
平成 21年 9月定例会  安全安心推進特別委員会 

平成 21年 10 月 1日 

鈴木（ひ）委員 

  ３点ほど御質問をさせていただこうと思っております。中身は余り今日の報

告事項と関係ないので、どうぞ気楽にお答えいただいて、分からないことは分

からないで言っていただいて結構でございますので、勉強させていただこうと

いう思いでおります。 

  報告書を見せていただいて、自転車には大変に困ったもので、私もこの対策

をいろいろ考えてみたんですが、なかなかいいアイデアが浮かばないと。そん

な中で、８月６日の産経新聞に面白い記事が出ていまして、ここで紹介されて

いる記事が、スタントマンを使ったスケアード・ストレート方式による自転車

安全教室というものなんですよ。 

  どういうことなのかというと、スタントマン、当然、いろんな番組等々もひ

っくるめて大変危険な場面も全部自ら体を張ってやるようなこのスタントマン

を使って、実際に交通事故の疑似体験をすると、こういうものがスケアード・

ストレート方式、要は、危険や恐怖を直視しろという、そういう催物だったと。

この中で、校長先生も自主的に、高校でやったわけですが、都立の第一商業高

校、ここでやったところ、生徒たちも緊張して見ていたということで、このス

ーパードライバーという会社のスタントマンが言うには、生身の人間が再現す

ると、このままいけばどうなるか想像しながら見ることができて、空気の波動

を感じられるという、こういう感想であったと。今すごくこの自転車問題って、

ここにも書いてあるけれども、私も自転車にも乗り、車にも乗り、バイクにも

乗るので、実際に、自転車の怖さというのはよく知っているわけでございます

が、その中でも、この疑似体験という、スケアード・ストレート方式、大変に

私、面白い試みではないかなというふうに思ったわけです。まずこのスケアー

ド・ストレート方式、どういうものなのか、また、県下での状況を教えていた

だきたいと思います。 

交通総務課長 

  委員御質問の交通安全教育につきましては、これは、従来のビデオ等の活用

による交通安全教育と異なりまして、先ほどのお話に出ていましたけれども、

スタントマンが受講者の目の前で、車と自転車の出会い頭の事故などを再現す

る、また、その場合に、受講者を、今度は実際にその事故を起こす車に同乗さ

せまして、交通事故の衝撃だとか、その怖さを実感してもらうものと。加えま

して、その再現した事故の体験の直後と、当然、体験をやっている際、あるい

は終わった後に教育担当者と受講者によるディスカッション、中身につきまし

ては、交通事故の当事者となった場合の責任の重さであるとか、あるいはその

被害者や御遺族の方々等の苦しみや悲しみ、当然、これは被疑者の分も入って

くるんですけれども、そういうものをディスカッションの中でやりまして、そ

の結果の重大さですね、その辺を理解させて、交通ルールを守ることが、要は

交通事故に遭わないことがいかに重要であるか、そういうことを、これまでの

交通安全教育よりも強く印象付けることが期待できるものだと。 

  あと、当県でではないんですが、他都県で実施した際のアンケートの中身な



んですけれども、「事故の怖さと悲惨さが伝わってくる」と、「交通事故の実演

が、ビデオを見るよりずっと印象に残った」と、あるいは「交通ルールを守る

ことの大切さを実感した」等の回答を得ていると承知しているところでありま

す。 

  あと、本県の実情でありますが、これまで県内におきましては、そのスタン

トマンによる交通事故災害の、委員御指摘のその疑似体験の交通安全教育は開

催したことがないんですけれども、今後は、ＪＡ共済連というのがございまし

て、そちらと共催で、県内で、高等学校において開催することを予定している

ところであります。 

鈴木（ひ）委員 

  今、鈴ヶ森の小学校でやったチラシがあるんだけれども、これ見ましたらな

かなか面白くてですね、もう一つ、一番下に書いてあったのが飲酒運転の疑似

体験、それと、実際に非行少年に刑務所を訪問させて、刑務所の中でおまえ一

日いてみろみたいな、そういうこともあるみたいなんだよね。この疑似体験と

いうものってすごく大事だなというふうに思っているわけですが、なぜこれを

最初に出したのかというと、この自転車の問題からひっくるめて最近の、早い

話が、いろんな事件というのは、余りにも県警が頑張ります、公的機関が頑張

りますってやり過ぎるのではないかと私は思っているんですよ。では、何なの

