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平成２２年度第１回石狩市生活安全推進協議会議事録 

 

 

日 時  平成22年12月17日（金） 午後１時30分から 

会 場  石狩市役所 ４階403会議室 

出席者 

・委員  深谷次彦（会長）、 近藤一磨、 酒井敏一、 菊池千津子、 佐藤 訓、 

     井出光一、 嶋田哲夫、 中田 守、 所 重雄、 唐澤治夫 

・事務局 市民生活部市民生活課：新岡研一郎（課長）、斉藤 晶、斉藤 学 

議事録  以下のとおり。 

 

 

新岡 

年末のご多用の時期にお集まりをいただきまして、誠にありがとうございます。 

本日、事務局を務めさせていただきます、市民生活課長の新岡でございます。同じく、主査の

斉藤晶と、主任の斉藤学でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、ただいまより、平成22年度第１回石狩市生活安全推進協議会を開催いたします。委

嘱状の交付でございますが、本来は、石狩市長から皆様方へ委嘱状を交付すべきところですが、

委嘱状につきましては、皆様方の机の上に置いてございます。 

次に、当協議会の主宰者でございます石狩市長に代わりまして、市民生活部長の唐澤から、挨

拶いたします。 

 

唐澤 

ただ今、ご紹介をいただきました市民生活部長の唐澤と申します。 

年末の何かとお忙しい中、ご参集いただきましたことに厚くお礼を申し上げますとともに、本

来であれば市長が出席し、ご挨拶申し上げるところですが、あいにく他の公務により出席がかな

いませんことから、誠に僭越ではございますが、私より一言ご挨拶を申し上げます。 

日頃より、皆様方におかれましては、市行政の運営に格別なるご理解、ご協力を賜っておりま

すことに、厚くお礼申し上げます。 

また、地域においてそれぞれのお立場で、安全・安心のまちづくりにご尽力いただいているこ

とに対しましても、重ねて厚くお礼申し上げます。 

さて、本協議会は、平成10年８月より生活安全モデル地域の指定の際にご意見を伺うことなど

を主な目的として開催されておりました。この生活安全モデル地域の指定につきましては、現在

では地域での防犯パトロール活動が定着し、当初の目的が達成されたことから、平成18年の生活

安全モデル事業を最後として当該事業が休止となり、本協議会はしばらく開催されておりません

でした。 
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今回改めて開催する運びとなりましたのは、平成 16年に成立した犯罪被害者等基本法を受け、

市として犯罪被害者支援の根拠となる条例の制定のため、石狩市生活安全条例の条文の一部を改

正することについて、ご協議いただくこととしてございます。 

犯罪被害者等の支援については、現在、北海道、そして北海道警察本部が中心となって取り組

まれており、石狩市といたしましても、こうした関係機関と連携し、市民生活部市民生活課を窓

口として犯罪被害者等が直面している諸問題について、現在市が実施しております各種サービス

に関する情報提供や助言を行うことにより、相談のたらいまわしを防ぎ、犯罪被害者等が迅速か

つ円滑に支援を受けられる体制を作って参りたいと考えておりますので、よろしくご協議をお願

い申し上げたいと存じます。 

最後になりましたが、本日ご出席いただいた皆様のますますのご活躍とご健勝をご祈念申し上

げ、はなはだ簡単措辞ではありますが、ご挨拶といたします。 

本日はよろしくお願い申し上げます。 

 

