
1

「なくそう犯罪」ひろしま新アクション・プラン（案）に関する県民意見

に対する回答案について

募集期間 平成２２年８月２３日（月）～９月１０日（金）

意 見 数 ２３人（４８件）

１ 名称について

意見の概要 県の対応状況・考え方

① 平成１５年以降「減らそう犯罪」広島県

民総ぐるみ運動を展開し，刑法犯認知件数

を半減させたことは画期的なことであり，

大きな成果を上げてこられたことに感謝す

る。

一方，今回のプラン（案）は「『なくそう

犯罪』ひろしま新アクション・プラン」と

しており，「減らそう犯罪」という名称で県

民に浸透している言葉を「なくそう犯罪」

に変更することは大変違和感がある。

犯罪がなくなることはなく，全国的にも

「なくそう犯罪」という名称を使用してい

る都道府県はないのではないか。

なお，今回の名称変更に伴い「減らそう

犯罪」ひろしま安全なまちづくり推進条例

の名称も変更するのか。

② 犯罪はなくならないと思うので，「なく

そう犯罪」ではなく，今までどおり「減ら

そう犯罪」でよいと思う。

③ 「減らそう犯罪」ひろしま安全なまちづ

くり推進条例があるのに，アクション・プ

ランの名称を，敢えて、実行不可能な「な

くそう犯罪」に変える必要があるのかわか

らない。変える必要はないと思う。

なお，アクション・プランで「なくそう

犯罪」を使用することで，条例の名称も変

更するのか。変更しないのであれば，なお

さら，アクション・プランの名称も変更す

る必要がないと思う。

④ 条例もこれまでの運動も「減らそう犯罪」

なのに新しいアクション・プランは「なく

そう犯罪」としているのは違うと思う。こ

の運動は犯罪を減少する運動であり，この

前のマツダ工場の無差別殺人事件のような

確信犯による事件はある意味防ぐことが難

しく，「なくそう犯罪」は理想論であり無理

である。一方，犯罪を減らすことは実現可

能であり，みんなで犯罪を減らそうという

のがこの運動の原点である。

「減らそう犯罪」広島県民総ぐるみ運動は，第

１期（平成１５年～１７年），第２期（平成１８

年～２２年）アクション・プランの下に様々な施

策を展開し，その結果，刑法犯認知件数を平成

２１年にはピーク時（平成１４年）から５１．４％

減少させるなど，犯罪抑制という点で大きな成果

を上げることができました。

今後は，これまでの成果を土台として，身の回

りから犯罪の原因をなくす，犯罪が発生する環境

をなくすという新たな視点に立ち，この運動を更

に発展させ，安全・安心な犯罪の起こらない社会

を目指します。このため，第３期アクション・プ

ランの名称は「『なくそう犯罪』ひろしま新アク

ション・プラン」，サブタイトルを「～犯罪の起

こらない社会へ～」としました。

「減らそう犯罪」ひろしま安全なまちづくり推

進条例の趣旨に基づいて展開している「減らそう

犯罪」広島県民総ぐるみ運動は，犯罪を減らそう

ということを目的としています。その行動計画で

ある第３期アクション・プランは，新たな視点と

強いメッセージを表すため，「なくそう犯罪」で

取り組み，結果的に犯罪を減らそうとするもので

す。したがって，条例や運動の趣旨・理念を変更

するものではありません。

参考として，各都道府県の生活安全条例の名称

を比較すると，条例を制定している４４都道府県

のうち，「犯罪のない」という名称を使用してい

るのは１９道府県，「なくそう犯罪」を付したも

のには滋賀県があり，「犯罪の起きにくい」を付

したものには熊本県があります。

（平成２２年１１月）
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条例も運動の名称も「減らそう犯罪」で

