年辺りはまず声を掛けられな

いであろうという，ショッピングモールとかスーパー，コンビニなどにあるＡＴＭでお金

を振り込ませるという手口が増えております。去年だいぶ出ましたので，報告させていた

だきます。 

変わりまして，昨年の水戸署管内の刑法犯認知件数ですが，3,687 件となっております。

一昨年よりも若干増えてしまいまして，131 件増加となっております。自動車盗につきま

しては，125 件で減少しております。114 件減少しております。増えてしまったものは，車

上狙いで車から物を盗まれてしまうという手口で，こちらが 280 件で 110 件増加しており

ます。侵入盗ですが，家とか事務所とかに入る泥棒なのですが，699 件で 219 件増加して

おります。ただ，侵入盗につきましては犯人を捕まえておりまして，その犯人が今まで届

出のなかった場所に案内をして，ここでもやりましたよと確認に回って，それが認知で挙

がってきて７～８割増えてしまっている状況でございまして，侵入盗につきましては昨年，

一昨年よりは若干増えている状態であります。 

また，ニセ電話詐欺のほうなのですけれど，水戸警察署管内で 53 件の発生であります。

そのうちオレオレ詐欺が 17 件，顕著に出ているのが還付金詐欺なのですけれども，こちら

が 24 件ということで，一番多い手口となっております。これも先ほどお話ししたとおり，

スーパーやショッピングモールなどにおびき出されて振り込んでしまうという手口でござ

います。 

水戸市内の認知件数といいますと，2,961 件で 93 件の減少となっております。市町村別

でいいますと，44 市町村のうち，人口 1,000 人当たりの犯罪率というのがあるのですけれ

ど，水戸市は６位ということで，若干高い位置にあることになっております。 

さらに，生活安全課ということで，少年事件にもちょっと触れたいと思います。昨年は

コンビニの強盗事件の少年，成人式で威力妨害で逮捕された少年がいました。それとここ

最近といいますか，ニュース等でも取り上げられることがありましたが，大麻を所持して

いる，昨年の 11 月には茨城町，水戸市とは隣ですが，少年４人が逮捕されました。さらに
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今年に入って１月には，水戸市内におきましても少年４人が大麻の所持ということで逮捕

されております。 

警察としましても少年の非行を未然に防いでいまして，その点から言いましても，喫煙

とか深夜徘徊とか少年補導に力を入れて，少年非行の未然防止ということに図っていきた

いと思っております。また，去年の特徴といたしましては，ポケモン GO などというものが

一時期はやりまして，千波湖の黄門像前に夜中にすごい人数が集まりまして，そこでも少

年補導が十数件ありました。社会現象的なものがありますと，集まってくるということが

ありまして，今後も注意していきたいと思っております。現在は下火になっていると思わ

れますので，今後もそういったことに注視しながら警察のほうでも補導活動に進めていき

たいと思っております。 

 

（ここで，  委員退席） 

 

委員長 

どうもありがとうございました。ただ今，茨城県内の犯罪の発生状況について御説明い

ただいたところでありますけれど，何か確認したいということがありましたらお願いしま

す。また，後ほど意見交換の時間もありますので，先に進めたいと思っております。 

重点地区における推進状況について，該当地区だった水戸駅南地区について事務局より

説明願います。 

 

執行機関 

水戸駅南地区，現在は重点地区と呼んでおりますが，この流れなのですが平成 17 年に

水戸市安全なまちづくり基本計画を策定いたしまして，モデル地区ということを盛り込み

ました。 

具体的に活動を始めたのが，平成 23 年の 11 月から水戸駅南口周辺地区をモデル地区と

指定して，対策を推進してきたところでございます。 

平成 27 年に水戸市安全なまちづくり基本計画の第２次の計画を策定いたしまして，モ

デル地区から重点地域ということで名称を変えまして，継続的に防犯対策を推進していた

だいているところでございます。 

活動状況の前にお手元の資料がございまして，簡単にその説明をしてから要件に入りた

いと思います。まず資料１，グラフのあるペーパーを御覧ください。これは水戸市内の交

番別の犯罪認知件数ということで，先ほど副委員長からお話がありましたけれども，水戸

署管内の交番の犯罪認知件数の多い順に上から５番目までを抽出して，そこに表している

ところでございます。単純に数値だけ比較しますと，水戸駅南口管内の犯罪認知件数がず

っと多いということが見てとれるのですが，過去７年の数字を並べているのですが，右肩

下がりでおおむね減少傾向にあるのかなと思います。中でも特徴的な末広町交番の平成 25

年の 676 件ですが，侵入盗の余罪を調べたところ，この年の数字が上がりまして，この年

だけ上がったということを聞いております。 

次に，資料２を御覧ください。文字が見づらくて恐縮ですが，これが水戸警察署管内の

全交番の平成 28 年中の犯罪の認知件数でございます。一番上が水戸署全体の数字になって
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おります。先ほど御説明があったとおり，自動車盗の減少が大きく，マイナス 114 件，侵

