
平成 22年 1月定例会  安全安心推進特別委員会 

平成 22年 3月 8日 

鈴木（ひ）委員 

  今もお話がありましたけれども、安全防災局と県警との安全・安心まちづく

りにおける関係性というか、どう区分けしているのか、違いがあるのかないの

か、総論としてお聞きしたいと思っていますが、何かありますか。 

安全・安心まちづくり推進課長 

  安全・安心まちづくり推進の上での県警との連携でございますが、私どもが

安全・安心まちづくりを推進する上で、防犯意識、規範意識の向上ですとか、

犯罪に強い地域社会づくり、防犯ネットワークづくり、これは自主防犯活動の

取組ですが、こういったことに取り組んでおりまして、県警との連携の中では、

まず、防犯意識の高い人づくりに向けて、県警の最新の情報を頂きまして、そ

れに基づいて広報・啓発活動を実施しております。 

  また、ネットワークづくりにつきましても、自主防犯活動団体の更なる活動

の活性化を図る際にも、県警から情報を頂き、また、最寄りの警察署と連携を

とり、それぞれ役割分担をしながら、人づくり、それからネットワークづくり

の面で協力しながらやっております。 

鈴木（ひ）委員 

  今の話を聞いていると、少なくともこの中の広報活動と実際に県警でやって

いる広報活動の何が違うんだと。普通の人はそう思いますが、どうですか。 

安全防災局副局長 

  警察というのは、委員御案内のとおり、治安を確保する。条例に基づく県民

運動について言えば、この部分で、私ども安全防災局といいましょうか、知事

部局、教育委員会がそれぞれの役割を持って取り組むわけですが、その際も共

催して取り組むべきもの、例えば、犯罪被害者の大会など、そういうものもご

ざいます。それから、防犯意識を高めていただく際にも、例えば、個々に警察

から情報を頂いて、最新の手口を紹介するとか、そういう具体的なやり方もご

ざいます。 

  逆に、県警さんの事業に私どものくらし安全指導員が参画をさせていただい

て、県民の皆様に注意を喚起するということで、きちっとした役割分担を整理

しているわけではございませんけれども、先ほどお答え申し上げましたように、

県民運動の部分で、県警と共催、あるいは連携、協力をして、具体の事業に取

り組んでいくということでやらせていただいているところでございます。 

鈴木（ひ）委員 

  しっかりとしたお答えをいただきましたけれども、答弁は答弁として受けま

しょう。しかし、実際にすべてがものすごく分かりづらい。どこが本当は所管

すべきなのか。例えば、振り込め詐欺の場合、実際の取締りをやるところは警

察で、広報は実際にどこでコントロールするのか等をひっくるめて、すごく分

かりづらいと思っています。 

  そういう状況の中で、もう一つお聞きしたいのは、安全・安心というけれど

も、この安全・安心というものの進ちょく状況を計る、要するにバロメーター

というのは何ですか。 



安全・安心まちづくり推進課長 

  安全・安心の取組の基本的な考え方としましては、やっぱり犯罪の発生する

機会を減らすということがございますので、私どもとしましては、この資料に

も載せておりますけれども犯罪認知件数を減少させることが一つであると考え

ております。 

鈴木（ひ）委員 

  そういう意味じゃなくて、安全は分かりますよ、安全は。これだけ減りまし

たと。逆に増えたこともある。安全・安心に対する取組を何もやっていません

でしたっていうわけにいかない、ちゃんとやっていましたと。では、なぜ増え

たんですかということになる。安全・安心っていう言葉に私はすごく抵抗があ

るんです。安全・安心って言葉は、食の安全・安心の質疑の際にも言ったんだ

けど、安全・安心の気持ちは、ここにいる人が全員違う、考え方にしても。 

  例えば、ここにあるお茶一つにしたって、これひょっとしたら、こぼれるか

もしれないと思う人もいれば、こぼしたら、こぼしたあんたが悪いよって言わ

れるかもしれないし、安心の気持ちは人それぞれ違うんです。それをひっくる

めて、安全・安心と言っている。安全・安心と言えば、どんどんお金が付いて、

