
 
平成２１年度豊山町安全なまちづくり協議会議事録 

 
１ 開催日時   平成２１年８月１９日（水）午前１０時００分～午前１１時３０分 
 
２ 開催場所   豊山町役場 ３階 会議室３・４ 
 
３ 出 席 者 
（１）豊山町安全なまちづくり協議会委員 
委 員 交通安全協会会長                    森下  正一 
    交通安全協会副会長                   大口  耕造 
     防犯協会会長                      髙桒  峯夫 
     防犯協会副会長                     柴田  邦夫 
     自主パトロール隊隊長                  川村   武 
     自主パトロール隊副隊長                 小原  輝彦 
     西枇杷島警察署 交通課課長               廣田  憲治 
     西枇杷島警察署 生活安全課課長             田中  忠雄 
     青少年育成会議委員長                  安藤  孝義 
     豊山小学校ＰＴＡ副会長                 小塚 真由美（欠席） 

新栄小学校ＰＴＡ副会長                 小出  智美 
     志水小学校ＰＴＡ副会長                 三谷  幸恵 
     豊山中学校ＰＴＡ副会長                 大谷 ゆかり 
     保育園父母の会会長                   山田  弥恵 
     豊山学園 天使幼稚園 母の会会長            加納 加代子 
     老人クラブ連合会会長                  江崎   弘 
     商工会会長                       坪井   務 
     名古屋中央卸売市場北部市場 北部市場協会 
     北部市場防犯防火委員長                 伊藤   豊（欠席） 

三菱重工株式会社 名古屋航空宇宙システム製作所  
小牧南工場 総務グループ長               観音  幸信 

     ユニー株式会社エアポートウォーク名古屋 
アピタ名古屋空港店 業務副店長             黒田  洋司（欠席） 

（２）事務局 
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    豊山町長                        鈴木  幸育 
    経済建設部長                      坪井   悟 
    建設課長                        平岩   満 
    建設課長補佐                      水野  増彦 
    建設課環境・安全係長                  小塚  和宣 
    建設課環境・安全係                   村瀬  英巳 
 
４ 議  題    
（１）委嘱状伝達 
 （２）町長あいさつ  
（３）趣旨説明 
 （４）自己紹介 
 （５）役員選出 
 （６）会長あいさつ 
 （７）協議事項 
  １）管内の交通事故及び犯罪情勢について 
２）平成２１年度各団体の交通安全・防犯に関する活動計画について 
３）その他 

 
５ 会議資料    
・資料№１「豊山町安全なまちづくり協議会設置の背景」 

・資料№２「管内の交通事故及び犯罪情勢について」 

・資料№３「平成２１年度各団体の交通安全・防犯に関する活動計画」 

 
６ 議事内容 
【建設課長】  皆さんおはようございます。定刻よりも若干早いですが、今日欠席の方が 3

名みえますので、今日の会議すべての方がお揃いということで只今から豊山

町安全なまちづくり協議会を始めさせていただきます。 
本日は、お忙しい中、ご参集いただき誠にありがとうございます。 

        私は、本日の司会をさせていただきます建設課長の平岩と申します。宜しく

お願いします。 

始めに、お手元の資料のご確認をお願い致します。 
（資料確認） 
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        以上落丁等ございましたらお申し出願います。よろしいでしょうか。 
        まず、議題に入る前に若干町の公式ホームページに関することについて説明

をさせていただきます。安全なまちづくり協議会の内容についても町の公式

ホームページに掲載させていただくことになりますのでよろしくお願いしま

す。このホームページの記載する内容については議事録の作成に関する指針

を定めて実施をしております。この指針について、今回の議事録、議事の内

容と皆様の名簿について掲載させていただきます。なお、会議の内容につい

ては会議の内容をすべて記載するか、又は重要な要点だけ記載するのか。ま

た会議で発言された皆様の名前を公表するのか、お名前の方はＡ、Ｂ、Ｃと

いうように非公表で記載するのかは後ほど決めていただきたいと思いますの

でよろしくお願いいたします。なお参考までに他の会議や審議会では、会議

の内容は要点筆記となっております。また発言された方の名前についてもほ

とんどの会議や審議会ではＡ、Ｂ、Ｃと表す非公表となっております。 

それでは、配布させていただいた次第に沿って、進行させていただきます。 

 