入窃盗が前年からプラス 219 件，水戸署管内で多くなっておりますということが見てとれ

ると思います。 

水戸駅南口周辺地区の重点地区の活動状況なのですけれども，資料３を御覧ください。

具体的な活動事例について羅列したものなのですが，項目別に申し上げますと「１．防犯

パトロール活動」です。関係機関と連携して，たまり場等のパトロールをしたということ

です。水戸黄門まつりでの特別補導です。これらを中心にやっていただいているというこ

とです。次に，「２．講話等による啓発活動」ということです。警察の方を呼んでの犯罪防

止のための講話による啓発活動ということです。「３．情報発信活動等」ということです。

地元の広報誌に防犯活動の状況を掲載しまして，広く地域の方に活動を発信することをや

っています。「４．街頭指導活動等」なのですが，学校が活動の中心になりますけれど，登

下校時間の見守り等に関する活動ということです。「５．環境美化等による防犯活動等」と

いうことで，事件事故防止対策として，清掃活動の実施や学校周辺などの落書き消しなど

をやっています。「６．事件・事故情報等の共有活動等」事件・事故情報の共有ということ

です。「７．事件抑止対策等」として防犯カメラの設置，桜川周辺の防犯対策の強化，青色

パトロール車の増車を行っています。具体的に防犯カメラといたしましては水戸駅のペデ

ストリアンデッキに，それぞれ北口に４台，南口に４台，防犯カメラを平成 24 年に設置し

ております。青色パトロール車につきましては平成 27 年に１台増車しまして，市役所の赤

塚出張所に配置しまして防犯団体の方に使用していただいて，防犯パトロールの際に活用

していただいております。 

事務局からは以上になります。 

 

委員長 

ありがとうございました。今の説明につきまして御質問がありましたら，お願いいたし

ます。 

それではないようですので，次の説明をお願いいたします。 

 

   委員 

元吉田自警団の  と申します。平成 15 年に，地域を安全にしようじゃないかという

ことで，元吉田自警団を立ち上げました。その時は非常に吉田地区も荒れておりまして，

学校並びに地域が荒れているという状況でどうにもならないという状態でございました。

これは何とかしなくてはならないということで，数人で立ち上げ，その後賛同者が増えて

現在，青パト９台で活動しております。９台が全部同じコースを動かないという条件で活

動しています。時間はずらしてパトロールするということで，下校時間帯の部隊と夕方の

部隊と夜の部隊と夜中の部隊というふうに分かれて，とにかく姿を見せることが大事とい

うことで，我々は実働部隊ということで，実質の自警団をやろうということでやっており

ます。デスクも大事なのですけれども，現場を歩いて，その現場でコンタクトを取って地

域水戸という全体が良くなればよいなという考えで動いています。 

私は深夜の部隊を受け持っておりまして，もちろん私も夕方，会社のほうから帰ってき

て地域を回って自宅に戻り，それから深夜の部隊ということで出かけているのですけれど
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も，夜は９時に出発しまして吉田地区をパトロールしまして，パトロールが終わりました

