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様式第３号（第７条関係） 

 

 

会  議  録 

 

１ 会議の名称  令和元年度水戸市安全なまちづくり推進委員会 

 

２ 開催日時   令和２年２月 21日（金） 午後２時 00分から午後３時 00分まで 

 

３ 開催場所   水戸市役所 ２階 こみっとルーム２ 

 

４ 出席した者  別添名簿のとおり 

 

５ 議題及び公開・非公開の別  

（１）モデル地区(酒門町周辺地区)における活動状況について(公開) 

（２）モデル地区の指定について(公開) 

（３）その他(公開) 

 

６ 傍聴人の数（公開した場合に限る。）  ０人 

 

７ 会議資料の名称 

   令和元年度水戸市安全なまちづくり推進委員会資料 

 

８ 発言の内容 

司 会      定刻となりましたので，ただいまから令和元年度水戸市安全なまちづくり推

進委員会を開催いたします。 

 はじめに，当委員会の  委員長より御挨拶申し上げます。 

 

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あたり御挨拶申し上げま

す。本日は，公私ともにお忙しい中，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。 

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，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，地域，学校，警察，市が

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，委員の皆様がた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，御協力のほど，よろしくお願い

いたします。 
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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。 

 

司 会      ありがとうございました。 

         続きまして，昨年１月の改選により新たに６名のかたを推進委員に委嘱させ

ていただきましたので，御紹介いたします。 

         ≪推進委員紹介≫ 

 

司 会      ここで，本日出席いたしております事務局職員の紹介をさせていただきます。 

         ≪事務局職員紹介≫ 

 

司 会      続きまして，事務局から市民協働部副部長の横須賀より挨拶を申し上げます。 

 

副部長      委員の皆様におかれましては，御多忙のところ水戸市安全なまちづくり推進

委員会に御出席いただき，誠にありがとうございます。また，皆様がたには，

平素から防犯をはじめとする市政全般に御理解と御協力を賜り，重ねて御礼申

し上げます。 

         本来であれば，市民協働部長が出席するところでありますが，公務が重なり，

私からの挨拶とさせていただきます。 

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，地域において防犯活動を行っているかたや有識者の皆様から御意見を

いただき，本市の安全で安心なまちづくりにつなげる場となっております。 

これまでも，水戸駅南口周辺地区や酒門地区をモデル地区に選定し，それ

ぞれの地域性を踏まえた防犯対策を地元の皆様と連携し取り組んだことによ

り，刑法犯発生件数の減少につながったところでございます。 

このような成果は，警察の御尽力とともに，水戸地区防犯協会の各分会を

はじめとするパトロール活動や住民同士の助け合いによるものであります。 

本市といたしましては，このような市民の皆様と行政が一体となった実態

に即した施策を展開し，市民の皆様誰もが安全で安心して生活できる地域づ

くりの実現を目指してまいりたいと考えておりますので，本日，お集まりの

皆様におかれましては，これまでの経験を踏まえた忌憚のない御意見をいた

だきますようお願い申し上げます。 

本日は，どうぞよろしくお願いします。 

 

司 会      それでは，早速議事に入りたいと思います。 

        これからの議事進行につきましては，水戸市安全なまちづくり条例第 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。 
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委員長      それでは，暫時議長を務めさせていただきます。 

        議事に入る前に，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。 

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。 

 

委 員      ≪異議なし≫ 

 

委員長      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。 

議事に入る前に  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説明いただきたいと思います。 

 