（１）委嘱状伝達 

【建設課長】  それでは最初に町長より皆様に委嘱状の伝達をさせていただきます。順番に

皆様の席の方へお伺いしますので、受け取りいただきたいと思いますよろし

くお願いいたします。 

       （町長より各委員へ委嘱状の伝達） 

        ありがとうございました。委嘱状の伝達が終わりました。皆様の任期につき

ましては、平成２３年７月３１日までになっておりますのでよろしくお願い

します。 

（２）町長あいさつ 

【町  長】  おはようございます。１８日に衆議院選挙が告示されまして、一段と賑やか

になってきたんじゃないかなとこう思っております。またここ最近ですが、

全国各地でかなり地震が発生いたしております。私どもも一番心配しておる

のはやはり耐震化の問題であります。町からも補助を出しておりますので、

是非とも耐震の診断をしていただきたい。ということを前もってお願い申し

上げたいと思っております。また今日は大変のお急がしい中、豊山町安全な

まちづくり協議会の会議にご参集賜りまして大変ありがとうございます。本

当にこの暑い中ありがとうございます。 
日頃は、町行政の推進に大変ご厄介になっております。この場を借りまして
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厚く御礼申し上げます。 
また、それぞれの団体におかれましては、交通安全そして防犯に関する活動を

実施していただいておりますことにつきましても厚く御礼申し上げたいと思

っております。 
本日が、初の協議会開催となるということでございまして豊山町安全なまちづ

くり協議会は、「町民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現を

図ることを目的」に制定しました安全なまちづくり条例に基づき、設置をさせ

ていただいたものであります。 
本日は、各団体の皆様方から平成２１年度の交通安全・防犯に関する年間活動

計画を事前に提出していただいております。今後の活動に役立てていただけれ

ばと考えております。 
また、日頃皆さん方に活動していただいている中で、交通安全、防犯に関しま

してお気づきの点がありましたら皆様から忌憚のないご意見を頂戴しまして、

今後の町の施策に反映して参りたいと考えております。どうかこの会議が有意

義に進みますようお願い申し上げましてあいさつといたします。どうぞよろし

くお願いいたします。 
【建設課長】 ありがとうございました。町長は次に他の会議がありますので、ここで退席さ 

せて頂きますので、よろしくお願いいたします。 

（町長退席） 
 
（３）趣旨説明 

【建設課長】  続きまして、次第３の趣旨説明をさせて頂きます。 

本日の会議は、本年度４月に豊山町安全なまちづくり条例の制定後、初めて

の協議会の開催となります。ここで協議会の趣旨、目的について事務局より

説明させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

【環境・安全係長】  資料１より、豊山町安全なまちづくり協議会設置の背景について説明。 

【建設課長】  ただいま事務局より協議会設置の背景ということで、会議の趣旨について説 

明させていただきました。この件に関して皆様の方から質問や確認事項等あ 

りましたら、挙手にてお願いしたいと思います。よろしいですかね。また後 

ほど交通事故や犯罪発生状況については説明させていただきます。  

 

（４）自己紹介 
【建設課長】  続きまして、少し遅れましたが自己紹介をさせていただきます。本日の会議

4 



が初めての集まりとなっておりますので先ほど配布させていただきました

委員名簿について、委員の皆様より順番に所属の団体名と名前を言っていた

だいて、自己紹介をお願いしたいと思います。それでは、まず事務局より自

己紹介させて頂きます。 
        （事務局より順番に自己紹介） 

【建設課長】  ありがとうございました。今後、このメンバーで、豊山町安全なまちづくり

協議会の会議を進めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

（５）役員選出 

【建設課長】  続きまして、次第の５ 役員の選出についてであります。豊山町安全なまち

づくり協議会規則の第２条に「協議会に会長及び副会長を置く。」「２ 会長

及び副会長は、委員の互選により定める。」とあります。皆様の中でお願いし

たいと思います。どなたかお願いできましたら、挙手にてお願いしたいと思

います。どうでしょうか。それでは、ないようでありますので、事務局の案

を提案させていただきたいと思います。 

        それでは、会長を豊山町交通安全協会の森下正一様 、また副会長について

も選出させていただきます。副会長を豊山町防犯協会の髙桒峯夫様にお願い

したいと思いますが、いかがでしょうか。 

        （拍手多数） 

ありがとうございました。それでは、会長、副会長につきましては、席の移

動をお願いしたいと思います。 

        （会長、副会長 席移動） 

それでは、会長をお願いいたします森下正一様よりあいさついただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

（６）会長あいさつ 

【会  長】  では失礼します。ただ今、事務局より推薦を受けました森下正一でございま

す。皆様のお役に立てていただけるなら、微力ながら務めさせていただきた

いと思います。現在、豊山町交通安全協会の会長、豊山町防犯協会の副会長

もさせていただいております。そのような経験が少しでも皆様のお役に立て

ればと思っております。皆様のご協力をいただきながら、会議の取り回しを

進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願い致します。 
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【建設課長】  ありがとうございました。ここからの会議の取り回しにつきましては、規則