ら水戸の北口に向かいまして，警察署を通って大工町の繁華街を通過して，末広町から茨

大の女子寮をパトロールしています。茨大の女子寮に着くのが夜の 10 時過ぎですね。女子

寮中の水戸警察署で設置しているセーフティーボックスの中にチェックをして，また更に

渡里に行きまして，渡里の公民館に行きまして，渡里の公民館のセーフティーボックスに

チェック。それから西部公園，西部図書館ですね。非常に暗いのですね。西部図書館も，

午後 10 時半ごろになると真っ暗になるのですね。西部図書館の駐車場の中に，なぜか車が

駐車しているのですね。何か物騒ですよね。人がいるのか，何をやっているのか分からな

いですけれど，物騒に車が止まっているのですが，地域に対しても環境が良くないのかな

と思いながら，図書館の中にあるセーフティーボックスにチェックをして，駐車場の中を

ぐるっと回って，武道館のほうに回りまして，武道館をパトロールしながら桜山公園，桜

山公園駐車場に入りまして，例の千波湖を回ります。先ほど，  課長からお話しありま

したように，ポケモン GO の時に，私も夜中の 11 時に通りました。何で今頃こんなお祭り

やっているのかなと，ものすごい人だったのですね。黄門像の前がお祭り騒ぎだったので，

次の日，生活安全課の課長さんに電話して，昨夜は何かお祭りがあったのですかと尋ねた

ら，ポケモン GO で，すごく集まっちゃってどういうふうな対策をとったらよいか分からな

いということで，私も初めてポケモン GO とはすごいのだなとびっくりしました。それから，

駅南に向かいまして，駅南交番のロータリーを通って桜川のふちをぐるっと回って，それ

から元吉田，地域の公園を見て自宅に戻るのですけれど，戻るのが 12 時です。９時に出る

と自宅に戻るのが 12 時というパトロールをするのですけれど，15 年前のパトロールと今

とを比べると，今は本当に静かです。平成 15 年の頃は，公園に中学生がたむろしてワーワ

ーやっていた。何をやっているのか分からないが大騒ぎ。ホームレスは６，７人いまして，

寝ないで酒を飲みながらどんちゃん騒ぎ。平成 15 年はそうだったのですけれど，今はホー

ムレスもいない，中学生もいない，全く何もない状態でクリーンな地域になっているので

はないかと思います。私も現役で仕事をやっていますので，日中のことは分からないです

ね。学校にも言っているのですが，何かあったら私たちも重点的にパトロールをしたいな

と思っています。生活安全課の課長補佐にも言っているのですけれど，どこか重点的にパ

トロールするところはありますかと聞いているのですが，特にないですよということで，

昔に比べれば，穏便になったのかなという感じは受けています。 

数年前に寿地区に放火事件がたくさんありまして，寿のほうに連続してパトロールに行

っていただきたいということがありまして，夜の９時から 11 時に無差別にパトロールさせ

ていただきました。警察官は大変です。夜中に細い道にパトカーを止めて一晩中寝ないで

いるそうです。犯人は大体目星はついているそうなのですが，捕まえなければならないと

いうことで，パトカーが何台か待機していた。そこで降りてきたのは女性の婦人警官なの

ですね。女性も一生懸命やるのですね。私は夜勤なのですということで。 

現在はそういうことがありません。前から比べれば，ずっと落ち着いたのかなと感じて

おります。また，大工町の飲み屋街をずうっと通るのですけれど，不景気かどうか分かり

ませんが，飲み歩くお客さんは少ないですね。ただし，黒い服を着た男の人たちが５～６

人います。あそこに一人で歩けと言われたら歩きにくい雰囲気はあります。大工町の繁華
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街はお客ではなくて，お客を待っている黒い服を着た人たちがいっぱいいます。あの人た

ちが少なくならないとクリーンな感じにならないのかなという印象は受けております。 

これからもいろんな情報をいろんな団体から受けて，どこかで何かあれば自分の地域で

はなくても，名前は元吉田なのだけれども，水戸市でみんなで協力して安全なまちづくり

をしようということで。せっかく，機動力のある青パトというものがありますから，青パ

トを利用することで，地域の広い範囲をみんなで協力し合って，安全なまちづくりすると

いうことが大事なのかなと。動く活動が一番大事だと思います。青パトをせっかく持って

いても，回転させて姿を見せているのが青パトであって，青パトの紋を付けて走っていて

も青パトじゃないので，地域安全のために一致団結して協力していきたいなと各団体には

声を掛けています。現状は荒れたところはあまり見えておりません。以上です。 

 

委員長 

どうもありがとうございました。青パトのパトロールを使っての活動を中心に説明いた

だきましたけれども，平成 15 年に比べると現状は非常に落ち着いているということです。

これは警察庁など全国的にも指摘されていることですけれども，地域の防犯活動が功を奏

しているということです。 

もう一点御指摘の中で大事だと思ったのは，情報の交換，情報の共有ということで，い

ろいろ関係する方々から情報が伝われば対応していけるということで，その仕組みをどう

作っていけるかということが大事なことだろうと感じたことであります。今のお話の中で

確認していきたいということがありましたら，お話しいただきたいのですけれども。 

 

執行機関 

事務局からですけれども，西部図書館の夜間駐車場が開放されているということでした

が。 

   委員 

開放はしておりません。 

大震災後，施錠をしないでポールだけ上げておいたのです。ところが今度，図書館が民

間に委託されましたよね。時間帯が狂っちゃったのです。時間帯が伸びたのです，図書館

も。あそこのポールを開けといてくれという条件が来たのですよ。ところが，市のほうで

は，  さんと夜の７時に施錠していいということに契約しているので，閉めてもいいと

いう話になったのですけれど，あそこに図書館を利用する方が止めちゃうということで，

図書館を利用している方は何かの印の札を張ってくださいということで。その方があれば，

その方に申し送りをして，車を出していただいて施錠するということにしたのですけれど，

それでも困るということなので，ポールだけ上げましょうということで。ところが，それ

が悪い形になってしまうということで，ポールは回せば落とせるということになってしま

ったのですね。ポールを上げていくと１時間くらいしたら見に行くと下げられてしまうの

です。私は鍵を掛けさせてくださいと言っているのですよ。鍵を掛けさせてください，鍵

を貸してくださいと言っているのですが，図書館が不具合らしいのですね。開けちゃうと，

またどのように荒れちゃうか分からないので，ポールは私が毎日閉めていますから。開い

ているのは誰かが開けてしまうから。朝は８時半からあそこは開けるのですね。７時に行
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って開いているのですよ，ポールが。誰かがポールを回して落として入れるというイメ  

