
1 

「市民の防犯意識」に関するアンケート調査結果概要 

 

１ 調査目的 

 静岡市では平成 23年３月に犯罪及び犯罪被害者等支援施策の基本となる「静岡市犯

罪等に強いまちづくり基本計画」を策定し、犯罪等に遭うことがなく、また犯罪等によ

り被害を受けても再び平穏な生活を営むことができるよう取組を進めています。 

しかし、近年、全国的にも振り込め詐欺、還付金詐欺の増加や子どもや女性、高齢者

が狙われる犯罪が目立ち、治安に対する不安が高まっています。 

 そこで、安全で安心して暮らせる地域社会の実現に向け、市民の皆さんが「防犯」、

「地域における防犯活動」、「犯罪被害者等支援」についてどのように感じているのかご

意見を伺い、今後の施策の参考とするため、アンケート調査を実施しました。 

 

２ 調査対象 

 市政アンケートモニターとして委嘱した市内在住の男女 100 人 

 

３ 回収件数 

 100 件（回収率 100％） 

 

内訳 

性別 男性 女性 合計 

人数 49 51 100 

 

年代別 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代以上 合計 

人数 10 20 22 18 18 12 100 

 

居住区 葵区 駿河区 清水区 合計 

人数 36 30 34 100 

 

４ 調査方法 

 インターネットによるアンケート調査 

 

５ 調査期間 

 平成 25 年 11 月 19 日（火）～11 月 29 日（金） 

 

６ 担当課 

 生活文化局市民生活部市民生活課 
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７ 調査結果 

 

問１ 静岡市では平成 12年をピークに犯罪認知件数は年々減少していますが、静岡市

の最近の治安が回復していると感じていますか。 

（１）男女別 

（ ）内の割合は各性別における割合 

 

 

（２）年代別 

（ ）内の割合は各年代における割合 

 

 

◇考察 

治安が回復していると「感じている」と回答したのは、全体の 9.0％であった。男女

別における割合でみると、男性については 14.3％、女性については 3.9％となっている。 

年代別にみると、70代以上（33.3％）、60代（16.7％）で「感じている」と回答して

いるが、その他の世代では「感じている」と回答した人はほとんどいない。 

平成 12 年のピーク時に比べ犯罪認知件数は半減しているが、市内の治安が回復して

いると感じている人が少ない。 

  

感じている 7 (14.3%) 2 (3.9%) 9 (9.0%)
感じていない 10 (20.4%) 12 (23.5%) 22 (22.0%)
どちらともいえない 25 (51.0%) 29 (56.9%) 54 (54.0%)
わからない 7 (14.3%) 8 (15.7%) 15 (15.0%)
合計 49 51 100

男性 女性 合計

感じている 0 (0.0%) 1 (5.0%) 0 (0.0%) 1 (5.6%) 3 (16.7%) 4 (33.3%) 9 (9.0%)
感じていない 5 (50.0%) 5 (25.0%) 4 (18.2%) 5 (27.8%) 2 (11.1%) 1 (8.3%) 22 (22.0%)
どちらともいえない 3 (30.0%) 12 (60.0%) 15 (68.2%) 11 (61.1%) 8 (44.4%) 5 (41.7%) 54 (54.0%)
わからない 2 (20.0%) 2 (10.0%) 3 (13.6%) 1 (5.6%) 5 (27.8%) 2 (16.7%) 15 (15.0%)
合計 10 20 22 18 18 12 100

合計70代以上60代50代40代30代20代
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問２ 身近な場所で発生した場合、特に不安に感じる犯罪は何ですか。（選択は３つま

で） 

（１）男女別 

（ ）内の割合は各性別における割合 

 

（その他意見） 

・動物への虐待 

 

（２）年代別 

（ ）内の割合は各年代における割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇考察 

 身近な場所で発生した場合、不安と感じる犯罪として「殺人や強盗」（70.0％）、「空

き巣や忍び込み」（60.0％）、「子どもの連れ去りやいたずら」（51.0％）と回答した人が

半数を超えている。 

 男女別でみると、女性が被害者になることが多い「痴漢、強制わいせつ」は、男性の

8.2％に比べ、女性は 23.5％と不安に感じている人が多い。一方、「自転車やバイクなど

の盗難・車上ねらい」、「飲酒運転や無謀運転によるひき逃げ」は、女性に比べ男性が

不安に感じると回答している。 

 年代別にみると、「子どもの連れ去りやいたずら」に対して、20代から 40代で多く

不安に感じると回答している。70 代以上では「自転車やバイクなどの盗難・車上ねら

い」、「飲酒運転や無謀運転によるひき逃げ」の割合が高くなっている。

不安に感じる犯罪
殺人や強盗 30 (61.2%) 40 (78.4%) 70 (70.0%)
空き巣や忍び込み 27 (55.1%) 33 (64.7%) 60 (60.0%)
子どもの連れ去りやいたずら 22 (44.9%) 29 (56.9%) 51 (51.0%)
悪質商法や振り込め詐欺 9 (18.4%) 6 (11.8%) 15 (15.0%)
ひったくり、路上強盗 11 (22.4%) 11 (21.6%) 22 (22.0%)
痴漢、強制わいせつ 4 (8.2%) 12 (23.5%) 16 (16.0%)
自転車やバイクなどの盗難・車上ねらい 17 (34.7%) 9 (17.6%) 26 (26.0%)
つきまといなどのストーカー行為 3 (6.1%) 5 (9.8%) 8 (8.0%)
飲酒運転や無謀運転によるひき逃げ 16 (32.7%) 6 (11.8%) 22 (22.0%)
その他 0 (0.0%) 1 (2.0%) 1 (1.0%)
合計 139 152 291

