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平成２４年度第１回石狩市生活安全推進協議会議事録 

 

 

日 時  平成 25年３月 18日（金） 午後３時 00分から 

会 場  石狩市役所 ４階 401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、 

     村上 岑子、嶋田 哲夫、神 伸夫、渡辺 義則、大橋 瑠璃子、大林 啓二 

・事務局 市民生活部市民生活課：廣長 秀和（課長）、徳差 勝弘、斉藤 学 

議事録  以下のとおり。 

 

廣長 

皆様には、年度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。 

初めに、事務局を紹介させていただきます、申し遅れましたが私市民生活課長の廣長でご

ざいます。同じく、主査の徳差でございます徳差ですどうぞよろしくお願いします、主任の

斉藤でございます齊藤でございます。よろしくお願いします。 

それでは、ただいまから、平成 24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、市民生活部長の大林から、

挨拶いたします。 

大林 

皆さんこんにちは、ただ今、ご紹介をいただきました市民生活部長の大林と申します。 

本日は、年度末の何かとお忙しい中、ご出席を賜り誠にありがとうございます。 

又、今回の協議会委員の委嘱に際しましては、公私ともにお忙しい中、快くご承引を賜り、

厚くお礼を申し上げます。 

本来であれば市長が出席致しまして、委嘱状を交付し、ご挨拶申し上げるところでござい

ますが、あいにく公務が重なり、出席が叶いませんので、大変僭越ですが、私より一言ご挨

拶を申し上げたいと存じます。 

平素より、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、ご協力を賜り、厚

くお礼申し上げます。 

又、地域におきまして、それぞれのお立場で、安全・安心のまちづくりの推進に、ご尽力

を頂いていることに対しましても、深く敬意と感謝を申し上げる次第でございます。 

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が、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一定程度定着し、当初の目的が概ね達成
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されたとして、平成 18年を最後に、当該モデル事業が休止とされましたことから、それ以降、

しばらく本協議会は開催されておりませんでした。 

本日は、平成 22 年 12月に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

なる条例を制定するに当たりご審議を頂いた以来の開催となりますので、宜しくご理解を賜

りたいと存じます。 

本日の会議は、本市におきまして、現在制定を進めております、仮称石狩市暴力団の排除

を推進する条例について、今般、市の素案が纏まりましたので、本条例素案についてご審議

を賜り、今後、委員各位から頂戴したご意見等を踏まえ、市として条例の最終案を取り纏め

て参りたいと考えております。 

併せて、市民の皆様からも広くご意見を頂戴するため、この３月 21日から 1ヶ月間パブリ

ックコメントを実施する予定でございますのでこの点も合わせて、申し添えさせていただき

ます。 

本条例は、ご承知のとおり、既に平成 23年４月に、北海道暴力団の排除に関する条例が施

行され、これを受けて、道内 179市町村のうち、既に 84団体で施行され、又は、札幌市を含

む 39市町村でも、平成 25年度中の施行が予定されており、合わせて 123の基礎自治体で施

行又は施行予定となってございます。 

このような情勢を踏まえ、本市におきましても、安全で平穏な市民生活を確保し、地域に

おける社会経済活動の健全な発展に寄与するため、暴力団の排除について、基本理念を定め、

市や市民の役割を明らかにするとともに暴力団の排除に関する施策等を実施し、社会全体で

暴力団を排除するため、条例を制定しようとするものでございます。 

委員各位におかれましては、忌憚のない活発なご議論を賜りますよう、重ねて宜しくお願

い申し上げます。 

結びに、本日ご出席いただいた委員各位の益々のご活躍とご健勝をご祈念申し上げまして、

誠に簡単ではありますが、ご挨拶といたします。 

本日は宜しくお願いいたします。 

廣長 

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。 

この協議会を規定している石狩市生活安全推進条例は、犯罪や事故を防止し、安全で住み

よい地域社会の実現を目的としており、一般公募、関係する諸団体から有識者を推薦してい

ただき、また、札幌方面北警察署から花川南交番所長、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。 

  

