広島県「減らそう犯罪」推進会議委員アンケートの集計結果
委

員

名

（敬称略）

Ｑ１
委員自身や所属団体・組織・地域等で実施されてい
る又は実施を予定されている取組み

望月 利昭

主体
地域

警察署協議会

概要
主体
地域

宮本 博子

概要

女性医師の会

主体
地域
概要

中原 律子

主体
地域

消費者協会

概要

門橋 政子
地域女性団体

高濱 清子
老人クラブ連合会

瀧口 雅子
広島大学学生

山本 陽子
安田女子大学学生

宮本 さゆり

Ｑ２
施策についてのアイデアや「減らそう犯罪」県民総ぐる
み運動に対するご意見等
アリスガーデン周辺に暴走族のようなグループと見られ
広島市中央部地区環境対策協議会
る少年たちが又，ジワリと出てきたように思えるので早期
本通・袋町・並木通・中央通・金座街
毎週土曜日PM9:30より約１時間の夜間パトロー に芽を摘み取るべきだと考える。
ル
駐車違反の取締りを民間に任せたように，飲酒運転の検
広島市医師会
問も民間に任せる。
広島市
「子ども１１０番の家」への登録を会員へ呼びか 凶悪事件の解決のための捜査員の人数を増やして欲し
い。
けている。
鈴が峰グリーンタウン町内会
鈴が峰町（グリーンタウン）
○町民有志による防犯パトロール
○小学校児童の送迎
（社）広島消費者協会
東・中・南・西・安佐南・安佐北各区
あいさつ運動を通して，地域の人々とコミュニ
ケーションの輪を広げ，連携のもとに子どもを犯
罪や非行から守っている

主体 広島県地域女性団体連絡協議会
地域 県内全域
登下校時の声かけ運動（駅及び通学路にて小・
概要 中・高校生にあいさつをかわし，見守る）
「安心して暮らすには」等のテーマでまちぐるみの話し
主体 東広島市老連
合いの場を持つ。（地域の各種団体の情報交換も含め，
地域 安芸津支部地域
防犯教室（防犯チラシ配布，悪徳商法・詐欺等に ○×表示等で全員意見表示も目指す）
概要
パレード等を行い住民参加を促す。（キャッチフレーズ
かからない話）
を掲げてチラシ配布）
主体 東広島市老連
地域 東広島市各支部地域
概要 登下校児童見守り事業
主体 東広島市老連
地域 東広島市内
社会を明るくする運動（青少年非行問題への取組
概要 み）
みんなが安全への意識を持つことは当たり前のようで難
主体
しいことだと思うので，きっかけや維持ができるような仕
地域 東広島市西条地区
○地域の人や学生（少年補導協力員）が警察と一 組みを作っていく。
学生による犯罪を防げるような意識づくりを行うことも
緒に町の見回りや研修会を行っている
概要 ○小学生の下校時に地域の高齢者が道路に出てい 必要になっている。
る
広島県子どもの犯罪被害防止対策プロジェクト
主体
チーム
地域 広島県全域
○地域安全マップ作り
概要 ○地域安全マップ作りのリーダー養成
ショッピングモールシスターズ（女子学生中心，
主体 本通の活性化を目的とする街のお助け隊。2003
年3月スタート）
地域 広島本通商店街
毎週土曜日（10:30〜16:30），本通商店街に
て
○清掃
○ガム取り
○来街者への道案内
○子ども達へのアメやバルーンのプレゼント
○自転車通行をしている人への注意

広島修道大学学生

概要

○商店街の組合等と連携し，商店街の軽犯罪を減らすよう
努める。
○既存のボランティアグループやサークルに呼びかけて
キャンペーンやイベント広報を担当してもらい，市民の意
見も採り入れていく。
○マスメディアの有効活用。リーフレットやチラシをいく
ら作ってもお金がかかるだけであまり効果がないと思う。
堅く重い話題より楽しい方に興味がいくので，興味を持つ
ような内容でイベントやキャンペーンを行い，テレビや新
聞に取り上げてもらう。イベントやキャンペーンの実行に
はボランティアの市民を用い，毎月繰り返すことにより印
象づける。
○学生チームによる活動。県内で活躍している学生に呼び
かけ，様々な視点から広報の問題点，解決策を出してもら
う。また年に一度犯罪防止アイデアコンテストを開催し，
表彰・実現することで，学生のやる気を起こし，犯罪への
意識も芽生えさせる。学生が行うことでマスコミ等にも取
り上げてもらえる。
○犯罪そのものは警察等の専門家が担当。犯罪に対する意
識などの広報面は市民が担当。両者が互いに協力すること
で効率よく事が進むと思う。

