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平成３１年度第１回富山市安全で安心なまちづくり推進協議会 議事録（会議概要） 

１．日 時  平成３１年４月２３日（火） 

午後２時から午後３時１５分まで 

２．場 所  富山市役所東館８階 第３委員会室 

３．出席者 

会 長 北岡  勝 （富山市自治振興連絡協議会） 

委 員 大西 貞夫 （富山市身体障害者福祉協議会） 

古川 尊久 （富山市ＰＴＡ連絡協議会） 

南山 夢佳 （大学生） 

武島  浩 （富山市小学校長会） 

竹脇 孝志 （富山市中学校長会） 

    君波 敦子 （富山県高等学校長会） 

富田 光國 （富山商工会議所） 

黒川  修 （富山県商工会連合会） 

堀田 裕之 （富山中央警察署） 

事務局 岡地市民生活部長、宮津市民生活部次長 

生活安全交通課 森川課長 、宮﨑主幹 、大釜主幹、高島副主幹 

４．内 容  ①開  会 

②あいさつ  岡地市民生活部長 

       ③報  告  富山市内の犯罪情勢について 

      ④議  事  公共空間防犯カメラ設置等事業について 

⑤閉  会 

５．審議概要

委員 富山市内の犯罪情勢について説明 

事務局 公共空間防犯カメラ設置等事業について説明 

議長 皆さんからご意見をいただく前に、公共空間防犯カメラ設置等事業に

ついて、質問等があればお願いします。 

議長  私から何点かお尋ねします。 

① 防犯カメラと設置表示看板の位置関係について 

② 看板の表示内容 

③ 設置箇所が決まる時期 

④ 小学校の意見は反映されるか 

⑤ 画像の取り扱いについて 

事務局 ① 防犯カメラ設置場所は、十字交差点を想定している。 
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防犯カメラ設置柱に１枚、他の３角に１枚ずつ設置したい。 

設置に際しては、通行者が分かる位置や看板に気を取られ事故が発

生することのないよう留意する。 

② 「防犯カメラ作動中」の文字とともに、設置者が分かるよう「富山

市」と表示する。 

③ 県警の協力を得て設置箇所を選定しているが、電気工事など技術面

での調査を行い、７月後半に決定したい。 

④ 小学校の通学路に設置予定だが、通学路から外れていないかなど小

学校に確認を取りながら作業を行っている。 

⑤ モニター監視は行わない。 

撮影された画像は、警察からの照会と裁判所からの要請があった時

に提供する。 

そのため、撮影された画像は、基本的には見ることができない。 

議長  委員の皆さんから、それぞれの分野での意見をいただきたい。 

委員 小学生への声掛け・付きまとい事案が多いと思っている。そのため、

通学路に防犯カメラを付けていただけるのは、大変ありがたい。

市内には小学校が６５校あり、山間部から海沿い、街中まで分散して

いる。すべての小学校区に設置するとのことだが、偏りがあるのか、平

等に設置するのか。

事務局 各校区で設置台数は変わる。

スクールバスを利用している学校、幹線道路が多い校区など、各地域

の状況を勘案し設置していく。

委員  街中では、コンビニなど、すでに防犯カメラが設置されている所もあ

る。他のカメラも確認しているのか。

事務局 市で把握している防犯カメラを考慮して、位置選定している。 

委員 設置表示看板は、犯罪抑止に効果がある。

看板設置場所はカメラ以上に重要となるかもしれない。効果的な所に

設置されるよう検討してほしい。

委員 不審者事案を中心とした犯罪に対して、防犯カメラの抑止効果は大き

いと聞いている。

防犯カメラに民家や事業所などが映るとき、プライバシーについて問

題はないのか。

事務局 プライバシー対策として、マスキング機能を利用する。

この機能は、指定した部分をべた塗りした状態にして、撮影されない

ようにするものです。

委員 大変だと思うが、子供の安全確保のため、犯罪抑止につながる場所の

選定をお願いしたい。

委員 ある高校では、制服が目立ちスカート丈が短いことで、学校近辺に不

審者が出た。そのため、先生たちが巡回パトロールを行い、現在も継続
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している。巡回パトロールが抑止になっており、不審者は以前より減っ