 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、石狩市交通安全指導員会会長の酒井様でございます。 

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。 
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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村上様でございます。 

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、石狩市連合町内会連絡協議会副会長、神様でございます。 

次に、札幌方面北警察署花川南交番所長の渡辺様でございます。 

次に、一般公募の大橋様でございます。 

最後に、市民生活部長の大林でございます。 

 

任期につきましては、３月 11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、事前配布させていただいておりますが、皆様方、お持

ちになっておりますでしょうか。 

また、議事録の取扱いですが、事務局にて作成後、委員皆様方に確認のため、送付します

ので、お手数ですが、修正等がございましたら、事務局までご連絡をいただければと存じま

す。 

 

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いただき、会長に

行っていただきたいと思います。どのような方法で選出したらよろしいでしょうか。 

酒井 

 事務局で素案がありましたら発表していただければと思います。 

廣長 

事務局素案ということで一任がありましたので、よろしいでしょうか。 

それでは、事務局から提案させて頂きます。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が、よろしいでしょうか。 

（「はい」、拍手） 

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 

では、会長を努めさせていただきます。深谷でございます。皆様のご協力を得て、議事を

進めて参りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

まず、協議会は傍聴が可能ですが、市の市民参加手続き上、傍聴人が意見や感想を書面で

提出することを認めるかどうか、ルールを決めることとされています。これは審議内容の一

層の向上と、より開かれた協議会にするためとされています。いかがでしょうか。 

廣長 

もし、問題がなければ、皆様が問題なければ、手続き等の案件があましたらこちらの方で

処理しますので、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声） 
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深谷会長 