ージになってしまったのがいけないと思うのです。私が図書館とやり取りする立場ではな 

いので，毎日ポールを上げているのですが，施錠の鍵を図書館が持っているのです     

ね。  さん，少しならポールだけ上げておいてくれやという話だったので，いや駄目だ，

看板で夜の７時には施錠しますよと，朝の８時半までは施錠しますよと書いているにもか

かわらず，当面はポールだけ上げてくれということなので，ポールだけ上げているのです

よ。ところが地域の方に，あそこを勝手に開けられて入られて困るという話が私のほうに

来ているのです。私は毎日毎日ポールを上げに行っているのだけれども，もう一度施錠さ

せていただきたいと言いたいところなのですよ。市のほうに言おうかと思ったのですけれ

ど。市のほうで図書館と体育課と児童公園と３つに分かれているのですけれど，難しいの

ですよ，管理が一つでないから。一角は体育課が管理，一角は図書館が管理，児童公園が

あって管理で，ここからこっちが線だよ，ここからこっちが線だよ，ここからこっちが公

園のための駐車場で，開けといてくれということで，同じ市だから駄目だということはな

いので，白黒はっきりしていただかないと，また若者がガタガタ暴れるようになっては乱

れてしまうので，そこはやっていただきたいと思っています。夜８時ごろ閉めると夜 10

時ごろ開いているのですよ。朝早いうちに７時頃会社の途中に行くと，ポールが落ちてい

るのです。鍵を掛けると朝，図書館の従業員さんが開けてくれるのですよ。朝は，今まで。

朝，図書館を開ける時，図書館の従業員が開けて，夜，私が閉めるのですよ。図書館が休

みの時は，私が開けるのと閉めるのと両方やっているのですよ。地域の方にお願いをして，

私が行けない時は開けてもらうようになっています。ただ，図書館と体育課の話が違うの

で，私がやることができないのだけれど，あそこに掲示されているのが夜７時になると施

錠しますということになっているので，施錠はさせていただきたいということです。 

 

   委員 

ちょっとお伺いしたいのですが，西部図書館の駐車場というのは常に閉めておくのが現

状なのですか。 

 

執行機関 

まさしく，行政内部での情報の共有とか確認といった意味で，西部図書館が指定管理者

ということで，民間には委託管理をさせているので，その中でルールの決め事というのは

作っています。そこに行政も先ほどお話があったようにスポーツ課とか西部図書館とか公

園緑地課とかいくつかの課が絡んでいるのですね。事件事故の温床というわけではないで

すが，私どもは警鐘を鳴らすという意味で関係課，ましてや校長会さんも来ていらっしゃ

いますので，そういった情報も発信していただいて，学警連さんも来ているので，情報，

共有，発信はできることは動いていこうかなと思っています。 

条例で決まっているので，何時に閉めなくてはならないということになっていると認識

はあります。 

 