男性 女性 合計

不安に感じる犯罪
殺人や強盗 9 (90.0%) 16 (80.0%) 13 (59.1%) 13 (72.2%) 14 (77.8%) 5 (41.7%) 70 (70.0%)
空き巣や忍び込み 5 (50.0%) 12 (60.0%) 16 (72.7%) 7 (38.9%) 14 (77.8%) 6 (50.0%) 60 (60.0%)
子どもの連れ去りやいたずら 9 (90.0%) 13 (65.0%) 14 (63.6%) 8 (44.4%) 4 (22.2%) 3 (25.0%) 51 (51.0%)
悪質商法や振り込め詐欺 0 (0.0%) 3 (15.0%) 3 (13.6%) 4 (22.2%) 3 (16.7%) 2 (16.7%) 15 (15.0%)
ひったくり、路上強盗 3 (30.0%) 0 (0.0%) 4 (18.2%) 5 (27.8%) 8 (44.4%) 2 (16.7%) 22 (22.0%)
痴漢、強制わいせつ 1 (10.0%) 4 (20.0%) 4 (18.2%) 5 (27.8%) 1 (5.6%) 1 (8.3%) 16 (16.0%)
自転車やバイクなどの盗難・車上ねらい 1 (10.0%) 4 (20.0%) 6 (27.3%) 6 (33.3%) 4 (22.2%) 5 (41.7%) 26 (26.0%)
つきまといなどのストーカー行為 2 (20.0%) 1 (5.0%) 3 (13.6%) 1 (5.6%) 1 (5.6%) 0 (0.0%) 8 (8.0%)
飲酒運転や無謀運転によるひき逃げ 1 (10.0%) 4 (20.0%) 3 (13.6%) 2 (11.1%) 5 (27.8%) 7 (58.3%) 22 (22.0%)
その他 1 (10.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (1.0%)
合計 32 57 66 51 54 31 291

70代以上 合計20代 30代 40代 50代 60代
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問３ 日常生活において、特に不安に感じることは何ですか。（選択は３つまで） 

 

（ ）内の割合は各性別における割合 

 

（その他意見） 

・電車や繁華街で人相の悪い人を見たとき。 

・町内の構成が高齢化しております。犯罪被害、急病者発生時等に不安を常に抱いています。 

・訪問勧誘、販売者が訪ねてきとき。 

・マンションの敷地内に不審者がいるとき。 

 

◇考察 

 「自分の住んでいる地域で実際に犯罪が発生したとき」が 78.0％と多くの人が不安

に感じている。「地域にある暗がりや見通しの悪い場所等を歩くとき」が 52.0％と半

数の人が回答しており、男女別でみると男性が 32.7％であるのに対し、女性は 70.6％

と、多くの女性が不安に感じている。 

  

不安に感じること
自分の住んでいる地域で実際に犯罪が発生したとき 36 (73.5%) 42 (82.4%) 78 (78.0%)
地域にある暗がりや見通しの悪い場所等を歩くとき 16 (32.7%) 36 (70.6%) 52 (52.0%)
地域にゴミが放置されていたり、目立つ落書きがされていたとき 8 (16.3%) 3 (5.9%) 11 (11.0%)
周囲に空き家が増えたとき 7 (14.3%) 6 (11.8%) 13 (13.0%)
子どもや女性に対する声かけに接したとき 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
繁華街での強引な勧誘に接したとき 3 (6.1%) 1 (2.0%) 4 (4.0%)
押し売りや強引な訪問販売に接したとき 10 (20.4%) 9 (17.6%) 19 (19.0%)
不審な電話や通知を受けたとき 11 (22.4%) 18 (35.3%) 29 (29.0%)
インターネットや携帯サイトを利用したなりすましに接したとき 5 (10.2%) 4 (7.8%) 9 (9.0%)
暴走行為や無謀運転を見かけたとき 22 (44.9%) 16 (31.4%) 38 (38.0%)
その他 3 (6.1%) 1 (2.0%) 4 (4.0%)
合計 121 136 257

男性 女性 合計
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問４ あなたの家庭で日頃から取り組んでいる防犯対策は何ですか。（選択はいくつで

も） 

（ ）内の割合は各性別における割合 

 

（その他意見） 

・自分の身を危険と思われる環境へ置かない。 

・数年前夜間に 1 階の部屋のガラス戸施錠部分を焼き切られて、進入寸前までの状態になった。

（家族全員２階で寝ていたので朝まで気がつかなかった）それ以降、防災も兼ねて、雨戸は必

ず閉めるようにした。 

・非通知電話拒否 

・犬の放し飼い 

 

◇考察 

 「戸締りや鍵かけの徹底」が 92.0％と最も高く、続いて「電話勧誘や訪問販売の拒

否」の 55.0％、「暗い夜道等の回避」の 39.0％となっている。男女別でみると、「暗

い夜道等の回避」は男性の 22.4％に比べ、女性は 54.9％と半数以上が回答している。 

 身近で取り組みやすい簡単な防犯対策に取り組んでいることが考えられる。 

  