 事務手続きにつきましては、事務局にお願いします。 

これから審議に入りますけれども、皆さんに資料いっていますか。 

まず、報告第１号最近の犯罪発生状況について、及び報告第２号犯罪被害者等支援施策の

現状について、関連しておりますので、一括して、事務局から説明をお願いします。 

斉藤 

報告第１号 資料から説明させて頂きます。二つ目の資料２ですがこちらの一番目の道内

の犯罪情勢ですが、もともとは北海道警察白書からの資料になります。 

平成 23年の刑法犯認知件数は、前年を 1,963件（3.8％）下回る 49,263件で、平成 15年

以降９年連続で減少、平成 18年から続いている戦後最小を６年連続で更新しました。 

過去 10 年間で最も認知件数が多かった平成 14 年の 94,091 件と比べますと、44,828 件

（47.6％）減少しており、道内の治安は数的には回復の傾向にあります。グラフがあります

が年々・年々件数が減少しております。 

次に(3)対象犯罪の認知件数の推移の表があります。平成 14年から平成 23年まで、路上強

盗、ひったくり、路上強制わいせつ、自動車盗、自転車盗、車上ねらい、部品ねらい、自動

販売機ねらい、コンビニ強盗、侵入窃盗、タイヤ盗難とありますが、概ね減少傾向にありま

す。 

次に資料の３の A4横長になっている表ですが、警察からの防犯パトロールニュースから転

載したものです。23年と 24年１月から 12月までの統計でございますが、上の表の一番下の

方に前年比等言う項目を設けてありますが、概ね減少傾向にあります、ただ、路上強制わい

せつが増えておりますが、元々の件数が少ないため、数字が大きくなっています。石狩市内

でも、犯罪件数は減少しており、治安は全道と同じくよくなっているということです。 

次に２番目の不審者出没ですが、先ほどの犯罪や犯罪件数は減少しているものの、子ども

や女性をねらった付きまといや声かけなどの不審者出没情報が数多く発せられ、安心・安全

な地域社会にとって、大きな問題となっています。 

市民の意識としてのいわゆる体感治安というか、不審者出没というのは、犯罪件数の中に

は出てこないと思っていますが、市役所で把握している件数では、23 年 24 年の比較ですと

増加はしておりません、同じくらいかやや減少になると思います。去年の 12月から今年の１

月・２月にかけまして、恐らく同一犯だろうと思われます不審者事案が多数発生して、それ

によって印象が悪くなっているのかなと思っています。 

警察の方では、不審者出没情報を含む防犯メールマガジンほくとくん防犯メールを運用し、

市では様々な情報を配信するメール配信サービスの中で不審者情報のサービスを設定し、そ

れぞれ登録者にメールで情報を速報しています。広報や石狩市防犯協会連合会新聞により、

登録者を増やすよう周知を図っています。 

 また、市は不審者出没の地点を地図化して、ホームページでの掲載を始めたところです。 

 報告第１号は、以上です。 

次に、報告第２号 犯罪被害者等支援施策の現状について、資料７以降になります。 
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資料８のとおり、石狩市ホームページに犯罪被害者等支援のページを設け、市内外の窓口

の紹介、北海道犯罪被害者支援ハンドブック（以下、「ハンドブック」という。）へのリンク、

被害者の周囲の方への配慮と支援について掲載し、情報を提供しています。相談窓口では、

新設された性暴力被害者支援センター北海道がハンドブックには載っていないが、ホームペ

ージの即時性を生かして掲載しています。 

メインの情報源である北海道犯罪被害者支援ハンドブックというのが紙の資料ですので、

一回作るとなかなか新しい情報にならないことから、ホームページを生かして新しい情報を

随時載せ替えております。前回の生活安全推進協議会で作成予定としていた資料が、資料の

９、10、11、となっていますが、これそれぞれある程度のボリュームがありますけれども、

大元のハンドブックは大体この紙ファイルの一冊分位のボリュームがある物ですから、これ

を一般の方に読んでもらうことが無理であることから、市役所、石狩市に関わる分を出して、

読みやすく作ったつもりです。 

紙媒体での広報は紙面の制約がありますが、広報 11月号で犯罪被害者週間を取り上げて周

知しております。 

まだ相談を受けた事例はありませんが、被害者支援に関する情報を得たときは、関係する

課に合議しており、情報の共有は図られていると考えています。 

これは、例えば公営住宅に空家が出た場合も、優先的に入居できる施策は、建設指導課市

営住宅担当に合議を行っていますし、性暴力や DVの情報につきましては、協働推進・市民の

声を聴く課あるいは、保健推進課の方に情報の共有を図っていきます。 

その他、北署の方から犯罪被害者週間のチラシが送られて来るので、それをあい・ボード、 

市内 36ヵ所に貼り出しております。また、関係機関の各種ポスターも市役所の掲示板に長時

間張り出しています。 

報告第２号は、以上です。 

深谷会長 

 ただ今、報告 第１号、第２号の説明が終わりました。 

 何か、報告１号、２号についてご質問等、ございましたらお受けいたします。 

  

この報告 第 1 号は、最近の犯罪発生状況について、報告 第２号は、犯罪被害者等支援

施策の現状については、委員皆様方におかれましたは、ご了解いただけますでしょうか。 

事務局より説明がありましたが、まだ、位置づけや、何をするのかどういう組織実態の中

身について理解されていないかと思いますので、この様になったプロセスをもう一度説明願

います。 

斉藤 

 もともと、生活安全条例の中に犯罪被害者等支援を実施する条項も盛り込むとことを前回

の協議会で審議していただきました。その時は、予定でしたが市では、資料を作成して分か

りやすい案内を作ることを示していました。それが今回の資料９・10・11です。まず、資料

９番につきましては、北海道犯罪被害者支援ハンドブック資料編ニーズに応じた解決手段の

石狩市に当てはめた場合という事になります。道の作ったハンドブックですから問合せ先が
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単に市町村で書かれております。石狩市でしたら市役所のどこの窓口か分からないため、石