副委員長     皆様こんにちは，水戸警察署生活安全課長の  と申します。本日は水戸市

を含めた犯罪発生状況について御説明したいと思います。お配りいたしました

資料のとおり，水戸市における刑法犯認知件数は，平成 27年の 3,055 件から

平成 31年の 2,075 件へと約３分の１に減少しております。 

県内の犯罪につきましては,重要案件が二つありまして,１件目は自動車盗

になります。県内の発生状況といたしましては,令和元年度 1,482 件ございま

して,これは全国１位の件数になります。２位である大阪府の 952 件と比較し

ましても,とても多い件数となっております。水戸市内では，73 件の自動車盗

が発生しており，昨年の北海道全体の 75 件とほぼ同じくらいの件数となって

おります。警察といたしましても,配布した資料にありますとおり,広く県民の

皆様に,被害に遭いやすい車などを挙げて県内の自動車盗の深刻さを周知して

いるところでございます。具体的な対策としまして,通常の鍵だけでなく,ハン

ドルロックやタイヤロック等の対策が効果的であり，引き続き，県民の皆様に

周知を行い自動車盗の防止に努めていきたいと考えております。 

         二つ目が,ニセ電話詐欺になります。オレオレ詐欺や架空請求などのいわゆる

ニセ電話詐欺につきましては,昨年末と比較して被害額が 808 万円ほど減少し

ておりますが,非常に多い発生件数となります。今年になって被害が目立つのが

詐欺盗と呼ばれる手口になります。詐欺盗というのは,キャッシュカードなどを

実際に自宅訪問してきた犯人に盗まれてしまう手口のことをいい，令和元年に

なって 4,000 万円の被害が出ております。県民の皆様には，従来の現金手交型

や振込み型の手口に加えて,詐欺盗と呼ばれる手口を防犯講話などあらゆる機

会を通じ，周知しているところでございます。 



4 

 

防犯は県民の皆様の御協力なくして減少していかないというのは私達警察

の考えでもありますので,皆様におかれましては,このような現状を踏まえて

議論の参考としていただければと思います。私からの説明は以上となります。 

 

委員長      ありがとうございました。 

それでは，議事に入らせていただきます。 

         議題（１）モデル地区（酒門町周辺地区）における活動状況について，事務 

局より説明させます。事務局よろしくお願いします。 

 

事務局      はじめに（１）モデル地区（酒門町周辺地区）における活動状況について，

事務局より説明いたします。 

         ・水戸地区防犯協会酒門分会 

① 防犯パトロールの実施（夏・年末） 

         町内会，水戸市立第四中学校，酒門小学校等が参加し，水戸警察署の協力の

下，青色パトロール車や徒歩による大型店舗，ゲームセンター及びコンビニ等

での見回り・声掛けをしながら一斉パトロールを行いました。 

また，パトロールに際しましては，緑色の防犯ベストを着用して，視覚的に

も防犯ボランティアの存在をアピールしたことにより，住民の防犯意識の向上

と犯罪発生の抑止に貢献いたしました。 

② 防犯交通講習会の実施 

         県内で多く発生している空き巣やニセ電話詐欺等について，認知状況やその

防犯対策等の講習を受け，分会員がそれぞれの地区に居住する住民に伝達して

注意を呼びかけました。 

③ 酒門小学校入学式・各学期始業式における街頭立哨の実施 

長期休み明けの登校時間帯に児童生徒が安全で安心して小学校へ通うこと

ができるよう，通学路の危険個所等における街頭立哨と見守り活動を実施いた

しました。 

・水戸地区防犯協会西割分会 

① 登校・下校見守り隊（スクールガード）の実施 

         登下校時に児童生徒が安全に通学できるよう，「登校・下校見守り隊」とし

て街頭立哨を行いました。 

② 西割地区 夜間パトロールの実施 

         空き巣や自動車盗難被害を防止するため，酒門交番の協力を得ながら，夜間

パトロールを実施いたしました。 

③ 地域安全運動街頭キャンペーン参加 

         地域安全運動街頭キャンペーンに参加し，他の分会の活動内容を確認するこ
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とで，有益なものについては西割地区にも導入いたしました。 

