
平成２９年３月３１日

安　心　安　全　課

パブリックコメント実施方法

番号 頁 章 節 該当箇所 意見概要 対応方針 市の考え方

1 1 1 1 計画策定の趣旨

原文：「複雑かつ…不審者の出没など犯罪の多様化が
顕著の中で、犯罪の前兆行為の抑止が必要不可欠と
なっています」
修正案：「複雑かつ…不審者の出没など犯罪やその前
兆行為の多様化が顕著の中で、それらの抑止が必要不
可欠となっています」
　「女性や子どもを狙った声かけ事案、不審者の出没
など」は、それ自体は「犯罪」と断定できない「犯罪
の前兆行為」です。

ご提案のとおり修正しま
す。

犯罪と犯罪の前兆行為の明確化を図るため、ご
提案のとおり修正します。

2 4 1 3 本市の犯罪情勢

当市は歓楽街ではなくベッドタウンであることから、
住宅侵入盗及び放火・不審火（消防統計より）の件数
も示しておくべきではないでしょうか。
　件数そのものは自転車盗の方が多いですが、それと
は異なり、居直り強盗や火傷など人身への被害が生じ
る事態へと発展する可能性がある犯罪です。また、11
頁下から7行目・15頁10行目「センサーライト」、14頁
9行目「空家等の適正な管理」の根拠ともなってきま
す。

今後、計画を推進する中
で、ご提案の犯罪件数等に
ついても周知していきま
す。

犯罪認知件数の多くを占める自転車盗は、市民
一人ひとりの少しの注意で防犯対策ができるこ
とから、周知・啓発のため、例示しています。
ご提案の住宅侵入盗等については、今後計画を
推進する中で周知・啓発を行っていきたいと考
えています。

3 4 1 3 本市の犯罪情勢

「声かけ事案の発生件数」
　資料編表６にあるとおり、「発生認知件数」であっ
て、「発生件数」ではありません。警察に報告がされ
ないものは件数に入っていないとこが分かる表記にす
るべきかと思います。

ご提案のとおり修正します。表記の統一を図るため、ご提案のとおり修正し
ます。

「富士見市安全安心なまちづくり防犯推進計画（案）」に対する意見募集の結果について

　■ 募集期間　　　　平成２９年２月２４日～平成２９年３月２３日
　■ 告知方法　　　　広報ふじみ　市役所ホームページ
　■ 意見提出方法　　郵送、ファックス、電子メール

 富士見市は「富士見市安全安心なまちづくり防犯推進計画（案）」に対する意見の募集を、平成２９年２月２４日から平成２９年３月

２３日まで行いました。 
 その結果１６件のご意見をいただきました。お寄せいただいたご意見と当該意見に対する富士見市の考え方は下記のとおりです。 



番号 頁 章 節 該当箇所 意見概要 対応方針 市の考え方

4 6 2 3 目標の設定

「計画の基本方針である犯罪のない安全安心なまちづ
くりの推進」の効果指標として刑法犯認知件数を用い
るならば、これが仮に増加しても「効果が低かった」
と評価しないよう留意する記載が必要ではないでしょ
うか。
　「安心安全なまちにしよう」「小さな犯罪でも許さ
ない」「被害者を支援しよう」、という意識が広がれ
ば、被害申告率の増加が見込まれ、結果として、数値
としての認知件数と犯罪率は上昇します。

ご提案の主旨を踏まえ、多
角的な視点から計画の効果
指標の検証を行います。

刑法犯認知件数については、さまざまな要因に
よって変化するものと認識しております。富士
見市安全安心なまちづくり防犯推進市民懇談会
等、関係団体や市民の方々の意見を頂戴しなが
ら、地域の実情等を踏まえ、多角的な視点で計
画の検証を行っていきます。

5 10 3

1

1

(2)

子どもの安全確保

原文：「子どもに対する声かけ事案や不審者から子ど
もたちを守るため」
修正案：「犯罪やその前兆事案（声かけ、つきまとい
等）から子どもたちを守るため」
　声かけ等は、犯罪の未遂ないし子どもを不安にさせ
る攻撃的な行為ですので、これらから子どもを保護す
る必要があります。一方、「不審者」は「注視」すべ
き対象ですが、そのように認定を受けた人の人格や名
誉への一定の攻撃性を含む「守る」という行動の対象
でない可能性があります。
　確かに、行政が使う「不審者」は、「正当な理由が
なく校地や校舎に立ち入ったり、立ち入ろうとする
者」（文科省「学校の危機管理マニュアル」3頁）など
一定の攻撃性が伴っています。しかし、一般の方が使
う主観的な概念である「不審者」には、一見すると奇
異に感じられる行動をとっている人等や単に見慣れな
い大人まで含まれてしまうことがあります。
　こういったことから、子どもを守るための安全マッ
プを推進する識者の中には、「不審者」という概念
が、地域の相互不信と、絆の分断を招く危険性を指摘
する方もいます。

