視察報告書
茨城県土浦市

視察地

発行No.

S-130723

作成日

２０１3.7.31

作成者
日時･場所

市民クラブ 佐原充恭

H25.7.23(火)13:30-15:30 土浦市役所→JR荒川沖駅

視察テーマ

防犯ステーション『まちばん』設置事業について

視察目的

新たな犯罪抑止機能として注目される｢まちばん｣の機能を学ぶ

視察単位

会派『市民クラブ』(山内智彦 伊藤幸弘 黒川智明 中嶋祥元 鈴木浩二 佐原充恭)

１．事業の背景
H20.3にJR荒川沖駅殺傷事件(死者2名、重傷者7名の通り魔事件)が発生。市内のJR3駅(土浦、荒川沖、神
立)のうち交番が隣接する駅は土浦のみ。市民より交番設置の要望が高まるが、新規設置の許認可は非常に
難しい為、警察OBを配置する｢まちばん荒川沖｣をH21.12に開所、H22.11に｢まちばん神立｣を開所した。

２．事業内容
○施設整備費
荒川沖:742万円 神立：129.2万円 経費:70万円×2箇所=140万円。
(事務机、トイレ、電話/FAX、エアコン、刺す又、対刃防護衣、防犯カメラなど)
○勤務員
警察官OB(OB組織｢警友会｣に派遣依頼）6名×2箇所=12名。
他市では民間人の場合もあり。
○勤務体系
6名3交代制。午後1時～午後10時の9時間。時給1,500円/名。
○活動内容
立番、事件事故の被害拡大防止、避難者誘導、警察や自主防犯組織との連
携、駅周辺のパトロール、下校児童の見守り、青色防犯パトロール活動等。
○勤務員の対応範囲
警官OBは逮捕術や緊急事案への対応に長けており、正当防衛の範囲内（例
えば暴漢から市民を非難させる為、刺す又で押さえつけるなど）で対応。
○地域住民との連携
自主防犯組織や交番勤務員が立ち寄り、地域の要望等の把握、防犯情報の
提供等の交換の場としている。状況によっては自主防犯組織(170町内会にあ
り)と合同パトロールも実施。
○警察とのホットライン
パトロールなど勤務員不在時の対応として緊急通報システムを入口に設置。

３．成果・評価
○犯罪件数
まちばん勤務員の活動時間帯における犯罪発生件数及び駅付近での自転
車盗の発生件数の減少が見られた。
○市民の声
｢若い男に声をかけられ恐怖を感じ、まちばんに駆け込み事なきを得た｣
｢職員がいるだけで安心感がある｣等の声が寄せられている。

1.土浦市役所での説明

2.｢まちばん荒川沖｣の外観

3.警察への緊急通報システム
押しボタン

4.駅構内等の監視モニター

４．今後の課題
○勤務員の確保
勤務員との契約は1年更新で、内々のルールとして69才定年としている。引き
続き警友会と連携しながら継続的な人員確保に努めていきたい。

５．所感
一見交番のように見える事や、経験豊富な警察OBがいる事より、犯罪抑止効果は大きく、市民が頼
れる拠点だと感じた。刈谷市内の犯罪発生件数は減少傾向と言われるが、パトカー出動のサイレン音
は頻繁に耳に届く。刈谷駅北口周辺の飲食店増加により都市型のトラブルが増えていないだろうか。
刈谷署や駅前派出所の業務負荷はどうなのだろうか。犯罪は未然防止が求められる。警察と自主防犯
組織の側面支援として、まちばん的取組みを検討する価値はあると感じた。

視察報告書
埼玉県新座市

視察地

発行No.