狩市では、相談窓口が分かる様にそれぞれの担当課等の電話番号入れて直接相談して貰える

様にしています。次に資料 10ですが、これも同じ様な資料で、石狩市における相談に応じた

担当部署を示しております。最後に横書きの資料 11ですが、犯罪被害者等の相談窓口及び施

策という表ですが、これは、課、窓口でどの様なことが出来るかを示したものです。 

廣長 

 私から、補足説明をさせて頂きます。前回の生活安全推進協議会の中で条例の改正の審議

を頂いております。その部分で市としての体制は、こうなりましたと言う事で、今回の現状

を報告として示しております。以上です。 

深谷会長 

 ご質問ありましたら。 

近藤 

 今、大体の説明で報告第 1 号の資料では、全道・北警察署・石狩市内の犯罪発生状況とか

治安状況の概略を説明した、それから報告の第２ですが、犯罪被害者等支援の現在の石狩市

の状況の取り組み状態を中に入れまして、まとめてありますよということで、家で読まして

貰いますが、今、賛成か何かという事になりますと、別に議論も意見も有りませんので、こ

のまま私は、了解したいと思います。 

深谷会長 

 その他、何かございますか。 

村上 

 先ほど、事務局から前回のこの委員会でとありますが、前回は、何時行われたのか、私は、

初めてなので。平成 22年 12月ですね。 

大林 

 私から、補足しますけれども、この犯罪被害者等支援施策というのは、平成 16年に国の方

で犯罪被害者等支援基本法の法律が施行になりまして、それを受けて、都道府県を始め各自

治体にも支援施策を講じるようになっておりましたので、平成 22 年 12月にこの協議会を開

催いたしまして、支援施策を講じて行きたいと言う様な形で、条例を改正いたしました。そ

れで、今回この様な政策を講じていると言う報告をこの協議会でさせて頂いたと言う事です。 

村上 

 最初の説明で、平成 10年から 18年まで協議会やっていて飛んで、平成 22年始められたと

言う事ですか、それで、このハンドブックの作成についての案は、22年に出て、内容の検討

とか何かは，この協議会で行われるのですか。 

廣長 

 内容は、道でまとめてありますので、検討と言う事ではございません。 

村上 

 はい、分かりました。 

深谷会長 

 その他、ご質問ございませんか。 
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近藤 

 今までは、報告ですから、了解いたします。 

深谷会長 

 続きまして、議案第１号仮称石狩市暴力団の排除の推進に関する条例（素案）に関するパ

ブリックコメントについて、事務局から説明をお願いします。 

廣長 

私から、議案第 1 号、(仮称)石狩市暴力団の排除の推進に関する条例の素案に関するパブ

リックコメント、についてご説明させていただきます。 

初めに組織犯罪対策の強化、資料１４、３２ｐご覧願います。初めに、暴力団の情勢（暴

力団犯罪に対する警察の活動）でございます。 

最近の暴力団は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「暴力団対策法」 

という。）による規制と社会全体の暴力団排除気運の高まりや暴力団犯罪の取締りの推進など

によって、社会から弧立化しつつありますが、他方で社会経済情勢の変化に対応して、その

活動形態は多様化しており、その犯行手口もますます巧妙化し、組織実態を不透明化させて

おります。 

ア 暴力団の人員  23年度末で、道内の暴力団員は、約 2,830人、札幌市に 1,100人 

いると聞いております。 

北海道でも暴力団の取り締まりを強化してきております。 

道内自治体におきましても、平成 25年 1月の時点で 84の市町村で条例制定済み、25年度

末では 123 の市町村が条例制定・議会に上程予定となっており、本市におきましても、安全

で安心な市民生活を確保し、市における社会経済活動の健全な発展に寄与するため、暴力団

の排除について、基本理念を定め、市民や市の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除

に関する施策等を実施し、社会全体で暴力団の排除を推進する必要があるものと考えていま

す。 

この度、条例素案をまとめたところであり、本条例を制定するに当たり、市民の皆様のご

