
安全・安心協議会専門部会の開催経緯について 

 

16.07.21 

 

１ 防犯部会 

回数 第１回 第２回 

開催日程 平成16年5月25日（火） 平成16年7月14日（水） 

案件 ○情報提供 

 ① 安全安心パトロールカーの地域団体への貸出 

 ② 町会等地域団体へのアンケート調査の実施 

 ③ 防犯カメラ設置指針策定の方針 

 ④ 都「安全安心まちづくり推進地区」の指定 

○協議事項 

 ① 安全安心条例に盛り込むべき項目の抽出 

 ② 安全安心施策として考えられるもの 

○その他 

○情報提供 

 ① 「安全・安心パトロールカー」の機能充実 

 ② 区職員による区内パトロールの実施 

 ③ 地域懇談会の開催（案） 

 ④ 防犯カメラ設置指針検討委員会の設置 

 ⑤ 町会自治会に対するアンケート結果 

○ 協議事項 

 ① 安全安心条例に盛り込むべき項目の検討 

 ② 安全安心施策の検討 

○ その他 

主な意見 ○ 安全安心パトロールカーでパトロールの放送をする場合には、警

察にきちんと届け出るなど法規制を守って実施して欲しい。また

地域の方が放送しやすいよう、アナウンスのテープを区で作成し

て欲しい。 

○ 地域には町会やＰＴＡなどいろいろな団体があり、その区域も町

会と学区域で微妙に違ったりしてその調整が難しい。区ではその

調整も視野に入れて条例の制定をして欲しい。 

○ 樹木が道路にはみ出しているような場合には、区で強制的に伐採

できるなどの強い施策を講じて欲しい。 

○ 地域でパトロールを実施する場合、ジャンバーや腕章などが区か

ら貸与されるような制度が欲しい。 

○ ホームページ・メールなどＩＴを使った情報提供も有効だと思う

が、パソコンを操作できない高齢者もいるので、町会の回覧も有

効に使いたい。 

 

○ パトロールのステッカーを貼った自転車が駐輪禁止区域などに並

んでいたりする。区として指導して欲しい。またステッカーを貼っ

た自転車が増えすぎると逆にマヒしてしまう気がする。 

○ 地域懇談会は防犯がメインであれば警察の管轄区域を軸に設定し

て、協議会のメンバーにも声をかけて欲しい。 

○ 行政は縦割りでいろいろなセクションから地域に働きかけてくる

が、受ける地域はひとつしかない。区の窓口を統一して欲しい。 

○ 地域での問題も、行政の縦割りを超えた、その地域にあった解決

策が必ずあるはず。そのためにも地域にも統一されたしっかりとし

た受け皿が必要で、その意味で地域の連絡会はぜひ進めて欲しい。 

○ 安全安心条例はあまり手を広げず、シンプルな形でよいから早く

制定して、区民の意識啓発を図って欲しい。 

○ 防犯上問題のある樹木は地域で所有者に伐採を要望できるような

規定を盛り込んで欲しい。 

○ 犯罪情報の提供先はコンビニや学習塾も有効だと思う。 



安全安心協議会 防犯部会 名簿 

     

部会   氏名 備考 

防犯部会 警察署 練馬警察署 滝川 重美 生活安全課長 

防犯部会   光が丘警察署 深澤 豊 生活安全課長 

防犯部会   石神井警察署 釜下 政信 生活安全課長 

防犯部会 防犯協会 練馬防犯協会 山賀 正道   

防犯部会   光が丘防犯協会 田中 富司穂   

防犯部会   石神井防犯協会 冨岡 光男   

防犯部会 交通安全協会 練馬交通安全協会 佐藤 幸市   

防犯部会   光が丘交通安全協会 谷治 和雄   

防犯部会   石神井交通安全協会 島村 英雄   

防犯部会 母の会 練馬母の会 恩田 まち子   

防犯部会   光が丘母の会 小松崎セツ子   

防犯部会   石神井母の会 田村 美佐子   

防犯部会 保健福祉関係 保護司会 押田 光雄   

防犯部会   薬物乱用防止推進練馬区地区協議会 西村 良子   

防犯部会 公募委員 公募委員 市川 守一   

防犯部会   公募委員 奥村 隆史   

防犯部会   公募委員 和田 実雄   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
２ 防火部会 

回数 第１回 第２回 

開催日程 平成16年5月24日（月） 平成16年7月13日（火） 

案件 ○情報提供 

 ① 安全安心パトロールカーの地域団体への貸出 

 ② 町会等地域団体へのアンケート調査の実施 

 ③ 防火に関する現状の区の施策 

○協議事項 

 ① 安全安心条例に盛り込むべき項目の抽出 

 ② 安全安心施策として考えられるもの 

○その他 

 

○情報提供 

 ① 「安全・安心パトロールカー」の機能充実 

 ② 区職員による区内パトロールの実施 

 ③ 地域懇談会の開催（案） 

 ④ 東京都火災予防条例の一部改正 

 ⑤ 町会自治会に対するアンケート結果 

○ 協議事項 

 ① 安全安心条例に盛り込むべき項目の検討 

 ② 安全安心施策の検討 

○ その他 

主な意見 ○ パトロールカーの地域貸出について、どのような効果があがって

いるか、その効果の検証をして欲しい。 

○ すでに「ポイ捨て条例」が区にはあるが、火災予防の観点からも

「ポイ捨て」は重要な項目なので、安全安心条例にも項目として

盛り込んで、さらに注意を喚起して欲しい。 

○ 安全安心条例には罰則を設けて、より実効をあげるという考え方

もあるのではないか。 

○ 消火器だけでなく、防炎エプロンなど普及していないものについ

てもあっせん事業の対象として欲しい。 

○ 消火栓や火災報知器は地域のインフラとしての認識がない。その

ような意識で消火栓等を設置して欲しい。 

 