かというと、ちょうど３年前に防犯メールというのを、県警としてやってくれ

ということでやらせていただきまして、鶴見は一番最初に防犯メールをやって

いただいた。毎日メールが入ってくるわけです、ひったくりから始まって。３

分の２はね、要するに無施じょう、かぎを付けたままなんていうのばっかりあ

るわけですよ、出てくるのは。毎日毎日 10 件ぐらいありますよ、鶴見の中で。

その中で私が思ったのは、自らの命は自らが守らなければいけない、これは安

全・安心の鉄則ですけれども、私も防災士という資格を取るときに、もう、自

助、共助、公助というのは７対２対１で、７割はあんたが守るんだということ

を植え付けられた。僕は、最近の事件とかこういう自転車事故を見ていても、

だれかが何かしてくれるという、要は、早い話が、車がよけてくれるというの

が自転車に乗っている人の思いなのではないかと思っております。ある海岸で

起こった事件なんていうのは、真夜中の午前２時ごろに女の人が歩いていて事

件に遭わない国なんて今ごろないでしょう。そういうふうなものをどうするん

だという問題も提起しなければならない中では、この疑似体験というのを一度

しっかり導入して、また成果を競っていただきたいというふうに思います。 

  二つ目ですが、先般、私もそれなりに年をとりまして、子供も大きいという

よりもう嫁いでしまっているんですけれども、ある方からチェーンメールで大

変に苦しい思いを、１箇月間ぐらいずっと御家族で悩んでいて、御相談を受け

ました。チェーンメールは、昔で言えば私たちの不幸の手紙という、皆さん方

その世代の方だと思いますが、不幸の手紙ではなくて、今はチェーンメールと

いう時代でありまして、そのチェーンメールの中で、私はすごく驚いたんです

がね、中身がすごい強烈なんですよね。県警にお願いして調べていただいたの

は、平成 18年から回っている典型的なチェーンメールらしいんですが、この方

から提出をしてもらったメールなんか、もう 16人にどんどん回っている。中身



は何なのかというと、自分の家族が交通事故で死んだと、ひき逃げされたんだ

と、ひき逃げされたその犯人を絶対私は許さないと、それで、この犯人探しを

暴力団に頼んだと。それで暴力団から、これこれこういうような人間を捕まえ

るのに協力しろと、そういうメールを回して、どんどん広げていくんだと。広

げていく中で、広げない非協力的なやつは暴力団が刺しにいくぞという、いや

笑い話ではない、本当にこれ、もらった方は真剣になって、中には、私はうそ

であると、ばかばかしいＥメールアドレスと、実際にないであろう住所も書い

てある。ところが、もらった方は実は小学３年生、どうしていいか分からない。

ところが、ここが、全部見ていただければ分かるんですが、全部本当らしい、

本当らしいと回すんですよ、どんどん。この御一家は実は普通のお宅ですが、

歯医者を営んでいるというそれなりに御主人もしっかりした方ですが、御家族

が１箇月間家を出なかった。どうしていいか分からなかった。それで、最低７

人にこのメールは回せよと、回さない限り暴力団のお兄さんが刺しに行くよと

いうことだから、学校にも行けなくなってしまったと。学校に相談しようにも、

こういう問題は口に出してはいけないということでもって、１箇月ぐらい行け

ないという状況があった。ところが、これ県警の方にお聞きしましたら、平成

18年以来、典型的なばかばかしいチェーンメールですよという話だった。実は、

私がこの問題を取り上げたいと思ったのは、先ほどの、ＩＴのインフラが厳し

いという警察の状況も私もよく存じていまして、 12 月定例会でもやらせていた

だこうと思っていますが、その中で、今このチェーンメールについて、私は、

もうこれはかなり、相当若年層にも携帯でどんどん回っていると思うんですよ。

この今のチェーンメールについての把握の状況を教えていただけますか。 

生活安全総務課長   

  チェーンメールをはじめとした迷惑メールによりまして、多くの方が迷惑を

受けているとのことは承知しております。これまでに、相談などにより把握し

ているチェーンメールには、今、委員がおっしゃったような、通称犯人探し、

あるいはオムライスとか、トイレの児童被害というような名前で呼ばれている

ものがありまして、把握しているそのほとんどが、携帯電話を利用して送信さ

れております。犯人探し、それからオムライス、こういったものは、恋人を殺

されたので犯人を捜してほしいと、転送しない場合は殺しに行きますというよ