   委員 

道路の脇ですよね。 
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   委員 

あそこは，運動公園の駐車場と西部図書館の駐車場と体育課の駐車場が分離しちゃって

いるのです。私が言っているのは体育課，運動公園の駐車場を閉めてくださいということ

なのです。図書館は図書館の駐車場があるのです。テニスコートはテニスコートの駐車場

があるのです。あそこは中学校に面しているので，その当時，ホームレスが寝泊まりする

ための乗用車が３台放置されていたのです。警察署にお願いしたら道路じゃなくて民間の

駐車場に放置されている車両は手出しができないというのです。ホームレスが寝泊まりし

ている車があるのですよ。それで市役所にいろいろ掛け合って，夜は若者が入ってどんち

ゃんどんちゃんやっている。ほかに，夜に中学生がワーワーやっている。隣でホームレス

が酒飲みをやっている。中学校が近いので，行政で門を閉めてくれないとクリーンになら

ない。地域の高齢者の方が，あそこは怖くて散歩に行けないと言う。そこで，市とタイア

ップして，運動公園のほうの駐車場を閉めてくださいとお願いして，やっと許可をもらっ

て，運動公園の駐車場だけはよいでしょうということになりました。図書館のほうの駐車

場は開いているのでそちらにどうぞということになりました。そのいきさつで放置されて

いた車両を水戸市でやっと撤去することになりました。水戸市でやっと持って行ってクリ

ーンになった。ホームレスと水戸署の生活安全課と，夜中の 12 時，１時，２時に毎晩毎晩

やって，留置所に連れてってもらったりして，一人減り二人減りしてようやくいなくなっ

た。中学生も夜中にいるものも学校の校長先生とタイアップして，おっとばしおっとばし，

やっといなくなった。地域の方，隣の方と協力して中学生を追い出す形でクリーンになっ

た。そこで，図書館を民間に委託したところで狂っちゃった。そこまでは何もなく順調に

来たのですけれど，委託して閉館が１時間延びたということが原因になっちゃったという

ことなのですけれども，今までは夜７時に閉めるのに８時になってしまったので，図書館

が閉まる８時に行っているのですよ。ただ鍵を掛けないので，鍵を掛けるようにしてもら

いたいのですよね。目の前が中学校だし，看板が掛かっているうちに施錠はしていただき

たい。よろしくお願いします。 

 

   委員 

なぜ西部地区に防犯パトロールが行くかというと，元吉田自警団だけじゃなくて，31 団

体防犯協会があるのですね。そこで約 20 団体くらいは，私は先週を除いて今週は３回くら

い行っています。西部図書館でハンコを押して，大体分かりますよね。西部地区がモデル

地区でもないのに，西部図書館，渡里公民館，堀原公民館，その３つを立ち寄って回って

きましたよということで印鑑を押してくるのですよ。昔の警ら箱というものが置いてある

のです。私もシャチハタを押して，何時何分に着いたよということで。先週行ってきまし

た。２週，３週と行っているのですが，皆さん来ている所にはハンコを押して，防犯協会

は回っていますので，コースはほぼ同じですが，大工町の立ちんぼさん見て西部を回って，

帰りは千波湖を通ります。 

もう一つ地域安全課の人に聞きたいのですが，この活動報告なのですが，酒門の事例が

少ないですね。警察署から来た情報なのか，水戸市へ新たに活動報告を挙げないとこうい

うのが載らないのか，ちょっと聞きたいのですが，モデル地区の活動状況です。 
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委員長 

今，活動状況に基づいて現状を報告していただいたわけなのですけれども，想定されて

いる手続というものと実態というものが違うのではないかという御指摘もありましたので，

水戸市におかれましても，関係するとは思いますが水戸署のほうにおかれましても改めて

実態を調査していただいて，適切な対応が取れるようにしていただきたいということで。 

また，いろいろ細かいことでございますので，関係する皆様にしていただきたいと思い

ます。 

続きまして先に進みますが，酒門地区のモデル地区の指定についてでございます。事務

局から御説明をいただきたいと思います。 

 

執行機関 

それでは資料３の次の水戸市安全なまちづくりモデル地区施策骨子（案）ということで

お手元に配布させていただきました。資料を一言で説明させていただきます。 

酒門地区モデル地区ということで，指定させていただきたいと思っております。 

モデル地区の選定につきましては「１ モデル地区事業の概要」ということで，モデル

地区の選定につきましては水戸市安全なまちづくり推進委員会の意見を踏まえ，地理的条

件や都市化の状況，住民の意識，犯罪発生の状況を勘案して１地区を選定いたしましたと

いうことで，酒門町周辺地区ということになりました。 

前回の委員会で，酒門の交番の犯罪発生は，水戸署の管内では５番目ということに位置

付けなのですけれども，犯罪発生の状況は多いということです。 

あと，地理的状況で北関東道の水戸南インターに隣接しているということと，ジョイフ

ル山新等の大型商業施設が多いということがあるということと，住宅地帯が広がっている

という地理的条件を踏まえましてこのようにしたという状況でございます。 

指定期間ですけれども，平成 29 年２月１日から平成 30 年 12 月 31 日までということに

なっております。活動の主体と役割というのは，地域の方，防犯ボランティアを始めとす

る団体の方，警察，あるいは市が活動主体となってきます。 

モデル地区の進行手順ということで，地域の実情把握と課題発見，内部の検討，地域の

発信ということが項目で進めていきたいと思っております。 

次の「２ モデル地区の概要」なのですけれど，酒門町周辺地区といいますと，町内で

いいますとこちらに記載してあるとおりで，栗崎町やけやき台，住吉町，酒門町，元石川

町，元吉田町，六反田町，谷田町，百合が丘町が該当すると思います。 

犯罪の発生状況なのですが，先ほど御説明したとおりで，侵入盗が多いという状況でご

ざいます。 

住居等の状況でございますけれど，大規模店舗，事業所等があって，戸建ての住宅やマ

ンションなども混在している状況でございます。 

小中学校がありまして，児童生徒の通学も多いという地区であります。酒門交番管内に

ある所在している学校，これは例示なのですが，酒門小学校，吉田小学校，稲荷第二小学

校，水戸四中などであります。 

具体的な活動などにつきましては水戸駅南口周辺の  委員からも御説明があったか

と思うのですが，パトロール活動や街頭の補導活動が中心になっていくのかなと思います。
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それに関する報告ということでパトロール活動に限らず，広報啓発活動ですとか何らかの