あり，また，アクション・プランの内容も

「減らそう犯罪」の計画であるのに，プラ

ンの名称が「なくそう犯罪」となっている

のは矛盾していると思う。

⑤ 「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動は，

名称のとおり「犯罪の減少」を目指してい

るものであり，「なくそう犯罪」の名称は

「犯罪の撲滅」を目指すもので，最初の運

動の趣旨と少し外れている。犯罪企図者が

いる限り，犯罪をなくすことは無理である

が，県民が総ぐるみで運動を展開すれば犯

罪は減少することは可能であるとの考えか

ら，「なくそう犯罪」ではなく「減らそう犯

罪」としたはずである。

仮に，「なくそう犯罪」で運動を進めるの

であれば，条例の名称も変更すべきであり，

条例名称を変更しないのであれば，「なく

そう犯罪」の名称を使用するのは矛盾して

いると思う。

２ 策定に当たって

意見の概要 県の対応状況・考え方

① 平成１４年の刑法犯認知件数が現在では

半減し，警察の活動に対し感謝しています。

また，地域にあっても凶悪事件が発生す

る度に住民意識に変化があり，自分達でカ

バーできることは自分達で行うという方向

に向かった結果ではないかと思う。

新計画の策定に当たっても，このことを

大切にしていただきたいと思う。

ご意見のとおり，刑法犯認知件数をピーク時か

ら半減することができたのは，防犯行動が自然に

とれる意識づくりが浸透されてきたことなどに

よる成果と考えています。

第３期アクション・プランの策定に当たって

も，これまでの成果を土台とし，運動を更に発展

させ，安全・安心な犯罪の起こらない社会を目指

すこととしており，引き続き，県民の皆様のこの

運動への積極的な参加をお願いします。

３ 第１章（運動の目標等）関係

意見の概要 県の対応状況・考え方

（意見なし）
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４ 第２章（重点的な施策）関係

（１）安全・安心なまちづくり

ア 防犯行動が自然にとれる“意識づくり”～個を育む対策～

意見の概要 県の対応状況・考え方

① 自転車の前かごに付けるひったくり防止

ネットの配布を駅前や有料駐輪場などで行

うなど，効果的な啓発活動を行って欲しい。

自主防犯行動を促進するため，市町等と連携

し，自転車利用者に対するひったくり防止ネット

の配布による装着指導などの啓発活動を行って

います。

引き続き，犯罪の発生状況等に応じ，より効果

的な場所・時間帯での啓発活動に努めます。

② ひったくりや振り込め詐欺の被害に遭わ

ないように地元のケーブルテレビやラジ

オ，地元ミニ新聞にもっと働きかけ，取り

上げてもらうようにして欲しい。

③ 情報発信を積極的に行って欲しい。

防犯行動が自然にとれる意識づくりを推進す

るためには，犯罪情勢や被害に遭わないために必

要な情報を積極的に提供することが重要です。

引き続き，地域のテレビ，ラジオ，新聞など多

様な広報媒体を活用し，地域の実情に応じたタイ

ムリーできめ細かな情報発信に努めます。

④ 住民はパトロール中の警察官と挨拶など

によりコミュニケーションを図り，また，

パトロール中の警察官は地域住民とのコミ

ュニケーションを図るなど，相互に連携す

ることによって，少しずつ自分たちの防犯

意識や体感治安が変わっていくと思う。

⑤ 市民と警察官の相互連携のもと，防犯に

関心を持つような雰囲気を警察官がつくっ

ていって欲しい。

警察官によるパトロールや巡回連絡の際に，住

民への犯罪や防犯に関する情報提供など効果的

な啓発活動等を推進し，「自らの安全は自ら守

る」という意識の浸透を図ります。

⑥ 地域住民個々の防犯意識を高めるための

ＰＲや施策を深く広く行って欲しい。

県民の防犯意識を高めるため，

① 啓発活動の推進

② 犯罪情報等の発信・共有

③ 県民の自主防犯行動の促進

に取り組み，防犯行動が自然にとれる“意識づく

り”を推進します。

① 県民自身が犯罪から身を守る意識づくり

新たな運動目標，行動目標の浸透

② 多様な広報媒体を活用したタイムリーな情報発信

市町や町内会等と連携した情報発信

③ 参加・体験型の防犯講習会等の開催

市町や事業者，関係機関・団体等と連携した広報

啓発活動等の推進

犯罪情報ネットワークへの参加促進
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イ 互いに支えあう“地域づくり”～つながりを育む対策～