どんなことでもできるっていうような雰囲気に最近はなっていないかという思

いがしています。安全・安心という観点は、どういうふうに計りますか。 

安全防災局副局長 

  正に委員お尋ねのとおりでございまして、安全・安心というのは、ある程度

は数量的に刑法犯認知件数の推移で計れますが、非常に難しいところもござい

まして、県警の方とも時々意見交換をさせていただいておりますが、やはり県

民の皆様が、犯罪に遭われる可能性が低くなったという自分の感情というか、

生活の実感として受け止めていただくことと思います。 

  具体的に言うと、平成元年以前については、国民が犯罪に巻き込まれるとい

うようなおそれを抱く方が少数で、これもイメージではございますけれども、

それが急激に数量的に増えたものですから、その不安感も増大したという中で、

安心のとらえ方は非常に難しいですけれども、大方の皆様方が犯罪に巻き込ま

れるおそれが低下すると、そういう意味での安全・安心という理解を、条例を

つくる際の議論としても使わせていただき、全国的にもそういう形で使われて

いると認識しております。 

鈴木（ひ）委員 

  今のお話の中で、数字には出ないのでしょうけれども、いわゆる体感治安と

いうものを数値化したようなものもあるのかなというような思いもいたします。

ある程度のメジャーがないと、やっぱりおかしいですよ。これをやりました、

あれもやりましたと一杯そういうものが報告されてはいる。でも、現実には犯

罪認知件数は下がってはいるけれど、人々の体感的な治安というものの感じ方

は逆に高まっているんです。そういう状況もあるので、しっかりお願いをした

いというふうに思います。 

  それから、資料を見させていただき、素晴らしいと思いましたが、この中で

一つ抜けているのは、自助というものをどうするんだということ。そろそろ県

民自身も考えないといけない。例えば、赤信号だって突っ走っているんです、



車で。赤信号というのは、止まるものなのに突っ走っているような時代に、公

の機関で網を絞って強く規制することは悪いことではないです。だけど、同時

に自助というのが叫ばれていかないと、人間の弱さというものはどんどん増す。

子供の登下校時の問題で、スクールゾーンなんかについても、登校時について

は対応している。でも、下校時には対応がないじゃないですか。自助というも

のを、どうやって進めていくんだということが、国も地方公共団体にも問われ

ていると思います。自助をどうしていくのか、何で私がこんなことを思ったの

かというと、私には防犯メールということで鶴見区から情報が送られてきます。

鶴見警察署経由で、区役所から希望者に。それを見ていると、空き巣の被害で

も、３分の１の方たちは、かぎを掛けないで外出している。それでは、入られ

て当たり前ですよ。そんな人に、空き巣が多いとか何とか言って注意してもし

ようがない。県として、自助という部分では、どのような考えを持っておられ

るのでしょうか。 

安全・安心まちづくり推進課長 

  今、委員がお話しのように、個人の方々が十分に対策をとられてないという

ところもあるとは思いますが、私どもの方では、犯罪に無関心である方に少し

でも関心を持っていただくようにということでございますので、先ほど来お話

しのように、いろいろな注意喚起の方法というものがございます。そういった

ことで、まずは教育的な部分で、若い層からやっていくということがあります。

やはり学校にいる段階からということで、くらし安全指導員の制度をつくりま

して、若年層への教育をしながら、自助ということにも気を付けていただくと

いうことを進めております。 

鈴木（ひ）委員 

  何で私が、自助についてこんなに関心を持っているかというと、こういう安

全・安心まちづくりの公開講座に来る方は、もともとは自ら情報をとっている。

だから、どんどんスペシャリストになる。今、課長がおっしゃった若年層とい

うことならば、インターネットや携帯電話等々で、例えばくらし安全指導員が

やっている注意喚起をユーチューブなんかを使って流すとか、若年世代に向け

た何かしらのツールがあると思う。でも、これまでずっと見ていると、いつも