新岡 

ありがとうございました。続きまして、私の方から委員皆様方のご紹介をさせていただきます。 

ご紹介に先立ちますが、この協議会を規定している石狩市生活安全条例についてですが、安全

で住みよい地域社会の実現を目的とし、今般、犯罪被害者等の支援を主な議題としていることか

ら、関係する諸団体から委員をご推薦していただきました。また、北海道札幌方面北警察署長よ

り花川南交番所長、所警視にお願いをし、さらに条例を管轄する市民生活部長を指名して委員に

委嘱させていただいております。 

 なお、一般公募の委員については、応募がございませんでした。 

 では、私の左テーブルから順番にご紹介をします。 

初めに、石狩市防犯協会連合会会長の深谷様でございます。 

次に、石狩市暴力追放運動推進協議会会長の近藤様でございます。 

次に、石狩市花川南交通安全母の会会長の菊池様でございます。 

次に、石狩市保護司会会長の佐藤様でございます。 

次に、札幌人権擁護委員協議会石狩部会の井出様でございます。 

次に、石狩市連合町内会連絡協議会会長代行、中田様でございます。 

次に、石狩市民生委員児童委員連絡協議会会長の嶋田様でございます。 

次に、札幌方面北警察署花川南交番所長の所警視でございます。 

最後に、市民生活部長の唐澤でございます。 

石狩市交通安全指導員会会長の酒井様ですが、今こちらに向かっているということで、遅れて

来るとご連絡をいただいています。 

皆様の任期につきましては、本日から、２年間となってございます。委員の皆様方、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

議事の前に先立ちまして、配付資料の確認をいたします。 

会議次第に一覧がありますとおり、資料の方、お手元にございますでしょうか。 
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この後の議事進行につきましては、委員の皆様から協議会の会長を選出していただきまして、

会長に議事進行をしていただくことになります。会長の選任についてですが、恒例もございまし

て、差し支えなければ、事務局であらかじめ考えている方がいらっしゃいますが、よろしいでし

ょうか。 

 

（「はい」、「異議なし」の声） 

 

では、石狩市防犯協会連合会会長の深谷様に、会長をお願いしたいと思います、よろしくお願

いいたします。それでは、深谷会長、この後の議事進行をお願いいたします。 

 

深谷会長 

あまり心の準備もできていない状況で、今までの経過から、私が推薦されたような形です。実

は平成10年に生活安全推進協議会ができたときに、防犯協会連合会長がこの会長が務めるという

経過がありまして、私にきたと思うんですけど、私で三代目なんです、石狩市防犯協会連合会の。

初代が花畔の尾田久男さんが会長です。二代目が花川南の菊地好春さん。私が今お話ありました

とおり三代目になります。推進協議会は目標が漠然としております。これを皆さんのお力沿いを

受けて、身のあるものに推進していきたいと思うわけです。 

当時は立ち消えになる形で終わってしまったんですけど、現在の犯罪情勢からすると、犯罪は

多様化しております。当時予測もしていない、振り込め詐欺であるとか、それに対応していくた

めには、皆さんの力を借りなければできないと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

協議会が傍聴可能かどうかということですけど、意見や感想を書面で提出することを認めるか

どうか、というルールを決めることとされています。これは審議の一層の向上と、より開かれた

協議会にするためのものですけど、皆さんの意見を聞いて、決めたいと思います。いかがでしょ

うか。 

私は認めてもいいんじゃないかと思いがいたします。手続につきましては、事務局にお願いし

たいと思います。 

 これから審議に入りますが、議案第１号の生活安全条例を改正して、犯罪被害者等への支援を

実施することについて、傍聴の件も含めて、事務局から説明をお願いします。 

 

新岡 

 まず傍聴の件についてですが、特段問題がなければ、今後傍聴があった場合には認めていくと

いう方向で確認させていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

（「はい」の声） 

 

ありがとうございます。では確認させていただいたということで。 
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まず、議案第1号について、主任の斉藤の方から説明をさせていただきます。 

 

