
 

 

第４回 部会検討結果報告書 （生活・環境部会） 

 

記録者 能渡 靖 場所 府中駅北第２庁舎３階会議室 

開催日時 令和２年１０月３日（土）午前１０時００分 ～１２時００分 

出席者 

（１１名） 

阿部 洋一 岡 智惠 小岩井 雅人 林田 健一 

甫足 みのり 村元 義樹 八木 瞳  

宮坂 啓介 安藤 英幸 髙森 雄大 能渡 靖 

 

基本施策名 
２－５ 交通安全・地域安全の推進 

２－６ 災害対応能力の向上 

内容 別紙：見直し論点シートのとおり 

その他 

【２－５ 交通安全・地域安全の推進】 

・府中は深夜でも不安なく歩け、概ね満足している。 

・ちょこりんスポットが無くなったのは困る。不便だ。 

・ちょこりんスポットが無くなったことで、けやき並木が歩き

やすくなった。 

・夏休み期間中の夜間パトロールのメンバーが入れ替わるが根

付かない。もっと広く根付いて欲しい。 

・大人、特に高齢者の自転車マナーが悪い。マナー向上の周知

が必要だ。 

・人見街道は幅員が不足しており、危険な状況。場所によって

道幅が異なり、危険な場所には注意喚起を表示して欲しい。 

・八王子市の事例で、商店街専用の駐輪場がある。府中市でも

場所によっては検討できるのではないだろうか。 

・市内には魅力的な個人店が多数あるので、これらを自転車で

安心して周遊できる街になって欲しい。また、サイクルマッ

プが用意されるとよいと思う。 

・女性ならではの性犯罪にあった場合の公共の相談先を知らせ



て欲しい。民間の場合、宗教勧誘などの心配あり。 

・性犯罪被害者は、怖くて自宅に戻れない場合もあるだろうか

ら、一週間程度、逃げられる施設（シェルター）があると良

い。 

・夜間に怖い目にあったときはどこに相談、駆け込めば良いか。 

・人と人のつながり、コミュニケーション向上で犯罪を防ぐ。 

・犯罪抑止には「ペナルティ」が必要だと思う。 

・日常的なパトロールは「ながら」で行うと良い。犬の散歩し

ながら、買い物しながら。 

・市役所内においても、警察窓口を紹介できるよう刑事犯罪に

関して勉強する必要あり。 

・自転車保険について、もっと周知をする必要あり 

・高齢者のため、自動通話録音機の貸出しを充実させて、不足

が生じないようにして欲しい。 

・自転車駐車場の用地確保について、普段から対象エリアの土

地所有者に声を掛けて、市が必要としていることを知っても

らう。急に欲しいと言っても駄目だろうから、声掛けしてお

くことで相続時などに検討してもらえるはず。 

 

【２－６ 災害対応能力の向上】 

・災害時に近所の人を頼れない環境なのは不安。 

・消防団は内輪的な印象で近寄り難い。 

・勤めていると日中の避難が難しい。 

・防災無線が聞き取れないので、ラジオ、スマホ等に対応して

欲しい。 

 ⇒⇒⇒防災無線については、デジタル方式の放送設備に今後

更新することで、聞き取りやすくなる可能性がある。 

・市の耐震改修の状況はどうなのか 

 ⇒⇒⇒市立学校は耐震改修の工事が完了している。 

・一般家庭が被害にあうような事例で、市の救済策はあるか 

 ⇒⇒⇒府中市地域防災計画に基づいて対応する 

・防災の意識は地域によってバラツキがある。 

・備蓄するだけでは駄目。死んだら宝の持ち腐れ。なによりも

生き残ることが大事。人が集中する避難所への避難は最終手



段であり、まずは自宅での避難が一番なのでは。 

・自分の場合、自宅周辺の友人関係で食料品の備えや頑丈な避

難先、子供の面倒など災害対策は結構充実していると思う。 

・消防団に学生が加入するのは、手当ての充実など構造的に工

夫すれば実現できそうだ。 

・自主防災ふちゅうの最新号の存在をみんなに知って欲しい。 

・災害にはトレンドがある。過去と同じ災害が来るとは限らな

い。台風、地震、ウイルスだけでなく、新しいタイプの災害

に備えて、臨機応変に対応できる体制を整える必要がある。 

・エの【消防力の充実】に「消防団の育成と確保」と書かれて

いるが「継続」を追記した方が良い。 

 

 

 

 



番号 基本施策名 主担当部 主担当課 関係課 

２-５ 交通安全・地域安全の推進 生活環境部 地域安全対策課  
 

見直し論点シート 
ver情報 

 

ア．第６次総合計画後期基本計画の進捗状況 

基本施策全体の進捗状況 

 