防犯対策
戸締りや鍵かけの徹底 45 (91.8%) 47 (92.2%) 92 (92.0%)
ドアや窓への空き巣対策（防犯フィルム・二重施錠など） 10 (20.4%) 9 (17.6%) 19 (19.0%)
防犯ブザーなど防犯機器の携帯 5 (10.2%) 5 (9.8%) 10 (10.0%)
地域の犯罪発生状況の把握 7 (14.3%) 5 (9.8%) 12 (12.0%)
不審者情報配信メールサービスの利用 7 (14.3%) 7 (13.7%) 14 (14.0%)
自宅への防犯カメラの設置 5 (10.2%) 2 (3.9%) 7 (7.0%)
自宅へのセンサーライトの設置 11 (22.4%) 8 (15.7%) 19 (19.0%)
防犯パトロールや子どもの見守り活動への参加 3 (6.1%) 4 (7.8%) 7 (7.0%)
民間のセキュリティサービスとの契約 2 (4.1%) 1 (2.0%) 3 (3.0%)
暗い夜道等の回避 11 (22.4%) 28 (54.9%) 39 (39.0%)
電話勧誘や訪問販売の拒否 26 (53.1%) 29 (56.9%) 55 (55.0%)
自転車への二重施錠 6 (12.2%) 7 (13.7%) 13 (13.0%)
自動車への警報器等の盗難防止装置の設置 7 (14.3%) 4 (7.8%) 11 (11.0%)
特にしていない 2 (4.1%) 1 (2.0%) 3 (3.0%)
その他 2 (4.1%) 2 (3.9%) 4 (4.0%)
合計 149 159 308

男性 女性 合計
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問５ 安全で安心して暮らすためには、どのような取組が強化されればよいと思います

か。（選択は３つまで） 

（ ）内の割合は各性別における割合 

 

（その他意見） 

・近所の人たちとのコミュニケーション(何かあったときに助け合えるようにしたり、見かけな

い顔の人に気付けるようにする) 

・パトロールしてくれる方々の年齢が上（高い）や女性がメインなので、若い世代の人たちがや

っていただけると安心できる 

 

◇考察 

 「道路・公園・駐車場・マンション等の施設、建物から暗がり・死角の解消」（56.0％）

に次いで「警察による巡回パトロールの強化」（50.0％）、「個人の防犯意識の向上」

（41.0％）、「通学路安全対策などの子どもの安全対策」（39.0％）となっている。個

人が防犯意識を高めるとともに、地域、行政、警察などが一体となり、安心して暮らせ

る環境づくりをしていくことが求められている。 

  

取組
個人の防犯意識の向上 19 (38.8%) 22 (43.1%) 41 (41.0%)
道路・公園・駐車場・マンション等の施設、建物から暗がり・死角の解消 32 (65.3%) 24 (47.1%) 56 (56.0%)
通学路安全対策などの子どもの安全対策 18 (36.7%) 21 (41.2%) 39 (39.0%)
振り込め詐欺防止対策などの高齢者の安全対策 10 (20.4%) 9 (17.6%) 19 (19.0%)
性犯罪対策などの女性の安全対策 4 (8.2%) 15 (29.4%) 19 (19.0%)
地域防犯活動の活性化 16 (32.7%) 10 (19.6%) 26 (26.0%)
警察による巡回パトロールの強化 23 (46.9%) 27 (52.9%) 50 (50.0%)
法律や条例による規制強化 5 (10.2%) 4 (7.8%) 9 (9.0%)
街頭防犯カメラの設置 10 (20.4%) 11 (21.6%) 21 (21.0%)
防犯・犯罪情報の提供 3 (6.1%) 6 (11.8%) 9 (9.0%)
少年非行防止対策 2 (4.1%) 1 (2.0%) 3 (3.0%)
犯罪に関する相談・犯罪被害者への支援の充実 3 (6.1%) 2 (3.9%) 5 (5.0%)
その他 1 (2.0%) 1 (2.0%) 2 (2.0%)
合計 146 153 299

男性 女性 合計
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問６ あなたは地域で行われている防犯活動に参加したことがありますか。 

 

（１）男女別 

（ ）内の割合は各性別における割合 

 

 

（２）年代別 

（ ）内の割合は各年代における割合 

 

 

◇考察 

 参加していない（予定なし）人が 93.0％と実際に防犯活動に携わっている人は少な

い。「今は参加していないが、できれば参加したい」（52.0％）と回答している人たちを

今後地域の防犯活動に取り込むことが、防犯活動の活性化に繋がる。 

  

参加している 1 (2.0%) 3 (5.9%) 4 (4.0%)
今は参加していないが、今後参加する予定がある 2 (4.1%) 1 (2.0%) 3 (3.0%)
今は参加していないが、できれば参加したい 24 (49.0%) 28 (54.9%) 52 (52.0%)
参加していないし、参加する予定もない 22 (44.9%) 19 (37.3%) 41 (41.0%)
合計 49 51 100

男性 女性 合計

参加している 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (4.5%) 1 (5.6%) 0 (0.0%) 2 (16.7%) 4 (4.0%)
今は参加していないが、今後参加する予定がある 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 (11.1%) 0 (0.0%) 1 (8.3%) 3 (3.0%)
今は参加していないが、できれば参加したい 3 (30.0%) 13 (65.0%) 11 (50.0%) 7 (38.9%) 13 (72.2%) 5 (41.7%) 52 (52.0%)
参加していないし、参加する予定もない 7 (70.0%) 7 (35.0%) 10 (45.5%) 8 (44.4%) 5 (27.8%) 4 (33.3%) 41 (41.0%)
合計 10 20 22 18 18 12 100

