
 

 

パブリック・コメントの実施結果 

 

番号 
反映

区分 
ご意見の内容 ご意見への対応 

１ Ｄ 

「２ 県民等による犯罪防止のため

の自主的な活動の促進」の中に、「県

民の責務」として、「地域社会との連

携を強化又は保持する」ことを盛り込

むことは無理でしょうか。 

県民の皆様には、安全安心なまちづ

くりを自分自身や地域の問題として捉

え、自主的な活動に取り組んでいただ

きたいため、「責務」としてではなく、

「役割」として規定いたしました。 
「地域社会との連携」については、

安全安心なまちづくりを推進する上で

欠かせないものですので、その考えを

基本にすえ、条文を構成いたしました。

２ Ｅ 

「県民の役割」の中に、「県民は、

日常生活において自らの安全の確保

に積極的に努めるとともに、安全安心

なまちづくりを推進するように努め

る。」とありますが、具体的にどのよ

うなことを想定されておられるのか

が解りません。 

 県民の皆様には、犯罪防止のための

活動への参加や協力をしていただきた

いと考えています。 
具体的には、 
①「自らの安全は自ら守る」という

意識を持って日常生活において犯罪

に遭わないよう鍵かけなどに心掛け

ていただく 
②防犯パトロールや子どもの見守り

など、地域における自主的な活動に

参加していただく 
③県が実施する安全安心なまちづく

りに関する各種施策について理解を

深め協力をしていただく 
ことなどを想定しています。 

３ Ｃ 

「防犯ボランティア活動の活性化

のための支援」の一つとして、「県は、

必要な助成等の支援を行う。」などと

ありますが、防犯ボランティアの方が

安心して活動できるよう、財政的な裏

付けを確保していただきたいと思い

ます。 

防犯ボランティア活動の活性化のた

めの支援としては、防犯情報のタイム

リーな発信、活動面でのノウハウの提

供などを考えています。 
具体的には、条例制定後に策定する

推進計画において、関係者の意見を聞

きながら検討してまいります。 

４ Ａ 

 「地域安全マップづくり」に関する

取組は、児童自身の危機管理能力を向

上させ、犯罪被害に遭いにくく、安全

に暮らしていく能力を高めるもので、

安全安心なまちづくりを目指す本条

例の趣旨を最大限反映した素晴らし

い取組であると考えています。 

御賛同いただき、ありがとうござい

ます。現在、警察本部では、学生防犯

ボランティアとの連携で、小学生を対

象とした地域安全マップづくりに主眼

を置いた防犯教室を始めたところであ

り、今後も更にその頻度を高めていき

たいと考えております。 



 

 