活動をした時ですね，別添でその次にある「モデル地区事業報告書」という様式がありま

すので，こちらにパトロールならパトロールと記入していいただいて，内容を報告してい

ただいて，状況を積み重ねていただいて，情報の共有とか情報の発信とかしていただきた

いと思っております。以上です。 

 

委員長 

今の要領により御説明いただきましたけれども，そこに私からの確認ですが，１番のイ

のところですが，あさってから実際に指定期間に入るということで実施していただいて，

その結果をそこに添付されている報告書で御報告いただくという理解でよろしいでしょう

か。 

 

執行機関 

そのとおりでございます。２月１日というのは，今日が１月 30 日だったのですけれど

も，キリがいいというところで２月１日ということにしましたが，今後，酒門地区で活動

状況などを一度話し合ってからがいいのかなと事務局では考えておりますので，この期間

というのは考えさせていただきたいと思っております。 

 

委員長 

協議の上ということになりますでしょうか。相談をしながらということでしょうか。そ

れでは，昨年指定された酒門地区のモデル地区における事業について，今考えておられる

全体像について御説明いただいたわけですけれども，これにつきまして質問ですとか，こ

れから本格的に実施されるのにあたって御意見等がありましたら頂戴したいと思います。 

   委員，先ほど何か質問があったようですので。 

 

   委員 

私がいるのが酒門地区ですので御質問をさせていただきます。となりますと，防犯連絡

員協議会，水戸地区の，こういう方たちにも連絡をしていただいて，安心で安全に暮らせ

るまちづくりに青パトの協力とか，いろんな方が今，西部地区を私たちが回っていると同

じくこういう活動をしていただけるわけですか。 

 

委員長 

今の御質問は，指定されて青パトなどの活動などの，青パトの巡回の経路になるかどう

かということで，質問がありましたが。 

 

執行機関 

そうですね。これから活動のやり方というのは話し合っていければと思います。今のと

ころはそのようにしたいと思っているのですけれども。一度関係の方に集まっていただい

て，そこら辺を話し合いたいと思っております。 

 



17 

   委員 

実は今，何地区か各防犯連絡員協議会が西部地区に行っているわけですよ。そういう立

場で酒門を見守っていただけるのか。 

 

委員長 

私の考えですが，酒門地区を中心となって実施していくのか。あるいは，  委員がお

っしゃったように，水戸市の地区の防犯協会やボランティアの集まりですとか， 

  委員辺りの青パト関係と協議しながら，酒門地区のパトロールはどういうふうに協

力していくのか，具体的に活動するのか，まずは協議の場所を設けるということですかね。 

 

   委員 

防犯協会が行っているわけですよ。西部地区に。水戸署の生活安全課から話が行ってい

るのですよ。 

酒門地区がモデル地区となって，どういう形で応援をいただけるようになるのでしょう

か。 

 

執行機関 

モデル地区になりますと，モデル地区の対策会議というものが行われます。駅南のほう

でも年に何回かやっていたのですが。そういうのも含めて，防犯協会だけでなく，自警団

とか学校なども含めて，あとコンビニなどの事業所を含めて，会議を設けて，どういうふ

うな警らなら警らの場所なり，どういう活動するか今後詰めていきたいと思っています。 

 

   委員 

ということは，私たち防犯連絡員はモデル地区で全防犯協会がこちらの地区を見守って

くれるというのが，我々の地域ボランティアはゆっくりできないのかなというのが，どう

いう状況でやっていただけるのかですね。 

 

委員長 

酒門地区の方々がそういう御心配なところがあろうかと思いますけれども，今お話があ

ったように，他の団体，他の地区の方々に御協力などにつきましては，これからしっかり

と協議して決めていこうということを伺いましたので，ぜひ進めていっていただいて。 

 

   委員 

桜川の駅南のモデル地区になって，あの時期は各機関が応援するのではなくて，各機関

がやれるのだなということで，それでモデル地区で防犯カメラをお願いして付けてもらっ

た経緯があります。防犯カメラを川に付けるというのは容易ではないのですね。 

私は酒門である程度やって，こういうことをしてもらいたいのだということを出し合っ

た方がよいのではないかと思います。その地区でなければ分からないことがいっぱいある

のだと思います。 
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委員長 

酒門地区の地区から，その地区でなければならないことが当然たくさんあると思います。

そういうことも話合いの中には含まれていると思いますが，そういう機会でよろしいでし

ょうかね，事務局。 

 