斉藤 

手元資料の「犯罪被害者支援の実施について」に従ってご説明させていただきたいと思います。 

これまでの犯罪被害者等支援施策の経緯につきましては、この資料の１ページ目に簡単な図で

示しております。昭和55年犯罪被害者等給付金支給法から始まりまして、平成８年以降、警察に

よる総合的支援施策、平成12年以降の犯罪被害者等保護二法、ストーカー・ＤＶ法が成立してき

たところですが、犯罪被害者の方々からは、依然として施策が足りないという声がありました。 

国の方で平成16年に犯罪被害者等基本法という法律をつくりまして、これにより支援施策を進

めていくことになりました。17年には基本計画を立て、それを受けまして北海道では 19年に基

本計画を立てております。 

市町村では、平成22年4月現在、道内では147市町村で支援するという条例を制定しておりま

す。石狩市でも今後条例化をしていきたいと考えているところです。 

次のページに参ります。 

２番の犯罪被害者等支援の条例化、もう一点別の資料がございまして、「他市町村の条例制定状

況及び支援内容」というものがございます。これも事前にお送りしていた資料ですが、多くの市

町村で既にこれだけ条例が制定されているところです。支援の内容につきましては、各種相談窓

口、関係部局、関係機関の支援内容、連絡先の教示。庁内関係部局、団体に相談内容、対応状況

等を伝達し、支援を依頼する。窓口の連絡業務がメインとなっております。 

これを受けまして、石狩市におきましては、議題にありますとおり、石狩市生活安全条例を改

正しまして、犯罪被害者等の支援を実施するという方向で考えております。 

改正する箇所につきましては、目的を規定する第１条、市の責務を規定する第３条、こちらを

改正するという予定です。 

第１条は、この条例は、市と市民が協力して犯罪、事故等を防止し、もって安全で住みよい地

域社会の実現に寄与することを目的とする。 

この目的の部分に犯罪被害者等の支援を加えたいと思います。 

続いて３ページ目に参ります。 

第３条、市は、第１条の目的を達成するため、生活の安全に対する市民意識の啓発、生活の安

全を確保するための町内会などの自主的な活動の促進、生活の安全を確保するために必要な環境

整備の推進その他の生活の安全を確保するための総合的な施策（以下「生活安全策」という。）の

実施に努めなければならない。 

この下線を引いております、生活安全策に、犯罪被害者等に対する支援を加えたいと思ってお

ります。 

直接改正を考えているのは、この二つの条項なんですが、関係するところがございまして、第

４条に市民の責務がございます。 

市民は、自らの生活の安全を確保し、地域の生活の安全を図る活動を推進するとともに、生活

安全策に協力するよう努めなければならない。 
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市民が、生活安全策に新たに加えられる「犯罪被害者等に対する支援」に協力するよう努めな

ければならないということですが、これは新たに発生する義務ではありません。犯罪被害者等基

本法で既に規定されているものと同じでございます。この下に四角で囲った箇所を読みます。 

犯罪被害者等基本法第６条 国民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのない

よう十分配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力す

るよう努めなければならない。 

 内容的には、この基本法と同じになります。 

続きまして、３の支援内容です。 

犯罪被害者等基本法では都道府県と市町村を区別しておりません、単に地方公共団体としてい

ます。これにつきましては、内閣府が作成しました「犯罪被害者等施策の手引き」によりますと、

都道府県と市町村の役割を次のように説明しています。 

市町村は、住民にとって最も身近な存在でありかつ各種保健医療・福祉制度の実施主体である

ことから、まずは、一次的な相談窓口として、犯罪被害者等からの相談や問い合わせに対し、庁

内関係部局の所管する各種支援制度の案内や申請補助など適切なコーディネートを行う、関係機

関・団体に関する情報提供や橋渡しなどを行うことが望まれます。 

都道府県においては、市町村と同様、被害者からの相談等に適切に対応するほか、各種連絡会

議や研修を通じた情報提供や啓発など市町村との連絡調整・支援を行うとともに、被害者の置か

れた環境や心身の状況に精通した専門家（弁護士、精神科医、臨床心理士等）の確保及び紹介、

県域全体にまたがる関係機関・団体や支援制度に関する情報提供、被害者支援に携わる者への研

修、被害者問題に関する調査研究など市町村単位では対応が難しい取組を重点的に実施すること

が望まれます。 

という説明となっております。 

 

（酒井委員到着） 

 

また、この同じ資料に都道府県と市町村の役割についてのイメージ図があったので、これを５

ページ目に添付しております。 

これらの資料と「他市町村の条例制定状況及び支援内容」を参考としまして、石狩市は次のよ

うな支援を実施する予定です。 

 