５ E 

 「インターネットの安全な利用の促

進」とありますが、これは、小学生か

ら大学生に至るまで広く推進してい

く教育目標として掲げることが望ま

しいと考えています。 

 インターネットの安全な利用の促進

については、児童、生徒、学生だけで

なく、すべての県民を対象として行う

ものであると考えています。条例制定

後に策定する推進計画の中にしっかり

位置付け、啓発を行ってまいります。

６ E 

児童が犯罪被害に巻き込まれないた

め、条例の中に「インターネットの安

全な利用の促進」を明記し､本人に対

しては教育現場で、保護者や関係者に

対しては、再度周知徹底を図る必要が

あると考えています。 
 

７ Ａ 

佐賀県内において発生した自転車

盗難の多くが無施錠状態での被害が

多いと聞いています。施錠に心掛ける

ことが、犯罪の発生件数の減少のみな

らず、防犯への関心や規範意識の涵養

に寄与することが大きいものと考え

ています。 

 御意見ありがとうございます。その

ため、「県民の役割」の中に、「県民は、

日常生活において自らの安全の確保に

積極的に努めるとともに、安全安心な

まちづくりを推進するように努めるも

のとする。」と規定し、県民の皆様に犯

罪防止のための活動への参加や協力を

していただきたいと考えております。

８ E 

 「事業活動における防犯への配慮

等」については、見直しが必要である

と考えています。それは、自分自身の

経験から、深夜の店舗内業務に忙殺さ

れ、これ以上、事業者に責任を与えた

り、業務を増大させることは実態にそ

ぐわないと考えられるからです。 

 事業者が行う事業活動における防犯

への配慮については、事業所の規模や

事業内容に応じて、従業員への防犯教

育、防犯設備の維持管理等を想定して

おります。 
これは、事業者に直接的な責任を与

えたり、業務を過度に増大させたりす

るものではありません。事業者の皆様

の地域防犯への御協力をよろしくお願

いします。 

９ Ａ 

「安全・安心に関する通報その他の

措置」については、犯罪を早期に、そ

して確実に解決するために不可欠な

ものであることから、条例によりこれ

を広く認知してもらうことは、警察の

みならず、県民にとっても資するとこ

ろが大きいと考えています。 

 御賛同ありがとうございます。関係

機関への通報・情報提供により、規範

意識の向上や地域社会の連帯感の向上

につなげていきたいと考えておりま

す。 

10 E 

 加害者は逮捕の段階から、人権尊重

の観点から保護されてきたことは望

ましいことでありますが、その一方で

被害者側の支援・保護については立ち

遅れていることは否めないと考えて

います。よって、早期に被害者支援の

仕組みを作り、実施することが望まし

いと考えています。 

被害者等支援につきましては、これ

までも犯罪被害者等基本法に基づき、

県、警察、関係機関・団体が連携して、

様々な支援活動を行っているところで

すが、今回の条例制定を機に、更に多

くの県民の皆様に支援活動を理解して

いただき、被害者等が安心して暮らせ

る社会づくりにつながるよう引き続

き、取り組んでまいります。  



 

 

11 Ｄ 

 「防犯ボランティア支援センター」

については、県内で１法人を指定とあ

りますが、１法人だけでは、その法人

がある地域だけ活動が活発になると

いうことにはならないでしょうか。例

えば、佐賀の西部と東部の地域に一つ

ずつ指定するなど、センターの数を増

やしていくべきであると考えていま

す。 

 防犯ボランティア支援センターの指

定は、県内全域において均一に支援体

制がとれるよう１法人を指定すること

としております。 

12 Ｅ 

 佐賀県は、まだまだ防犯カメラの設

置台数は少ないと思います。まずは、

子ども達と弱者（お年寄り、女性）な

どを守るための（抑止力になるため

の）最大の武器となる防犯カメラの設

置と正しい運用、そしてメンテナンス

が必要であると考えています。 

 防犯カメラは、犯罪被害の未然防止

や犯罪発生時の的確な対応に有効であ

ることから、現在、警察が中心となっ

て、自治体や事業者に対し、設置を働

きかけているところです。 
 なお、公共の場所に設置する防犯カ

メラの設置及び運用等については、プ

ライバシーの侵害にならないよう、管

理者等に守っていただきたいことなど

を定めた指針を平成 26 年度中に策定

したいと考えています。 

13 Ｄ 

 佐賀県防犯カメラマップなるもの

を作るとともに、防犯カメラ設置増設

のインフラ整備プロジェクトを立ち

上げ、各自治体別のカメラ設置目標数

を掲げて、県民の理解と協力を得るべ

きであると考えています。また、行政

は、防犯カメラの設置に対し公益性が

あると判断した場合には、助成も必要

ではないかと考えています。 

防犯カメラは、現在、警察が中心と

なって、自治体や事業者に対し、設置

を働き掛けているところです。引き続

き、働き掛けを行ってまいります。 

14 Ａ 

 「安全で安心なまちづくり」という

ことは、まず、佐賀県民の一人一人が

注意し合い、行政の指導をいただきな

がら努めなければならないと考えて

います。昔のように隣のことが分かっ

ている住人同士になったらと考えて

います。 

  御賛同ありがとうございます。安全

で安心して暮らせる社会を築くには、

県民一人一人が「地域の安全は自分達

で守る」という防犯意識を持つととも

に、県民、事業者、行政等が協働して

取り組むべきものであると考えており

ます。 

15 E 

 「防犯ボランティア活動の活性化の

ための支援」の一つとして、防犯ボラ

ンティア団体の把握・承認（登録制）

を行い、組織横断的なネットワークの

構築のため「地区防犯ボランティア連

絡協議会」を設置し、研修、防犯情報

の提供、諸問題の共有による組織連携

を強化すべきであると考えています。

  各地区でそれぞれ活動している防犯

ボランティア団体が、協議会等を設置

してネットワーク化を図っているとい

う好事例について、複数把握していま

す。 
協議会設置後における研修会の開催

や合同パトロールなどにより、相互の

活動が活性化したとの声も聞かれるこ

とから、活性化のための支援の一つと

して、協議会の設置について、引き続

き、働き掛けてまいりたいと考えてお

ります。 



 