④ 町内会掲示板ポスター・のぼり旗の取替え 

         水戸警察署や水戸地区防犯協会から提供されたポスターやのぼり旗を活用

し，町内に多数掲示することで，防犯意識の高揚に努めました。 

         ・水戸地区防犯協会吉田分会 

① 通学路における青色パトロールの実施 

         吉田小学校の児童が下校する時間帯に青色パトロール車による巡回を不定

期に行い，実効性の高い防犯パトロールに努めました。 

② 防犯街頭・交通安全キャンペーンの実施（夏・秋・年末） 

         町内の大型スーパーなどで防犯意識高揚のための街頭活動を実施するとと

もに，交通安全運動期間中は，交通事故防止と防犯を融合したキャンペーン等

の啓発活動を行いました。 

③ 夜間パトロールの実施 

         水戸警察署と連携した夜間パトロールを実施し，防犯意識の高揚と犯罪発生 

の未然防止に努めました。 

④ 広報紙「防犯だより」の発行・回覧 

         水戸警察署生活安全課監修のもとで，広報紙「防犯だより」を独自に発行し

回覧板等を活用して広く住民に周知いたしました。 

⑤ 夏季及び冬季防犯パトロールの実施 

         地元町内会及び四中地区青少年育成会等の団体が参加して，スーパー，コン

ビニなどを徒歩で巡回し，事件・事故や少年非行の未然防止に努めました。 

・けやき台自治会 

① 夏季防犯講習研修会の開催 

         空き巣被害が増加する夏季に先駆けて，防犯講習会を行い，酒門地区におけ

る犯罪発生状況や交通事故情勢等の説明を受け，防犯パトロール実施上の着眼

点といたしました。 

② 「防犯推進委員会ニュース」の発行・回覧 

         防犯推進委員会ニュースを独自に発行し，回覧板等を活用して広く自治会員

に周知いたしました。 

         ③ 歳末防犯パトロールの実施 

         けやき台地区において，酒門交番及び市の協力を得ながら，自治会役員等に

よる防犯パトロールを行いました。 

         ・水戸警察署酒門交番 

① ミニ広報紙・交番速報の発行 
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酒門交番では，おおむね年４回ミニ広報紙を作成して，酒門地区で発生して

いる犯罪や防犯に関する情報提供を行うとともに，重大事件が発生した場合に

は，直ちに交番速報を発行いたしました。 

以上が活動報告となります。 

 

委員長      ありがとうございました。 

         ただいま，事務局から説明がございましたが，何かございましたら御意見等

を伺います。 

 

委 員      ≪意見なし≫ 

 

委員長      次に，議題（２）モデル地区の指定について，事務局より説明させます。事

務局よろしくお願いします。 

 

事務局      （２）モデル地区の指定について事務局より御説明いたします。 

         現在のモデル地区である（酒門町周辺地区）につきましては，平成 28年度 

第１回水戸市安全なまちづくり推進委員会の意見を踏まえ，各地区の地理的条

件や都市化の状況，住民の意識，犯罪発生の状況などを勘案し選定され，指定

期間を平成 29 年２月１日から令和２年（平成 32 年）３月 31 日までとしてお

ります。この間，平成 28 年中には 247 件の法犯認知件数があった酒門交番管

内では，平成 31 年（令和元年）中は 173 件へと大幅に減少し，安全なまちづ

くりの一定の効果が認められたものと考えております。 

一方で，他の地区に目を向けますと，見川町，見和などの見川交番管内では，

平成 27 年以降，刑法犯被害総数の減少傾向はみられるものの，令和元年中の

刑法犯認知件数は 207 件と水戸市全体の１割を占めており，かつ，手口を見て

みますと，侵入窃盗が 30件，自転車・オートバイ盗が 20件，ニセ電話詐欺が

７件と住民に身近な犯罪が依然として多く発生しております。 

このような状況の中，令和２年度の安全なまちのモデル地区は，新たに見川

交番管内地区を指定し，酒門町地区と同様に防犯ボランティアと連携した，活

発な犯罪抑止活動を展開していきたいと考えております。 

モデル地区の指定期間につきましては，令和２年４月１日から令和４年３月

31日までの２年間とすることを委員の皆様に御提案申しあげます。 

 

委員長      ただいま，事務局から説明がございましたが，何かございましたら御意見等

を伺います。 

 

委 員      ≪意見なし≫ 
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委員長      では，御意見がないようですので，委員の皆様にお諮りいたします。議題（２）

モデル地区の指定について，事務局説明のとおり承認することに，御異議ござ

いませんか。 

 

委 員      ≪異議なし≫ 

 

委員長      「異議なし」とのことでございますので，議題（２）モデル地区の指定につ

いて，事務局説明のとおり承認することに決しました。 

         その他，皆様から何か御意見等はありますでしょうか。 

 

委 員      よろしいですか。 

 

委員長      お願いします。 

 