S-130724-1

作成日

２０１3.7.31

作成者
日時･場所

市民クラブ 佐原充恭

H25.7.24(水) 10:00-12:00 新座市役所

視察テーマ

『観光都市にいざ・雑木林とせせらぎのあるまちづくり』について

視察目的

自然資源を生かした観光都市づくりの取組みを学ぶ

視察単位

会派『市民クラブ』(山内智彦 伊藤幸弘 黒川智明 中嶋祥元 鈴木浩二 佐原充恭)

１．事業の背景
市民が新座市をもう一度見直し、観光資源を探し出し、全国に誇れる新座市を再生するためにH1７年8月に｢
観光都市にいざビジョン｣を策定。その実現に向けてH18年2月に｢観光都市にいざづくりアクションプラン｣を策
定し、｢雑木林とせせらぎのあるまちづくり｣を進めている。

２．事業内容
○新座市の観光資源と特徴
・平林寺(国指定天然記念物の境内林を有する修行寺 7万人/年来訪)
・野火止用水(江戸時代に引かれた。用水巡りのウォーキング客急増中)
・観光農園（ぶどう園などに市内外より多くの来訪者）
○観光都市づくりの考え方
・住民の市民活動に対する高い意欲を、雑木林の減少、特色ある産業不足、観
光資源の分散化等の課題解決に結びつけ、観光の再活性化を図る。
○アクションプランの概要
・6つの視点
①市民が主体となり、自らが誇れるまちづくりを推進
②首都近郊でのスローライフの創出
③市民の総力を結集した推進体制づくり
④まちづくりの推進の核となる”場”の創出
⑤｢新座版グリーンツーリズム｣への挑戦
⑥フィールドミュージアムの形成
・市民参加型システムの構築
市民総合大学観光都市づくり学科(地域を学ぶ、にんじんうどん作りなど)
観光都市づくりサポーター制度(花畑づくり、カブトムシの里づくりなど)
観光ボランティア協会(観光ボランティアガイドの養成、実践)
・フィールドミュージアムのまちづくり
点在する地域資源を｢発見の径｣でつなぎ、地域全体を博物館として捉える。
遊歩道・まち歩きルートの整備、シイタケの里などのみどころづくり。
・｢発見のあるまちにいざ｣づくりのPR活動、地域ブランド創出
イメージキャラクター｢ぞうきりん｣製作、｢鉄腕アトム｣の活用(手塚プロが新座市
にあり協力を得た。新座駅の発車音もアトムの歌)、女子重量挙げの三宅宏美選
手の観光大使任命、ウォーキングイベントの充実(新座市、商工会、JRによる運
営)、新名物｢にんじんうどん｣開発、農産物直売マップなど。
・交流拠点の整備
新座市観光プラザ及びふるさと新座館の整備
・10年後をイメージした3つのゾーニング
１．柳瀬川ゾーン（北部)
川辺でピクニック、ショッピング、映画鑑賞、伝統行事を堪能
２．野火止用水ゾーン(中部)
用水沿いを散策しながら平林寺や雑木林を巡り、様々な発見。
３．黒目川ゾーン（南部)
自然体験型イベント、寺社仏閣巡りなどスローライフを満喫。

1.JR新座駅前に
観光PRエリアを設置

2.新座市役所での説明

3.市役所横の観光プラザ

4.｢ぞうきりん｣と｢鉄腕アトム｣

３．所感
テーマパークなど施設を整備するのではなく、自然資源を生かした多彩で手作り感あふれる取組み
は大変参考になった。市民も来客も楽しめる観光都市『住んでよし、訪れてよし』を目指す姿勢も素
晴らしい。市民活動への参加意識も高く、町内会加入率も74％と高水準にあり、人口も増えている。
刈谷は産業観光を目指すべきと言われたり、刈谷城の再現や歴史博物館など観光拠点の新設も検討さ
れているが、自然をテーマに住民同士の絆も高める観光都市づくりも検討すべきと感じた。

視察報告書
東京都台東区

視察地

発行No.