紙ベースなんです。県も、もっと研究していかなければいけないのではないか

と思いますけれども、いかがですか。 

安全・安心まちづくり推進課長 

  今回の様々な取組の中でも、ホームページを活用した通信ですか、ネットワ

ークづくりの中で、メールマガジンなんかもつくってはいるんですが、お話の

ように、なかなか県レベルの情報は伝えにくいということでもあります。 

  あと、今回施行しました地域安全協定の中で、ＩＴ関係３団体との連携がご

ざいますが、その中に、犯罪抑止に向けた取組ということで、例えば、先ほど

おっしゃいました携帯電話からの防犯情報ですか、携帯電話会社の中には、使

われている方の年齢、性別に応じて、情報を流すという仕組みがありますので、

そういう部分に防犯情報などを入れていただくような、そんなことも今後研究

していきたいと思っています。 

鈴木（ひ）委員 



  実際に今おっしゃったような、文字とかそういうものじゃ駄目なんです。例

えば、動画とか。くらし安全指導員の活動を見させていただいたけれど、くら

し安全指導員の方たちでやっていらっしゃることは素晴らしいので、それを画

像として流すことが自助につながるわけです。今後、対応をよろしくお願いし

たいと思います。 

  ちょっと余計な話だけれど、課長にお願いしたいのは、くらし安全指導員の

犯人役の方はいつもサングラスを掛けて出てくるんです、お芝居の中で。実際

には、そういうのはほとんどないですから。本物の悪人は素顔で出てくるので、

そういうところも研究しておいてください。 

  それから、神奈川県犯罪のない安全・安心まちづくり推進条例を読ませてい

ただいた中で、１点、気になるところがあって、外国人への対応というのが、

27 条にしか書いてない。外国人の方々にとっても、加害者になったり、被害者

になったりという現状があります。こういった場合の条例の中での外国人の方

の扱いはどうされるのですか。 

安全・安心まちづくり推進課長 

  今、お話しのありました 27条でございますが、児童等の健全育成ということ

でございます。これは主として外国人児童等に対する学校教育に類する教育を

行うものという規定でございますが、県内での犯罪の抑制ということからしま

すと、外国人の居住者の方々を含めて、安全・安心の推進をすべきと考えてお

ります。 

鈴木（ひ）委員 

  次にお尋ねしたかったのが、民間の自主防犯活動の推進ですが、この中で、

県当局は現場を分かっているのかなという思いがして、質問します。 

  団体として届出をしなければいけないとあるのですが、現場の中で一番心配

しているのは、先ほどもリーダーに対する教育とかの話があった。ＮＰＯの団

体はいいですよ、目的そのもの自体が防犯だから。でも、それ以外の自治会を

はじめ、そういう方々はみなさんはっきり言って素人なんです。この方たちに

対するリスク管理っていうのは、どのような形で県は対応されていらっしゃる

のですか。 

安全・安心まちづくり推進課長 

  自主防犯活動をやっていらっしゃる最中、また、集合場所までに向かわれる

間に、仮に事故等が発生した場合に対する給付金制度を設けていまして、けが

などをした場合についての対応をさせていただいております。 

鈴木（ひ）委員 

  そういう意味じゃないんだよ、私が言っているのは。ここに書いてある自治

会の方たちは、正直言って素人の方たちです。そういう方たちに対して、すご

く心配しているのは、この方たちの中には高齢者が多くいらっしゃるわけ。私

の地元のエリアだけかもしれないけど。例えば、空き巣を見付けたと。血気に

はやる方がいるかもしれない。警察への通報にとどめておいてくださいとか、

現場での一番最初の行動、要するに危機管理のイロハというものを、本来は県

が教えなければいけないのではないのですか。 

安全防災局副局長 



  自主防犯活動の県民の方に、よくやっていただいてございますが、例えば、

くらし安全指導員が防犯教室をやる際にも、是非、防犯活動に立ち上がってく

ださいと。ただ、委員のお話のとおり、警察活動ではございませんので、でき

ることをできる範囲で、危なくなったら、犯人を追い掛けるのではなくて、目