○ 消防関係の情報について、ケーブルテレビを使って区民にアピー

ルすることはできないか。 

○ 防災無線塔を使って、毎日夕方６時ぐらいに子どもの帰宅をうな

がす放送をしているが、その放送をもう少し延ばして、防犯や防火

をうながす放送ができないか。 

 

 



安全安心協議会 防火部会 名簿 

     

部会   氏名 備考 

防火部会 消防署 練馬消防署 贄田 義昭 予防課長 

防火部会   光が丘消防署 中島 義男 予防課長  

防火部会   石神井消防署 村上 利章 予防課長 

防火部会 消防団 練馬消防団 中村 壽男   

防火部会   光が丘消防団 田口 修弘   

防火部会   石神井消防団 小池 亘   

防火部会 防火協会 練馬防火協会 内田 富雄   

防火部会   光が丘防火協会 篠田 直治   

防火部会   石神井防火協会 石塚 勇   

防火部会 災害予防協会 練馬災害予防協会 土屋 芳五郎   

防火部会   光が丘災害予防協会 高山 喜一郎   

防火部会   石神井災害予防協会 加藤 榮一   

防火部会 防火管理研究会 練馬防火管理研究会 飯島 範雄   

防火部会   光が丘防火管理研究会 加藤 正八   

防火部会   石神井防火管理研究会 島村 英雄   

防火部会 公募委員 公募委員 織山 修二   

防火部会   公募委員 加藤 眞一   

防火部会   公募委員 豊田 英紀   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
３ 児童部会 

回数 第１回 第２回 

開催日程 平成16年5月31日（月） 平成16年7月8日（木） 

案件 ○情報提供 

 ① 子どもの安全に関する現状における区の施策 

 ② 安全安心パトロールカーの地域団体への貸出 

 ③ ＰＴＡに対するアンケート調査の実施 

○ 協議事項 

 ① 安全安心条例に盛り込むべき項目の抽出 

 ② 安全安心施策として考えられるもの 

○ その他 

○情報提供 

 ① 「安全・安心パトロールカー」の機能充実 

 ② 区職員による区内パトロールの実施 

 ③ 地域懇談会の開催（案） 

 ④ 非常通報装置「学校110番」通報訓練 

 ⑤ 学校安全安心ボランティアの開始 

 ⑥ ＰＴＡに対するアンケート結果 

○ 協議事項 

 ① 安全安心条例に盛り込むべき項目の検討 

 ② 安全安心施策の検討 

○ その他 

主な意見 ○ 子どもの安全を考えると、不審者対応だけでなく、交通安全や非

行問題・薬物乱用防止・虐待防止も含まれる。このような様々な

問題に対して、地域でネットワークを組んで、統一した考え方で

進めていけるようにして欲しい。 

○ 子どもが被害を受けないのと同時に将来加害者にならないように

との視点も大事である。 

○ 緊急避難所も含めて地域の商店会をぜひからめてもらいたい。同

じ地域でも他の団体のやっていることは判らないので、地域ごと

の連絡協議会は必要だと思う。 

○ 子どもに関係する区の組織は教育委員会・子育て支援・青少年や

安全安心課など多岐にわたりそれぞれが個別に動いている。区の

なかでぜひ連携して活動して欲しい。 

○ 諮問されたことの論議だけでなく、子どもの安全にかかる情報に

ついて積極的に情報発信するのが、部会の役割だと思う。 

○ 地域懇談会は学期に１回ぐらいのペースが望ましい。また警察等

もメンバーに呼んで欲しい。 

○ 子どもの安全のためにも地域の安全マップはぜひ必要だと思う。

ただ学校ごとに作成しているのが実情で他の学区域のことがわから

ない。青少年育成などある程度広い範囲の安全マップが必要だ。 

○ 不審者に関する情報はできる限り早く流して欲しい。事件が11時

半に発生し、保護者に情報が来たのが３時過ぎだった。 

○ 児童虐待防止などの観点から考えると、今は子どもの安全を考え

るには、母親父親などを対象に講習会など開いて、保護者を変えて

いかなければならないような気がする。 

○ 子どもの安全にかかる地域のネットワークをつくる必要があり、

そのコーディネート役にこの部会が機能すると良いと思う。 

○ マスコミが取り上げるようなイベントにより防犯の意識啓発を図

るべき。例えば東映撮影所の協力を得て、テレビのキャラクターに

パトロールカーに乗ってもらうとかどうだろうか。 

 



安全安心協議会 児童部会 名簿 

     

部会   氏名 備考 

児童部会 校長会関係 小学校校長会 高須 英利 小竹小学校長 

児童部会   中学校校長会 益川 三逸 田柄中学校長 

児童部会   幼稚園長会 岩瀬 世志江 北大泉幼稚園長 

児童部会   保育園長会 土本 明子 石神井町さくら保育園長 

児童部会   保育園長会 水落 典子 光が丘保育園長 

児童部会 青少年関係 青少年委員会 町田 教子 練馬第三小学校 

児童部会   青少年育成地区委員会 秋山 公一 第三地区委員会 

児童部会 ＰＴＡ関係 小学校 PTA 連合協議会 吉川 常昭 北町小ＰＴＡ 

児童部会   中学校 PTA 連合協議会 内野 秀樹 貫井中ＰＴＡ 

児童部会 保健福祉関係 民生・児童委員協議会 三澤 ちづ子   

児童部会 公募委員 公募委員 加藤 輝幸   

児童部会   公募委員 新村 憲子   

児童部会   公募委員 前田 祐子   

 