(1) 北海道犯罪被害者等支援ハンドブックを参考に各種相談窓口や関係機関を案内するとともに、

市役所内部で対応できる部署があれば同行して案内する。 

(2) ハンドブックに市町村対応と書かれている支援策が、実際に石狩市でどの部署で受けられる

のかを記載した手引書を作成する。 

(3) 市役所内部の相談窓口のある部署と連携して、被害者等がどの窓口を訪れても適切な支援を

受けられるようにする。基本的な窓口は市民生活課となります。この窓口としましては、現

在、次の部署を想定しています。 



 - 6 - 

協働推進・市民の声を聴く課。家庭生活相談、女性相談を受けております。 

こども相談センター。こども相談、ひとり親相談、心の相談室を持っています。 

地域包括支援センター。高齢者の相談窓口となっております。 

障がい支援課。身体障害者相談員・知的障害者相談員による相談、障がい者総合相談支援セン

ター（ぷろっぷ）を管轄しております。 

福祉総務課。生活保護の相談窓口です。 

教育委員会学校教育課。学校で起こった事件の相談窓口です。 

保健推進課。こちらは健康相談を受けています。 

商工労働観光課。こちらでは就業相談、労働相談、あと市役所２階に「ジョブガイドいしかり」

がございますが、こちらを管轄しているところです。 

 犯罪被害者等の支援につきましては、ご説明は以上でございます。 

 

深谷会長 

 今、ご説明がありましたけれど、協議会の主要テーマが犯罪被害者の支援となっています。委

員の皆さんにおかれましては、ご了解いただけたでしょうか。生活安全条例を改正して犯罪被害

者支援を行うことについて。 

 

近藤委員 

 ほかの市町村がいろいろ条例作ってこの件やっているようですけど、従来あった生活安全条例、

今回の支援の内容を付加するというような傾向はどこも同じですか。独立した条例を作るという

ところはないですか。 

 

斉藤 

 あります。こちらの他市町村の条例制定状況、上の３つの町、松前町、広尾町、本別町につき

ましては、特別の条例を作っています。 

 

近藤委員 

 ああ、そうですね。被害者支援条例。こういった条例は３箇所であると。あとは従来の安心の

まちづくり条例の中で。 

 

斉藤 

 ほかの市町村につきましては、安全で住みよいまちづくり条例ですとか、犯罪のない安全で安

心な地域づくり条例とか、このような条例に犯罪被害者への支援を入れて、実施すると。 

 

近藤委員 

石狩市の場合は、そういう形で実施するかというのが趣旨ですね。分かりました。 

独立の条例を作るとしたら、大変だと思うんですね。実際に活動するとしたら。今まで慣れて
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いないし、内容が複雑で多岐に渡って、それを専門にこなすだけの体制とか、人的、そういった

ことをこなせる人が果たして集まるかどうか。ＮＰＯでそういったことをやっているところがあ

りますよね。そういう団体って、なかなか地元では無理ですかね。 

大体既存の団体なり窓口なり、これを活用してこの部分をクリアしましょうというふうにしか

聞こえないですけど。まぁこれが精一杯というのであれば、独立した条例は無理。従って今説明

ありましたとおり、この従来の条例の中にこの部分を入れてあわせて活動しましょうと。こうい

うことですね。分かりました。 

 

深谷会長 

今、話があったとおり、独立した条例は難しいと思います。問題は窓口が多様化しています。

いかに窓口間で連携していくことが大切だと思います。言葉で言えば連携していこうということ

なんですが、実際問題として関係窓口間の協議する事項が出てきた場合には、場を設けて協議し

ていく必要があるのではないかなと、私は思います。 

進めてみないとどうなるか分からないですけど。 

犯罪被害者給付制度というのは、故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた場合、障がいが残っ

た場合、一定の要件に該当する人に対して、国が給付するという制度です。 

犯罪被害者の情報をいかに吸い上げるか。場合によっては泣き寝入りする人も過去にはいたし、

今もおります。そのことが問題だと思うので、問題が出てきたときにいかに協議して、どのよう

に被害者を支援していくのかが一番の課題ではないかなと思います。 

議案第１号というのは、犯罪被害者支援を行うことについては、了解いただいたものとしてよ

ろしいでしょうか。 

（「はい」、「よろしいです」の声） 

 