た。また、防犯ブザーの貸し出しも行っている。

いろいろな方法をとることで、抑止力が高まり、効果が上がると思っ

ている。その中で、防犯カメラの効果は大きい。

議長 この事業にかける１２００万円は、非常に大きいお金だと思う。

各種事業でも、ＰＤＣＡサイクルというものがある。現在がＰ、１０

月以降がＤとなる。

Ｃ（チェック）は、次年度以降か。今後の見通しはどうか。効果があ

るとなれば、台数を増やすことなどを考えているのか。

事務局 今回設置の１３０台が多いのか、少ないのか、という点は、議論のあ

るところだと思う。犯罪の抑止は、防犯カメラだけで行っていくもので

はない。市民の皆さんの目を広げながら行っていくものと考えている。

市としては、全市的な目を大きく広げていく事が、第一歩と思ってい

る。幹線箇所に目があるということを市民の皆さんにご理解いただき、

また別の目を働かせていただき、犯罪の抑止に繋げていきたい。

効果の確認は難しいが、設置することにより、どのように市全体の協

力体制がとれるかは、今後もしっかり見ていきたい。

委員 子供たちの安全確保を目的に掲げていただいた。犯罪の抑止というと

ころもあるが、交通安全の面でも活用されるのか。例えば、交通事故が

起きた場合など。

事務局 交通の要所にするため、交通事故が発生した場合は警察の要請があれ

ば、画像提供する。交通事故の発生原因の究明にも活用してもらえれば

と考えている。

委員 最近は交通死亡事故が多発している。富山の道はかなり狭く、歩道も

確保されていない。

小学生は道いっぱいに広がって歩き、中学生は二重三重になって自転

車に乗っている。子供たちへの教育も必要である。防犯カメラ設置など

環境を整えても、人間形成の面でマイナスに作用するのではないか。

声掛けをしても、「怪しい人だ」と言われる場合がある。年寄りを茶化

した態度をとる子もいる。

防犯カメラの設置とは話がずれているかもしれないが、しっかり教育

してほしい。

委員 メディアなどで女性を狙った犯罪が多く取り上げられている。友人か

らも不安に感じると聞く。

自分の身は自分で守るしかないと思うので、防犯カメラがあると安心

である。

設置看板の表示で、監視の目があるということが周知される。このこ

とが安心につながると考えている。

委員 この事業は子供たちの安全を守ることが目的だが、交通安全やお年寄
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りの徘徊に役立つかもしれないなど副次的なものもある。

設置の効果をどうやって測定するかだが、指標とするものはあるのか。

事務局 先進地では、犯罪認知件数を一つの指標としている。

防犯カメラ設置前後で、減少した割合で評価している自治体がある。

このような比較は可能と考えている。

委員 いろんな効果を拾い上げてもらい、有効性を示していただきたい。

議長 １０月からスタートするが、時期を見てチェックしなければならない。

見直しの時期や効果があったかの判断は、いつするのか。

事務局 まずは設置から１年を経過してからと考えている。

委員 旧町村や市郊外では、事業主の高齢化が進み、子供の見守りが減って

いる。

そのような所では、防犯カメラでの見守りも必要ではないかと思う。

中心部だけでなく郊外にも設置してほしい。

委員 防犯カメラは、子供や女性の安全に直結するもので、副次的に交通安

全にも効果がある。

評価に関しては、一つは犯罪認知件数がある。しかし、数字では評価

できない部分もある。いくら犯罪認知件数が減っても、重大事件が起き

れば、「治安が良くなったのか」と疑問に思う。

重大事件発生の有無も一つのバロメーターになる。

事務局 本日欠席されている委員から意見を伺っているので紹介します。

（委員）

昨年の渋谷ハロウィンでの騒動では、防犯カメラが活用され、短い期

間で犯人が逮捕されました。また県内でも凶悪事件が起きました。身近

になってきている、防犯カメラは必要になってきている状況だと感じて

います。

防犯カメラは、「見せる、分かる」形をとることで、犯罪抑止につなが

ります。

子どもの安全確保を目的としていますが、子供たちを見守る人たちの

安全にも繋がります。

時には見守りやパトロール活動中にトラブルとなることもあります

が、防犯カメラが設置されれば、安心して見守りやパトロール活動が出

来ます。

防犯カメラ設置場所については、県警察さんの協力のもと選定される

とのことですが、設置場所は開示したほうが良いと思います。

地域の人々の関心も高いと思いますし、設置場所の近くを通れば、安

全意識が高まります。

コンビニなどではすでに防犯カメラは設置されています。また車には

ドライブレコーダーが設置され、スマートフォンで撮影された動画はす

ぐにＳＮＳに投稿されます。
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“みられている”という感覚を持たなければいけない時代になってき

ているのではと考えています。

自主防犯パトロール隊は、市の補助金を受け、ますます活動を盛んに

しておられます。

防犯カメラが設置されれば、自主防犯パトロール隊が不要というわけ

ではなく、相乗効果で地域の防犯力を高めていけるものと期待しており

ます。

（委員）

本事業では、１３０台の設置ということですが、もっと増やしていた

だきたいと思います。

ただし、防犯カメラとなると、プライバシーの問題が上がります。

当然、プライバシーには十分配慮しなければなりません。

安全とプライバシー、どちらも大事ですが、どちらかを選ばなければ

ならない場合、特に公共の場では安全が優先されるべきと考えます。

防犯カメラ設置場所の開示について、部分的な開示でよいのではない

でしょうか。

正確な位置を開示して、犯罪者に利用されることは避けたいです。

警察・学校・自治振興会・パトロール隊など必要な組織には詳細を伝

え、市広報やホームページには、○○校区何台との案内でよいと思いま

す。

議長 自治振興会においても、各校区で特色のある取組みを行っている。防

犯カメラ以上の活動をしていると自負している。

お互いに連絡を取り合い、活動していきたいと思う。

議長 皆様からご意見をいただきましたが、更なるご意見や質問等あれは、

ご発言をお願いします。

委員 今年度の設置するための事業費だと思うが、機械なのでメンテナンス

が必要となる。今後のランニングコストなどは、どうなるのか。

事務局 今年度の１２００万円の内訳は、初年度に必要な調査費とカメラのリ

ース費を計上している。

一括購入とリースがあると思うが、リース方式で行うことで議会の承

認を得ている。

７年リースを想定している。年額では、防犯カメラリース７００万円、

保守点検・管理費用３００万円が掛かる。

委員 来年度以降も１０００万円近く掛かるということか。

事務局 入札されていないので詳細は出ないが、概ね１０００万円掛かる。

委員 子供の安全が目的なので、教育委員会や校長会と連携していくと思う。

地域住民や自治振興会は当然だが、子供と関わる教員も知っていなけれ

ばならない事であるので、しっかり連携を図りたい。
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議長 公共空間防犯カメラ設置等事業につきましては、本日皆様から頂きま

したご意見を適切に反映させ、今後取り組んでいただきたいと思います。

皆様には、ご意見などございましたら、提言として、事務局へお伝え

ください。