視して速やかに警察に届けてくださいということをくらし安全指導員にやって

もらっております。 

  あとは、リーダー養成講座でも、初級コースというのがございまして、その

中でも是非、自主防犯活動に携わってくださいと。その際にも、同じような呼

び掛けをさせていただいてございます。その他、広報、例えばハンドブックな

どにも、防犯活動の心得という形で記載させていただいておりまして、広く県

民の方にお配りをさせていただいています。自主防犯活動の在り方と言います

か、やりようと言いますか、それは周知させていただいているところでござい

ます。 

鈴木（ひ）委員 

  ただ、この中で一つ分かっていただきたいのは、団体の届出をさせるのだっ

たら、リーダーはリーダーでいいですが、リーダーからその下まではどうなっ

ているのかが、ここでは全然見えません。届出をさせておきながら何もしない

というのは、いかがなものかと思ったものですから、一言言わせていただきま

した。 

  併せて、事故の際の給付金制度だけれど、すごく気になっていることが、こ

の６番目です。給付金支給対象となりませんという部分です。活動者の病気に

起因する転倒などによる事故って書いてある。今お話ししたけれど、高齢者の

方も多いんです。先日も９時半のすごい寒い日でした。皆さん、使命感を持っ

て、防犯活動に立ち上がって、一生懸命にやってくださっていた。その方たち

が高血圧だったと。例えば、活動中に、脳内出血か何かの病気で倒れたら、こ

れは出ないわけですか。 

安全・安心まちづくり推進課長 

  活動中の直接的な原因というところがございまして、私どもといたしまして

も活動中の転倒ですとかそういった場合、見舞金という性格でございますが、

支給してございます。 

鈴木（ひ）委員 

  もう少し細かく書くなどしてください。世のため人のために働いて、倒れら

れたら、持病の高血圧だから仕方がないなんて、三種類以上の病気は 60歳以上

の高齢者だったら、何かしらみんな持っているんだから。是非とも、この点は

よろしくお願いします。 

  もう１点は、小学校の登校時の見守りの方の経費を市町村が全部切ったので、

保護者が交代でやっているわけです。この保護者の方たちというのは、この範

囲に入ってないわけです。本当のボランティアですから。こういう方たちは、

細い路地などで子供たちが危ないから、わざわざお子さんをリードしているわ

け。その方たちが、万が一にも何かの事故等に遭ったときは、この支給対象で

はないです。これは切実な問題です。横浜市なんかも現実にはお母さんたちが

みんな出て来てやっている。ほかの地域はどうか分からないけれども、朝の 20



分間ぐらい、雨の中でもどんなときでも、お母さん方が交代で横断歩道に立っ

ていらして、大型車なんかが来るとものすごく危ないわけ。そういう中で万が

一事故に遭ったときに、届出をしていないから給付金が出ないっていうのはい

かがなものかと。もちろん制度は制度で決まりもあるけれども、これはどうで

すかね。 

安全・安心まちづくり推進課長 

  お子様方の通学路に関するお話でございまして、私も実際にやったことがご

ざいます。その地域にお住まいの方がやっていただいている内容でございます

が、今回の制度につきまして、防犯活動に取り組むということで防犯の側面か

らやらせていただいている部分がございます。現状では、防犯活動団体として

認定しているものについて支給しているというのが現状でございます。 

鈴木（ひ）委員 

  通学路だって防犯を兼ねてやっているわけだから、その理屈は通らないと思

います。危ないおじさんが来れば、当然保護するわけですから。そういうよう

な観点からも、現場の声をよく聞いて、きちんとお考えをいただきたいという

ふうにお願いをします。 

  続いて、先ほど、お話にあった緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用した民

間委託なんですけれども、課長は現場を見られたことはありますか。 

安全・安心まちづくり推進課長 

  パトロール事業の立ち上げの際、実施地点に行きまして、出発するところを