委

員

名

（敬称略）

Ｑ１
委員自身や所属団体・組織・地域等で実施されてい
る又は実施を予定されている取組み

○市街地だけでなく住宅地の街灯の増設
○防犯カメラの設置
○警察官の増員，巡回

清田 博利
自動車盗難防止協議会

花山 徹
ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽ･ｽﾄｱ
防犯連絡協議会

児玉 勝好
自動販売協会

川西 祐二
住宅宅地産業５団体

宇田 誠
防犯連合会

主体 広島県コンビニエンス・ストア防犯連絡協議会
地域 各店舗周辺
（社）日本フランチャイズチェーン協会による
セーフティステーション活動実施要綱に基づき
○女性，子ども等の駆け込みへの対応
概要 ○緊急事態（災害，事故，急病人等）に対する
110番，119番通報など，地域の安全・安心な
まちづくりに協力できるよう，各店舗へ働きかけ
を実施している
主体 広島県警・日本自動販売協会
地域 広島県
概要 自動販売機の被害防止対策連絡会
地域のコミュニケーションが大事と考える。町会等
主体 広島県住宅宅地五団体協議会
「もっと近隣であいさつをしよう」というような，広報宣
地域 広島市及びその近郊
伝活動が必要と思う。
○防犯マンションの建設奨励
概要 ○住宅関係防犯商品の重要性を各住宅メーカー，
ビルダーに呼びかけ
主体 ㈱トータテ
地域 広島市及びその近郊
○防犯マンション建設
○戸建住宅の防犯設備の標準化推進
概要 ○住宅安全キャンペーンの実施
○子ども110番事務所の設置
主体 （社）広島県防犯連合会
地域 広島市・福山市域
意識づくり
概要 ○バス後部貼付広告・鍵かけ広報
主体 （社）広島県防犯連合会
地域 広島市
地域づくり
○各種街頭キャンペーン実施
概要 ○防犯ブザーの機能点検実施＜他防犯団体を支援
＞等
主体 （社）広島県防犯連合会
地域 県内全域
意識づくり
○防犯ポスター・チラシ等の作成配布
○防犯ポスター・同作文の募集・表彰
○新聞・リビング広島・ラジオ・テレビ・広島駅
大型ビジョンによる広報等
概要 環境づくり
○防犯モデル駐車場の普及広報
○公営駐車場の登録促進依頼
○防犯モデルマンションの普及広報
○自転車防犯登録の普及広報
主体 傘下各地区防犯連合会
地域 県内全域
地域づくり
概要 ○防犯パトロール
○子どもの見守り活動実施等

吉川 水貴
少年補導協助員連合会

Ｑ２
施策についてのアイデアや「減らそう犯罪」県民総ぐる
み運動に対するご意見等

広島県少年補導協助員連合会（広島西署管内少年
主体 補導協助員連絡協議会）
地域 広島西署管内・市内中心部
○夜間の見回り
○登下校時のパトロール
○サッカーサークル
概要 ○パソコン教室
○料理教室
○手芸教室等
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（敬称略）

山下 敏夫
マンション協会

Ｑ１
委員自身や所属団体・組織・地域等で実施されてい
る又は実施を予定されている取組み

Ｑ２
施策についてのアイデアや「減らそう犯罪」県民総ぐる
み運動に対するご意見等

主体 広島県マンション協会
地域 県内・全国
環境づくり
安全で安心な「より安心なマンション作りを推
概要 進（全国に先駆けて「防犯マンション設計自主基
準」制定，2006年7月見直し改正，普及にも努
めている）
主体 広島県マンション協会
地域 広島市内
幼稚園における幼児の犯罪被害防止
市立幼稚園を対象に2005年度7箇所，2006
概要 年度７箇所にインターホン（カラーテレビ付ハン
ズフリードアホンセット自動録画機能付）寄贈，
２００７年度に残り6箇所に設置予定
主体 広島県マンション協会
地域 地域・学区通学路
地域づくりの支援
子どもの保護者，地域住民等ボランティアの防
概要 犯パトロール・見守り活動を支援，シンボルマー
ク入りジャンパー寄贈
主体 広島県マンション協会
地域 県内
当協会会員のマンションモデルルームを「子ども
概要 110番の家」として登録・支援（検討中）
各団体・役所等がいろいろな活動を実施していること
は，数年前には考えられなかったこと。防犯意識が高まっ
て良いことではあるが，体感治安が悪い結果でもある。
計画実行の実現には参加するメンバーが固定されている
場合が多く，その分負担が大きいのではないかと考える。
施策については多くの事が提案されているので，充分で
ある。