意見の概要 県の対応状況・考え方

① 地域安全マップの更新やマップづくりの

指導者の拡充に取り組んで欲しい。

② 「地域安全マップづくり」は，危険箇所

や危険施設などを解消するための安全対策

の初期的な“手段”であり“目的”ではな

いことから，マップを活用したその後の行

動をどのようにしていくかということが重

要だと思う。

子どもの危険予測・回避能力を向上させるため

の地域安全マップづくりの普及・定着を促進しま

す。「安全・安心なまちづくりセミナー」や「大

学生ボランティア研修」の開催などにより，引き

続き，指導等を行う防犯ボランティア活動の担い

手の拡充に取り組みます。

また，地域安全マップづくりは，犯罪に遭わな

い力をつけるためのものですが，ご意見のよう

に，マップづくりによって発見した危険な場所等

の改善に取り組むことで，地域の安全な環境づく

りにつながることも期待できます。

③ 青色防犯パトロールの実施方法の指導な

ど，防犯パトロールの強化に取り組んで欲

しい。

④ 青色防犯パトロールを実施しており，そ

の効果は大きい。特に，夜間における活動

は，地域の住民に安心感を与えるとともに，

犯罪が大幅に減少している。

この活動を拡大していくには，活動費の

支給が大切であると思う。

県内の青色防犯パトロール車は，年々増加して

平成２１年末には７００台を超える車両数とな

っています。

引き続き，防犯ボランティア団体や市町に対

し，青色防犯パトロール車の導入，運用の働きか

けを行い，警察や地域住民等と協働したパトロー

ルを実施するなど，青色防犯パトロール活動を支

援します。

なお，活動に要する経費の負担などは，それぞ

れの地域や団体等により，その実情が異なるもの

と思いますが，活動の普及・拡大を進めるための

より効果的な方策等については，引き続き研究し

て参ります。

⑤ 青色防犯パトロールなどにおいて，ただ

車を走らせるのではなく，以前と変わった

ところはないかとか変わった行動をしてい

る人物がいないかなど，よく観察しながら

パトロールを行う必要があると思う。

ご意見のとおり，青色防犯パトロールなどにお

いては，より効果的なパトロールが求められま

す。

引き続き，講習会等を通じた指導や警察と協働

したパトロールの実施など，活動を支援します。

⑥ 防犯ボランティア団体の交流会の開催や

活動への支援を強化して欲しい。

防犯ボランティア活動者による意見交換や交

流の場としてのボランティア交流会を，市町や関

係団体等と連携し，各警察署単位で開催していま

す。

引き続き，交流会を通じて，地域における防犯

ボランティア活動の更なる活性化とボランティ

ア相互の協働・連携を促進します。

また，「子どもの見守り活動支援モデル事業」

などによる防犯ボランティア団体等に対するパ

トロール用品の貸与や犯罪情勢・活動事例の提

供，ボランティア活動に対する表彰等を通じ，活

動の活性化・定着化を促進します。

⑦ 防犯ボランティア活動に対し，自責感を

感じ，自尊心を高めるような取組を推進し

て欲しい。

ボランティア交流会の開催による意見交換な

どを通じた自主防犯活動への参加意識の高揚や

功績・功労をたたえるための表彰等により，引き

続き，防犯ボランティア活動の活性化・定着化を

促進します。
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⑧ 「子どもの安全確保に関する防犯指針」

を踏まえた体験型の防犯指導を推進して欲

しい。

平成１８年に策定した「子どもの安全確保に関

する防犯指針」を踏まえ，地域ぐるみで子どもを

守り育む取組を推進しています。この取組の中

で，犯罪防止教室や不審者対応訓練等を通じて体

験型の防犯指導を行っています。

引き続き，これらの取組などにより，子どもの

防犯意識の向上や犯罪被害から守るための取組

を強化します。

⑨ 広島県安全・安心アカデミー受講者や地

域安全推進指導員など地域の防犯リーダー

の活動を推進して欲しい。

「広島県安全・安心アカデミー」の受講修了者
は，平成 21 年度までに 417 人（平成 22 年度
はさらに 100 人が受講予定）にのぼり，地域や
職域での安全・安心なまちづくりのリーダーとし
て活動しています。

さらに，受講修了者には，フォローアップとし
ての「ブラッシュアップ研修」を各警察署で実施
しています。

引き続き，アカデミーの開講やブラッシュアッ
プ研修会の実施などを通じて，防犯ボランティア
活動の活性化と更なる発展を図ります。

また，「減らそう犯罪」ひろしま安全なまちづ
くり推進条例第７条の規定により，公安委員会が
地域住民の中から委嘱した「地域安全推進指導
員」，職域事業者の中から委嘱した「職域安全推
進連絡員」は，地域や職域における自主防犯活動
を推進していくためのリーダーとして重要な役
割を担っています。