続きまして、議案第２号に移ってよろしいでしょうか。事務局から説明していただきます。 

 

斉藤 

生活安全モデル地域事業について、この資料を使いまして、ご説明いたします。 

事業の内容としましては、石狩市生活安全条例第５条に規定されている事業です。地域、原則

として町内会ごと、において自主防犯・交通安全活動を行うことによって、安全で安心な住みよ

いまちづくりを図るものとされています。 

条文は、第５条、市長は、生活の安全を確保するために特に必要があると認めるときは、生活

安全モデル地域を指定することができる。となっています。 

これまでの経過でございますが、平成14、15年度に若葉町内会を生活安全モデル地域に指定し

て補助金を交付したのが始まりです。主な活動は、地域安全旗や交通安全旗を設置。防犯啓発チ

ラシを全戸に配布。各種犯罪・交通事故防止等講習会の開催。防犯ベルの購入・配布。歳末パト

ロール等の実施。 

これらの活動で、犯罪発生件数が減少していることが認められましたので、平成17年度はモデ
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ル地域を増やし、花川南第 1町内会、花川南栄町町内会、花川北２条２丁目町内会、石狩中央町

内会及び緑苑台東地区町内会の５箇所を指定しています。 

その後、庁内ですべての事業を見直す事業評価を行いましたところ、町内会・防犯協会等によ

り地域において継続的に防犯活動が行われており、モデル地域の指定はおおむね目的を達成した

と判断され、平成18年度以降休止、現在にいたっております。 

なお、北海道で類似の条例がございます。北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり条例第13

条。道は、市町村の長の申出に基づき、安全で安心な地域づくりについて他の模範となると認め

られる当該市町村内の地域を防犯活動推進地区として指定し、当該地区における安全で安心な地

域づくりに関し必要な支援の措置を講ずるものとする。 

以上で終わります。 

 

深谷会長 

今の議案２号について説明を受けたわけです。モデル事業は 14年、15年、最初は若葉町内会

で、私が出発点だったのです。予算も正直言って、一年目は26万1千円、二年目が20万円とい

うたっぷりな予算があって、ある程度目標は達成したということで以後の予算は少なくなってい

るわけです。 

この金を何に使ったかというと、まず広報活動、看板を作りました。安全旗とか、そういうの

でこの予算は消化しました。 

14年に若葉町内会で会長やっていたものですから、市役所のほうからモデル事業をするので、

モデル地域を指定するので引き受けてくれないかという依頼がありまして、それが出発点で現在

に至るわけです。 

審議していただくのは、２号議案の生活安全条例から生活安全モデル地域事業を削除すること

について、委員の皆様方から了解をいただきたいということです。協議会の協議結果としまして

は、同意するとしたいと思いますが。 

 

近藤委員 

 私は隣のすずかけ町内会の会長をやっていまして、なぜ隣の若葉町内会は、あんなに活動にお

金をかけられるのだろうと思っていましたが、今、分かりました。こういうお金が入っていた。 

 

新岡 

私の方から補足させていただいてよろしいでしょうか。今回条例の方からはモデル事業、要す

るに地域に補助金を交付するという内容を削除していくんですけれども、現在石狩市では石狩市

補助金等交付基準というものを平成16年から定めておりまして、団体への補助については、この

基準に基づいて要綱を制定して交付しているという状況でございます。従って、今後新たにこう

いった必要性が出てきた場合については、補助金基準に基づいて要綱を作成して対応していくと

いうことになります。 

その要綱を今後作成する場合には、改めて、この生活安全推進協議会に審議をお願いすること
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になると思いますので、補足して説明いたします。 

 

深谷会長 

ありがとうございました。 

 

近藤委員 

これ、廃止するという。 

 

新岡 

 はい、条例からは除きますという。 

 

近藤委員 

まったく、今後やりませんという話ではなくて。 

 

新岡 

 必要に応じてやる場合も、別の方法を執りますということになります。 

 

近藤委員 

ただ、所さん、場所によって集中的に犯罪が起きて、この地域は問題だというようなことが起

きれば、これはモデル地域にしてやってもらいたいという話はありうるんですよね。 

 