合計20代 30代 40代 50代 60代 70代以上
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問７ ６で「参加していないし、参加する予定もない」を選択した理由は何ですか。（選

択は３つまで） 

（ ）内の割合は各性別における割合 

 

（その他意見） 

・胡散臭い団体や利権団体、天下り団体に協力するつもりはない。 

・仕事と子育てで余裕がありません。 

・どこでやっているのかもわからない。 

・子供がいないので、地域との繋がりがない。家族が増えたら参加したい。 

・子供がまだ小さいので、預けてまで参加出来ない。 

 

◇考察 

 「時間がない」「活動の内容が大変そう」と回答した人が 41.5％となっている。また

「参加の仕方がわからない」「生活が制限される」と回答した人が 29.3％となっている。

今後、各地域での活動状況や活動にかかわる団体等を広く知らせるとともに、参加しや

すい環境をつくっていく必要がある。 

  

理由
参加の仕方がわからない 6 (27.3%) 6 (31.6%) 12 (29.3%)
知り合いがいない 1 (4.5%) 7 (36.8%) 8 (19.5%)
時間がない 10 (45.5%) 7 (36.8%) 17 (41.5%)
活動の内容が大変そう 10 (45.5%) 7 (36.8%) 17 (41.5%)
生活が制限される 8 (36.4%) 4 (21.1%) 12 (29.3%)
危険に巻き込まれたくない 2 (9.1%) 2 (10.5%) 4 (9.8%)
お金がかかりそう 2 (9.1%) 0 (0.0%) 2 (4.9%)
必要性を感じない 3 (13.6%) 0 (0.0%) 3 (7.3%)
興味がない 2 (9.1%) 0 (0.0%) 2 (4.9%)
その他 1 (4.5%) 4 (21.1%) 5 (12.2%)
合計 45 37 82

男性 女性 合計
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問８ 地域における防犯活動として、防犯の効果が上がると思う活動はどのようなもの

があると思いますか。（選択はいくつでも） 

（ ）内の割合は各性別における割合 

 

（その他意見） 

・選択肢はいくつでもになっていますが、一つしか選択できなかったので、その他をえらびまし

た。 防犯パトロール 通学路での児童の見守り活動 地域の危険箇所の点検の３点です。 

・上記内容すべて有効と思います。いくつでも選択可とありましたが、ボタン一つしかつかない

ので、その他でお答えいたしました。 

・システム上ひとつ以上選択できなくなっているようなので、その他に記載します。 

・上記すべて効果があると思います。 

・全て実施すべきと思いますが、この選択肢はラジオボタンで 1つしか選択できないのでその他

を選びました。質問欄には複数回答してもよいとなっています。フォーム設計の確認を徹底し

て下さい。 

・上記複数選択出来ないため、こちらに記載します。防犯効果はいずれも高く、特に地域におけ

るコミュニケーションが必要と思います。 

 

◇考察 

 地域における防犯活動として防犯効果の上がる活動と思われているのは、「防犯パト

ロール活動」（30.0％）で、次いで「地域におけるコミュニケーション（高齢者宅訪問、

あいさつ、声かけ など）」（22.0％）、「通学路での児童の見守り活動」（21.0％）

となっている。地域で協力して行われる防犯活動が効果的であると考える人が多い。 

 

 

※「選択はいくつでも」としていましたが、複数選択ができない仕様なっていました。 

  

活動
防犯パトロール活動 14 (28.6%) 16 (31.4%) 30 (30.0%)
通学路での児童の見守り活動 9 (18.4%) 12 (23.5%) 21 (21.0%)
地域内の危険箇所の点検 5 (10.2%) 5 (9.8%) 10 (10.0%)
犯罪発生マップの作成 5 (10.2%) 2 (3.9%) 7 (7.0%)
防犯教室の開催 1 (2.0%) 4 (7.8%) 5 (5.0%)
地域におけるコミュニケーション（高齢者宅訪問、あいさつ、声かけ　など） 14 (28.6%) 8 (15.7%) 22 (22.0%)
その他 1 (2.0%) 4 (7.8%) 5 (5.0%)
合計 49 51 100

男性 女性 合計
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問９ あなたは、公共の場所へ防犯カメラを設置することについてどのように思います

か。 

（ ）内の割合は各性別における割合 

 

 

◇考察 

 防犯カメラを「積極的に設置すべき」が 30.0％、「必要性が高い場所から優先的に設

置したほうがよい」が 65.0％と合わせて 9 割以上の人が公共の場所への防犯カメラ設

置について容認している。 

  

積極的に設置すべき 14 (28.6%) 16 (31.4%) 30 (30.0%)
必要性が高い場所から優先的に設置したほうがよい 32 (65.3%) 33 (64.7%) 65 (65.0%)
設置すべきではない 2 (4.1%) 0 (0.0%) 2 (2.0%)
わからない 1 (2.0%) 2 (3.9%) 3 (3.0%)
合計 49 51 100

男性 女性 合計
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問 10 防犯カメラをどのような場所に設置すると効果があると思いますか。（選択は

３つまで） 

（ ）内の割合は各性別における割合 

 

（その他意見） 

・市役所、区役所、警察署内等、税金で運営されている全ての公的機関 

・通学路 

・人通りが多い場所にも必要です。何かあってもそこで目撃者がいたら、罪を犯した人がもっと

見つかりやすくなると思います。 

 

