
常滑市議会 総務委員会 視察報告書 

 

調査日時：平成 27年 10 月 13 日（火）～15日（木） 

調査場所：新潟県見附市、東京都福生市、千葉県松戸市、東京臨海広域防災公園 

視察者 ：委員長 成田勝之 副委員長 森下 宏 

     委員  井上恭子 盛田克己 齋田大五朗 稲葉民治 

     随行  吉川和彦（事務局） 

 

 

新潟県見附市新潟県見附市新潟県見附市新潟県見附市    

調査項目調査項目調査項目調査項目    「「「「激甚災害後激甚災害後激甚災害後激甚災害後にににに講講講講じたじたじたじた見附市見附市見附市見附市のののの防災対策防災対策防災対策防災対策とそのとそのとそのとその効果効果効果効果」」」」    

出席者：（敬称略） 

    亀田 満 （市議会議長） 

    五十嵐 勝（市議会総務文教委員会委員長） 

    姉崎 晋悟（企画調整課 主事） 

    吉原 雅之（企画調整課主幹兼課長補佐） 

    山谷 仁 （議会事務局次長） 

 

 

 

市市市市のののの概要概要概要概要    

 新潟県の中央に位置し、人口４万 1,451 人、面積 77.91 ㎢市の東側半分が丘陵地帯、西

側半分が平野部をなし、守門岳に源を発する信濃川水系の苅谷田川が市を南北に分けてい

る。昭和 29 年３月 31 日市制施行。産業面では肥沃な土地による農業と繊維産業を基幹産

業として町が発展してきた。現在は、道路交通網に恵まれた立地条件から様々な業種の企

業が進出してきており、プラスチック製品製造、一般機器具製造、金属製品などが躍進し

ている。「住みたい 行きたい 帰りたい やさしい絆のまち みつけ」の実現を目指すこ

とを基本理念としている。 

 



調査事項調査事項調査事項調査事項    

 平成 16 年７月 13 日と 23 年７月 30 日の２回にわたり激甚災害指定となる集中豪雨によ

る水害を経験。平成 16 年時は床上 880 棟、床下 1153 棟。断続的な豪雨が続き、８月６日

までの 25日間で避難指示・勧告を 12回発令、7 回解除した。市長及び市職員は災害対策本

部未経験であった。被害総額は 184 億円。平成 23年時は最大雨量は 68 ミリ/ｈ、土砂崩れ

は 162 か所。２回の激甚災害を経験し、部門ごとに検証を行った。 

 災害後に講じた対策は 

 ソフト面では 

① 気象会社から雨量情報を入手可能にし、24時間 365 日連絡可能なサポート体制を組んだ。 

② 河川水位、雨量情報の収集として災害対応管理システムにより自動的にグラフ化すると

ともに、防災カメラの映像や携帯電話からの現地映像収集を可能にした。 

③ 水害時非常配備・非難情報発令基準の整備とともに、土砂災害警戒区域住民への説明会

を実施。該当区域の連絡網を毎年見直し、15 分で伝達可能となった。また、市の緊急情

報メールへの登録を呼びかけている。 

④ 情報の発信として、サイレンやスピーカー以外に嘱託員や福祉施設・学校・企業などに

ＦＡＸを 550 台設置。登録制の緊急情報メール（送信用サーバーの増設により送信完了

にかかる時間を 13分から３分へ短縮）やエリアメール、逃げ時マップの配布など 

⑤ 災害対応管理システムの構築。大学教授からの提供によりスマホを使い市内被害箇所を

マップ上に表示したり、避難所の開設状況や避難者一覧などの管理 

⑥ 避難誘導のための方策として、防災ファミリーサポート制度の確立や自主防災組織の充

実、まるごとまちごとハザードマップとして、想定浸水深を表示する洪水標識を設置

(165 か所) 

⑦ 対策本部の強化として、災害対策本部の配置は、行政、警察、自衛隊、医師会などの関

係機関と連携確保のため一体配置とする配置図を作成。避難所の配置図も実際に避難所

となる公民館などの図面上に落とし込んで作成 

⑧ 防災訓練の実施。平成 17 年以降毎年市民の４分の１以上が参加。中学生の参加は８割

以上(平成 26 年度) 

⑨ ＩＣＴ部門の業務継続計画を策定。震度６強以上の場合は市庁舎が機能不全となる想定

で、保健福祉センター及び中央公民館を代替拠点とする。また、柏崎刈羽原子力発電所

が近いため、原子力災害の場合は災害時相互応援協定締結により新潟県妙高市の新井ふ

れあい会館、または福島県伊達市の梁川分庁舎を想定 

 

ハード面の対策 

① 苅谷田川ダム治水機能を 20％向上。これは洪水期に水力発電用の貯水分を調整分として

振り替えるもので、ダムの利水容量を 68 万 1,000 ㎥減らし、治水容量を同量分増やす

もの。これにより、洪水期のダム水位を 10.1ｍ下げることが出来た。 

② 苅谷田川ダム情報の分析。常に水位を監視している。 

③ 苅谷田川堤防のかさ上げ(0.8m) 