執行機関 

まず，その地区に合った活動の方向というものがあると思いますので，駅南地区にモデ

ル地区を行っていただきましたけれども，酒門は酒門なりにまたやり方を考えて進めてい

きたいなと考えていますので。 

 

委員長 

 ちょっと  委員から。 

 

   委員 

実は茨大，渡里，西部方面を回っているというのは，ある時期に茨大の女子寮と茨大の

女子の個人のアパートに夜中に忍びが非常に多くなって，非常に犯罪が多かったのです。

ある時期にみんなで茨大生を守ろうじゃないかということで，なるべく細かい道をパトロ

ールしていただきたいと，渡里の方からと茨大の方から要請があったのです。では，セー

フティーボックスを付けてパトロールしようじゃないかということで，茨大の方から生活

安全課を通して私の方に要請が来たのではないかと思います。 

モデル地区ではなくて，あまりにも犯罪が多かったので，みんなで守ろうということで，

茨大の，渡里，末広町の細かい道を青パトでパトロールしていただきたいということで，

パトロールしたと私は思っています。 

 

   委員 

常磐は女子大生が多くて，それがまとまって夜中の 12 時ごろに歩いたりして，多くな

っちゃったもので，セーフティーボックスを付けて，大工町交番の方と大学に要請に行っ

たのですよ。女子学生をしつけてくれ。自分は自分のことを守れと。それで問題になって

セーフティーになったのです。15 年，20 年くらい前かな。 

 

委員長 

どうもいろいろありがとうございました。いろいろな形があると思います。こういうこ

とを検討していただきたいとか，こういうことをすれば解決するのではないだろうかとい

う御提案をするということもあるでしょうし，あるいは，他の団体等からいろいろ提案と

か御意見とかあるのではないかと思うのですが，先ほどから出ていますが，いろいろな関

係する方々からどんどん意見を出していただいて，良い方向に進んでいただいて，酒門の

モデル地区が効果を上げるようになればよろしいなと思います。 

さて，時間も迫ってきておりますけれども，今，このような方向で進むというふうに確

信しているところでございますけれども，何か他に御意見があれば頂戴したいと思います

けれどもいかがでしょうか。 
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   委員 

私ばかり発言して恐縮ではございますけれども，校長会の会長さんが見えているので，

学校にお願いを申し上げたいのですが，私ども地域，特に中学校の正門辺りを毎日立って

いるのですけれども，中学校と我々のコンタクトがないのですよ。中学校からの要請が何

もないのですよ。中学校の現状が分からないのですよ。中学校側が我々に何をしていただ

きたいのかも分からないのです。協力してあげたいのですけれど，学校側が表に出したく

ないのか分からないけれど，情報がないのですよ。申し訳ないのですけれど言ってしまう

と，トップが変わると形が変わるのですね。 

私が自警団を立ち上げた時の学校の校長先生，教頭先生は非常にプラス思考の先生だっ

たのですね。私たち地域の公園の木の葉拾いをやっているとき，教頭先生が来てうちの中

学生を使ってください，というのです。中学生がやることはありませんかということで，

申し訳ないけれど，公園の中の石を全部拾ってくださいとお願いしたら，学校からリヤカ

ーと一輪車を持ってきて全部拾ってくれたのです。その石をどこに捨てたらよいのですか

というので，穴を掘って埋めてくれますかと言うと，穴を掘って埋めてくれました。地域

に溶け込んだ形にとってもらわないと，私たちも協力したいけれど分からないことで，物

事が起きた時に初めて分かるのですね。それではちょっと遅いと思うので。不審者が出た

時に，不審者にやられたときに不審者が出たという情報で，その前に不審者がいるよとい

う時にパトロールするのだけど，そういうことが起きてからの情報では遅いので，せっか

く我々やっているので，情報ですよ，情報に基づいて少しでも犯罪を防げる。不良少年を

曲げないようにしてあげたいということで，お願いしているのです。前の校長先生に言っ

たのです。校長先生に優秀な生徒は構わなくてもいいよと。黙っていても勉強するから。

公園にぶらぶらしている生徒に全部集中して面倒見てあげてよと。その子らが教室に戻る

ことを一生懸命考えてと。勉強できる子だけやっているけれど，逆だよと。 

 