所委員 

今後はありうると思います。皆さんご存知だと思いますけど犯罪は減少傾向に、ずっと下がっ

てきたんですけども、年間でいうと北海道で約５万件という状況、これが北海道 560万の道民の

中の犯罪被害状況です。 

交通事故もまったく同じような状況です。一時昭和46年には889人という過去最高の死者数を

出した年なんですけども、それから四十年たっていますが、今 200人前後と４分の１くらいの減

少傾向で。まったく、犯罪もない、交通事故もないという社会が理想ですが、ある特定の地域に

犯罪が多発したり、そういうときにはご審議いただくことが良いと思います。 

 

近藤委員 

石狩市の場合は、繁華街とか何か集中的に犯罪が起きそうな環境とか、そういう地域ってのは

あまりないですね。 

 

所委員 

はい、私もここで２年半勤務させてもらっているのですけれど、非常に安心・安全の部分につ

いては確立されているのかなと。やはり皆さんのご尽力もあるんですけど、毎月毎月、街頭啓発
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が行われるというのが浸透してきているのかな、という感じがします。それとあわせて、北24条

だとかススキノだとか飲食街が集中している、そこにたむろする、闊歩する若者だとか、そうい

うものはないということです。それが非常に犯罪も少ないという状況にあるというわけです。 

犯罪傾向だとかについては、またいろんな部分で、別の部会があるんですけれども、中学生あ

たりがちょっと今年あたりは、深夜外出だとか煙草だとか、というのが見えてきたんで、補導を

強化しているという状況です。それもですね、北区の中心街とはレベルが格段に低い状況ですの

で、これから何年か後に何かを予測するのはできるかもしれませんが、今すぐ手当てをしなけれ

ばならないということは、ないと思います。 

 

近藤委員 

ということであれば、モデル地域の必要性はないということで賛成します。 

 

深谷会長 

よその委員の方、それでよろしいでしょうか。 

参考までに触れておきます。あまり頻繁に起きたということはなかったですけれど、平成16年、

花川北連合町内会の白樺町内会、あそこで１週間くらいで空き巣が10件連続して起きました。北

海道犯罪のない条例ができたことをきっかけに、17年にできたんですけども、花川北連合町内会

地域安全隊というものを設立しました。集中的に防犯パトロールを強化したら、ぴたっと止まり

ました。花川北連合町内会地域安全隊は、18年に北海道知事地域安全隊賞という表彰を受けてい

ます。そんな経過もあるから、今近藤さんも言われたように、今頻繁に起きているという所はな

いです。地域安全隊が功を奏したのではないかなというふうに思っています。今後なにかできた

場合にはそういうことも検討していかなきゃなんないだろうな、と思います。 

今の２号の案件について、生活安全モデル地域事業を削除するということは、皆さんご了解し

ていただけるでしょうか。 

 

（「はい」の声） 

 

では、了解ということにします。 

新岡さん、協議会の協議結果として、同意すると位置づけます。 

それと今若葉町内会に生活安全モデル地域っていう看板が４本立っています。それからすずか

けにも２本立っている。あれは取り外す必要があるかどうか。 

 

新岡 

あれはそのままで構わないと思います。 

 

深谷会長 

モデル地域の根拠がなくなる、それはそれでいいんですか。 
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新岡 

はい、それは差し支えないと思います。 

 

近藤委員 

かつての。 

 

深谷会長 

かつてのモデル地域ということ。若葉町内会が４箇所、すずかけが２箇所、それはそのままで、

継続して。広報活動の糧として活用していきたいと思います。 

今の協議会に協議していただいて、同意するということで、終わりたいと思います。 

 