④ 苅谷田川屈曲部の改修。川の流れをスムーズにし氾濫を防ぐ。旧屈曲部は防災公園にし

た。 



⑤ 内水対策（田んぼダム、貯留管、排水ポンプ設置） 

田んぼダムの貯水量は 252 万㎥。貯留管は直径 2.6m。84ha。事業費 14億円 

 

災害対策はトップの判断力行動力が非常に大事であり、ポイントとして下記の 11 項目をご

教授頂いた。 

① 「命を守る」という事を最優先し、避難勧告を躊躇してはならない。 

② 判断の遅れは命取り。何よりもトップとしての判断を早く。 

③ 人は逃げないものであることを知っておくこと。 

④ ボランティアセンターはすぐに立ち上げること。 

⑤ トップはマスコミを通じてできる限り住民の前に姿を見せ、被災者を励ますこと。 

⑥ 住民の苦しみや悲しみを理解し、トップはよく理解していることを伝えること。 

⑦ 記者会見を毎日定時に行い、情報を出し続けること。情報を隠さないこと。 

⑧ 大量のゴミが出てくる。広い仮置き場をすぐに手配すること。 

⑨ お金のことは後で何とかなる。住民を救うために必要なことは果敢に実行すべき。 

⑩ 忙しくても視察は嫌がらずに受け入れること。現場を見た人は必ず味方になる。 

⑪ 応援・救援に来てくれた人への感謝を伝え続けること。職員も被災者。職員とその家族

への感謝も伝えること。 

 

 

主主主主なななな質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答    

Ｑ．平成 16 年時の要援護者への自発的支援の内容は。 

Ａ．民生委員、ケアマネージャーが把握している対象者に安否確認のみを行った。 

 

Ｑ．災害時要援護者等計画における「要援護者」と「声掛け支援者」の違いは。 

Ａ．要援護者は①要介護認定 3級以上、②身体障がい者手帳 1・2 級、③療育手帳Ａ級、④

町内会及び民生員などが自力で避難できず援助が必要と認めるもの 

  声掛け支援者は①65歳以上の単身、②65 歳以上のみの世帯、③虚弱者及び障害者 等 

 

Ｑ．個人情報をあらかじめ関係機関に提供することについて「同意あり援護者」と「未同

意援護者」との違い及び名簿の管理方法と関係部署間の連携はどうしているか。未同

意の理由は何か。 

Ａ．「同意あり援護者」は平時から自主防災組織、町内会に名簿を配布し、支援する人を決

めておくので速やかな安否確認、避難誘導が可能。未同意者は避難情報発令後に封筒

を開封するため初期対応に時間がかかる。同意者名簿は市関係部署、警察、自主防災

組織、町内会、民生委員などに事前に提供。未同意者名簿は関係機関に封筒を密閉し

た状態で保管。両者とも一年ごとに更新、未同意者は回収する。名簿の取り扱いは毎

年、福祉、消防関係者と協議、民生委員へは福祉担当者より説明を行っている。未同

意の理由は平時から自分の情報が町内や自主防災組織に提供されていることがあげら

れる。 

 



Ｑ．大規模災害に直面して初めて認識できた問題点は何か。 

Ａ．過去の教訓を踏まえ、職員の初動体制、担当部署を毎年 4 月の人事異動後に構築。5 月

～11 月末までは担当課以外の職員を大雨当番としてシフト対応。浸水箇所へのかけつ

け要員、避難所開設職員の任命。大雨時には浸水箇所で担当職員がバリケードを設置

し速やかな交通整理を行っている。災害後の問題点は各部門から検証テーマ課題を抽

出（8 部門 24 テーマ 63 項目）し、各部署で災害時の対応をマニュアル化、訓練してい

る。 

 

Ｑ．住民の防災ボランティア、消防団などの非常時対応はどうであったか。 

Ａ．土砂災害警戒区域住民には地元自主防災組織や町内会から緊急時の連絡網を作成提出

してもらっている。消防団は登録制のメールや連絡体制により各団員まで情報は行く

が平日日中については団員が市外で勤務しているなどで現場に到着できない例も確認

されている。 

 

Ｑ．遊水地設置までの経緯と農家の協力をどのようにして得られたか。 

Ａ．平成 16 年の災害後に 3 年間をかけて地権者 355 名に対し、県と市で説明会を行った。 

  地元も協議会を設置し、意見集約を行い地域権を設定 

 

Ｑ．田んぼダムについてはどうか。 

Ａ．畔の高さまで水をためることで治水効果を発揮するもので、工事に操作する必要のあ

った調整管を改良、簡易化したことで設置率が向上した。今年度より調整管設置農家

に対し負担金を支出。設置率は 93% 

 

Ｑ．防災訓練の内容 

Ａ．平成 17 年より毎年 6月に全市対象。情報伝達、住民避難、関係機関との合同訓練。住

民避難訓練は一時避難場所へ避難し、自主防災組織、町内会等各組織にて避難者名簿

を作成。中学生ボランティアも避難所運営を行う。市民１万 5,569 人が参加。中学生

は 83%の 938 名が参加。 

 