細田 淨樹
日本ｶﾞｰﾃﾞｨｱﾝ･ｴﾝｼﾞｪﾙｽ

弘法 泰英
公立学校校長会

主体 戸坂小学校
地域 全学年児童
○東区少年補導協助員による防犯教室の実施
概要 ○週１回の一斉下校（学年単位）を実施
主体 戸坂小学校
地域 ４・６年児童
概要 ＣＡＰ（暴力防止プログラム）講習会を実施
主体 社会福祉協議会
地域 戸坂小学校区
防犯パトロール隊を結成し，地域ごとに巡回パト
概要 ロールを実施
主体 戸坂小学校ＰＴＡ
地域 戸坂小学校区
○生活部を中心に登校指導を実施
概要 ○車両（自転車・バイク等）につける「戸坂パト
ロール中」と書かれたパウチを配布

連石 武則
PTA連合会

櫛田 透
広島少年鑑別所

上坂 克巳
広島国道事務所

主体 郡・市・町各単位PTA
地域 郡・市・町・各小・中学校区
○地域安全マップ作成
○防犯パトロール
○あいさつ運動
概要 ○防犯教室
○防犯ベルの配付
○情報ネットワークの設置
主体 広島少年鑑別所
地域 県内
少年非行の問題でお悩みの方の相談（来所又は電
概要 話）に応じている
主体 広島国道事務所･直轄工事請負会社（協力会社）
地域 広島国道管内の現工事現場
子ども110番の工事現場
工事現場が防犯に取り組むことにより，いざと
いうときに子どもを保護する「子ども１１０番の
概要 家」の機能を果たし，犯罪の抑止効果も期待でき
ることから，昨年度より工事会社の協力が得られ
た現場で実施している

○子ども１１０番の充実（店などすぐに児童が入れる場所
の加入推進）
○運動広場の充実（児童・生徒がボール運動等，自由に遊
べる場所の確保）
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Ｑ１
委員自身や所属団体・組織・地域等で実施されてい
る又は実施を予定されている取組み
主体
地域
概要
主体
地域

秋葉 忠利
広島市

広島市
内部組織
各区に地域連携・安全推進担当課長を配置
広島市
市内全域
○平成18〜22年の5年間に身近な犯罪を半減さ
せるという数値目標設置
○広島市安全なまちづくり推進条例に基づき「安
全なまちづくり推進協議会」を開催し基本計画を
策定
○減らそう犯罪モデル事業における効果的施策の
全市展開
概要 ○情報コーナー設置や防犯教室共同開催など公民
館と警察との連携
○広島市水道局徴収事務受託者による防犯活動
○区民まつりにて警察署や防犯組合と連携して安
全なまちづくりの広報・啓発活動
○見守り活動参加者10万人の確保（組織的な参
加者3万人・日常生活参加者7万人予定）
主体 広島市
地域 流川・薬研堀地区
流川・薬研堀地区の健全で魅力的なまちづくり協
概要 議会を設置・推進計画策定

主体 広島市（県警察と共催）
地域 全市各種団体
地域・職域団体と市行政・警察による犯罪のない
概要 まちづくり連絡会議の開催
主体 広島市教育委員会
地域 市内全域
○地域学校安全指導員による巡回指導
○学校安全ガードボランティアの導入（１７年度
概要 までに全小学校，１８年度までに全中学校予定）

Ｑ２
施策についてのアイデアや「減らそう犯罪」県民総ぐる
み運動に対するご意見等
市民，事業者，警察と連携をとって，「減らそう犯罪」
推進事業，流川・薬研堀地区の健全で魅力的なまちづくり
の推進等の諸施策を展開し，安全・安心なまちづくりを推
進していきたいと考えている。