地域に誤解が生まれないよ
う配慮しながら施策を進め
ていきます。

ご提案のとおり、「不審者」に対する認識に
は、個人差があるものと考えています。この計
画の主旨は、市民協働により地域のコミュニ
ティ活動で子どもの安全確保を進めていくこと
ですので、ここでいう「不審者」とは子どもに
対して不審な行動をとり、危害を加えるおそれ
のある者とし、計画を推進する中で防犯対策を
進めていきます。

6 11 3

1

1

(3)

地域の防犯意識の醸成

「防犯意識の高揚と安全点検」

「センサーライト等の活用や二重ロックによる防犯に
配慮した住まいづくり」
　例示は家自体の防犯対策ですので、住まいによる道
路の領域性・監視性を高めるまちの防犯対策として、
「門灯点灯運動」「ブロック塀を生け垣に」（生け垣
設置奨励事業補助金、建築協定）といった取り組みも
例示してはどうでしょうか。

計画を推進する中で、多様
な住まいの防犯対策を周知
していきます。

防犯効果の期待できる取り組みついては、防犯
意識の醸成を図るための施策として、周知・啓
発を進めていきます。



番号 頁 章 節 該当箇所 意見概要 対応方針 市の考え方

7 12 3

1

2

(1)

事業者等の防犯対策の推進

「施設の防犯対策」

「防犯カメラの設置や防犯灯の整備など、防犯に配慮
した施設や設備等を整備することで犯罪の防止に努め
る」
　事業者のうち農業者については、広大な農地にこの
ような設備を備えることが困難に思えます。農業地区
の道路に防犯カメラの設置を考えるべきではないで
しょうか。農業者からの情報発信や消費者の往来が増
え、幹線道路が整備されて領域性が低下し、作物やト
ラクターの組織的窃盗犯が隙をつくことが懸念されま
す。
　また、事業所敷地における放置自転車対策を加えた
方が良いと思います。商業施設や図書館の駐輪場に
は、当市の街頭犯罪認知件数の82.3％を占める、盗難
自転車と思われるものが長期に渡り放置されていま
す。雨天時以外で数日置かれたものは、速やかに警察
に盗難照会をするように啓発すべきです。犯罪に甘い
施設・まちと認識されたり、足のつかない逃走車両と
して重大な犯罪に使われたりする可能性があります。

防犯カメラの効果的な活用
を研究していきます。

防犯カメラの効果的な活用を図るため、研究を
進めていきます。
放置自転車対策については、自転車盗について
の周知・啓発と併せて防犯意識の高揚を図りま
す。

8 13 3

2

2

(1)

安全な地域環境の整備

「道路、公園の防犯対策」

道路・公園設備に対するペンキによる落書きなど破壊
行為、不法投棄、違反屋外広告物、不法ヤードに関す
る記載が必要かと思います。それら自体が犯罪である
だけでなく、存在していると「犯罪に甘い地域」と認
識され、新たな犯罪を誘発します。

計画を推進する中で、地域
のコミュニティ活動を軸に
した防犯対策を進めていき
ます。

ご指摘のような犯罪行為等を放置することは、
新たな犯罪の誘発につながるおそれがあるもの
と考えています。計画を進める中で安全で安心
なまちづくりを進めるための防犯施策を進めて
いきます。

9 14 3

2

2

(1)

安全な地域環境の整備

「道路、公園の防犯対策」

修正案：「道路、公園等公共施設の防犯対策」
　続く本文に表記を合せた方がいいと思います（原文
は、タイトルよりも本文の方が広い）。

ご提案のとおり修正しま
す。

ご提案のとおり、タイトルと本文の範囲を統一
するため、ご指摘のとおり修正します。

10 14 3

2

2

(1)

安全な地域環境の整備

「道路、公園の防犯対策」

道路網の発達や、共働きの進展による留守宅の増加に
より、公園の領域性・監視性・抵抗性が低下してきて
いるように思います。ストリートウォッチャー（地域
の多数の目）たる、地域の老若男女が気軽に集える魅
力的な機能を公園に集約していくことが必要ではない
でしょうか。
　みずほ台中央公園では、集会所機能を公園内に移し
交流施設ができました。こういった公園内や隣地の拠
点に、難波田城公園売店ちょっ蔵のような売店、農家
カフェ、コミュニティ食堂、チャレンジ店舗、育児中
の方の（テレワーク）コワーキングスペースなどのい
ずれかの機能をセットすると、常に地域の大人がいる
ことになります。それら機能が、地域活動にドライな
態度を取っていた方もその輪に加わる契機にもなりま
す。

計画を推進する中で、検討
していきます。

犯罪のない安全安心なまちづくりの推進のため
には、多様な地域のコミュニティが重要である
と考えています。ご提案の視点は計画を推進す
る上で、大変重要なポイントと考えますので、
今後、計画を推進する中で研究していきます。



番号 頁 章 節 該当箇所 意見概要 対応方針 市の考え方

11 14 3

2

2

(1)