平均値 施策名 進捗状況 施策名 進捗状況 

目標達成に向けて順調 ３.０ 
交通安全の推進 ３：目標達成に向けて順調   

地域安全の推進 ３：目標達成に向けて順調   

    

イ．これまでに（第６次総合計画期間に）得られた成果・残された課題                        エ．次期総合計画策定に向けた見直しの論点       オ．協働の実践に向けて 

主
な
取
組
と
成
果 

【交通安全の推進】 

・府中警察署や交通安全活動団体などと協力して交通安全のルールやマナーの啓発活動を実施したほか、交

通安全施設の設置及び維持管理を実施した。 

・自転車駐車場の整備では、目標収容可能台数には到達していない。 

・放置自転車対策を強化したことにより、放置自転車撤去台数は減少した。 

・四谷自転車保管所を閉鎖、統合を行い、経費節減に努めた。 

・府中駅周辺の自転車駐車環境の整備が完了したことから、「ちょこ・りん・スポット」を閉鎖した。 

・府中駅北自転車駐車場については、電動アシスト付き大型自転車や高齢者用三輪車の需要拡大に対し大型

自転車に配慮したスペースの整備を進めることができた。 

・交通安全灯、道路反射鏡の設置及び維持管理を行い、交通安全の推進に努めた。 

・照明施設のＬＥＤ化を行い、維持管理費用の削減に努めた。 

 

【地域安全の推進】 

・府中警察署や防犯活動団体と協力し効果的な広報啓発活動を行ったことで、犯罪発生件数の減少に繋げる

ことができた。(犯罪発生件数 平成２９年１，６９５件  平成３０年１，５０３件) 

・自治会や防犯団体と協働して地域安全リーダー講習会を開催し、従来は少なかった層(女性、若年層、企業

参加者)の参加を得ることができた。 

・経年劣化していた防犯カメラを掛け替えたことで、府中駅周辺の更なる犯罪抑止効果に寄与した。 

・商店会においても防犯カメラを設置したことで、商店会を訪れる買い物客や通行人の安全安心を確保する

ことができた。 

・市の補助を活用して防犯カメラを設置した団体に対して、カメラ運用にかかる維持管理費を全額助成する

ことで、設置団体本来の活動に支障をきたさないよう支援することができている。 

・防犯灯の設置及び維持管理を行い、地域安全の推進に努めた。 

 

 【交通安全の推進】 

・交通安全に関するルールやマナーの啓発について

は、今後も継続した活動が必要である。 

・府中警察署や交通安全活動団体などと、今後も積極

的に連携・協働を進め、特に高齢者や子どもが事故

にあわない、起こさないための交通安全教育を推進

する必要がある。 

・高齢ドライバーの交通事故が社会問題化しているこ

とから、 

・駅周辺の自転車駐車場について、そのニーズを調

査、把握した上で、子どもから高齢者まですべての

方が利用しやすい施設を整備する必要がある。 

・自転車駐車場の用地確保に向けて、対象エリアには

市が必要としている計画であることをＰＲし、セー

ルスする。 

・人見街道のように幅員に余裕がなく、日常的に危険

な道路では注意喚起の表示がもっと必要である。 

 

【地域安全の推進】 

・自主防犯パトロール活動の必要性について、より多

くの市民に啓発するために、①あらゆる媒体を利用

した広報・啓発、②活動をハード面で支えるため、

より現状に即した物品支援、③活動の知識やノウハ

ウ等ソフト面を支える研修会の充実といった多面的

な施策を展開していく必要がある。 

・自動通話録音機の貸与を台数拡充して、引き続き継

続していく。 

・府中警察署や関係団体と、今後も積極的に連携・協

力していく。 

・地域の防犯力向上のため、防犯カメラの増設を進め

る。 

・防犯カメラ設置を希望する団体の負担を軽減するた

め、市の費用補助策を検討するとともに、東京都へ

補助率の見直しを要望していく。 

・犯罪被害者の相談窓口、特に性犯罪について、公の

窓口（団体）が必要。また、被害者が一時的に避難

【交通安全の推進】 

・交通安全の普及を図るため、警察 

や、交通安全活動団体などと協力 

しながら啓発活動を進めると共 

に、活動支援を行い、活性化に努 

める。 

・電動アシスト自転車利用者が増え 

てきているので利用実態について 

事業者と協議する。 

 

【交通安全の推進】 

・駅周辺における自転車駐車

場の整備について、利用者

の多くが鉄道や商業施設の

利用者であることから、鉄

道、商業施設事業者も含め

て連携、協議する。 

 