Ｑ．災害時の行政の役割について 

Ａ．避難場運営について特に要配慮者に対しサポートを行う。避難所開設職員は女性職員

が担当。 

 

感想感想感想感想及及及及びびびび常滑市常滑市常滑市常滑市へのへのへのへの反映反映反映反映    

 (成田委員）    

    平成 16 年の時の 7.13 水害の時には避難勧告は出してはいけない雰囲気であったり、市

としてもそれまで災害対策本部を設置したことが無かったなど、危機管理体制が脆弱であ

ったところが、大災害を教訓にきちんと対応している姿を見て、反省すべきは反省し、原

因究明と対策を市職員が一丸となって対応していく姿勢が素晴らしいと感じた。また、防

災のことについて行政視察を絶対に断らない姿勢は見附市だけでなく全国の防災力、減災



力の向上に寄与するものであり、非常に感銘を受けた。災害後に各部署にて検証し問題点

をあぶり出し、各部署でマニュアル化することは大変重要であり、また、大雨当番のよう

に部署を超えて常日頃から備えておくことは担当部署だけでなく、市職員全体の危機管理

能力の向上とともに、レベルの均質化が図られとても素晴らしいと感じた。常滑市におい

てもぜひ、参考とされたい。 

 

(森下委員) 

 ①防災アーカイブ見学 

  平成 16 年７月に発生した苅谷田川氾濫による水害で甚大な被害が生じた。 

  その時の記憶を忘れないため、また防災意識を高めるため、写真や立体模型などが展

示されていた。特に立体模型は、水害の動きが順序よく変化してわかり易く説明されてい

た。 

 ②首記の件につき、見附市役所関係職員からの説明と協議を行った。 

  平成 16 年の災害の教訓を、23 年の水害に生かしたことで 23 年の被害を最小におさえ

ることができたとのことであった。 

 ◎ 過去の教訓を将来に利用している。①②とも常滑市の水害対策の参考になった。 

 

(井上委員) 

 苅谷田川では、平成 16年以前には幾度も氾濫を繰り返していたにもかかわらず、災害対

策本部すら設置したことがなかった。しかし、その後の災害の経験を生かし次世代につな

げていったことはとても重要なことである。24 時間、365 日、予報士との連絡が可能なサ

ポート体制や、携帯電話からの現地映像収集など時代の流れもあるが、あらゆる災害対策

管理システムの導入をしていったのは行政の力も大きかったのではと思った。 

 研修会の資料として頂いた中に「災害を経験した自治体として」、「新たなステージに対

応した防災・減災のあり方」、「災害時にトップがなすべき 11 か条」という項目がある。「防

災・減災・復旧 被災地から送るノウハウ集」として本にもまとめている。しかし、折角

このような資料があるにもかかわらず、我々は本当にこれらを知らないできたのが現状で

ある。その中で『「命を守る」ということを最優先し、避難勧告を躊躇してはならない』と

あるが、東北での 3・11 ではそれらの教訓が伝わってなかったため、多くの人が命を落と

したのだと思う。我々はこのことを知ったので、常滑の市民に徹底してこのことを伝えて

いかねばと思った。 

 また、河川敷を利用した道の駅「パティオにいがた」では、先人が養ってきた「災害か

ら学んだ知恵」を生かし「平成 16 年 7.13 水害」に講じた対策が、7 年後に発生した「平成

23 年 7 月新潟・福島豪雨」にどのように生かされ、どんな効果があったかを展示していま

す。このように目で見て体験ができ、それが楽しい場所であることが最も重要で、この道

の駅はそれにそぐった場所であり、とてもうらやましく思った。背景には国の後押しもあ

ったことも大きな力であり、今後これらを学ぶ努力が必要であると感じた。 

【常滑市への反映】 

 上記にも記したように「災害を経験した自治体として」、「新たなステージに対応した防

災・減災のあり方」、「災害時にトップがなすべき 11 か条」「防災・減災・復旧 被災地か



ら送るノウハウ集」を職員はもちろん市民の方たちの目に触れるようにしたらと思った。 

 

(盛田委員) 

 蛇行した信濃川の流域で度重なる大きな災害に直面したことから、減災に向けソフト面

で市としてできることに取り組んだ。いかに情報を入手して、住民に伝え、自助、公助、

共助のシステムを確立して、住民とともに減災に取り組む体制をきめ細かく作り上げてお

り、災害が発生する状況で、いかに自分達の命を守るかが大事であり、防災訓練でこのよ

うな取組みをする必要性を感じた。 

 

(齋田委員） 

・防災に関しては日ごろの備えが大切である、大規模災害が予測される場合は躊躇するこ

となく警報を発する必要がある。人命を守るためには積極的な気持ちをもつことが減災

につながると思われる。 

・災害の発生要因等の分析を行い、市民に周知することで災害等の心構えができる。日頃

の備えが重要。 

・大規模災害時の避難場所を日ごろから使用できる施設整備を行うことで、有事には転用

できる。避難所兼用の集客のできる施設を活用することで、日ごろのムダも減らすこと

ができ、かつ有事には市民に周知された場所となっているので避難が促しやすい。 

 

