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視察報告 7月23日
先進事例テーマ 防犯ステーション「まちばん」設置事業

「まちばん」設置の背景
土浦市は、県内ワースト３と犯罪が多かった。
そこで、安心・安全な住みよい地域社会の実現
を図る事を目的とする「土浦市安心で安全なまち
づくり条例」が制定された。（別紙資料１）
しかし、平成２０年３月ＪＲ荒川沖駅殺傷事件の
発生を受け、市民の防犯意識が高まった。交番
は土浦駅から300m離れた所しかなく、県に移設
要請及び、他２駅への新設を要望するが至らなかった。 そこで、駅利用
者及び市民の安全を確保し、防災体制の充実を図るために、警察官ＯＢ
を配置する、「まちばん」を設置することとなった。

まちばん設置目的まちばん設置目的まちばん設置目的まちばん設置目的 ：交番の設置が難しい中、警察ＯＢの経験を活かし、その方達を
中心に、警察・地域パトロール隊との情報共有の場として利用する。
過去の事件を踏まえ、パトロール活動に必要な備品も装備する。（刺又・赤色棒等）
設置状況設置状況設置状況設置状況： 荒川沖駅の出口に、外観は交番と思える施設を設置。
施設施設施設施設名称名称名称名称：「土浦市防犯ステーションまちばん荒川沖」

入り口に、県警直通電話が設置されており、通話することで、この
場所も判る。 施設上には、遠近を撮影するカメラ設置してある
（録画式）。カメラ画像は、まちばん内のパソコンで見る事が出来る

所管 刈谷市タウンミーシングでも、人口割りでの交番設置の要望
はあるが、現実はむづかしい。 この点からもまちばんは有効
的と考える。 但し、土浦市のように警察官出向者とのセットが
必要という点について、今後も行政担当と研究していく。

○課題
① 警察OBの人数確保の継続が難しい
現状は市民ボラとの合同活動で対応
年齢の制約（65～70才）・・・警察とのパイプで現状は成立

② 警察OBの行動・権限の範囲制約（一般市民の為）

配備して配備して配備して配備している刺又いる刺又いる刺又いる刺又

防犯ステーションまちばん荒川沖防犯ステーションまちばん荒川沖防犯ステーションまちばん荒川沖防犯ステーションまちばん荒川沖

土浦市窃盗犯
学区別発生状況

・人口：14.4万人
・世帯数 60494世帯
・老年人口比率：22.2%
・人口密度1162.6人/㎢
・面積 122.99㎢
・財政力指数 0.89

・実質公債費率 10.7%

・犯罪認知件数ﾜｰｽﾄ3
①自転車盗（自転車盗）
②自動車部品等（同左）
③窃盗（侵入盗）
（カッコは刈谷市）

土浦市 行政データ

県警直通県警直通県警直通県警直通電話電話電話電話

○防犯の取り組み
① 県警より市役所担当課へ出向者が中心となり指導・運営を行っている
・ より具体的な犯罪情報の収集が可能・・・警察との連携が出来る

・ 防犯パトロール隊への指導が日常から行える
自主防災組織の意識向上が図られる

・ 市民と接することで、市民に判り易い活動か可能

② まちばんの有効活用
・ 犯罪確率が高い駅に設置する事での犯罪抑制
・ 危険と感じたときの駆け込み場所として機能
・ 犯罪発生時に、被害者の安全確保の迅速化

県警出向者



視察報告 7月24日
先進事例テーマ 都市観光にいざ・雑木林と

せせらぎのあるまちづくり事業
新座市 行政データ

・人口 15.9万人
・世帯数 67606世帯
・面積 22.80㎢
・老年人口比率：20.3%
・人口密度人 6.9人/㎡
・財政力指数 0.90

・実質公債費率 6.6%

◎事業の背景◎事業の背景◎事業の背景◎事業の背景
地域再生計画「観光都市にいざ・雑木林とせせらぎ
のあるまちづくり」が、平成16年6月国に認定される。
首都近郊にで、自然資源や文化遺産、地域の特産品などを、