【地域安全の推進】 

・府中警察署や防犯関連団体

との協働関係をより一層進

める。 

・市の設置費用補助率を引き

上げ、設置主体を商店会の

みならず、自治会単位でも

設置しやすい体制を整え

る。 

・東京都へ補助率の見直しを 

要望していく。 

・地域安全リーダー講習会に

大学にも呼び掛け、大学生

の参加を促す。 

 

 

 

残
さ
れ
た
課
題 

【交通安全の推進】 

・交通事故件数は減少しているが、事故全体に占める高齢者の交通事故の割合は高く、高齢者に対するより

一層の交通事故防止対策と、子どもをはじめとする交通弱者を事故から守る取り組みが必要である。 

・自転車乗車中における交通事故発生については、依然として高い状況にあり自転車の安全利用についての

啓発が継続的に必要である。 

・自転車駐車場のうち、借地に整備された自転車駐車場が収容台数の約２７パーセントを占めるため、用地

確保が難しい状況ではあるが、恒久的な自転車駐車場の整備が必要である。 

【地域安全の推進】 

・自主防犯パトロールは自治会や防犯団体で組織化され実施されているが、主体的に取り組む意識が市民全

体に根付いたとはいえず、より多くの市民への啓発が課題である。 

・防犯カメラを設置していない商店会が市内にまだ約半数あり、「地域見守りの目」が網羅できていない。 

 

 

ウ．今後、予想される新たなニーズ・課題  



番号 基本施策名 主担当部 主担当課 関係課 

２-５ 交通安全・地域安全の推進 生活環境部 地域安全対策課  
 

見直し論点シート 
ver情報 

 

【交通安全の推進】 

・高齢ドライバーによる交通事故が多発していることから、自動ブレーキや先進安全自動車（ＡＳＶ：アドバンス

ド・セーフティー・ビークル）の普及や運転免許証の自主返納を推進する取組が求められる。 

・市内には特定の危険な場所が解消されずに放置されている。（富士見通り跨線橋、人見街道等） 

・自転車マナーは大人が悪い傾向にある。特に高齢者。 

・自転車通行帯が路上駐車によって塞がれているケースがあり、自転車が迂回する際に危険な目に合うため歩道に

入ってくる。 

 

【地域安全の推進】 

・自主防犯パトロール活動に対する、より多くの市民の関心の向上と参加が求められる。 

・特殊詐欺等、新たな犯罪への対処が必要となる。 

・東京都の防犯カメラ補助率引き上げ措置が令和元年度までとなり、令和２年度以降に防犯カメラを設置しようと

する団体の負担が増えてしまうなかで、これからカメラを設置しようとする団体の減少が懸念される。 

・東京都の補助制度が今後、存続しなかった場合の防犯カメラに関する費用が市、商店会に対し、それぞれ負担増

になる。 

・東京都の無電柱化計画による防犯カメラの設置場所の捻出や、移設が必要になった場合の費用負担が懸念され 

る。 

・防犯カメラの経年劣化により、更新が必要となった際、設置団体が再び費用の一部負担をすることができるか懸

念される。 

 

 する場所（シェルター）の設置が必要。 

  

 

 

カ．第６次総合計画（基本構想）における「めざすまちの姿」の見直し 

「めざすまちの姿」 

・子どもから高齢者まで、交通ルールを守り、高い交通安全意識を持っています。 

・運転者も歩行者も安全に通行できる道路環境が整っています。 

・自転車でも快適に安心して、街なかを散策でき、公園やお店を訪問できる環境が整っています。 

・市民一人ひとりが地域のつながりやコミュニケーションを大切にし、安心して暮らせる社会が形成されています。 

・市民や地域が防犯活動に取り組み、市民は犯罪にあうことなく暮らしています。 

見直しの理由 
・ 

・ 

 



番号 基本施策名 主担当部 主担当課 関係課 

２-６ 災害対応能力の向上 行政管理部 
防災危機管理

課 
 

 

見直し論点シート 
ver情報 

 

ア．第６次総合計画後期基本計画の進捗状況 

基本施策全体の進捗状況 

 

平均値 施策名 進捗状況 施策名 進捗状況 

目標達成に向けて順調 ２.５ 
危機管理対策の強化 ３：目標達成に向けて順調   

消防力の充実 ２：やや遅れているが、概ね順調   

    

イ．これまでに（第６次総合計画期間に）得られた成果・残された課題                        エ．次期総合計画策定に向けた見直しの論点       オ．協働の実践に向けて 