見させていただきました。 

鈴木（ひ）委員 

  その中で２点ほど、お願い方々感想を聞きたいと思うんですが、先般１月に

新聞で見たのですが、警視庁で 30名のお仕事のない方を雇いました。その方た

ちは、ひったくりなどの犯罪が多いエリアを何組かで回って、声掛け運動をし

て、好評を博しているんです。鶴見区でも、ひったくりが多い箇所が幾つかあ

って、特に高齢者世帯の多い地域ですが、こういうところのパトロールの方が、

効果があるのではないかと思っています。ここに出ているパトロールは、確か

に神奈川県の者ですと言って、いろいろと回っていらっしゃいます。だけど、

駅には交番があり、なおかつパトカーが回っているのに、県の青パトが回って

どうするんだろうと思うわけ。もっと住宅地の犯罪の多いところを回れよと、

あなた方はこんなところ回っていないでと言いたい。巡回のコースはどうなっ

ているのですか。 

安全防災局次長（安全・安心まちづくり担当） 

  青パトにつきましては、毎朝、例えば、鶴見でございましたら、鶴見警察署

に行きまして、前日の犯罪の発生状況、例えば、ひったくりが何件あった、あ

るいは、痴漢行為が何件あったか等の分析をいたしまして、警察署の生活安全

課と打合せをし、そこを重点的にやるという決まりになっております。今、御

心配な点である手薄な場所へも回している状況です。 

鈴木（ひ）委員 

  昨日、私は駅にいたんですが、１時間に２回も回って来るんです。そうじゃ

ないでしょうと。実際には、銀行の近くで犯罪が起こることが多いわけだから、



もうちょっと考えてパトロールをやったらどうですかっていう思いがあって、

お話をさせていただきました。 

  続きまして、お子さんの安全についてお尋ねをしたいというふうに思います。 

  一部気になったのが、報告書５ページのエの中にある、私立中学高等学校い

じめ・暴力行為問題対策協議会とあるんですけれども、公立の中学校はどうな

っているんですか。義務教育だから、やらなくていいと思ってらっしゃるのか。

５ページの（ウ）の中にあるところの黒ポツの２。単なるミスプリントですか。 

教育局企画調整課副課長 

  県教育委員会の方でのいじめ防止の教育に関しましては、青少年会議で担当

しておりまして、こちらの方で活用させていただいています。児童・生徒指導

強化週間というものを年に１回、１週間設定しています。ファミリー・コミュ

ニケーション運動ということで、家庭でのいじめや暴力行為の未然防止の教育

ということで、家族で参加できる集会を開催したりですとか、携帯電話ですと

か、インターネット関係の安全・安心ということで、担当部署で計画してござ

います。 

鈴木（ひ）委員 

  今のことは分かりました。喫煙、飲酒、薬物乱用という中で、あなた方は現

場の酒販組合の方々とお話ししたことはありますか。今問題になっているのが

中学生です。是非とも、酒販組合の方々と会合を何らかの形で持っていただけ

ませんか。酒を売ってくれないといって、暴力を振るわれるとか、いろんな問

題が酒屋さん等々で起こっています。 

  それから、携帯電話についてですが、先ほど、ＩＴ関係の話がありましたけ

れども、もうちょっと詳しくお尋ねします。携帯電話の裏サイトやひぼう中傷

がインターネットでもあります。ＩＴ化に対する対応というものは、この中で

は携帯電話教室というものぐらいしか書かれていないのが納得いかないんです。

どちらかというと、メンタル的な意味のいじめなんです。暴力とか身体的なも

のじゃなくて、そういうところでのいじめが大変多い。ここにいらっしゃる方

は、それなりに御年配の方ですが、今教育現場で起こっているのは、デジタル

ディファイドなんです。お父さん、お母さんなどの年齢の上の方は何が起こっ

ているのか分からないわけ。例えば、ツイッターとかでもどんどん進んでいっ

ている。携帯電話の中身というのは、どういうことが行われているか、掌握し

切れていないことを心配しているんです。要は、携帯電話教室についてもお願

いしたいのは、まずは親がお子さんたちの携帯電話について知る環境をつくっ

ていただきたいということですが、いかがでしょうか。 