委 員      次年度から安全なまちづくりモデル地区が酒門町周辺地区から見川地区へ

移るということですが，私はどの地区であれ，水戸市全体が犯罪のない安全な

まちを目指すということが大切だと考えます。私の活動を御紹介させていただ

くと，水戸市内全域を青色防犯パトロール車で 365 日パトロールしております。

また，水戸第四中学校の隣にある東部図書館の公園や，茨城大学周辺等の見回

りを行っております。 

水戸市の安全なまちづくりを進めていくためには，自らの住む地域だけでな 

く，皆さんと連携して防犯活動を進めていくことが重要であると考えておりま

す。 

これからも警察のかたがたをはじめとして各団体の皆様と連携して，防犯活

動に取組んでいきたいと思いますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

委員長      ありがとうございます。  委員の市全域での防犯活動に敬意を表したいと

思います。私もモデル地区に指定されていることに限らず，地域の皆様一人一

人ができることを行っていくことが大切だと思います。 

         他に御意見等ございませんか。 

 

委 員      よろしいですか。 

 

委員長      どうぞ。 

 

委 員      今までモデル地区に指定されていた，酒門町で活動する防犯団体として，発

言したいと思いますが，今度のモデル地区に指定される見川地区のかたがたを，

この安全なまちづくり推進委員のメンバーに加えたほうがよいと思います。こ

の委員会は警察のかたがたをはじめさまざまなかたが参加する委員会ですの
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で，意見交換を交わして有益なものは，自分達の地区に取り入れていくことが

できるのではないかと思います。 

 

委員長      事務局としては，  委員の御提案はいかがでしょうか。 

 

事務局        委員から貴重な御意見いただきましたので，委員として委嘱することや，

またオブザーバーとしての出席など工夫することで，委員会をより地域の実態

に即した活動や皆様からの意見をいただける場にしていきたいと考えており

ます。 

 

委 員      よろしいですか。 

 

委員長      どうぞ。 

 

委 員      資料にありました交番速報というものは，全ての交番で作成されているので

すか。 

 

副委員長     地域の特性に応じ各交番で作成しております。 

 

委 員      ありがとうございます。もう一つ質問したいのですが，なぜ茨城県は自動車

盗が多いのでしょうか。 

 

副委員長     茨城県の特徴として，平野に位置しているため，北海道に次ぐ道路面積であ

ることや，家族全員が車を所有するような車社会であることなどさまざまな要

因が関連していると考えています。 

 

委員       盗まれた自動車はどこにいくのでしょうか。 

 

副委員長     一例ではありますが，県内にあるヤードで偽装され，県外や海外へ闇流通し

ていると考えております。 

 

委 員      これはお願いになるのですが，水戸市全体の犯罪発生状況などを交番速報の

ような形で周知していただきたいと思います。 

 

委 員      よろしいですか。自動車盗についてなのですが，水戸市のどの地域に多いな

どの傾向はありますか。 

 

副委員長     どこの地域ということはなく，平均的に発生しております。年末の事例では，

ホテルのコインパーキング駐車場にとめていた自動車が盗まれるということ
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がありました。犯人は特定の場所に限らず，季節ごとのイベントを把握して犯

行に及んでいるため，盗めると判断されればどこでも被害に遭うというのが実

情であります。 

 

委 員      茨城県は道路がよく整備されており，逃げるルートが複数あるので，自動車

盗が多いという話を聞いたことがあります。 

 

委員長      他に御意見等ございますか。 

 

委 員      ニセ電話詐欺についてなのですが，詐欺が発生した時に，私達高齢者に周知

できるような取組みはありますか。 

 

副委員長     ニセ電話の予兆電話などが掛かってきた場合に，ひばりくん防犯メールなど

のメールマガジンで周知を図っております。 

 

事務局      犯罪被害の防止についても，情報を発信していくということが重要であると

考えておりますので，市としても，警察からの情報提供を受けた際には，しっ

かりと発信して，高齢者クラブのかたがたへお伝えするなどの取組をしていき

たいと考えております。 

 

委 員      よろしくお願いいたします。 

 

委 員      何年か前には，注意を促すため，茨城県警察から直接連絡があったかと思い

ます。発生件数を減らすためには，このような情報発信が大切なことだと考え

ます。 

 

委員長      他にございますか。 

 

委 員      私は観光のボランティア活動も行っているのですが，多くの観光客のかたに

来ていただくためにも，安全，安心なまちづくりは重要だと考えます。 

今後もこのような防犯活動を継続し，住民だけでなく，観光などに来てい

ただいたお客様も安心・安全を実感していただけるようなまちづくりに取り

組んでまいりたいと考えております。 

 

委員長      その他何か御意見等はございますか。 

         ないようですので，ここで議長を降ろさせていただきます。 

 

司 会      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。 

ありがとうございました。 