S-130724-2

作成日

２０１3.7.31

作成者
日時･場所

市民クラブ 佐原充恭

H25.7.24(水) 14:00-15:30 台東区役所

視察テーマ

『台東区新観光ビジョン』について

視察目的

日本を代表する観光都市の新たなアクションプランを学ぶ

視察単位

会派『市民クラブ』(山内智彦 伊藤幸弘 黒川智明 中嶋祥元 鈴木浩二 佐原充恭)

１．事業の背景
H13年に｢台東区観光ビジョン｣を策定し、地域特性を生かした観光施策を展開してきた。観光は世界的な成長
産業として重要性が高まり、誘客をめぐる国際的な都市間競争は年々激化している。策定後8年が経過し、東京
スカイツリー建設など環境は変化している。こうした動きに対応すべくH22年に新ビジョンを作成した。

２．事業内容

1.台東区役所ロビー展示①

○計画策定の狙い
台東区の魅力の向上、賑わいの創出のため、区民・事業者・行政・地域が一体と
なって取り組む共通の目標・指針とする。
○目標とする姿
本物に会えるまち－したまち台東から新たな賑わいのステージへ－
○観光振興の理念
観光客に対する魅力づくりに加え、区民の生活向上に寄与する事により、観光を
2.台東区役所ロビー展示②
持続的に発展させる。
○観光振興策の基本方針～5つの柱～
①台東区が有する多面的な魅力要素に光を当てる
②区民の生活向上を意識した観光の基盤を実現する
③地域に対する愛着や誇りといった意識の醸成をはかる
④多様な来訪者に対して台東区の魅力を的確にアピールする
⑤地域が一体となって観光に取り組む
○観光アクションプラン～今後5年間に取組む主な事業
①アートプロジェクト、日本文化体験コースの開発、防災船着場の整備など
3.台東区役所での説明
②文化観光センターの充実、スカイツリーからの回遊性向上など
③区民賑わい塾の開催、防災情報提供の充実
④観光サイトの充実、事業者の外国語HP作成支援、CATVによる情報発信など
⑤台東区新観光戦略会議の設置、専門スタッフの育成など
○7つの戦略プロジェクト
A 観光滞在・観光消費充実戦略
観光客向けの視点から
B リピーター・ファンづくり戦略
取り組むプロジェクト
C 宿泊客受入戦略
D 外国人観光客受入戦略
新たな需要創出の視点から取り組むプロジェクト
E 東京スカイツリーからの回遊性向上戦略
F アフターコンベンション戦略
観光振興策の土壌づくりの観点から取り組む戦略プロジェクト
G 観光まちづくり担い手育成戦略

３．成果・評価

○観光統計・マーケティング調査の推移(隔年) プロモーション効果は不明
※新観光ビジョンの達成目標

H20年度
H22年度
H24年度
H26年度※目標

観光客総数
3,934.4万人 +3.4%
4,083.9万人 +3.8%
4,382.9万人 +7.3%
5,000万人

観光消費額
2,782.2億円
2,592.8億円 -6.8%
2,969.3億円 +14.5%
4,000億円

外国人観光客
191万人
413万人 +216%
425.5万人 +3.0%
400万人

４．所感
日本を代表する観光地のハイレベルな取組みやプランニング手法等が参考になった。豊富すぎるほど
の観光資源を持ち、ドラマ等のロケ地(最近ではNHK連ドラ｢あまちゃん｣東京編)にも選定されやすいな
ど好循環がもたらされている。等身大の活動だが、刈谷においては新設の観光案内所を拠点に、アンテ
ナショップとして情報を収集しながら様々な可能性を探る事や、観光産業の効果測定方法、景気動向の
影響を受けにくく、持続可能な観光施策の検討が必要だと感じた。

視察報告書
東京都豊島区

視察地

発行No.