うな内容のもので、トイレの児童被害というのは、具体的なある場所を特定し

まして、そこのスーパーなどを示して、そこのトイレで児童がいたずらされた

と、被害に遭わないように広めてくださいというような、不安をあおるような、

そういった内容のものであります。 

鈴木（ひ）委員 

  私がこの場でもってこれをとりあげようと思ったのは、やっぱりデジタルデ

バイドという、やっぱり社会にはもう完璧にこのＩＴとか、またこういう携帯

メールもそうですが、格差とかいろいろあるわけですけれども、平成 18年だか

ら、もう既に３年ぐらいこうやってぐるぐるチェーンメールが回っているわけ

ですよね。それっていうのは大変な恐怖だと。これはしっかり対策をしなけれ

ばいけないだろうというふうに思うわけですが、その中で、私ちょっと見まし

たら、サイバー犯罪の対策センターというのが県警にあるということですけれ



ども、ここでの業務と現状を教えてください。 

生活安全総務課長   

  サイバー犯罪対策センターは、警察官が６人、それから技術職員が３人で、

合計９人の体制であります。この中には、専門的な知識を有した特別捜査官も

配置されております。また、業務の内容ですけれども、違法あるいは有害な情

報発見のためのサイバーパトロール、あるいはサイバー犯罪に対する捜査活動、

そのほか、県民の皆様がサイバー犯罪の被害に遭わないように、被害防止のた

めの情報提供あるいは啓発活動、それからサイトの管理者等に対する、違法、

有害情報の削除の依頼、そのほか児童・生徒、それから学校関係者等に対する

インターネットの有害性を周知させるための講演会、それから企業等に対する

情報セキュリティーに関する講演などを中心とした活動を行っております。 

鈴木（ひ）委員 

  もう一つ、教育委員会との連携をちょっと私心配していましてね。多分、教

育委員会は教育委員会で、スクール・ポリスネットって言うと思うんですよ、

多分ね。そんなの使っていたら、こんなばかばかしいことはすぐに伝わるだろ

うと、それを分からないでいるということ自体、県警と教育委員会との連携っ

て、特に、このチェーンメールだけではなくて、サイバー関係の問題について

は、今どんなような関係になっているんですか。 

生活安全総務課長   

  まず、県警といたしましては、ホームページ上で、チェーンメールを受けた

ときの対処方法といったものをまず紹介しております。また、(財)日本データ

通信協会というのがあるんですけれども、ここでの対応、取組も掲載して、県

警のホームページ上からこの(財)日本データ通信協会、ここにリンクできるよ

うな仕組みにもしております。また、サイバー犯罪対策センターの職員が県内

の小中学校で講演する際には、状況によって、このチェーンメールの対処方法

も説明して、迷惑メール相談センター、こういったところの紹介も行っており

ます。 

  それで、委員おっしゃいました教育委員会との連携でございますけれども、

流行のおそれのあるチェーンメールをまず県警が把握したような場合は、教育

委員会に連絡します。あるいは学校等からの情報提供により認知した場合には、

先ほどのスクール・ポリスネット、こういったもので、県内の各学校に情報提

供をして拡大防止を図っておりますということで、教育委員会や学校とは、平

素から連携をとって対応しているところでございます。 

鈴木（ひ）委員 

  スクール・ポリスネットも出していいところと出していけないところがあっ

て、やっぱりこの現状、大変厳しいと思いますよ。それと、毎回このホームペ

ージとか、県もそうなんだけれども、県警も、ホームページでホームページで

と言うんだけれども、インターネットを実際に、また使ってやるお父さん、お

母さんが、ではどれくらいいるのかという問題があって、こういう、耳学問と

いう言い方も変ですけれども、そういう立場もお考えいただきたいというふう

に思っているところでございます。 

  その中で、私は、議員立報で、平成 14年だったと思いますが、特定電子メー



ルの送信の適正化に関する法律というのが制定されたと。これ、営利目的のチ

ェーンメールに限るらしいんですよね。私も、何だこれがちゃんとあるではな

いかというふうに思ったんだけれども、営利目的だけのチェーンメール、要す

るに、規制によって設けたものですという話があったんですが、私はこれは、

先ほどのデータ通信協会なんかとタイアップしてやれば、これはもう、プロバ

イダーにきちっとまたそれなりのサブジェクトを見付けるとか、言葉を見付け