意見をお聞きするため、3 月 21 日から 4 月 22 日まで、この条例素案についてパブリックコ

メントの実施を予定しております。その内容につきましてご説明させていただき、本協議会

の意見を伺うものでございます。 

資料 12の１ページご覧願います。条例を制定する理由についてですが。 

暴力団は、市民生活の場に深く介入し、様々な活動により、市民や事業者に多大な脅威を

与えています。安全で平穏な市民生活の確保、地域経済の健全な発展のために社会全体で暴

力団を排除していくことが求められており、平成２３年４月には「北海道暴力団の排除の推

進に関する条例」（道条例）が施行されています。 

道条例では、道の公共事業等から暴力団を排除したり、道の公の施設が暴力団の活動に利

用させないようにしたりすることが規定されていますが、市に対しては規定がありません。

また、事業者に対しては暴力団の利用を禁じていますが、市民（道民）に対しては規定があ

りません。これらを補うために市で条例を制定しようとするものでございます。 
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なお、道条例と市条例との関係につきましては、表のイメージ図のとおりでございます。 

・続きまして、２ページご覧願います。 

条例素案の内容について、ご説明申し上げます。 

○初めに、目的でございます。 

この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らか

にするとともに、暴力団の排除に関する施策等について定めることにより、市、市民及び事

業者が一体となって暴力団の排除を推進し、市民の安全で平穏な生活の確保と地域経済の健

全な発展を目的とするものでございます。 

○次に基本理念でございます。 

暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないな

どを基本としており、市、市民、事業者、北海道、北海道警察など関係する機関・団体が相

互の連携し暴力団を排除するものでございます。  

○次に市の役割でございます 

市の契約や補助金などの相手方から暴力団及び暴力団に関係する者を排除するために必要 

な措置を講ずるものとするものでございます。排除する対象は、暴力団員と暴力団関係事業

者としおり、その定義につきましては、下の用語の説明に記載しておりますが、暴力団と暴

力団員は、暴力団対策法第２条の定義によっております。暴力団関係事業者につきましては、

暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、そして、暴力団と密接な関係を有する事業者と

しているところでございます。 

 排除対象となる者に対する市の措置でございますが、市が実施する入札に参加させない等

の措置を講じるほか、契約の相手方に対して、建設業法に規定する下請契約など関連する契

約からも排除することを求めることとします。こうした排除対象に該当するかどうかの確認

は、入札に参加を希望する際の提出書類など書面により行うこととし、通報があるなど疑わ

しい場合などには北海道警察に照会することになります。 

（２）公の施設に係る措置でございます。 

公の施設が暴力団の活動に利用されないようにするために必要な措置を講ずるものとし

ます。具体的には、下にありますとおり、暴力団の勢力誇示のために行われます行事など

を排除の対象とします。 

申込時や、通報があるなど疑わしい場合などには北海道警察に照会することになり、該当

する場合は利用をさせないことになります。 

なお、暴力団員が個人的に利用する場合まで排除の対象とすることとはしてございません。 

３ページご覧願います  

（３）市民及び事業者に対する支援でございます。 

市民及び事業者が暴力団の排除活動に自主的に取り組むことができるよう、市民及び事

業者に対し、情報の提供、助言等を行うものとしております。 

なお、暴力団員に該当するか否かといった情報は警察のみ保有していることから、市と

しては、暴力団による被害等の相談窓口などの情報を提供することを考えてございます。 

（４）啓発活動でございます。 
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市民及び事業者が暴力団の排除に関する活動に取り組む気運を醸成するため、広報、Ｈ