平成２１年度
地域安全推進指導員 ７０人
職域安全推進指導員 ５４人

引き続き，地域安全推進指導員等に対してタイ
ムリーな犯罪情報等を提供するなど連携を密に
して，地域・職域における自主防犯活動を推進し
ます。

⑩ 地域における自主的防犯活動の促進や地

域の活動を支える人材の育成に取り組んで

欲しい。

防犯ボランティア団体等の活動の活性化・定着

化，青色防犯パトロール活動の支援，自主防犯活

動の担い手の拡充など，地域における自主防犯活

動の促進に引き続き取り組みます。

また，「広島県安全・安心アカデミー」の開講

や地域安全推進指導員・職域安全推進連絡員との

連携を密にするなど，地域の活動を支える人材の

育成に引き続き取り組みます。

⑪ 子どもの見守り活動を行っているが，い

つも同じ人でだんだん高齢化しており，若

い人にもどんどんボランティア活動に参加

して欲しい。

地域住民や子どもの保護者などを対象とした

「安全・安心なまちづくりセミナー」や「大学生

ボランティア研修」の開催などにより自主防犯活

動の担い手の拡充に取り組んでいます。

また，若い世代の参加促進を図る防犯ボランテ

ィア支援事業を行っています。

引き続き，これらの取組を推進し，県民が防犯

ボランティア活動に参加しやすいしくみづくり

を促進します。
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⑫ 地域安全推進員制度の充実・強化のため，