(稲葉委員) 

 土砂災害前ぶれ注意情報のなかでスネークライン（土壌雨量指数）の活用があったが常

滑市でも活用できるのではないか。 

 田んぼダムや刈谷田川屈曲部の改修には土地の売買と地役権の設定で対応していた。 

   

 

 

        



東京都福生市東京都福生市東京都福生市東京都福生市    

調査項目調査項目調査項目調査項目「「「「まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり総合活性化研究総合活性化研究総合活性化研究総合活性化研究」」」」についてについてについてについて    

出席者：（敬称略） 

    末次 和夫（市議会議長） 

    田村 満利（企画財政部 企画調整課 課長） 

    久保 淳 （議会事務局次長） 

 

市市市市のののの概要概要概要概要    

 都心から西へ約 40 ㎞、多摩川の東側に位置し、面積は 10.16 ㎢。人口５万 8,643 人（平

成 27年４月１日現在）面積の約３分の１を米軍横田基地が占め、実質は 6.8 ㎢ほどの面積

である。戦後、基地の町として特異な発展を遂げ、商店街も急速に整備された。昭和 52年

度から第 1期総合計画で「活力ある市民のまち福生」を目標にスタートし、平成 22年度か

ら第 4 期総合計画、平成 26 年度からは定住化対策の５つの施策ジャンルに取り組んでいる。

一般会計は 227 億 5,000 万円（平成 27 年度予算）で歳入のうち 10％ほどが基地関連。住民

のうち外国人が５％ほどを占める。 

 

調査事項調査事項調査事項調査事項    

 平成14年をピークに人口減少が

続いており、都内間移動による減

少が特徴。平成 21 年に商店の衰退

をどうしたらよいのか基本調査を

行ったところ、30 歳半ば世代が近

隣市へ流出していることや、商業

者と消費者の認識にギャップがあ

る事が分かった。そこで平成 22 年

に「選ばれ続けるまち」への基本

戦略プランを策定。骨子は「人口

はまちの活力を生み出し、需要を

生み出す重要な要素」、「団塊ジュ

ニア世代」をターゲットゾーンと

する事。その中で①教育は幼児期から中学校期まで一貫した教育の推進。②住宅は担税力

のある世帯を呼び込み、住み続けることが可能な受け皿を確保。③雇用は職住接近を目指

した労働集約的な産業が育つまちづくり。④情報は福生市と団塊ジュニア層を結ぶ架け橋

という４つの分野ごとにそれぞれ明確な目標を設定。これを受けて平成 25年度に「まちづ

くり活性化研究」として、具体的に政策をとるとどのように人口が増えるのかをシミュレ

ーションした。公益社団法人・学術・文化・産業ネットワーク多摩との共同研究において、

①土地利用、②交通、③社会インフラ、④産業、⑤人口予測の５つのワーキンググループ

を設置。各ワーキンググループは指導教授と４～５名の若手職員で構成。財源や町内部署

との調整、実現性の可否は考慮せず、自由な発想で立案した。この提言を受けて、定住化

対策を進めるべきとなり、平成 26年度に新５Ｇ(５つの施策ジャンル)を策定し、27年度に



展開方針を決定。27 年度予算ベースでは 171 事業に及ぶ。定住化対策はまちの魅力アップ

すべてにつながる。 

 

主主主主なななな質疑質疑質疑質疑    

Ｑ．魅力の発見・強化の戦略は進んでいるか。 

Ａ．平成 26 年度から 28 年度に「まちの魅力発信事業」を実施。市民向け情報誌「福生ラ

イフ」を２回発行し、全戸配布した。魅力をメディアに印象付けるため、プレスツアーの

実施、プレスリリースの企画、制作及び配布。また、人気ブロガーに街を紹介してもらう

働きかけもしている。 

 

Ｑ．具体的に検討・実施している施策は何か。 

Ａ．既存住宅除去費助成制度、3 年間固定資産税相当額を戻す優良住宅取得推進事業、産前・

産後ヘルパー事業、若年層健康診査事業、子育てモバイルサービス事業、病児保育事業、

小学校は英検５級、中学校は英検３級を全員が取得することを目標とする英語教育推進計

画の策定及び実施、古民家保存事業、防災食育センター整備事業（防衛省から補助金があ

る）、ベースサイドストリート観光事業、ロケ支援事業等 

 

Ｑ．特に重点を置いている施策と抱えている問題点は何か。 

Ａ．ファミリー世帯向け住宅の供給は 2,200 戸ある空家の活用施策が不十分。 

  英語教育の推進は結果が出るまでに時間がかかる。 

  中学校給食の実施については給食センター整備に伴い膨大な事業費がかかる（緊急時

には非常食を一回に１万5,000食、1日３回で３日分賄える能力のあるセンターを予定）。 

 

Ｑ．人口増検討で有効な手段は何か。また、大幅な投資は必要か。 

Ａ．人口減を引き起こす原因と、その対策は自治体による。投資額は施策による。 

 