Ｐその他の必要な啓発活動を行うものとします。 

（５）個人情報の収集及び提供でございます。 

市の機関や、公の施設の指定管理者は、暴力団の排除を図ることを目的として、個人情

報を収集し、必要があると認められるときは、収集した情報を警察、その他の関係機関へ

提供し、当該情報に係る者が暴力団員であるかどうかの確認をすることができるものとし

ております。 

○次に、市民及び事業者の役割でございます。 

 ・市民は、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとしており

ます。 

 ・市民は、暴力団員を利用し、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧

するなど暴力団の威力の利用をしてはならないとしております。 

 ・市民は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動等に協力する目的で、暴力団員又は

暴力団員が指定した者に対して金品等の利益の供与をしてはならないとしております。 

・事業者は、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除に自ら積極的に取り組む

とともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとしております。 

なお、事業者に対する禁止事項は設けていません。これは、事業者に対しては道条例に

禁止事項が規定されており、市内の事業者に対しても適用があることからです。 

これらの禁止事項には、違反者に対する罰則等は設けていません。これは、事業者の役

割を定めている道条例では、事業者に対してこれらの行為を禁止しておりますが、違反に

対する罰則までは設けておらず、市民が個人として行った場合に対してだけ市の条例で罰

則を設けることは、均衡上、望ましくないこと、また、警察組織を持たない市では、行政

指導のために必要な事実確認を行うことができないため、定めていません。 

４ページご覧願います、 

○最後になりますが、施行時期は平成２５年７月１日を予定しております。 

なお、条例施行時におきましては、市と、北海道札幌方面札幌北警察署と、「暴力団等の

排除に関する合意書」を取り交わし、相互の連絡協議体制を確立し運用が図られるよう取

り進めることとしております。資料 13、北海道暴力団の排除の推進に関する条例を添付さ

せて頂いております。以上でございます。 

深谷会長 

 ただ今、議案第 1号の説明が終わりました。 

何か、ご質問等がございましたらお受けいたします。 

神 

 この下案は、基本的に道条例に添って作成するのですよね。 

廣長 

 はい、道条例をベースに先進都市を参考に作成します。 

廣長 

 今回の生活安全推進協議会に提案していますが、パブリックコメントを行っており、意見
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が出た後、もう一度会議を開きまして、その結果報告と条例の素案を提示するため、５月初