主
な
取
組
と
成
果 

【危機管理対策の強化】 

・学校と地域住民に協力を得て避難所開設・運営訓練を実施した結果、地域住民による避難所運営組織が発

足した。 

・文化センター圏域自主防災連絡会の活動を通して、安否確認活動など着実に地域防災力の向上が図れた。 

・自主防災連絡会の活動や市からの情報発信ツールとして、防災情報誌「自主防災ふちゅう」を年２回発行

している。 

【消防力の充実】 

・消防団員を安定的に確保するため、任命資格の対象を拡大し、市内在勤者及び在学者も対象となるように

見直しを図った。 

・消防団の活動に必要となる消防ポンプ車両その他の資器材のほか、無線機など装備品の整備・更新を図っ

た。 

・消火栓・防火貯水槽などの消防水利施設を整備・更新したほか、府中市消防団の分団が消防業務等で使用

する地域防災センターの維持保全を図った。 

 【危機管理対策の強化】 

・文化センター圏域自主防災連絡会の活動を促進する

ため、組織化を進め、市民自ら「災害に強いまち」

を作り上げる。 

・市の水害対策を見直すとともに、「自主防災ふちゅ

う」の配布を周知徹底することで地域住民の水害に

対する知識を深め、危機管理体制を強化する。 

 

【消防力の充実】 

・消防団に関するＰＲ（広報）活動や活動環境の整備

など、組織の魅力向上に向けた方策を検討し、消防

団員の育成と確保、継続を図る。 

・学生が参加できるよう、手当てなど構造的な見直し 

・老朽化した地域防災センターその他の消防施設の保

全を計画的に進めるほか、多様化する消防団活動に

新たに必要となる装備品や資器材等の充実を図るな

ど消防団活動の支援を行う。 

・責任感や使命感に頼るだけでなく、賞与や表彰の充

実を図る。 

【危機管理対策の強化】 

・文化センター圏域自主防災

連絡会の活動は、現在、自

治会、町会、管理組合の代

表が参加しているが、多様

な主体に参加してもらい、

様々な視点による防災対策

の強化を図る。 

・自治会等における水害時の

要配慮者の避難支援など、

自助・共助の取組に対する

支援を図る。 

 

【消防力の充実】 

・自治会その他地域団体等に協

力を仰ぎ、消防団と連携して

消防団員の確保等を図る。 

・消防団の協力のもとで地域防

災センター、消火栓その他消

防施設の日常的な点検等を行

っている現状があることか

ら、今後も引き続き消防団員

と協働し、消防団が行う消防

施設の点検活動等に対する支

援を図る。 

 

 

 

残
さ
れ
た
課
題 

【危機管理対策の強化】 

・文化センター圏域自主防災連絡会の活動を促進するため、各圏域での組織化に取組んでいるところだが、現

在、３圏域が組織化された状況であるため、他圏域においても組織化を目指す。 

【消防力の充実】 

・消防団員の定員充足率が目標値を下回っている現状があるなど、消防団の新たな担い手の確保と育成を図る

必要がある。 

・老朽化した消防水利、地域防災センターその他の施設の維持保全を今後も計画的に進める必要がある。 

 

 

ウ．今後、予想される新たなニーズ・課題  

・これまでの防災訓練は、地震を想定したものが多く、令和元年台風１９号以降、水害に対する訓練等の実施。 

・令和元年台風１９号の教訓として、様々な課題が明らかとなったため、課題を整理し水害対策について見直しを  

 行う必要がある。 

・近年頻発している猛暑日や台風その他の水災害時における活動を想定し、消防団の装備品や資機材等の充実を行

う必要がある。 

・避難所に行く際のマナーや携行品に伝達、教育。 

・災害にもトレンドがあり水災害、地震などに応じて、避難先や対象者が異なることを周知する必要がある。 

・地域によって防災意識に大きな開きがあることの解消。 

・防災無線の聞き取りにくさをカバーできるよう、スマホやラジオによる情報発信。 

 

 

 

 

カ．第６次総合計画（基本構想）における「めざすまちの姿」の見直し 



番号 基本施策名 主担当部 主担当課 関係課 

２-６ 災害対応能力の向上 行政管理部 
防災危機管理

課 
 

 

見直し論点シート 
ver情報 

 

「めざすまちの姿」 

・市民・事業者・市が、それぞれ自助・共助・公助のバランスを考え、責任を持って行動し、災害による被害を最小限に抑えられる体制ができています。 

・市民が高い防災意識を持ち、防災訓練等に参加するとともに、地域の中で助け合える人間関係を築いています。 

・災害時に支援が必要な人たちを支える地域の仕組みや、災害ボランティアに気軽に参加できる環境について、市の支援体制が整っています。 

・水災害の年、地震災害の年のようにその時々の傾向の大規模災害などの緊急事態に対応できる市の危機管理体制が整っています。 

 

見直しの理由 
・ 

・ 

 


