
平成 24年 9月 28日

平成24年第 3回北海道議会定例会予算特別委員会

防犯対策について

平成24年 8月 4日 、本年 8月 ですけれども、私の地元札幌市北区の住宅街の一角で、20

代女性が刃物で刺され、下着姿で倒れているといったところを付近の住民に発見されると

いう事件があ りました。犯人は未だ検挙されていないわけですけれども、空き巣に入った

ところを部屋の住人である女性 とはち合わせて しまい、咄嵯に切 りつけて逃走 したのでは

ないかという報道がされたと記憶をしてお ります。

また、その以前にな りますが、平成24年 2月 6日 には、同じ北区のパチンコ店で男性従

業員 2人が突如 として刃物で切 りつけられ、店の売上数百万円を奪われるといった事件が

発生をしてお ります。 この事件については後に、元従業員が逮捕されてお ります。

北海道の犯罪認知件数については、道警等もホームページで公表 してお りますけれども、

平成23年の犯罪認知件数が、49,263件 、うち札幌市は24,043件 となってお ります。犯罪認

知件数の推移 を見ますと平成 14年 の94,091件 か ら50%近 くの減少となってお り、道警察初

め関係各位のご努力の賜物 と敬意を表するところでありますけれども、一方、前述 したよ

うな凶悪犯罪が後を絶たないのも事実であります。               _
そこで以下、数点伺ってまいります。

問 1 防犯ボランティア団体の推移 と取組効果について

こうした犯罪抑止に対 して、効果的と思われるものの取 り組みの一つに、防犯ボラ

ンティア、地域の方が取 り組んでくださる、防犯ボランティアという取 り組みがござ

います。その数の推移について伺いたいと思います。そ してまた、道警察 として防犯

ボランティアの取 り組みの効果については、どのように捉えているかを、併せて伺い

ます。

答 1 生活安全部参事官兼生活安全企画課長

防犯ボランティア団体の推移 と取組効果についてでありますが、道内各地において、

「通学路における子 どもの見守 り」や 「防犯パ トロール」などの地域安全活動に取 り

組んでいただいている防犯ボランティア団体は、昨年末で 1,672団体 となってお り、

「北海道犯罪のない安全で安心な地域づ くりが条例」が施行された、平成 17年末と比

べます と、約 3倍 となってお ります。

また、青色回転灯を装備 した車でパ トロールをしていただいている団体等につきま

しては、昨年末で681団体、3,186台 となってお り、平成 17年末と比べますと、団体数

は約 4倍、車両台数は約 9倍で、いずれも全国一位 となってお ります。

取組の効果についてでありますが、道内の刑法犯認知件数は、平成 15年か ら9年連

続で減少 してお り、その要因の一つとして、防犯ボランティアをはじめとする多 くの

道民の皆様が、それぞれの地域の安全のために、 日々、取 り組んでいただいた結果で

あると考えてお ります。



間 2 若い世代の防犯ボランティアの参加に向けた取組について

今お答え頂いたように、件数は非常に伸びているということであります。そ してま

た、地域の方の関心も高いというふうに感 じてお りますが、その関心 といっても、や

はり60代 、70代 といった、やはり地域に密着 した方々の関心の方が高いように感 じて

お ります。

やは り、ここはですね、若い世代をもっと引き込み、その実行力を高めていくこと

も非常に重要と考えてお りますが、どのように取 り組んでいかれるのか伺います。

答 2 生活安全部参事官兼生活安全企画課長

若い世代の防犯ボランティアの参加に向けた取組についてでありますが、委員御指

摘のとお り、防犯ボランティア活動を活性化させるためには、若い世代の参加が何よ

り重要であると考えてお ります。

このため、道警察では、道、道教委と連携 し、道内 9大学による 「北海道 。大学生

等ボランティアネッ トワーク」の活動を支援 しているほか、各地において、防犯ボラ

ンティア団体が行っているパ トロールや防犯診断に、高校生や大学生の参加を募って

いるところであります。

また、

。 自主防犯活動のリーダーを養成する 「防犯ボランティアリーダー養成講座」の開

催
。 防犯ボランティア団体の結成方法や活動方法等を盛 り込んだ 「自主防犯活動・ く

らしの安全対策ハン ドブック」の配布

などを行い、意欲のある若い世代が防犯ボランティア活動に参加 しやすい環境づくり

に努めているところであります。

問 3 犯罪情報の共有 と防犯ボランティア団体相互の連携について

私 も実際に地域で防犯ボランティア活動をされている方にお会いし、意見を伺った

りすることもあるんですけれども、そうした要望の中には、道警に対 して地域内で起

こる犯罪の情報を可能な限 り共有 してほしいとか、ボランティア団体同士の横の繋が

り、連携を作る場を提供 してほしいといった要望があると伺ってお ります。

こうしたボランティア団体の皆様か らの要望 も色々あると思 うんですが、そ うした

意見をどのようにして吸い上げているのか、また、その要望にどのように対応 してい

るのか伺います。

答 3 生活安全部参事官兼生活安全企画課長

犯罪情報の共有 と防犯ボランティア団体相互の連携についてでありますが、道警察

では、研修会等の開催、合同パ トロール等の機会を利用 し、防犯ボランティアの方々

の要望や意見の把握に努めているところであります。その中で、委員御指摘のとお り、

防犯ボランティアの方々か ら、「犯罪情報の共有」や 「団体間の相互連携」などにつ

いての要望があると承知 してお ります。