の第3条によりまして会長に会議の議長をお願いしたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 
 
（７）協議事項 
【会  長】  ここからは、私が議長として会議の取り回しを努めさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

「議事録の作成に関する指針」についての取り扱いをお諮りします。他の審議

会では「要点筆記」となっておりますので、当審議会も「要点筆記」として

よろしいか。 
（異議なしの声あり） 

        異議なしの声がありましたので「要点筆記」とさせていただきます。 
  続いて発言者の名前を「公表」とするか「名前はＡ・Ｂ・Ｃと記載する非公

表」とするかを決めたいと思います。皆様どうでしょうか。 
【委 員 Ａ】  はい、ＡＢＣの方でお願いしたいと思います。 
【会  長】  発言がありましたが、他にはございませんか。 
       （意見なし） 
       意見もないようですので「非公開のＡ・Ｂ・Ｃの表記」とさせていただきま

すのでよろしくお願いいたします。 

それでは、７の協議事項の管内の交通事故及び犯罪情勢について事務局より

説明を求めます。 

 
１）管内の交通事故及び犯罪情勢について 
【村  瀬】  資料２より、管内の交通事故及び犯罪情勢についてを説明。 

【会  長】  ただいま、事務局より説明がありましたが、本日は、西枇杷島警察署からも 

交通課長、生活安全課長に出席していただいておりますので、補足等ありま 

したらお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【交通課長】  今、説明していただいた通りでありまして、西枇杷島署管内で心配なのは豊

山町ということでそのへんで話はさせていただいておりますが、少し交通事

故が増えすぎなんですね。他は数パーセント増ですが、ここは４割近くを占

めているということで、大きな事故は表立ってはありませんが、それなりの

事故は発生しております。数日後経ってからお亡くなりになったという事故

も発生しておりますので、特に最近、県下の子どもさんの事故というのは少
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なくて、親御さんが守っていただいている活躍が効いていると思っておりま

す。今日出席の方はお子さんをお持ちの方が多いようであります。高齢の方

は以外に元気でして大丈夫であると思っております。県下的な特徴はあまり

反映してないが、そういう特徴があるということで気をつけていただくとい

うことで参考にしてください。 

【生活安全課長】  先ほど事務局の方から説明がありましたように、県警として犯罪抑制に取り

組んで平成１６年から３年間で３０パーセント減少させました。しかし、平

成２０年には増加に転じたという状況です。そうした中で愛知県では平成２

１年「あいち新３か年戦略」を策定しました。その中身については平成２７

年までに１０万件台にするという数値目標を立て、そのために毎年５パーセ

ントずつ減少させていくというこういった状況であります。当西枇杷島警察

署も平成１５年に約５千５百件ということで県に併せて少しでも犯罪件数を

減らして平成２７年までに２千５百件以下にするために努力しているところ

であります。犯罪防止について考えてみますと、平穏な時は警察とボランテ

ィア団体、こういうところだけで取り組んでいたというのが現状であります。

しかしこうした犯罪が多くなった今、こういう条例を作っていただきました。

この中身については、やはり犯罪防止については、警察と一部の人たちだけ

では駄目だということで、地域の皆さん方、例えば学校の関係者、事業所、

町、こういうところが協力しあって少しでも犯罪を減らしていくそういう場

としてこの協議会はできておりますので、警察としても皆さんと一緒に管内

を良くしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。 

【会  長】  ありがとうございました。ただいまの説明についてご質問等あればお願いし

たいと思います。いかがでしょうか。 

        ありませんか。質問もないようですので、次に移りたいと思います。 

 

２）平成２１年度各団体の交通安全・防犯に関する活動計画について 

【会  長】  平成２１年度各団体の交通安全・防犯に関する活動計画について資料を提出

していただいておりますが、本日、各団体の代表の方々に出席していただい

ておりますので、それぞれの団体における平成２１年度の交通安全・防犯に

関する活動計画について要点のみでかまいませんので、説明をお願いしたい

と思います。 

【建設課長補佐】  資料３より、欠席の３団体の活動計画について説明。 

【各 委 員】  資料３より、各団体の活動計画について説明。 
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【会  長】  ありがとうございました。ただいま、それぞれの団体の平成２１年度の活動