安全・安心まちづくり推進課長 

  横浜市内の小・中学生の４人に１人ぐらいは携帯電話を持ってらっしゃると

いうことでございまして、くらし安全指導員が、小・中学校に行っているわけ

ですが、保護者の方でも、ＰＴＡの会がございますので、そこに行って、携帯

電話関連の説明をしています。保護者の方々も、すごい進んでいると驚いて、

やっぱり親にもやっていただきたいという意見も多くございまして、子供だけ

ではなくて、大人の方も一緒にやりたいと思っております。 

鈴木（ひ）委員 



  是非ともお願いをしたいと思います。今は市町村ぐらいまでしか特定できな

いけれど、将来、完璧に個人が特定できるようになったときには、きっとこう

いういじめなんかできないですから。それまでの対応をよろしくお願いします。 

  最後に、犯罪被害者サポートステーションについて聞かせていただけますか。 

  この中で、すごく気になったのが、５ページにあるカウンセリングの実施と

いう中に、498 件と書いてあるんですよ。ほかの事業は失礼ですが、そんな件数

ではない。もう一つは、（オ）の直接・生活支援の提供という件数が多いので、

この二つに特化されているように思うんです。こういう言い方は失礼ですけれ

ども、サポートステーションでなくても、ある程度のことはできるだろうと。

それにこのカウンセリングの相談件数が 498 件もあるって、これは、どうやっ

てさばいているんだろうと思う。カウンセリングには、長時間かかりますよね。

長時間かけなければいけないんだけれども、そうすると、この 498 件と、直接・

生活支援の提供という 187 件、これは、当然専門のお医者さんと多分ボランテ

ィアの方でしょう、それ以外の方はいるのですか。 

犯罪被害者支援担当課長 

  委員御指摘のとおり、まずカウンセリングの方ですが、警察の職員で心理の

専門職の職員が実施しているものと、サポートステーションで一緒に取り組ん

でいらっしゃって、民間支援団体として登録している神奈川県臨床心理士会の

臨床心理士の方が実施している直接・生活支援は、裁判への傍聴の付添いがほ

とんどでございます。一緒に事業を実施しております民間支援団体に登録して

いるボランティアの方が、約 40名いらっしゃって、付添い支援を行っていると

ころでございます。 

鈴木（ひ）委員 

  当然これからは増えていくことが予想される。こういうメンタルな部分での

カウンセリングに対して、どのように考えてらっしゃるのか。もう一つは、こ

の 40名の方、将来的にはもっと必要になりますよ。それに対する、募集のやり

方というのはどうなっていくのでしょう。精神的な病は今すごく多いわけで、

サポートステーションだけの問題ではないはずですよ。40 名ではいずれ足りな

くなるだろうという危ぐがあって、その部分の展望なり、御意見を伺えればと

思います。 

犯罪被害者支援担当課長 

  正しく付添い支援といった直接・生活支援ですが、民間支援団体の実施して

いる件数が、サポートステーション開設後、６月から今年の１月末までで 58件

で、平成 20 年度に比べ、2.7 倍と非常に増えてきております。現在は支援団体

登録ボランティアで賄えているのですが、将来を見据えたときに、委員の御指

摘のとおり、ボランティアの数が足りなくなるのではないかということで、ち

ょうど昨年の 10月に、新たな登録制度ということで、ボランティアのすそ野を

広げる取組をしております。付添い支援は極めて専門的な知識や経験が必要で

すので、まずは、一般的なイベントのお手伝いからスタートしていただいて、

毎年、養成講座や研修も実施していますのでそれを受けていただき、スキルア

ップをしていっていただくということで、新たな取組を行っているところでご

ざいます。 



鈴木（ひ）委員 

  やっぱり普通のボランティアの方と少し違って、それなりに高度なものが求

められる。ある意味では、賃金等々が発生してもおかしくないのではないかぐ

らいに思っているんです。資格等もすべて含めて、何らかの形をお考えいただ

きたいということをお願い申し上げまして、私の質問を終了します。 