てそこから引き出すとか絶対できるはずです。実質的には、県警として、今後

また営利目的でないこのチェーンメールについてどのように対応していただけ

るか、意見を聞かせてください。 

生活安全総務課長   

  チェーンメール、これは本当に送られた方にとっては大変な迷惑なものであ

るということで、対応は必要であると考えております。先ほども答えておりま

すけれども、このいろんな迷惑メールがあるんですけれども、内容によっては

犯罪となるのもある、あるいは、犯罪として問うには難しいというものも少な

くないということでありますけれども、犯罪となるようなものにつきましては

徹底した取締りを行いまして、被疑者を検挙して、チェーンメールを排除して

いきたいと。また、取締りの対象とならないものにつきましても、教育委員会

と事業者等の連携も図りながら、メールの利用者がチェーンを自分で切断でき

るように、そうしやすいような環境を整備して、チェーンメールの根絶を図っ

てまいりたいと考えております。 

鈴木（ひ）委員 

  種々混濁したサイバー犯罪について、対策センターの所長さんともゆっくり

と討議をさせていただきたいと思うんですが、私、なぜこういうふうに思うの

かというと、やはりメールにかかわる問題、当然、これはもう使う側のモラル

や、当然、先ほど言った自己責任というものについて対応しなければならない

ものが一杯あると思うんですが、今のこのサイバー犯罪の対策センターがやっ

ぱりしなければならないことというのは、そういうことをやっても見付けられ

るんだぞということを絶対にこれ、出さない限り、この災いは消えないという

のが私の思いなんですよ。やはり、先ほど申しましたデジタルデバイドという、

格差というのはあるわけですから、なかなか言っても分からない部分が一杯あ

る方と、そうでない人間というようなものはもう完全に格差が出てきているけ

れども、県警としては、どんなに専門性を持とうとも、捕まえるよと。ところ

が、警察署の中にも３台しかインターネットにつなげないとかという、もう信

じられないような世界があるわけです。ある意味では、これはしようがないと

思うわけですが、どうぞチェーンメールをひっくるめた迷惑メールについても、

対応方しっかりお願いをしたいというふうに思います。 

  最後に、全然違う角度から、ＣＯ２について少しお聞きをしたいと思います。 

  環境農政常任委員会の委員長でもあるものですから、ＣＯ２に、すごく今か

かわりをしっかり持って地球温暖化対策を頑張らなければならないと。その中

で、先日どこかの車のコマーシャルを見たら、車の運転中の約 47％というのは

停止しているというコマーシャル、今はやっていますよね。どこの車とか言い

ませんけれども、その 47％とまっていると。私も前の事務所がですね、ちょう



ど交差点の角にありまして、毎日毎日ものすごい微粒な、ウイルスみたいとい

うか、排気ガスがすごい勢いで入ってくるというようなところにいました。先

般、何気なく、私は午前２時ごろ国道１号線を走っていたら、それこそ人っ子

一人いないですよ、２時ごろなんて。ところが、随所で信号が赤になるんです

よ。人がいないのに、何でこんなに赤になるんだと、よく考えてみたら、信号

機というのは、皆さん方笑っていらっしゃるかもしれないけれども、ＣＯ２と

いって電気自動車だとか言っているけれども、実際に留まっているのは 47％だ

というんだったら、一番問題があるのは信号機ではないかと私思ったんですよ。

信号機でとまるわけでしょう。スムーズにいかに出すかということは、やっぱ

りをＣＯ２減らすには一番大事な角度ではないですか。そんな角度から一、二

点聞かせていただきたいというふうに思います。 

  まず最初に、信号機を設置すると、信号機の待ち時間が増加するというふう

に私は思うわけですけれども、だからと言って信号をなくせというわけにもい

きませんから、この信号が増加するなど、ＣＯ２の観点から見ると、この信号

と、また実際に待ち時間というものね、県警で考えたことないと思いますけれ

ども、どのように考えていらっしゃるのかお聞かせください。 

交通規制課長   

  まず、信号機を設置する際には、交通が安全、または円滑化が図られる箇所

に信号機を設置することといたしております。信号機による停止時間につきま

しては、横断歩行者の安全を確保するために必要なものでございまして、横断

距離、また横断者数に応じて適正な時間を決めておるところでございます。こ