◇考察 

 「人通りの少ない道」（57.0％）、「駐車場や駐輪場」（45.0％）、「公園」（35.0％）な

ど、人が少なく、夜になると暗くて周りの人が見えにくい場所への設置に効果がある

と考えている。また、「駅構内などの交通機関」の 37.0％、「繁華街や商店街」の 32.0％

など、人の往来が多い場所への設置も効果があると考えている。 

  

場所
人通りの少ない道 24 (49.0%) 33 (64.7%) 57 (57.0%)
駅構内などの交通機関 19 (38.8%) 18 (35.3%) 37 (37.0%)
金融機関 6 (12.2%) 12 (23.5%) 18 (18.0%)
公園 17 (34.7%) 18 (35.3%) 35 (35.0%)
幼稚園や学校などの教育機関 14 (28.6%) 10 (19.6%) 24 (24.0%)
繁華街や商店街 17 (34.7%) 15 (29.4%) 32 (32.0%)
駐車場や駐輪場 19 (38.8%) 26 (51.0%) 45 (45.0%)
住宅街 8 (16.3%) 7 (13.7%) 15 (15.0%)
集合住宅 4 (8.2%) 0 (0.0%) 4 (4.0%)
その他 2 (4.1%) 1 (2.0%) 3 (3.0%)
合計 130 140 270

男性 女性 合計
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問 11 防犯カメラの設置及び運用する上で配慮すべきことは何ですか。（選択は３つま

で） 

（ ）内の割合は各性別における割合 

 

 

◇考察 

 防犯カメラを設置及び運用する上で配慮すべきこととして、「防犯カメラ設置目的が

明確か」を 74.0％の人が、「第三者への画像提供が制限されているか」を 54.0％の人が

上げている。防犯カメラの設置について、効果的と考える人は多いが、設置目的を明確

にし、個人情報の取り扱いに配慮した取り扱いをする必要がある。 

  

配慮すべきこと
防犯カメラ設置目的が明確か 40 (81.6%) 34 (66.7%) 74 (74.0%)
防犯カメラの撮影範囲が必要最小限か 12 (24.5%) 5 (9.8%) 17 (17.0%)
「防犯カメラ撮影中」の標示がされているか 13 (26.5%) 10 (19.6%) 23 (23.0%)
管理責任者が指定されているか 22 (44.9%) 24 (47.1%) 46 (46.0%)
画像データの保存期間が定められているか 9 (18.4%) 7 (13.7%) 16 (16.0%)
画像データの消去方法が規定されているか 6 (12.2%) 8 (15.7%) 14 (14.0%)
画像データの加工が禁止されているか 7 (14.3%) 9 (17.6%) 16 (16.0%)
第三者への画像提供が制限されているか 27 (55.1%) 27 (52.9%) 54 (54.0%)
苦情等の窓口が規定されているか 7 (14.3%) 6 (11.8%) 13 (13.0%)
その他 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
合計 143 130 273

男性 女性 合計
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問 12 あなたは、「犯罪被害者等基本法」を知っていますか。 

 

（ ）内の割合は各性別における割合 

 

 

◇考察 

 「名称は知っているが、内容はわからない」と回答した人が 49.0％、「知らない」と

回答した人が 36.0％で、『犯罪被害者等基本法』について、広く周知していく必要があ

る。 

  

知っている 8 (16.3%) 7 (13.7%) 15 (15.0%)
名称は知っているが、内容はわからない 24 (49.0%) 25 (49.0%) 49 (49.0%)
知らない 17 (34.7%) 19 (37.3%) 36 (36.0%)
合計 49 51 100

男性 女性 合計
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問13 犯罪被害者等への支援策として、どのような取組が強化されればよいと思いま

すか。（選択はいくつでも） 

（ ）内の割合は各性別における割合 

 

（その他意見） 

・マスコミからの保護 

 

◇考察 

「カウンセリング等の精神的な支え」（72.0％）、「総合的な相談窓口による支援の充

実」（71.0％）、「弁護士等の法律相談」（53.0％）、「経済的な援助（一時見舞金、

貸付金、治療費など）」（52.0％）について半数を超える人が回答していることからも、

犯罪被害者等に対して、精神的、経済的など幅広い視点での支援が必要と考えられる。 

 

  

取組
総合的な相談窓口による支援の充実 36 (73.5%) 35 (68.6%) 71 (71.0%)
支援機関等に関する情報提供 19 (38.8%) 14 (27.5%) 33 (33.0%)
弁護士等の法律相談 26 (53.1%) 27 (52.9%) 53 (53.0%)
日常的な相談相手 22 (44.9%) 16 (31.4%) 38 (38.0%)
経済的な援助（一時見舞金、貸付金、治療費など） 24 (49.0%) 28 (54.9%) 52 (52.0%)
居住場所の提供 10 (20.4%) 17 (33.3%) 27 (27.0%)
家事・育児の手伝い 6 (12.2%) 5 (9.8%) 11 (11.0%)
就労・仕事等の雇用支援 14 (28.6%) 15 (29.4%) 29 (29.0%)
カウンセリング等の精神的な支え 36 (73.5%) 36 (70.6%) 72 (72.0%)
犯罪被害者等が置かれている状況についての啓発 10 (20.4%) 7 (13.7%) 17 (17.0%)
犯罪被害者等に関する教育の実施 7 (14.3%) 6 (11.8%) 13 (13.0%)
その他 1 (2.0%) 0 (0.0%) 1 (1.0%)
合計 211 206 417

男性 女性 合計



15 

問 14 犯罪被害者等の支援のための相談窓口のうちあなたが知っているものを選んで

ください。（選択はいくつでも） 

（ ）内の割合は各性別における割合 

 