Ｑ．若手職員の将来のまちづくりビジョンを具体的に形にしているものはあるか。 

Ａ．若手職員による「政策形成研修」を実施。市長へプレゼンしている。学術・文化・産

業ネットワーク多摩主催の「政策スクール」への参加 

 

Ｑ．ワーキンググループでの検討手法をどのように共有していくのか。 

Ａ．「政策形成研修」を継続することで通常業務の中での施策検討につなげたい。 

 

Ｑ．まちづくり活性化研究は今後どのようにして市民と情報共有を図るのか。 

Ａ．市が決定した施策ではない。あくまでも職員の提言であるが、議員への報告会を実施

し、市のホームページには公開した。 

 

    

        



感想感想感想感想及及及及びびびび常滑市常滑市常滑市常滑市へのへのへのへの反映反映反映反映    

 (成田委員) 

 まず、どのような政策をとるとどのように人口が増えるか施策ごとにシミュレーション

してみようとした発想が良いと感じた。そして、何よりも、データの収集や分析を自分た

ちで行ったことが一番の財産であったのではないかと推察した。実際に、「時間はかかった

が、大変勉強になった」とのことで、データの解析手法や作成の仕方を学ぶことでデータ

の持つ意味や背景が理解でき、職員の能力向上に大きく寄与すると感じた。また、敢えて

実現度合いを考えずに政策提言をさせること、そしてそれらの提言の中から実際に予算に

反映させることで職員のモチベーションが上がるのではないかと感じた。こういった手法

や考え方は大いに参考になると考える。 

 

(森下委員) 

 最近、人口が減少しその対策を行っている。特に 20才後半～40 才前半の減少が著しいと

のこと。そこで、定住化対策・産業構造・女性の対策・土地利用・公共施設・外国人の増

加対策などの対策を行っているとのこと。常滑市としても、人口増加対策は行っているが、

女性対策・公共施設等参考になった。今後、市政に生かしたい。 

 

(井上委員) 

 福生市の庁舎に着いたとき、ゴージャスな外観と、中に入ってもホテル並みのつくりは

役所とは思われないほどのものであった。やはりこれは基地がある町だからか、地方交付

税や国庫支出金、都支出金などが予算額の 40％占めている。同じ人口の常滑市と比べてこ

れほど違うのかと羨ましく思った。 

 まちづくり総合活性化研究を立ち上げたきっかけは、商業アンケートであり、その時人

口減少が浮上したことである。その計画は国から言われたプロジェクトではなく、290 万円

ほどで講師などを呼び、職員が一からデータを集めるところから始めたという。これらの

動きはかなりの危機感があったこともあるが、職員の意識の高いことが大きな要因ではな

いかと思った。 

 職員の意識が大切だということで、職員採用は待っているのではなく、優秀な人材確保

をするために大学に出向いていくという。また、福生市を住みやすいまちにと思ってもら

うために、企画課長自ら陣頭をとって市民向けに素晴らしい冊子を作っていた。市民と行

政と情報を共有するということはとても大切であり、素晴らしい企画であると思った。 

視察終了後ちょうど子ども議会のリハーサルが行われており、見せて頂いた。 

その議場は、近代的で堅苦しくなく、特に傍聴席は議場を３方から見れるようになってお

り、議員と市民が一体になれる配置であった。子どもたちの一般質問のひとつに「子ども

のための広報」がテーマにあげられていた。子どもからの提案はラインで受け付けるだと

か、漢字を使わず子どもが読める広報にするなど、これらの内容といい、素晴らしい提案

に感動してしまった。 

その後、職員の方が基地やその周辺のアメリカ風の店や空き家になっている元アメリカ

ンハウス（これは売りに出している）などを案内して頂いた。おかげで、基地と共存する

状況を垣間見ることができた。 



【常滑市への反映】 

 人口シュミレーションプロジェクトは、企画課と他の職員も入れ、４つのプロジェクト

で構成されている。専門家の指導を受け自分たちで作り上げている。このようなプロジェ

クトは「広報」の部分でも行われている。この方法をぜひ取り上げていただきたいもので

ある。若者をターゲットにした広報づくりは地元の再発見につながるので年１回は作って

ほしい。 

 

（盛田委員） 

 人口減少を食い止めるために取り組んだ研究。横田基地の町でもあり、土地利用面積も

小さく、人口減少対策については福生市の魅力を高めるだけでは街としての差別化はでき

ないと考えて、大学の教授等の指導のもと、ＷＧ（ワーキンググループ）を設置、土地利

用、交通、社会インフラの分野でいろいろな手法を使い、分析し、公共施設の在り方、若

年層の定住化に向けた産業の在り方などの方向性を示し、人口流入を促す職員による研究

であり、細かく分析がなされていることに、我が街の状況を考えさせられた。 

 

 

(齋田委員) 

・街を PRしたり、市民の気持ちを高揚させていく仕掛けのきっかけを作ったのは、職員の

プロジェクトチームであることが分った。そして縦割りの行政システムにこだわらず、

意欲のある職員を活用することで、インパクトがありかつ効果の高い施策が打てる。職

員の意識高揚、人づくりも大切であると感じた。 

・街の現状把握をしっかりと行い、その為には専門家の活用等も行い。その上で市民の要

求している事項であったり、不足している項目を改めて認識をし、かつ対策を練ること

により、緩やかに人が定着するようになることが分った。若い世代の定着ができると、

将来につながり人口の増加に繋がる。 

 