の場合におきまして、信号機を利用される横断歩行者の安全を確保すること、

これは最も重要なことでございますので、横断者の安全を確保するため必要な

停止時間を設定させていただくことについては、やむを得ないものと考えてお

ります。しかしながら、一方で、交通の整理がなされていない交差点に信号機

を設置することで、交通量に応じた適正な交通整理を行うことができ、車の流

れをスムーズに、円滑化させることになりますことから、信号機がない場合に

比べまして、交差点での停止時間、これを全体として少なくすることができ、

また、アイドリングによるＣＯ２の排出を削減することができるというふうに

考えております。 

鈴木（ひ）委員 

  ただ今私が申し上げました、当然スピードを出させない、スピードを抑えさ

せるための赤信号という、当然幹線道路なんかだとあるわけですよね。それと、

私が申し上げたいのは午前２時ごろと、それも、ある意味では、当然危険とい

う観点から見るとするならば、ある程度の連続した信号の青というのは必要で

はないかと思うよ。それは、赤にするなとかそういうことではないよ。そうで

はなくて、例えば、私なんかそのとき経験したのは、例えば国道１号線なんか

というのは 300 メートルぐらいの間隔で信号が結構あるわけですよ。本当に、

人が通っていない中で突然、真ん中で、３本目ぐらいのところで急に赤になる

とかという、そういう信号の、要するに制御というのはいかがなものなのかな

というふうに思ったと。それは、裏を返せば、やはり昼間等々もそうであるな

らば、よりやっぱり交通のスムーズな、それはもう賛否両論あるのは私存じて



おります。ですけれども、これからＣＯ２という観点から見るならばとても大

事な角度ではないかと思うので、その点いかがですか。 

交通規制課長   

  委員御指摘のとおり、交通量につきまして、信号機が、例えば流れの中で赤

になって執ようにとめられる、それで渋滞ができる、そうしたことはもとより、

警察としても防ぐ必要があると当然考えてございます。そういった観点から、

県警察におきましては、幹線道路等、流れを特にスムーズにしなければいけな

い道路、またエリア、これを中心としまして、隣接する交差点について信号の

整備を連携させていくという集中制御方式の信号機、これの設置を推進してい

るところでございます。 

鈴木（ひ）委員 

  集中制御方式、しっかりまた聞かせていただきたいと思いますが、まず今申

し上げましたＣＯ２の削減について、特に考慮した信号というのがあるという

ふうにお聞きしていますが、それをちょっと、具体的なことを教えてください。 

交通規制課長   

  御質問にありますＣＯ２の削減に考慮した信号機といたしましては、幹線道

路側は常に青にしておきまして、交差道路側に車両が進入してきたときのみ信

号を変えることで、無駄な停止時間を極力減少させる。そして、ＣＯ２の削減

にも貢献するという閑散時半感応式信号機などを整備いたしております。閑散

時半感応式信号機につきましては、現在 692 箇所、これは県内の信号設置交差

点箇所、これが 9,384 箇所ございます。この 7.4％に当たる箇所につきまして、

閑散時半感応式信号機、これを設置しているところです。 

鈴木（ひ）委員 

  私は、この感応した信号機をここまで進めていただいているということで、

少し安心はいたしました。ただ、私は、この停止回数とか、また停止時間とい

うのは、これ本当に、いまだに走っていて納得いかないところって一杯あるん

ですよ。例えば、先般、鶴見警察署の前を集中して電柱等々なくした。車道と

自転車の輪道をちゃんと分けた形で、モデル的なケースでつくってもらった。

そこも六つも信号があるんだけれども、必ず真ん中の二つが赤になるんですよ。

例えば、遅い時間帯でもですよ。だから、集中した、また制御の信号、また、

今、感応型の信号とおっしゃったけれども、いずれ何かのときに、このＣＯ２

という観点から、必ずこういうことが問われる時代が来るのではないかという

ふうに思います。一方で私どもは信号を付けろと、一生懸命議員側は言ってい

るわけでございまして、だったらその要望を少しでも少なくしようというよう

なのもあるかもしれませんけれども、どうか信号の在り方、この辺も、世界で

これほど信号の多い国はまずないでしょうから、そういう意味では、模範的な

ＣＯ２削減の大事な試金石になるかと思いますので、是非ともその御活躍を期

待申し上げまして、終わらせていただきます。 

 