   委員 

このようにバックアップ体制で水戸市全体を考えてくださっているのは知りませんで

した，そこまでやってしていただいていることに情報として伝わっていなくて，驚きなが

ら会議を聞いているのですが，情報が伝わらないというのは何か工夫をしなければならな

いなと，地域によって学校が守り支えられているのがみんな分かっているので，後は具体

的にどういうふうな設定でやっていったらよいか。中学校なんかだと，小学生もそうです

が，不審者が出ると，すぐさま地域と教育委員会に全部連絡をして，情報を連絡してネッ

トに載せて，不審者情報をファックスで流すのですが。 

 

   委員 

行政の中には流れるのですけれど，我々行政の中に入っていないので。 

 

   委員 

警察のやつの，何とかというやつに入っています。 
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   委員 

伝わってこないと分からない。 

  先生が昔からおっしゃっていたことですけれど，茨大生の学生が一緒に活動して卒

論を書いた学生が３人ばかりいるのですよ。卒業論文を記念に私にくれたのです。私の活

動に賛同して，一緒にパトロールしてくれた女の子がいるのですよ。卒論で。大学生で。

そういうことで，どんどん前向きにやろうと考えているので，小学校でも中学校でも一生

懸命クリーンにして努力していこうというので，四中だけじゃないのです。元吉田だけじ

ゃないのです。そのような地区をパトロールすることができますので。 

 

   委員 

ぜひ，良いネットワークを作れるように御協力をお願いします。 

 

   委員 

水戸市はこんなことをやっていると，全国に発信できるようにしましょうよ。 

 

 

委員長 

ありがとうございました。正にこういった課題を知ることができるということが会議の

意義でもございますので，いろいろな情報交換ができてよかったと思っております。 

時間も迫ってまいりましたので，もしどうしても発言したいという方がいらっしゃいま

したらお願いします。 

また，機会はこれだけではございませんので，いろいろな場面を通じてですね，意見等

を交換できる場所があると思います。 

 

   委員 

今，いろいろとネットワークというお話が出まして，校長先生の方にも御意見を頂きま

した。実はここにも書いてありますとおり，青少年関係に関する育成の推進会議というこ

とで，まとめさせてもらっているのですが，今，中学校区は 16 校区に分けて中学校の単位

で育成会があります。お名前は，例えば四中学区育成会というのがありまして，そこが学

校とタイアップしまして，今の犯罪と含めてやっていることなのですが，連係プレー，連

係プレー，と役所は言いますが，一つも連携を取っていない。縦割りだとよく分かるので

すが，せっかくこのような会があるものですから，機能していないのではないか。情報不

足だと言いますけれど，本来，私どもも情報を持ってお願いすることがあるかもしれない

けれども，お願いされてできることもあるでしょうし，学校も全く同じなのですね。四中

学区ですと，四つの小学校と一つの中学校ですから，水戸市ですと，16 中学校と 31 小学

校があるわけですね。私どもは地元の育成会の応援団みたいなものですから，ぜひともこ

の会を見ても御利用してもらいたいと思いますし，逆に私どものほうもお願いしたい。今，

校長先生が困っちゃったようなのですが，やはり学区によってこのように温度差があるの

ですね。ですから，学校で隠しているとは思えないのだけれども，できれば言いたくない

ことは言いたくない。粗は見せたくないというのが実際だと思いますので，御利用になっ
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ていただいて，私どもの方もできることは御協力させていただいて，モデル地区だけでな

く，モデル地区を中心として水戸市全体が子どもたちも安心安全で学校に通えるようにし

たいと思いますし，ボランティアですね，ああいったことも実は推奨しているのですよ。

学区によって温度差はあるのですが，そういったことも，子どもたちにも社会参加という

ことでボランティアに参加していただきたいという活動をしているのですが，なかなか全

体的に行きませんので，これを機会によろしくお願いしたいと思います。 

 

委員長 

今，御指摘になったように，情報共有と連携ということはどこでも言われており，強調

されていることですが，なかなか具体的には実施されるにはこういう課題があるというこ

とですね。今後の方向に向けて御協力を頂戴したところでありますので，今後良い方向に

向かって，委員の方から良い御意見を頂戴して，また市の担当の方にも御尽力いただいて

進めていっていただきたいと思います。 

本日の会議の目的はかなり達成できたものと私は理解しております。この辺で会議を閉

じ，私も議長を降ろさせていただきたいと思います。 

本日はどうもありがとうございました。それでは事務局の方に進行をお任せいたします。 

 

執行機関 

長時間の議論ありがとうございました。連携というお話が出ましたけれども，私どもは

事務局なので，中心に情報を共有して情報を発信して連携をするということを肝に銘じて

今後進めていきたいと思います。 

酒門地区についても今後，具体的に推進してまいりますので，御協力よろしくお願いし

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。 