 (稲葉委員) 

 福生市の直近の財政カードから財政力指数 0.73 実質収支比率 9.7 将来負担比率―（バ

ー）は何故かと質問したが、基地の町であるのであらゆる事業を考える時に防衛省の予算

が使えないかを考えるという。これは市にとって大きなことだと思った。 

 

 

 

        



千葉県松戸市千葉県松戸市千葉県松戸市千葉県松戸市    

調査項目調査項目調査項目調査項目 「「「「市民参加型街頭防犯市民参加型街頭防犯市民参加型街頭防犯市民参加型街頭防犯ネットワークカメラネットワークカメラネットワークカメラネットワークカメラ事業事業事業事業」」」」 

出席者：（敬称略） 

    岡田 昭彦（市民部 市民安全課 専門監） 

    菊池 治秀（市民部 市民安全課 課長） 

    窪田 哲也（市民部 市民安全課 課長補佐） 

    川島 一浩（市民部 市民安全課 主査） 

    轡田 岳史（市民部 市民安全課 主任主事） 

    大谷 昇 （議会事務局 議事調査課 課長） 

 

市市市市のののの概要概要概要概要    

 都心から 20 ㎞圏内に位置し西は江戸川を境に東京都葛飾区、埼玉県三郷市と接している。

市域面積は 61.38 ㎢。人口は 48 万 7,919 人。昭和初期の東京市の急速な発展に影響され、

その衛星的機能を持つようになり、相次ぐ合併後昭和 18 年に市制施行。太平洋戦争時は首

都に近いことから通勤者の避難地、疎開地として人口が徐々に増加していたが、終戦後、

東京都内転入制限の影響で人口が急激に増加した。その後もいくつか合併を繰り返し人口

増が続いていた。しかし平成 23 年の東日本大震災以降転入者が減少し、人口は漸減傾向。 

 

調査事項調査事項調査事項調査事項    

 松戸市における主な街頭犯罪は車上狙いが圧倒的に多く、次にひったくり、自動車盗、

路上強盗となっている。このうちひったくりは平成 14 年度が 728 件であったのに対し 26

年度は 39 件とマイナス 95%。さらに 27 年度は 26 年度と比べ半減している。ひったくりは

千葉県は全国ワースト７位。(愛知県はワースト６位)。住宅街などの治安向上のために、

市民、事業所などの負担により、道路などを撮影するように建物の軒先に防犯カメラを設

置し地域の防犯意識を高めて治安向上を図ることを目的とするもの。住宅街に防犯カメラ

を設置することで、空き巣、車上狙い、ひったくりなどの犯罪発生への抑止が期待され、

犯罪が発生した場合は犯人検挙に貢献する。本事業は全国初となり、平成 25 年から開始。

防犯カメラを市民や団体・企業等の負担により行動を撮影できるように設置してもらい、

画像データは市のサーバーにて一括管理保存を行う。総工費は 15～20 万円程度であるが市

の補助は 10 万円を限度としている。設置者は自身の住宅前道路を撮影し、録画装置はおか

ない。従って設置者も画像閲覧は不可能。設置者のインターネット回線を活用し、データ

を暗号化したうえで市のサーバーへ送られ保存される。保存期間は 1 週間。ひったくりな

どは夜間に多いことから暗くても鮮明な画像を保つために、1280×960 ピクセルで毎秒 3~5

コマ程度の仕様としている。この基準があれば特に指定のカメラはない。ただし赤外線カ

メラは高額となるため要件に入れていない。また、設置の条件として、高速プロバイダー

のインターネット環境がある事、画像閲覧はできない、設置者の近隣住民の同意を得るこ

と、防犯カメラ作動中の表示をすることが挙げられる。年間維持費は約 1,800 万円。内訳

は市の目標である 1,000 台に対応する録画サーバーや閲覧用パソコン、ルーター、環境設

定費などの設備費が 700 万円。保守点検費は 160 万円、通信費が 120 万円、データセンタ

ー施設使用料が 700 万円ほどかかる。 



それぞれの最終目標と現在の状況は、 

町会が      目標 300 台  

現在 16 台 

企業が      目標 300 台  

現在 17 台 

個人が      目標 100 台  

現在 28 台 

医療教育施設など 目標 300 台  

現在 20 台 

であり、市内全体の設置状況や犯罪状

況を見ながら警察、防犯状況を見なが

ら警察、防犯関係団体と連携し 1,000

台の効果的な整備を目指す。 

 

主主主主なななな質疑質疑質疑質疑    

Ｑ．関係住民からの協力は得られたか。 

Ａ．防犯協会を通じて要請をした。町会や自治会には協力してもらっている。 

 

Ｑ．プライバシーの問題を理由に個人や地域から反対や反発はあったか。 

Ａ．地域からはないが、個人は承諾書を得る段階で断念したケースがある。 

 