 

◇考察 

 「知っているものはない」という回答が 42.0％と最も高い。「静岡市の相談窓口」

（32.0％）、「静岡県警察の相談窓口」（32.0％）となっているが、犯罪被害者等の相談

窓口をより広く周知していく必要がある。 

 

  

相談窓口
静岡市の相談窓口 17 (34.7%) 15 (29.4%) 32 (32.0%)
静岡県の相談窓口 8 (16.3%) 8 (15.7%) 16 (16.0%)
静岡県警察の相談窓口 14 (28.6%) 18 (35.3%) 32 (32.0%)
NPO法人静岡犯罪被害者支援センターの相談窓口 4 (8.2%) 9 (17.6%) 13 (13.0%)
日本司法支援センター（法テラス）の相談窓口 9 (18.4%) 11 (21.6%) 20 (20.0%)
検察庁の相談窓口 1 (2.0%) 2 (3.9%) 3 (3.0%)
静岡県弁護士会の相談窓口 10 (20.4%) 12 (23.5%) 22 (22.0%)
知っているものはない 23 (46.9%) 19 (37.3%) 42 (42.0%)
合計 86 94 180

男性 女性 合計
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問 15 防犯、犯罪被害者等支援に対する意見、要望等がありましたら自由にご記入く

ださい。 

（防犯について） 

・オクシズに住んでいます。やはり市街地と違い有事の際に駆けつけてくれるのが時間が

掛かるのではないかという不安が有ります。なのでより一層地域が一体になり防犯に力

を入れていかなければなりません。その為に、定期的に勉強会等を実施して頂ければと、

考えます。 

・子どもがいるので、登下校途中で不審者に会わないかが心配です。地域ボランティアの

方が朝はいらっしゃいますが、町内からリタイアなさった方を数名出して頂けるように

行政から声かけしてくださるともっと安心です。 

・治安が良いといわれるような静岡になってもらいたい。 

・自分のことは自分で守るという「自己防災意識の向上」が一番重要で、さらに、地域防

災対策として、地域でのコミュニケーション・見守りの強化が必要である。 

・現在ほぼ、安心して暮らすことができているのでこの状態を維持していきたい。そのた

めには地域でのつながりがとても大切だと思う。何年かに一度、町内会の組長の仕事が

回ってくるが、地域を知るためにはとてもいい機会だと思う。しかし、同じ組にあるア

パートの住人は、会費だけを払って組長の仕事には参加しない。そういう人たちにも何

とか町内の人たちと関わってもらう事ができればよいと思うのですが。暗い道で他人と

すれ違う時は緊張する。たぶん、相手も同じではないかと思います。小さな光でも良い

ので暗がりを減らしていただきたい。 

・従来の交番に変わる新しい交番を開発したい。たとえばコンビニが代行するとか。 

・14の質問項目をみて自分はなにもしらなかったんだと感じた。子供が産まれてからは犯

罪に対する不安は増したはずがなにをどうしていいかわからない。もっと自分が知って

いかないといけない。 

・通学通勤に使う森下小学校の前の道ですが、学校がしまってから夕方以降は通りの明か

りが少なくて暗いです。セブンイレブン以外お店もない道なので小学校から久能街道へ

向かう道は薄暗いです。車が多いときはまだしも車が通っていないと街灯の間隔が長く

て暗いです。街路樹の花壇や学校の柵などところどころに日中日光の光を蓄積して夜に

光るライトだったりあまりコストのかからないものでよいのでつけてほしいです。自分

は 2 歳の子どもと 18 時すぎに帰宅するときにも歩くので子供も薄暗いと怖いようです。 

・犯罪は、できることなら、ずっと関わらないでいたいことです。そのために、防犯意識

を向上することは大切なことです。でも、信じられる地域でいたい事も確かです。なの

で、警察の方や地域の皆さんが協力して、弱い立場の子どもやお年寄り、女性を助けて

ほしいと思います。少しでも、できることをみんなが行って、より住みやすい地域にな

って行ったらいいなと思います。 

・静岡市内の犯罪認知件数がこの 10年以上、年々減少していることは、心強い。防犯意識

を高め、防犯対策に気を配り、犯罪を起こさせない状況をつくっていけるよう、警察を

中心とした行政機関に対し、指導・監督など更なる尽力をお願いしたい。犯罪被害者が

被害を受けた後、更につらい思いをするようなことは極力避けてあげなければならない。
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一市民としてできることがあれば協力したい。 