旬に協議会の開催を考えております。 

近藤 

 今度は、条例の素案となる訳ですね。 

廣長 

 条項立てにして、パブリックコメントを踏まえて条例を作成して提示します。基本的には、

いま説明した内容は条分に入っています。 

近藤 

 これは、先ほどお話がありました道の条例を受けて、そして市のレベルで条例を制定した

のでしょう、内容を見ますと標準的内容、他の市町村とも変わらない、その道の条例を受け

てその範囲以内で作成すると言う事ですね。例えば、他の市町村は、分かりませんが石狩市

の特質・オリジナルを考える余地があるのかどうか。 

廣長 

 基本的には、道の条例で網羅されているので、石狩市独自の条例は考えておりません。 

深谷会長 

 今までの説明で、ご了解いただけたと思いますが。具体的な問題については、次回に協議

すると言う事で、ご了解いただけましたでしょうか。 

村上 

 パブリックコメント資料となっておりますけど実際にパブリックコメントやる際には、こ

の中身そのものが出されるのか、その他に資料とか何かが付くのか・・・。 

廣長 

表紙を付けるだけで、これその物を出す予定です。 

村上 

 ホームページなんかこのままで一般全然知らない人が見れば何か分からない、暴力団とは、

何かという定義が付いていると良いのかなと思いまけど。 

廣長 

 法的には、暴力団対策法何条となっており、２ページに暴力団とは、法第２条第２号に規

定する暴力団員をいいますとなっております、最終的には、一般市民の方は、情報がないの

で疑わしい場合には、警察に問い合わせをすると言う事が原則になっております。 

大林 

 委員のご指摘のとおりですね、不親切な面がございますので、分かりやすい様にした方が

良いかなと思います。例えば、暴力団員とは、の定義で暴対法、法第２条第２号に規定する

暴力団員を言いますとで、終わっていて、それでは、法第２条第２号は、一体何なのか、問

う言う部分も含めて記載していた方が良いかと思いますので、工夫して提示したいと思いま

す。 

深谷会長 

 以上、議案第１号の説明で、委員の皆様方におかれましては、大体、ご了解いただけまし

たでしょうか。 
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神 

 ５月の何日までに資料を作って、それについて、検討していくように進めて行きましょう。

まず、基本的には、それでないと前に進まない。 

深谷会長 

 質問がないようですので、その他で事務局から何かありますでしょうか。 

廣長 

資料には、提案していませんが、最近不審者が多く出てきています、不審者対策としての

防犯カメラの設置について皆様の意見を伺いたいと思います。 

不審者被害の情報につきましては、各学校からの情報をはじめ、北警察署から直接寄せら

れた情報なども含め、都度、メール配信サービスを活用して市民に周知し、注意喚起を促し

てきております。 

今年度 2月末現在で 54件の不審者情報が寄せられるなど、その被害は後を絶たない状況と

なっております。 

これまでも不審者が発生した際には、パトロールの実施や、状況により、警察へのパトロ

－ル強化の依頼や市長部局と教育委員会の合同によるパトロ－ルの実施、自治会や防犯協会

に対しましても自主防犯パトロールの協力要請なども行っております。 

しかし、不審者の発生は後を絶たない状況となっており、従来のパトロ－ルの他、新たな

抑止策といたしまして、不審者が発生しております公園などに防犯カメラの設置を行い、犯

罪の予防と被害の未然防止を図ることにより、公園利用者が安心して利用できるようにする

ものでございます。市としましては、設置する方向で考えて生きたいと思っています。 

皆様の意見を伺いたいと思います。 

近藤 

 それは、どこで管理するのか。 

廣長 

 市の方で管理します。公園管理者か市民生活課で今後協議して決めます。 

近藤 

 プライバシーの問題があるので、犯罪予防と言う事で着けるのが良いのか、道路管理上問

題があるので設置するとか又市民保護の目的などで設置するとかにしないと、異議が出る恐

れがあるので研究した方が良いと思いますけど。 

廣長 

 基本的には、プライバシー、個人情報の保護が重要な課題であると考えておりまして、基 

本的には、市の個人情報保護条例に基づいて防犯カメラの設置要綱等を整理し、設置目的、

管理責任者、設置場所、画像管理保存期間、画像の利用及び提供の制限などを定め、運用し

て行こうと考えております。 

なお、設置場所については、公園とかに設置して、抑止効果を図ろうと考えております。 

近藤 

 私は、効果があると思います。カメラが有るか無いかによっても防犯効果は格段に違うと
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思いますし、ですからそういう意味では予防的な価値はかなりあるので、積極的に進めて貰

いたいと思います。 

深谷会長 

 今、事務局から防犯カメラ設置についての説明がありましたが、防犯カメラの設置につき

ましては、委員皆様方におかれましては、ご了解頂けましたでしょうか。 

（はい、了解しました。） 

神 

予防的な措置なので、了解しました。 

深谷会長 

 協議会の協議結果につきましては、同意すると致したいと思いますが、宜しいでしょうか。 

皆様方のご協力により、審議が無事に終了することが出来ました、有り難うございます。 

それでは、私の任務はこれで終了となります。 

廣長 

ご審議ありがとうございます。 

先ほど、議案第１号につきまして協議会として同意しましたので、もう少し分かり易い内

容で、パブリックコメントを実施させて頂きたいと思います。 

冒頭で申し上げましたが、議事録は事務局で作成しますが、委員の皆様の確認後、署名は

会長にお願いしょうと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

 

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ので、よろし

くお願い致します。 

なお、今後の協議会の開催でございますが、パブリックコメントの終了が４月 20日予定と

なっており、その後意見に対する検討を行い、５月上旬に、平成 25年度第１回石狩市生活安

全推進協議会を予定しておりますので、その時に、パブリックコメント実施の結果報告と条

例案をお示しする予定としております。 

本日は長時間に渡り、大変ありがとうございました。これをもちまして、平成 24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。 

 

平成２５年４月８日 

                      

 会長 深谷 次彦          