計画について説明していただきました。この協議会は、皆様の普段の活動の

情報交換の場でもあります。また、西枇杷島署の方からも交通、防犯の担当

の方に出席をいただいております。せっかくの機会でありますので、それぞ

れの活動についてまた、町の交通安全に関すること、防犯に関することで質

問や意見等がありましたら挙手にてお願いしたいと思います。 

ここで出た意見につきましては、皆様の活動の参考にしていただき、是非、 

これからの活動に反映していただきたいと思います。 

また、町についても実現可能なものについては、今後の施策や計画、予算に

積極的に反映していくということを聞いておりますので、皆様の忌憚のない

ご意見を賜りますようよろしくお願いいたします。 

それでは、まず「交通安全」に関してお願いしたいと思います。いかがでし

ょうか。ありませんか。 

（意見なし） 

続いて、「防犯」に関することについてお気づきの点がありましたらどうぞ。 

【委 員 Ａ】  よろしいですか。先程、私どもの活動報告の中では触れてなかったんですけ 

れども、月に１回私どものパトロールのニュース、それから交番からいただ 

いている速報だとか、西枇杷島署から頂いている管内状況、最近の犯罪の防 

止というような資料を月１回、自主活動ですので参加していただいた方にそ 

の都度渡しているんですけれども、みなさんが良く言われるのは、交通安全 

もそうなんですが、実際に参加している方は良くわかるんですけれども、そ 

れ以外の町民の方があんまりそういうことをご存じないことが多いんです。 

犯罪状況だとか交通事故状況にしてもですね。それを先程から話がありまし 

たように非常に豊山町は、交通安全もそうですけれども、防犯の方もワース 

トの上位のランクにある訳なんですね、皆さんが一人ひとり全員が意識づけ 

をしなくてはいけないということで、情報の共有化というのか、情報をもっ 

と皆さんに流す方法、システムを構築していただいたらと思います。例えば、 

広報でもいいです。今のスターキャットのチャンネルでもいいですし、みん 

なが関心を持てるようなシステムをつくっていただいたら、やっぱりその関 

係者だけでは犯罪や交通安全を正そうとするのは非常にむずかしい現状だと 

思います。まとまりのない意見ですけれどもよろしくお願いします。 

【建設課長補佐】 はい、貴重なご意見ありがとうございました。広く情報を共有化するという 

のは、最も必要な施策だと受け止めておりますので、貴重なご意見というこ
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とで受け賜りまして、今後、どんな方法で広く情報を提供できるかを研究

しまして意に添えるようにしたいと思います。よろしくお願いします。   

【会  長】  他にはありませんか。 

         （意見なし） 

         それでは署の方から何かございましたらお願いしたいと思います。 

【交通課長】  ひとついいですか。今後、この協議会というのはどういった形で開催され

るのか。定期的に開催されるのか。それとこの協議会は町長の諮問に応じ

て安全なまちづくりの推進に関して協議することになっておりますが、そ

の都度議題を設定して開催するのかどうかを教えてください。 

【建設課長補佐】  協議会の開催につきましては、今年度は、条例を制定した年ということで、

このような日程の開催になってしまっているわけですが、出来るだけ年度

の当初というか計画を立てられてすぐこういった会議を設けて情報交換し

ていただくことで今後、日程の設定をしていきたいと考えております。 

        回数につきましては基本的に１回を予定しております。特に交通、防犯に

関しての特別の事案が発生するようなことがあれば、２回目を設定させて

いただいて、諮問事項があればまた、皆さんにご相談させていただくこと

を考えております。 

【会  長】  各種団体の方から活動報告がありましたが、西枇杷島署の方から何かご意

見ございましたらお願いしたいと思います。 

【交通課長】  ご意見というものはありません。お礼しかありません。お世話になってお

ります。これからもいろんな資料等送っていただきたいと思いますし、こ

ういったことがやりたいとかありましたらいつでもご相談ください。要請

があれば飛んでいきたいと思いますので声をかけていただきたいと思いま

す。 

【会  長】  ありがとうございます。他にご意見ございませんか。それでは、他に意見、

質問も無いようですので、それぞれこの計画によりご活躍願うということ

でお願いしたいと思いますがよろしいでしょうか。 
（意義なしの場合） 

         ありがとうございます。 
また、各団体における活動を進める中で、「交通安全」、「防犯」に関する

ことでお気づきのことがありましたら、事務局の方へ連絡していただけた

らと思いますのでよろしくお願いいたします。 
 町については、ここで出されました町に対する要望、意見等につきまして

9 



は、今後の施策や計画、予算の参考していただき、実現できるものについ

ては、対応をお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 
 
３）その他 

【会  長】   続きまして協議事項の３その他 に入ります。 
事務局から何かありますか。 
（ありませんの声） 
西枇杷島警察署からは何かございますか。 
（ありませんの声） 
その他について委員の皆さんで何かございますか。 

         意見も無いようですので、これで安全なまちづくり協議会を閉会とさせて

いただきます。本日は大変ありがとうございました。 
 

【午前１１時３０分終了】 
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