・最近は幾分改善されてきたように見受けられるが、一時期、地域の交番の常駐警官が居

ないなど警察官の人数が減ったと感じることが多かった。行政に言ってもしょうがない

ことかも知れないが、むやみに警官の人数を減らすことが良いものでは無いと思う。行

政サイドからも地域防犯維持のため警察官の人数増などを必要機関に要請しても良いの

では無いかと思う。 

・犯罪認知件数は減少しているが、内訳はどうか。変化が少ない、または増加している犯

罪に着目してみる必要はあると感じる。予算の限りもあると思うので、対象を絞った対

策をしてみてはどうか。 

・街灯があっても暗い。女性や子どもが歩くには怖いと思う場所がたくさんあります。も

う少し明るくなれば不安が軽減されるし、防犯にもなると思います。 

・住宅街の街灯を青い光にするなどの、犯罪抑止につながる対策を試みてみたらどうだろ

うか。 

・犯罪を減らすために、抑止と啓蒙活動が必要かと思われるが法律で裁ける範囲が限られ

るため、法律の改正や条例を設けて犯罪行為には厳罰を与えるようにし、再犯を防ぐよ

うにしてほしい。 

・どこで何があるかわからない時代。もっと個人が防犯について知って気をつけていくこ

とが大切で学校でもそういう機会があってもいいと思った。 

・地域住民が積極的に地域防犯に取り組むことが、自分たちを守るために大切だと思いま

す。 

・夜は本来暗いもの。無駄に明るいのは問題ですが、明るい地域とそうでない地域の格差

が大きすぎると静岡市に転入してから強く思います。また暗い中でも無灯火で平気で走

ったり、方向指示器も出さずにいきなり方向転換する車など、自分勝手で防犯意識に薄

い市民にがっかりです。注意をすれば逆切れするお年寄りも多いのが悩みの種。もっと

身の回りが危険であること、また自分が平気でも他人に危害を及ぼす行為を無意識にし

ていることを徹底的に老若男女問わずに教育すべきです。静岡に住む人がこんなに低俗

では政令都市として恥ずかしいと思います。 

・小学校、中学校、高校にも防犯カメラを入れたら良いと思う。いじめが少なくなると思

う。いじめはすぐに傷害になるので、現場は押さえておいた方が良い。 

・犯罪の被害者にならないために、普段から防犯に対する個人の意識を高める必要がある

と思う。これから年末に向かい悪質な犯罪が増えてくると思うので家庭や職場内で今一

度注意喚起したいと思いました。 

・このアンケートに回答していて、自分の防犯に対する意識が低いことを実感しました。

地域の活動に参加したこともなく、支援窓口の存在も知りませんでした。まずは、個人

で防犯の意識や知識を高め、地域ぐるみで声かけ等を実施し、不審人物や日常と異なる

状態をいち早く発見出来る体制が大切だと思いました。 

・個人個人の、犯罪に遭わないという意識の向上が大切だと思います。若い女性の露出度

の高い格好とか、私だけは大丈夫との振り込め詐欺や繁華街を子供たちが夜遅く歩いて

いることなどは、意識が強ければ犯罪を避けられる確率も高いのではないでしょうか。 
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・そのような経験がないので想像ですが、家族が被害にあったら、日常生活が送れなくな

ると思います。犯罪が起きないようにするには、日頃からの地域とのコミニケーション

でしょうか。地域で挨拶運動等があると嬉しいです。 

・これらの事に対してよく判るような啓蒙がまるでないし口先だけだと感じる。もっと危

機感を持って対応してもらいたい。 

 