近藤委員 

最初のところで、ちょっと戻っていいですか。この協議会を公開するかどうか。これは個別の

問題に踏み込んで協議することがあるかどうかに、かかると思うんですよ。ですから活動の中身

が今言った抽象的ないろんなシステムであるとか、要領とか、これからの方針であるとか、そう

いう抽象的な問題ならば構わないのですが、個別の支援の具体的な方法について協議する機会が

あるかないか。もしそういう機会があるとすれば、やはりプライバシーの問題が絡んできて、公

開することについては問題が出てまいります。 

したがって、事務局において、今日は議題の中身から公開できます、あるいはできませんとい

うことの判別をして、そこで選択できる幅を残しておかないと、全部公開ということになるとこ

の部分は表面的にやっても、中身は審議できませんと、そういう問題がでてきますね。 

しかし、そういうことって、どこまでこの協議会で審議するか分からないので、そこまで深く

考える必要があるかどうか。犯罪被害者ですから、別に悪いことしているわけではないのですよ。

ですけど、いろんな犯罪のケースがあります。個別の被害者のケースがあります。支援策の中身

にもいろいろと触れなきゃならない問題があったとしたら、公開できませんね。 

そういうことをここではやらないんだよ、ということであればそれは構わないんですけど、し

かし、この条例の趣旨は個別の被害者の支援なんですね。やはり公開の問題を柔軟にできるよう

にしておいた方が、私はいいと思います。 

 

深谷会長 

これは民事上の損害賠償が絡んでくるから、今言ったように個別の問題について、公表するこ

とは、個別ごとに検討していかなきゃならないと思います。 

これは資料で配られた、参考資料５、この基本法則に従って運営していかなければならないの

ではないかな、と思います。それから一般的に、今こういう問題が起きているよ、こういう被害

者になっている人が多いですよ、というようなことを啓発していく、個別の問題については、個

別に事務局を中心として協議していかなきゃなんないかな、と私は思うんですけど、事務局の意
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見はどうですか。 

 

新岡 

原則、今後協議会を開催する場合は公開、傍聴を認めるという形になるんですが、個人情報を

取り扱うような事例を審議するような場合には、非公開とするということで、そのへん柔軟な対

応をしていくということで確認させていただいてよろしいですか。 

 

（「はい」、「そうですね」の声） 

 

 では、そのように確認させていただきます。 

 

深谷会長 

この協議会は傍聴を許すかどうかという問題があったわけですが、個々の問題を捉えて協議事

項に入れましたけれど、その辺、非常に難しい。個々の事案によって、対応していかなければな

らないと思いますが、皆さん、公開なんだから、全部公開していいんでないのか、プライバシー

の問題もあるので全部は公開できないのでないかな、と思いますけど、皆さんのご意見ありまし

たら、教えてください。 

そのようなことでよろしいですかね。 

資料５を基本として、法律に啓発等、広報も連携も、基本法で定められておりますからこれに

則った形で推進していく必要があるのではないかな、と思います。 

公開、傍聴を許すということも、内容に応じて、協議する必要があれば協議していきたい、と

思いますが、それでよろしいですかね。 

 

（「そうですね」の声） 

 

ご了解いただいて、第２号の内容は以上でよろしいですかね。 

 

新岡 

審議の方、以上で終了ということで、ありがとうございます。 

先ほど、協議会として諮問に対してご同意いただきましたので、事務局で答申書を作成させて

いただきます。また、議事録の取り扱いになりますが、事務局で全文筆記にて作成後、委員皆様

方に確認のため送付いたします。お手数ですが修正等がございましたら、事務局までご連絡いた

だく形になります。なお、委員の皆様の確認後、議事録への署名は会長にお願いしようと思って

おりますが、よろしいでしょうか。 

 

（「はい」の声） 
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では、そのようにさせていただきます。 

では会長、後日、議事録ができあがりましたら、署名をお願いいたします。 

そして、今後の協議会の開催についてでございますが、これまで平成17年度以降、生活安全モ

デル事業が中止されて以来、協議会は開催されておりませんでした。今後新たな案件がないとい

うことから、今後の開催予定も現在のところないような状況でございます。 

では、本日は長時間に渡り、お忙しい中、大変ありがとうございました。これをもちまして、

平成22年度第１回石狩市生活安全推進協議会を終了いたします。ありがとうございました。 

 

 

以上、この議事録が正確であることを証する。 

 

平成２３年１月１１日 

 

石狩市生活安全推進協議会 会長  深谷 次彦       

 

 