活動団体として独立させ，活動資金の支給

や制服の貸与を行うとよいと思う。

「地域安全推進員」は，各地区防犯組合連合会

が定めた要綱により県内で約７，５００人の方々

が委嘱され，それぞれの地域で，地域安全活動の

普及・促進や各種情報の連絡等で，地域の自主防

犯活動の中心的な役割を担っています。

これらの活動をさらに充実していくための体

制等のより効果的な方策等については，防犯組合

連合会と連携の上，引き続き研究して参ります。

⑬ 誰もが安全・安心なまちで暮らしたいと

願っており，一人ひとりが“自らの安全は

自ら守る”という意識づくりが大切である。

また，近年，「隣に住む人は誰？」という個

人主義の風潮があり，高齢者の孤独死など

の問題も起きており，警察官による巡回連

絡の必要性なども住民にしっかりと説明す

ることが大切である。

各々の立場で協力することにより，防犯

行動が自然にとれる環境が実現できると思

う。

⑭ 犯罪を出さない・しない活動として，周

囲の人を知り，育てていただいた人達や自

分の生まれたふるさとを大切にする心，厳

しいしつけやあいさつなどが大切であると

思う。

ご意見のとおり，県民自身が犯罪から身を守る

意識づくりなどの取組による「安全・安心なまち

づくり」と，警察官によるパトロールや巡回連絡

などの「安全・安心をもたらす警察活動」を密接

な両輪として，安全で安心な犯罪の起こらない社

会を目指していきます。

また，地域社会全体で地域の安全を守るという

取組が治安回復の大きなカギとなっており，引き

続き，県民，事業者，ボランティア，関係団体，

行政等の多様な主体が，それぞれの立場において

協働・連携して，社会の規範意識の向上と地域住

民のつながりの強化を図りながら，互いに支え合

う“地域づくり”を推進します。

⑮ 自主防犯活動の担い手の拡充の具体例に

「大学生ボランティア研修」の開催などが

あるが，中学生や高校生も担い手として拡

充していけば良いと思う。（中学生や高校

生による防犯活動や表彰がメディアで取り

上げられることがあるが，案外，正義感が

強い世代であると思う。）

地域における防犯ボランティア活動を通じ，将

来を担う子どもたちの防犯意識や規範意識を向

上させ，健全に育成するための防犯少年団等の活

動の支援などを行っています。

引き続き，小学生や中学生，高校生なども含め

た自主防犯活動の担い手の拡充に努めます。

⑯ 児童虐待のニュースが世間をにぎわして

いるが，早期発見，早期取組をお願いした

い。

児童虐待に対しては，市町と連携を強化し，市

町に設置された要保護児童対策地域協議会等の

活動を支援するとともに，警察活動においても，

関係機関と連携した対策により児童虐待の早期

発見と被害児童の早期保護に努めています。

引き続き，これらの取組などにより子どもの保

護対策を推進します。

⑰ 青色防犯パトロール講習を受け，子ども

達への声かけが非常に大切だということを

再認識した。今後も，声かけから自主防犯

活動を盛り上げていきたいと思う。

また，防犯ボランティア団体等の活動の

活性化・定着化も必要だと思うので，学校

安全ボランティア講習会等の取組もしっか

りと続けていきたいと思う。

日頃の積極的な自主防犯活動に感謝申し上げ

ます。

ご意見のとおり，安全・安心なまちづくりのた

めには，一人ひとりの日頃の地道な活動が重要に

なってくると思います。引き続き，よろしくお願

いします。
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⑱ １００歳以上の高齢者の所在不明など，

今まさに社会問題となっている。特に，独

居高齢者について，社会的つながりの強化

や近隣住民間の連携などによる安全・安心

の確保が必要であると思う。

ご意見のとおり，高齢者を守る対策を推進する

ためには，地域住民のつながりを強化する必要が

あります。

今回のアクション・プランの策定に当たって

は，高齢者のみならず，子どもや女性なども含め

た県民の安全確保の推進のための「地域づくり」

として，「社会の規範意識の向上と地域住民のつ

ながりの強化」を図る各種施策を展開することと

しています。

ウ 犯罪の起こらない“環境づくり”～安全・安心をもたらす対策～

意見の概要 県の対応状況・考え方

① ２４時間営業の店舗や一定戸数以上の集

合住宅などへの防犯灯の設置義務化や深

夜・夜間の事件多発箇所への防犯灯や防犯

カメラの設置，通学路への街路灯設置を促

進して欲しい。

平成１５年に策定した「道路，公園，駐車場及

び駐輪場に関する防犯指針」及び「住宅の用に供

する建築物に関する防犯指針」を踏まえた取組を

行っています。さらに，市町や事業者等による防

犯カメラの設置促進や犯罪の起こらない店舗づく

りなどにより，引き続き，犯罪の起こらない環境

づくりを推進します。

② ガラス戸への面格子の取り付けや防犯ガ

ラスの設置，センサーライトの取り付けな

どの個々の住宅の防犯対策について，町内

会を通じたお知らせなどで普及啓発に取り

組んで欲しい。また，できれば，対策経費

の一部を助成する制度などがあると良いと

思う。

③ ホームセキュリティーについて，地域住

民への情報提供に努めて欲しい。

侵入窃盗や強盗等の防止を図るため，関係業者

等に対する「住宅の用に供する建築物に関する防

犯指針」を踏まえた住宅の設計・建築の働きかけ，

関係団体等と連携した防犯性能の高いサッシやガ

ラスなど防犯建物部品等の普及促進に努めていま

す。

引き続き，これらの取組により犯罪の起こらな

い環境づくりを推進します。

なお，経費の助成などを含む普及促進のための

より効果的な対策方法等については，引き続き研

究して参ります。

④ 前かごにひったくり防止用のカバーが付

いた自転車の製造などを関連業者に助言し

て欲しい。

犯罪被害防止のためには，ご意見の自転車など

防犯性能に配慮した被害に遭いにくい製品の普及

が必要です。

引き続き，事業者や関係行政機関と連携し，防

犯性能の高い新製品の情報交換や普及促進に努め

ます。

⑤ 子ども・女性や高齢者が犯罪に遭う危険

性が高いのは，暗闇や路地裏などの周囲に

人がおらず，一人になってしまった場合に