Ｑ．設置希望の理由は。 

Ａ．町会や自治会はひったくりが多く何とかしたいとの思いから、企業は近くでひったく

りがあり、イメージが悪くなったから、個人は自宅の防犯も含めてという理由がある。 

 

Ｑ．本事業の市民への周知方法は。 

Ａ．広報などによる。 

 

Ｑ．個人の参加率はどうか。 

Ａ．約 1 割程度 

 

Ｑ．地区による温度差はあるか。 

Ａ．温度差はあり、犯罪多発地域はやはり意識は高い。 

 

Ｑ．補助金申請状況は。 

Ａ．平成 27 年度は 10 月現在で 15台 

 

Ｑ．設置前後で犯罪の内容や発生率に変化はあったか。また、具体的な効果があったか。 

Ａ．正確にはわかりかねるが、本事業が功を奏し、犯人検挙に至り良かったという声があ

るとの話もある。（実際に映像が警察の捜査に使われたかどうかも市では確認できない） 



 

Ｑ．設置後の住民の声はどんなものがあるか・ 

Ａ．犯罪抑制になり良かった。犯人が捕まってよかった。安心感が得られてよかった 等 

 

Ｑ．映像を見るための手続きとして何かきまりはあるか。 

Ａ．今は、警察からの依頼以外は見ていない。ただし、今後、条例化の検討はする必要が

あると考えている 

 

感想感想感想感想とととと常滑市常滑市常滑市常滑市へのへのへのへの反映反映反映反映    

(成田委員) 

 近年では犯罪の解決並びに抑止に大きな威力を発揮している防犯カメラであるが、行政

が設置する場合はデータの管理が煩雑で高額な事業費がかかる。松戸市においては、市長

の方針で設置目標は高く掲げているが、残念ながら思うようなペースでは無い様に感じた。

しかしながら、本事業は設置することが目的ではなく、また、個人の家のためでもなく、

あくまでも安全なまちを目指すための一つのツールとしての事業であり、そのための市民

参加型である。市政協力員や防犯協会員さんたちは非常に熱心に活動を行っていただいて

いるようであるが、全体からみると一部の人たちとなってしまう。地域住民皆に防犯の意

識を持ってもらうために役に立つ事であるし、また、実際に犯罪や事故が起きた時には効

力を発揮する。常滑市においては本事業をそのまま取り入れることは財政的にも負担が大

きく困難であろうが、市民ひとりひとりへの意識づけと、やはり、カメラが実際に効力を

発揮することは否めない事実であるので、今後も同種の事例、事業を研究しつつ、防犯カ

メラの有効利用という観点から行政主導だけでなく、民間設置も含めて常滑市の防犯に役

立てたいと考える。 

 

（森下委員） 

 防犯カメラを民家の軒先に設置して、防犯意識と住宅街などの治安の向上を図ることを

目的にしている。また、松戸市の犯罪情勢によると、自動車盗難・車上ねらい・ひったく

り・空き巣などは、平成 16 年ごろは多かったが 23 年ごろから減少しているとのこと。ま

た、対策としてのカメラ設置は、費用の負担・個人情報・設置効果・外人対策など問題点

は多い。常滑市は、松戸市と較べたらまだまだ犯罪は少ない。ただ常滑も今後、市外・国

外から人口流入は予想され、犯罪対策はさらに重要になる。防犯ネットワークカメラ対策

は、将来の常滑の防犯対策としては、参考になった。 

 

(井上委員） 

 松戸市は東京から電車で 20分という距離にあるため、東京のベットタウン的なところが

あり人口も多い。近隣との関係も疎遠なところであり、犯罪もかなり多発している地域で

ある。それは数年前中国系の人が多かった時代には万引き、車上狙いなどが頻繁に起こっ

ていたが、その中国系の方たちが引き上げたこと、人口が減少したこともあり犯罪は減少

してきた。しかし、それでも平成２６年度の空き巣認知件数は２３５件もあり、何もしな

ければ犯罪は増えていくため、防犯カメラの設置が行われた。やはり危機感が人を動かす



力になったのではと思った。 

 今回の研修で説明してくださった職員は警察関係からの出向の方であった。このような

事業を行うためには、やはり専門家の方を中心に行ってきたこと、つまり企業、業者、市

役所の連携があったからこそ実現できたようで、このところを学ぶ必要があると思った。 

 テレビカメラ設置には補助金や近隣の許可がいるなどいろいろな問題がある。常滑市は

人口も少ないことや、近隣のきずなもあるため松戸市のようなテレビカメラの設置はまだ

まだ必要とする人は少ないのではと思った。 

 

 

（盛田委員） 

 急激な首都圏からの人口流入により、犯罪歴も高かったが、防犯ボランティアの活動、

外国人の減少にて、犯罪は減っているが、安全で安心なまちとして、犯罪の抑止効果をね

らい、市内に 1,000 台の防犯カメラを設置する事業であり、防犯対策が目的ではないとの

ことであるが、抑止効果はあると思う。プライバシー等の問題も懸念されるが、システム

をしっかり構築して、閲覧できないように配慮されており、市民としては安心できる施策

ではないか。 

 