このため、犯罪情報の共有につきましては、

・ ほくとくん防犯メールの配信



・ 警察署のホームページヘの掲載

・ 交番等のミニ広報紙の配布

。 防犯ボランティア団体 を対象とした研修会等の開催

などによ り情報提供を行ってお ります。

また、防犯ボランティア団体相互の連携を図つていただくために、ボランティア団

体の活動状況を 「安全・安心 どさん こ運動ニュース」 として道警ホームページで毎月

紹介 しているほか、合同の研修会やパ トロール等を行っているところであります。

引き続き、地域の犯罪実態に即 したきめ細かな情報発信に努めるとともに、研修会

等に、よ り多 くの防犯ボランティア団体の参加を募 り、相互連携や交流の機会を提供

して参 りたいと考えてお ります。

間 4 街頭活動の強化について

やは り、おっしゃっていただいたように、防犯ボランティア、数も伸びてお ります

し、地域の取 り組みも非常に理解が進んでいるところだというふうに思いますので、

そ うした要望についても、きめ細かに対応 していただきたいと思ってお ります。

一方で、やは り道警の活動 としても積極的に強化をしていただくことが望まれると

ころであります。

街頭活動の強化についてですけれ ども、巡回中のパ トカーがただ流 して走るだけで

はな く、ある地点で 5分か ら10分程度の停留 して警戒行動を行っている様子をわか り

やす く示 した り、あるいは徒歩や 自転車で巡回中の警察官の方が、積極的に住民の方

に 「お困 りのことはないですか」 とか何か、そういった事 を声掛けすることも一定の

効果があるのではないかというふうに私は考えています。

街頭活動の強化にどのように取 り組まれているのか伺います。

答 4 地域部参事官兼地域企画課長

街頭活動の強化についてでありますが、パ トロールカーや制服警察官の徒歩による

パ トロール、各家庭や会社などを訪問する巡回連絡などの街頭活動は、地域住民の皆

さまの不安解消や、体感治安の向上にもつながるほか、事件・事故抑 il_に 極めて重要

であると考えているところであります。

道警察では、警察署や交番等の管内における犯罪発生の時間帯や場所等を分析 し、

犯罪実態に応 じたパ トロールの路線や駐留警戒場所を選定するなどして、犯罪の予防

対策 と検挙活動を強化 しているところであります。

また、街頭活動にあた りましては、挙動不審者に対する職務質問はもとより、夜間に

一人歩き している女性や高齢者など、犯罪被害に遭いやすい住民の方に対 しても、制

服の姿を見せ、積極的に声かけするなど、地域住民の皆様が肌で安全を感 じられるよ

う努めているところであり、今後 も、更に街頭活動の強化に努めて参 りたいと考えて

お ります。

問 5 道 との連携について

道の環境生活部では、平成23年度の道民意識調査の中で 「犯罪のない安全で安心な

地域づ くり」に関する調査を行ってお ります。

この中では犯罪被害 に遭 うことへの不安に対 して、「よくある」 と応えた方が5.6



%、 「た まにある」が49.8%と 合わせて 6割近 くの方が犯罪被害 に遭 うことへの不安

を感 じてお ります。また、不安感の変化 については33.8%の方が「不安は増 している」

と回答 をしてお ります。

こうした状況の中で道が行 う調査な ども積極的に活用 して犯罪抑止の方策に繋げる

必要があると考えます けれ ども、 これまで道 との連携の状況 について、どのようにな

っているのか伺います。

答 5 生活安全部参事官兼生活安全企画課長

道 との連携についてであ りますが、道民の犯罪被害への不安 を解消するためには、

道 をはじめ とする関係機関・団体、防犯ボランティア等 との連携 による、安全で安心

な地域づ くりの推進が何よ りも重要であると考えてお ります。

このため道警察では、知事が会長 を務めます 「北海道犯罪のない安全で安心な地域

づ くり推進会議」の下に、

。 「安全 。安心 どさん こ運動」の普及啓発

・ 地域安全活動の推進

。 実践型防犯教室の開催や地域安全マ ップの作成支援

な どを道 と連携 し、行 っているほか、道が行 う意識調査結果等 についても積極的な活

用 に努めているところであ ります。

問 6 侵入犯罪抑止の取組 について

先ほど申し上げた意識調査アンケー トの中では、「犯罪被害に遭 うのではないか と

不安を感 じる犯罪の種類」という質問に対 して62.3%の方が「空き巣などの侵入犯罪」

と答えてお ります。道警としてそのような犯罪の抑止に向けては、どのように取 り組

んでいるのか伺います。

答 6 生活安全部参事官兼生活安全企画課長

空き巣ね らい等の侵入犯罪抑止への取組についてでありますが、道警察では、侵入

窃盗を組織を挙げて抑止すべき重点犯罪 として指定 し、街頭活動等を強化するととも

に、道民の皆様には、

・ ほくとくん防犯メール

・ 犯罪発生マップ

・ 交番等のミニ広報紙

などによ り、犯罪の発生状況や、被害に遭わないための情報の発信を行っているとこ

ろであります。

また、空き巣ね らい等の被害を防止するため、ピッキングやガラス破 りなどの実態

を知 らせ、予防するための 「実践型防犯教室」を全道各地で開催 しているほか、一般

住宅等を対象とした防犯診断・防犯指導を行 うなどの抑止活動を推進 しているとこで

あります。

さらに、 10月 H日 か ら20日 まで行われる 「全国地域安全運動」におきましても、侵

入窃盗の被害防止を統一重点に指定 し、官一体 となった合同パ トロールや街頭啓発活

動を行 うこととしてお ります。

上以