 

16 Ｃ 

 「防犯ボランティア支援センター」

の任務として、新規防犯ボランティア

育成への情報提供、各協議会に対する

活動経費等の補助事務、広報による協

議会会員への情報提供などをしてい

ただきたいと考えています。 

 防犯ボランティア支援センターが行

う業務としては、新たな防犯ボランテ

ィアの立ち上げのための指導・助言、

防犯活動に関する情報の提供、防犯活

動のための装備品や資機材等の貸与・

配布、防犯ボランティア研修会等の開

催等を想定しております。 
また、各地区で活動しておられる防

犯ボランティアの皆様の意見をお聞き

しながら、活動の活性化に資するよう、

できることから実施してまいりたいと

考えております。 

17 Ｃ 

 「安全・安心の日」「安全安心なま

ちづくり旬間」では、交通安全運動と

同様、県下官民挙げて一大イベントと

位置付けて各地区で広報活動を展開

すべきであると考えています。 

 毎月 26 日の「安全・安心の日」、毎

年 10 月 11 日から同月 20 日までの「安

全安心なまちづくり旬間」では、施錠

の促進などの防犯広報、防犯セミナー

や防犯に関する各種イベントの開催、

県民及び関係機関・団体との合同によ

る防犯点検、防犯訓練、環境美化活動

等を想定しており、県内の犯罪情勢等

を踏まえながら、できることから実施

してまいりたいと考えております。 

18 E 

 高齢者問題は、近代社会の人情希薄

化に一因があると考えています。「向

こう三軒両隣」「おせっかいおばさん」

の復活運動の広報の徹底を望んでい

ます。 

 警察では、各種法令を適用した取締

りや広報啓発活動に加えて、関係機

関・団体等との連携した高齢者の各種

被害防止に向けた取組のほか、高齢者

の規範意識の向上や地域社会の絆の強

化に向けた各種取組を実施していると

ころであり、条例制定を機に、地域社

会の連帯感の向上にもつなげていきた

いと考えています。 

19 Ａ 

 「学校における安全確保」「通学路

等における安全確保」については、新

たな発想が必要になってきていると

考えています。先進地の情報を収集

し、教育委員会や各市町との協議、基

本方針の策定、指導の時期が到来して

いるものと考えています。 

  御意見ありがとうございます。学校、

通学路等における安全確保について

は、県内の犯罪情勢、他の都道府県の

取組状況等を加味しながら、県、警察、

教育委員会が連携して、子どもの安全

確保のための具体的方策や施設の整備

等に当たって努めていただきたい事項

等を内容とする指針を、平成 26 年度内

に策定したいと考えております。 

20 E 

 教育現場において、一般論として不

登校、不良行為に関する低年齢化が懸

念されています。その対策として、広

報や研修会の充実、県担当者等による

各地区教育関係者、各自治会関係者、

保護者、青少年育成団体関係者、防犯

関係者等に対する再指導の徹底及び

児童に対する防犯道徳教育の充実を

 条例では、県が、教育関係者や保護

者、地域住民と協力して、子どもが犯

罪による被害者や加害者にならないよ

うにするため、学校教育をはじめ、さ

まざまな機会において、安全に関する

教育や学習の充実を図るよう努める旨

を規定しています。これらの取組によ

り改善を図っていきたいと考えていま



 

 

要望します。 す。 

21 E 

 条例の周知徹底及び進捗状況の検

証、現状に即した改定等を担う部門と

して、有識者による「（仮称）あんあ

ん条例審議委員会」の設置を希望して

います。 

  条例を推進するために、推進体制と

して、行政、警察、関係機関・団体等

で構成する推進本部会議の設置を予定

しています。この推進本部会議では、

取組の方向性や進捗状況の確認等を行

っていただき、必要に応じ、現状に即

した見直しについて協議を行っていく

こととしています。 

※ 反映区分 
「 Ａ 」計画等と同趣旨のもの 
「 Ｂ 」計画等の修正を行ったもの 
「 Ｃ 」計画等の推進の段階で検討するもの 
「 Ｄ 」計画等の修正が困難なもの 
「 Ｅ 」計画等に関する感想や質問であること  
 
 