(齋田委員) 

・街のロケーションとしてはかなり都市化が進んでいる地域なので、一概に常滑へのフィ

ードバックは難しいと感じた。 

・行政のみでなく、警察（行政の一部だが）の意見や専門知識を活用することで、より効

果的な施策の検討をすることができると感じた。 

・県警の警察官が市に防災監として出向しており、人事交流などもでき、職員の今後の糧

となると感じた。 

 

 (稲葉委員) 

 常滑市でも毎月犯罪件数が公表されているが、特に多いのは北条・多屋・榎戸である。 

町の売りとして市街から引っ越してくる人に対しては有効ではないだろうか。 

 

 

        



東京臨海広域防災公園東京臨海広域防災公園東京臨海広域防災公園東京臨海広域防災公園（（（（視察視察視察視察のみのみのみのみ））））    

 首都直下地震等の大規模な災害発生時に、現地における被災情報のとりまとめや災害応

急対策の調整を行う「災害現地対策本部」等が置かれる首都圏広域防災のヘッドクォータ

ー及び広域支援部隊等のベースキャンプ、災害医療の支援基地として、東扇島地区（川崎

市）の物流コントロールセンターと一体的に機能する防災拠点施設である。平常時の活用

も考慮し、都市公園事業により国土交通省と東京都が役割分担を行い整備することとされ、

（1）平常時には関係機関が連携して防災に関する情報交換や各種シミュレーション・訓練

など、発災時に備えた活動を行う場 （2）広く国民がさまざまな体験・学習・訓練を通じ

て、 防災への関心を高め、実際に災害に対応できる知識や知恵、技術、自助・共助の心を

習得する場 （3）臨海副都心の都市集積・集客性を生かした魅力ある空間 とするものと

して整備されている。 国営公園の面積は 6.7ha、都立公園の面積は 6.5ha の合計 13.2ha。 

発災時には 

① 首都圏広域防災のヘッドクォーター として 

現地対策本部の設置 

被災時の情報収集・集約 

関係機関との連絡調整 

応急復旧活動の指揮 

② 広域支援部隊等のベースキャンプ機能として 

自衛隊、消防、警察などの広域支援部隊等のベースキャンプ機能等 

③ 災害時医療の支援基地として 

救助活動、医療活動の情報共有化 

トリアージの実施のための資機材・設備の提供等 

を行う施設である。 

 

感想感想感想感想とととと常滑市常滑市常滑市常滑市へのへのへのへの反映反映反映反映    

(成田委員) 

 規模の大小はあれど大規模災害時に必要となるヘッドクォーター機能は同じであり、整

備した時の考え方を理解し、一つ一つの機能や考え方を常滑市に当てはめると市としては

どうあるべきかを考えることは重要だと思う。 

各機能、役割を常滑市においては現在、どこの部署でどのように計画されているか検証す

るとよいと感じた。 

 

(森下委員) 

 首都直下地震等の大規模災害への被災情報や応急対策の調整のため東扇島地区に作られ

た。見学者や災害訓練参加者が多く、にぎわっていた。常滑の臨海地区のようなところに

あり、展示や訓練の参考になったが、こんな立派な施設は常滑には今後の課題である。 

 

(井上委員) 

 ゆりかもめで現地に行くまでに、常滑では見ることができない斬新な建物がいくつも立

ち並んでいた。市川に３０年前に住んでいた私にとって、考えられないほど東京のめざま



しい発展を垣間見ることができた。 

 そこは埋め立て地であるため、広い敷地にゆったりと建てられ、芝生広場は自衛隊の駐

屯地とか資材置き場となるが、雑草ひとつなくとてもきれいに整備されていた。 

ここは災害が起きたとき、国が設置する広域防災拠点施設であり、そこで日本全体の総括

ができるようになっている。そこには巨大なオペレーションルーム（災害司令室）が設置

され、まるで映画の世界に出てくる施設である。そこを訪れる多くの見学者は、災害にあ

ったら自分だったらどうするかを考えさせる施設で、画期的な学習をするところであり、

このような施設が身近にあれば子どもたちの見学場所にしたいところである。 

 東京で災害が起これば想定外なことが当たり前であるくらい大災害になると予想される。

そのためにこのような施設が必要不可欠であるが、常滑市では考えられない施設であり、

このような施設を使わなくてもいいことを願うばかりである。 

【常滑市への反映】 

 ほとんどあてはまることはないが、あえて言えばこのような東京での施設をＤＶＤで子

どもたちに見せて、防災教育に役立てたらどうか。 

 

（盛田委員） 

 首都直下型地震等の大規模な災害発生時に災害対策本部が置かれ、広域支援の各種機能

が設置される広大な公園を含んだ防災拠点施設、国土交通省との連携で整備され、首都な

らではと感じる、施設は災害に対応できる、知識、技術、自助公助を習得する場でもあり、

見学者も多く、副都心として魅力ある公園として整備されている、防災意識を高めるに良

き施設。しかし津波を考えるとこの場所でいいのかとも思う。また臨海副都心の発展には

驚きを感じた。 