安全な地域環境の整備

「道路、公園の防犯対策」

「道路や公園等の公共施設については、構造、設備、
配置等を工夫し」
　細かいことですが、「管理」も工夫の列挙に加えた
方が良いです。「構造、設備、配置」の３つは新設・
改修時のものであり、日常の動作が１つも例示されて
いません。

防犯に配慮した公共施設等
の維持管理に努めます。

ご提案の主旨に鑑み、日常的に防犯に配慮した
公共施設等の維持管理に努めます。

12 14 3

2

2

(1)

安全な地域環境の整備

「道路、公園の防犯対策」

道路のうちアンダーパスにおいては、防犯カメラ等に
よる対応をお願いします。今もそれなりの明るさがあ
りますが、ペンキによる落書きやビラの貼り付けを排
除できていません。つまり、より重大な犯罪が起こっ
てもおかしくない状況です。
　明るさを確保することは監視性の必要条件ですが、
十分条件ではありません。死角や人通りもない場所で
はそもそも監視する人がおらず、監視性は高まりませ
ん。逆に、犯行を企図する側が被害者を物色しやすく
なったり、監視性が低いにもかかわらず「明るくてな
んとなく安心」と被害者候補の通行が増えたりしてし
まいます。
　防犯カメラに抵抗感があるなら、アンダーパスの手
前や上を走る幹線道路から見える地上に、「中に人が
いる」ことが分かるライトを設置してほしいです。慎
重に接近したり迂回したり、点灯しつづけていれば何
らかの異常を疑ったりできます。幹線道路を走るパト
カーにそこを巡回する必要性を知らせることもできま
す。

計画を推進する中で、安全
な地域環境整備のための具
体的な施策を検討していき
ます。

防犯カメラの設置など、防犯機器を活用した
ハード面の防犯対策を地域の実情等を勘案し、
検討していきます。

13 14 3

2

2

(1)

安全な地域環境の整備

「空家等の適正な管理」

「空家等に関する施策の推進を図るための条例を制定
し」
　入居者が著しく減少したり、区分所有者が不明確に
なったりしたアパート・マンションも、空き家に似た
管理上の問題が生じます。敷地が不法投棄の対象に
なったり、違法な目的の入居者が入り込んだりしま
す。空き家に関する条例とともに、このようなアパー
ト・マンションに関する条例も必要ではないでしょう
か。
　なお、国は、全ての部屋が空室とならない限りア
パート・マンションは空家法の「空家等」に該当しな
い、他の法律や条例による対応が必要、としていま
す。

空家等対策の推進に関する
特別措置法の定義に基づ
き、施策を進めていきま
す。

空家等対策の推進に関する特別措置法の定義に
基づき、施策を進めていきます。



番号 頁 章 節 該当箇所 意見概要 対応方針 市の考え方

14 15 3

2

2

(2)

安全な地域環境の整備

「その他の防犯機器の普及」

「青色防犯灯などの犯罪抑止効果が期待できるもの」
　学術的評価が定まる前に、「効果が期待できる」と
のお墨付きを行政が付与することにはやや疑問があり
ます。

ご提案の主旨を踏まえ、今
後とも研究を進めていきま
す。

青色防犯灯に限らず、効果が期待できると考え
られる防犯機器については、学術的な検証など
の動向に注視しながら、有効であるものについ
ては、その活用について研究を進めていきま
す。

15
資料4
振り込め詐欺被害の発生状況

オレオレ詐欺の「現金を指定口座に振り込むよう依頼
して」、融資保証金詐欺の「現金を振り込ませる」
　現金を郵送させる、訪問して手渡しさせる、電子マ
ネー化させてその番号を送らせるといった手口が出て
きたので、「口座振り込み」に関する部分は削除した
方がいいです。

注意書きを追記します。 多様な手口に対する注意喚起等を図るため、注
意書きを追記します。

16 - - - -

世界各国、日本の各地で犯罪率を下げるために様々な
取組が行われていると聞きます。その中でも監視カメ
ラの増設で大きな成果が上がっているとよく耳にしま
す。
学校から配信されてくる不審者情報を見ていると、同
じような場所で事象が発生しているようです。なぜ、
一度このようなことがあった所に再発防止もしくは不
審者の摘発を助ける監視カメラを導入しないのでしょ
うか？
「予算が無いから住民のソフトパワーに期待するしか
ない」ではなく、ハードウエアでもカバーできるよう
予算をつけてもらいたいです。

防犯カメラや監視カメラの
設置等のハード面における
防犯対策を検討していきま
す。

ご提案のとおり、防犯カメラ（監視カメラ）に
ついては、犯罪の抑止効果を高めるハード面の
有効な防犯対策と考えています。
犯罪の未然防止のためには、見守り活動などの
ソフト面での対策に加え、防犯カメラなどの
ハード面による対策も必要と考えていますの
で、今後、具体的な施策を進める中で検討して
いきます。

資料編　P12