多く見られると思う。よって，まずは環境

を変化させることが重要であり，暗い道な

どへの街灯や防犯灯の設置などで被害は減

少すると思う。

⑥ 公園等では明るいことが犯罪防止につな

がるので，防犯灯などを積極的に設置して

欲しい。

⑦ 暗い所には街灯を設置して欲しい。（近

所に設置されたボタンを押すと警察にすぐ

つながるという「スーパー防犯灯」はとて

も助かります。）

子ども・女性や高齢者の犯罪被害防止のために

は，多様な主体の協働・連携による「地域づくり」

や警察による犯罪抑止対策の推進とともに，ご意

見のとおり，安全で安心して利用できる公共空間

等の整備による「環境づくり」が必要です。

引き続き，道路，公園，駐車場及び駐輪場の設

置管理者に対して，犯罪防止のための必要な情報

を提供するなど，「道路，公園，駐車場及び駐輪場

に関する防犯指針」を踏まえた施設の普及を働き

かけるなど，犯罪の起こらない環境づくりを推進

します。
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⑧ 駅の周辺道路や信号機のない交差点など

に凸状のライン段差を設置し，自転車や単

車のスピードダウンを図るようにしたら安

全・安心な意識の向上，環境のよいまちづ

くりになるのではと思う。

道路の新設・改良に際しては，歩道と車道の分

離や道路照明灯の設置など，道路管理者と連携し

た犯罪防止や交通事故防止に努めています。

引き続き，道路管理者との連携を強化し，道路

の状況や地域住民の要望等を踏まえた安全・安心

な環境づくりの推進に努めます。

⑨ 駐車場には防犯灯を設置したり，フェン

ス等を設置して出入り口を１か所とするよ

うにしたら良いと思う。

駐車場における照度の確保やフェンス，さく等

による外部との区分などの具体的な方策を「道路，

公園，駐車場及び駐輪場に関する防犯指針」に定

めており，引き続き，指針を踏まえた駐車場の普

及を働きかけます。

⑩ 就労により生活基盤を確立させ，安定し

た生活を送る取組を推進して欲しい。

今回のアクション・プランの策定に当たり，「安

全・安心をもたらすしくみづくり」の主要な取組

に「安定的に収入を確保できない者等に対する就

労促進」を新たに加えました。安定的に収入を確

保することが困難である者等の生活の安定に向け

た支援のため，暮らしや就労に関する相談や情報

提供等を引き続き行って参ります。

（２）安全・安心をもたらす警察活動

意見の概要 県の対応状況・考え方

① 事件が起きた後，発生地域へのパトロー

ルの際の住民へのお知らせなどにより，地

域住民に対する注意喚起をして欲しい。

犯罪及び交通事故の発生状況や住民の要望に基

づいたパトロールを強化するとともに，パトロー

ルや巡回連絡等を通じて犯罪情報を提供するな

ど，引き続き，犯罪の抑止対策を推進します。

② アンケート調査の結果を見ると，警察官

のパトロール活動が頻繁に実施されている

かどうかが体感治安に影響していることが

わかる。よって，パトロールの綿密な計画

を立て，すべての地域をパトロールする警

察官の人数や巡回回数を一定のレベルまで

引き上げることが重要だと思う。また，パ

トロール中の警察官が住民に対して声かけ

を行うなど，住民が認知できる活動が重要

であると思う。

③ パトロール中の警察官から積極的に声か

けを行って欲しい。

ご意見のとおり，昨年１１月に実施したアンケ

ート調査では，居住地域の治安が良くなったのは

「パトロールをする警察官を見かけることが多く

なった」との回答が最も多く，また，子どもや女

性を犯罪被害から守るための取組としても警察官

によるパトロール活動を強く望んでいる結果とな

っております。

こうしたことからも，犯罪の発生状況等に基づ

いた計画的なパトロール活動やパトロール時の積

極的な声かけなど，引き続き，効果的な街頭警察

活動に努めます。

④ 少年非行の低年齢化の防止対策に取り組

んで欲しい。

積極的な街頭補導活動や学校，少年警察ボラン

ティア等と協働した犯罪防止教室等による少年の

規範意識の醸成・向上と少年を見守る社会づくり

の推進，地域社会が一体となった健全育成活動の

推進などにより，引き続き，少年非行防止に向け

た総合的な対策を推進します。

⑤ 少年の規範意識の向上のため，小学校低

学年からスクールガードリーダー等による

講習等を行い，小学校高学年や中学生には

警察官による講習等が良いと思う。

少年の非行防止に向け，引き続き，学校等と協

働・連携し，規範意識の醸成・向上に向けた学校

での犯罪防止教室等の実施を推進します。
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⑥ 最近では，万引きを平気でするような児

童・生徒（特に中学生までの少年）が増え

ているので，学校できちんと「万引きは犯

罪」であるということを理解させる必要が

あると思う。例えば，万引きをしたことに

よってどのような罰が待っているのかを明

確に教示したり，万引きの予防，万引きを

した者の対処について単発ではない継続的

な指導が必要であると思う。また，学校だ

けでなく家庭でも「万引きは犯罪」と言い

続けることも必要だと思う。

万引きや自転車盗など多発する犯罪を抑止する

ためには，犯罪が発生しにくい環境づくりの推進

や検挙活動の強化を図るとともに，ご意見のとお

り，万引きは犯罪であるなどの規範意識の醸成・

向上と少年を見守る社会づくりが必要です。

引き続き，学校での犯罪防止教室や保護者を対

象とした非行防止教室の開催など，学校や市町等

と連携した効果的な取組を推進します。

⑦ 暴走族・非行少年グループ等への強力な

取締りが必要であると思う。

引き続き，暴走族・非行少年グループやその背

後に存在する暴力団等への強力な取締りを推進す

るとともに，立ち直り支援によるグループからの

離脱を促進します。

５ その他

意見の概要 県の対応状況・考え方

① テレビなどで，事件が起きた際に警察官

が何人かでブルーシートを持っている姿を

見るが，ポールや台座などを用いて張る方

法（人力で張らなくても固定できる方法）

があるのではと日頃から感じている。

ご意見については，警察活動の参考とさせてい

ただきます。