（犯罪被害者等支援について） 

・1度も被害にあった事のない人の方が多いだろうから、もしも被害にあったら…など、想

像がつかないと思う。学校などに犯罪被害に合うとこうなる…合わない為には…静岡で

起きている身近な犯罪のケースなどといった誰にでもわかる犯罪のパンフレットを作っ

たらどうだろうか。 

・どんな支援があるのか、全く知らないので、情報番組などで周知させてほしい。 

・最近、少年少女への性的被害の話をよく耳にします。我が家にも 3人子供がおり一人で

の留守番や鍵の管理などを気をつけること、自分の身は自分で守る事を家族で話し合う

ようしています。犯罪…基本法は初めて耳にしました。このような取り組みをもっと学

校や家庭にもわかりやすく指導していただけると助かります。あとはやはりご近所との

繋がりは大切に感じています。 

・被害者が女性の時、女性だけの警察部門の課をつくるべき。 

・被害が最小限に済むよう、また二次的な被害が起きないように支援が進むことを願って

います。社会全体に、罪の意識や犯罪は罪悪であるという共通理念が常にあるように家

庭、学校、地域社会の教育が求められているように感じます。そのためには、必要以上

に個人や独立を煽るようなシステムは壊し、コミュニケーションが盛んな開放的な社会

づくりが大切であると思います。その隙間を埋めるのが行政ではないでしょうか。 

・被害者支援はとても少ないと感じています。被害者への精神的、経済的な援助の拡充を

望みます。 

・被害者になった時、実際今の支援が役立っているのか解りませんが、いろんな意味での

心の支援が必要だと思います。 

・偶然出会ってしまった犯罪に対しての見舞金として９００万円支払われる、というのを

昔聞いたことがあります。生活状況も違ってきているので、心身共に支援していけるよ

うな法的な整備が必要だと思います。いつ自分の身に起こるかわかりません。他人事と

は思えないほど多発していますよね。 

・個人情報、プライバシー、人権侵害に関わる事案であり守秘義務の徹底した扱いが求め

られる。 

・犯罪被害者等基本法という法律があることを初めて知った。実際に自分が被害者等にな

らなければ知ることがなかったことかもしれないので、アンケートを通じて知ることが

できて良かった。 

・例えば、性的被害にあった女性や子供が躊躇なく駈け込めて、なおかつ駈け込んだ施設

で２次的被害を被らない、そんな場所や施設が静岡市に絶対必要です。警察に行くと、

心無い男性警察官にあれこれ何回も事情聴取をされたり、また別の場所に行けば、そこ



19 

でもまた同じことを何回も言わされたり、挙句の果てには、「あなたに隙があったんじ

ゃないの？」などと愚かなことを言われたりと、男性警察官や弁護人の無知さがありす

ぎるということが言われています。こういった男性たちも教育しなおしていかないと、

被害者の傷が深くえぐられていくばかりだと思います。 

・誰でも、まさか自分が被害者になるとは思っていないと思いますので、実際に被害者に

なったらどのような行動をとったらよいのか？知識がありません。ほとんどの場合、警

察署と係わると思いますので、どのようなサポートが受けられるのか、自分から相談す

るという考えがない方にも、各窓口を紹介したらいかがでしょう。すでに始めているこ

とかもしれませんが・・・ 

・精神的な支えをサポートする体制が必要である。 

・犯罪に巻き込まれた時の対処方法がわかりません。チャートとかあると助かります。静

岡気分とか情報をいただけると助かります。 

・わざわざ公共の相談窓口に出向かなくても、気軽に相談できるところ（人）が近くにあ

ればいいと思う。 

・今日までは犯罪被害者になった経験がないが、そうなったらとても不安だと思う。相談

機関がきっちりしていること。それが広く周知されていることが望ましい。被害者にな

った時にはどのようなサービスが得られるか、例を挙げて示しておいてもらうと、いざ

というときに役立つと思う。 

・犯罪は身近であっても自分で直面しないと他人事と、捉えることが多いです。身内を失

ったとき、残された身内に突きつけられる現実、もっともっと周りの人の理解が必要と

なってくると思います。そういったことをもっともっとメディアを通してでも伝えるべ

きかと思います。 

・被害者の方が、周囲へ気がねをする状況（性的被害等は公にすると逆に被害者が余計に

周囲の心無い対応に苦しむ）無理解・好奇心への対応配慮を無くす事ができたらと思う。 

・問 14については一般的な何でも相談の窓口として知っています。防犯犯罪被害者支援に

対する窓口と特別に認識していたわけではありません。被害者は先ずは警察署での対応

があると思うのでそこでの紹介、導入等が不可欠だと思います。とりあえず有事には、

市とか県の「何でも相談」は真っ先に利用したいのでそこでの対応の充実、相談対応者

の質の向上を切に願っています。 

・相談窓口の種類、活動事例など市民に周知させることをパンフや広報誌で繰り返し行っ

てほしい。 

・相談窓口は警察と思っていたが、市そして県にもあることは知りませんでした。市及び

県の窓口はどこに連絡すればよいのか、広報等を活用して PRして欲しいと思います。検

討して下さい。 

 

（その他） 

・今一番心配な防犯は車の無謀運転についてです。登校の列に車が突っ込んだ等のニュー

スが多くなったように思います。こちらが気をつけても、相手が突っ込んで来るといっ

た思いもしない出来事です。幼稚園に通う子供や、送り迎えや買い物で自転車を使う家
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族の身に起こったら・・・と思うとぞっとします。子供達（特に幼稚園、小学校）の通

学時は、極力車が通らない道をルートにしたり、時間帯通行止めが出来るルートを確保

して少しでも確立を減らしてほしいです。また地域の方に見守られながら通学し、まだ

未熟な小さな命をみんなで守りたく思います。 

・設問８は選択肢はいくつでもとなっているが 1つしか選択できない。 

・学童の下校時に交差点で交通整理をしているお年寄りを見かけます。趣旨はいいことだ

と思います。しかしそのために危ないこともありました。学童以外の交通には全く関心

が無いのです。交差点で腕章を付けている人がいれば、学童以外の車、自転車歩行者は

信頼して交差点を通過しますが、交通整理しているから横切る人はいないだろうという

車と衝突しそうになったことがありました。もし、そういう人がいなければ通常の注意

で車を運転してきたと思います。交差点に腕章をつけてはいるならば自分が交通整理を

するつもりにならないと、逆に危うい事故を引き起こす可能性があります。 

・８について選択肢はいくつでもとありますが１つしか選べませんでした。 

・若者が加害者の場合、最近の質の落ちたＴＶ番組の影響もあると思う。個々が孤立して

いる現在の状況から考えると我慢できない若者の増加とＴＶからの間違った教育を信じ

た者が相談相手のない行動をしてしまう。これらを解決するには番組の質の向上、ＴＶ

業界はそれを理解できない人間が番組制作していると思う。もう一つは競争社会の教育

の改善、考える教育にシフトすると人のレベルも向上すると思う。 

・犯罪のニュース番組等を見て思うことは、視聴率を高めるために、おもしろ・おかしく・

興味をそそるような番組にするため、被害者を取材攻撃しているのではないかと想像で

きる。想像の域ではあるが、警察も事件の状況把握で加害者への事情聴取と同等に、言

いたくもないことを根掘り葉掘り聞かれる犯罪者扱いされているような感じを持ってい

ます。世間の人は言わないまでも、上記のような内容を知っているため、小さな犯罪は

表に出ないこととなっていると思っています。 
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◆総括 

 今回のアンケート調査の結果、静岡市の治安が回復していると感じている人は 1割に

満たないという結果でした。 

安全で安心して暮らせる地域社会の実現のためには、一人ひとりが防犯意識を高め、

地域で一体となって防犯活動に取り組むことが大切であると考えていることがわかり

ました。防犯に対する意識を高めてもらうため広報・啓発に取り組むとともに、地域防

犯活動の支援を積極的に展開していきます。 

また、犯罪被害者等の相談窓口の認知度が低いことからも、相談窓口を周知していく

とともに、警察・犯罪被害者等支援窓口と連携し、支援体制の充実に取り組んでいきま

す。 

今回の意見を、次期「静岡市犯罪等に強いまちづくり計画」の策定や、防犯・犯罪被

害者等支援施策の資料として、安心で安全に暮らせる静岡市の実現に向け活用していき

ます。 