S-130725

作成日

２０１3.7.31

作成者
日時･場所

市民クラブ 佐原充恭

H25.7.25(木) 10:00-12:00 豊島区役所

視察テーマ

『セーフコミュニティ認証事業』について

視察目的

安全安心のまちづくりの国際認証を取得した取組みを学ぶ

視察単位

会派『市民クラブ』(山内智彦 伊藤幸弘 黒川智明 中嶋祥元 鈴木浩二 佐原充恭)

１．事業の背景
巨大な繁華街池袋があり日本一人口密度が高い豊島区では、事件・事故が多様化(子どもや高齢者の交通
事故、虐待やDV、自殺・うつ病、孤独死、マナー低下、地震、詐欺、感染症など)し、安全・安心の確保が全政
策の基盤となっている。これら予防措置として、地域と一体となったセーフコミュニティ活動に取り組む事とし
た。

２．事業内容

1.豊島区役所での説明

○セーフコミュニティ活動とは
『けがや事故等は偶然の結果はなく、原因を究明することで予防できる』との
考え方のもと、地域のコミュニティや絆を広げながら、生活の安全と健康の質を
高めていくまちづくり活動。
○セーフコミュニティ認証とは
WHO（世界保健機関）セーフコミュニティ協働センターが、一定の指標を満た
し、持続的に安全と健康の質を高めていこうとする都市を「セーフコミュニティ」と
して認証する。 豊島区はH22年2月に取組を宣言後、H24年5月に認証決定。
2.齊藤部長様の丁寧な説明
○認証取得の要件(7つの指標)
①分野を超えた協働を推進する組織が設置されている。
②全ての性別、年齢、環境をカバーする長期・継続的な予防活動を実施する。
③子どもや高齢者などハイリスクグループに焦点を当てた予防活動を実施す
る。
④エビデンス(科学的根拠)のある予防活動を実施する。
⑤傷害が発生する頻度・原因を継続的に記録する仕組みを持っている。
⑥予防活動の効果・影響を測定・評価するための仕組みを持っている。
⑦国内及び国際的なセーフコミュニティネットワークへ継続的に参加する。
○豊島区のセーフコミュニティ活動の概要
・セーフコミュニティ推進協議会を設置し、重点10項目の対策委員会を設け、事故予防に関する学習・相談・
情報提供等を行う。ex.子ども（キッズセーフ設置)、高齢者（介護予防サロン開設)、障害者(障害者サポート講
座の開講、音声による道案内システム、ヘルプカードの作成・周知、まち歩き調査の実施) 自転車利用(交通
事故発生地点マップの作成、幼児・児童用ヘルメット購入補助）、学校(校内パトロールと危険箇所マップ作
り、通学路の心配な場所調査)、繁華街(環境浄化パトロールによる客引き・路上スカウトの撲滅)、自殺・うつ病
(若者のこころの健康づくり、普及啓発)など
・地域区民ひろばでの活動 ex.ミニキッズセーフ、転倒防止講座、生活習慣病予防講座、防災・防火展など

３．成果・評価
○自殺が一時的に減少
H23年83名→H24年46名 ▲44％ 30～60才代で大きく減少したが20代は増加している。事故等の減少による
医療費や介護保険料の低減が今後期待される。

４．今後の課題
○H29年の再認証に向けた取組み
・年間計画の推進(推進協議会/重点課題対策委員会 2回/年、推進月間11月、年間レポート 12月提出等)
・成果指標の確認(対策に対応したものか、合理性はあるか、具体的で実行可能か、ベースラインは明確か)
・効果の確認(短期=意識や行動の変化 長期＝けが・事故の減少)

５．所感
事件や事故による外傷等の発生を体系的に捉え、まちの安全安心レベルを査定しながら地域コミュ
ニティとともに予防措置を講じる取り組みで、国際認証取得によりまちのイメージアップにも繋が
る。評価指標の設定や効果の確認、活動の継続性など事業の難易度は非常に高いと感じた。刈谷と共
通する課題で活動効果が得られれば、その取組みは必ず参考になるはず。今後の豊島区の活動と検証
結果が注目される。