うまく組合せ、観光都市として、「来てよかった」「住みたい」
まちづくりをすることで、地域雇用の創出、地域経済の活性化
の創出が狙い。

◎所管◎所管◎所管◎所管 事業を進める上で、コストを押さえ、市内大学と連携を図り、「観光都市づくり

サポータ制度」を設け、サポータ・ボランティアを育成し、市民協働によるまちづくりがうまく廻っている。 その活動も、維
持継続だけでなく、新たな仕掛けが創出されているところは、市民の意見を吸い上げ、うまく観光に結びつけているところ
は素晴らしい。 「屋根のない博物館」という、ふるさとを市民に根付く資源開発は、刈谷の既存施策のレベルアップとし
て提案していきたい。 又、今回の視察で得た、観光プラザの特徴を、刈谷市案内所に活かしていきたい。

１．観光プラザ整備（空き店舗活用）１．観光プラザ整備（空き店舗活用）１．観光プラザ整備（空き店舗活用）１．観光プラザ整備（空き店舗活用）

季節の昆虫や野鳥の写真集
を掲示するなど、観光

イメージできる様にしてある
又、観光グッズとして、キャラ
クターの販売も好調。

まちづくりの課題 課題解消の狙い 施策 具体的内容

鉄道駅の分散化による中央部の空洞化
市街通勤・通学63% （内70%は東京）
→ 市内消費の減少

中央部を観光開発し
地場産業を組み合
わせる

いきいきと誇りの
持てるまちづくり

市民ｻﾎﾟ-ﾀ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞ
の育成と活躍の場づくり
で、地元の愛着心を醸成

減少傾向の雑木林
山林面積 S30年代 380ha →H23 98ha

雑木林の有効活用と
持続可能な活動の
仕組み

フィールドミュー
ジアムのまちづく
り

市全体の博物館化
観光資源のネットワーク化
と見所づくり

産業分野での課題
農業後継者 ・ 異業種連携不足
→ 競争力の低下

地場産品づくりと地
産地消のシステム作
り推進

「発見のあるまち
にいざ」イメージ
を作り、伝える

イメージキャラクター
農産物イベントの充実
地域ブランドの確立

それぞれの資源を効
果的に結合させ
回遊制を高める

「ふるさとにいざ」
イメージを支える
交流拠点の整備

観光プラザの整備し、イン
フォメーションコーナーの
設置

◎まちづくりの課題と解消施策◎まちづくりの課題と解消施策◎まちづくりの課題と解消施策◎まちづくりの課題と解消施策

平林寺

野火止用水

駅前商店街

ｷﾂﾈﾉｶﾐｷﾘ

多くの観光資源が点在している

施策事例
●いきいき●いきいき●いきいき●いきいきと誇りの持てると誇りの持てると誇りの持てると誇りの持てるまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり

●●●●フィールドミュージアムのまちづくりフィールドミュージアムのまちづくりフィールドミュージアムのまちづくりフィールドミュージアムのまちづくり

●●●●「ふるさとにいざ」イメージを支える交流拠点の整備「ふるさとにいざ」イメージを支える交流拠点の整備「ふるさとにいざ」イメージを支える交流拠点の整備「ふるさとにいざ」イメージを支える交流拠点の整備●●●●「発見のあるまちにいざ」イメージを作り、「発見のあるまちにいざ」イメージを作り、「発見のあるまちにいざ」イメージを作り、「発見のあるまちにいざ」イメージを作り、伝える伝える伝える伝える

花のあるまちづくり
ｻﾎﾟｰﾀ花達人（かだん）
が種まきなどの畑整備

菜の花畑・ひまわり畑
（運動公園内3000㎡専用地）

観光資源のネットワーク化観光資源のネットワーク化観光資源のネットワーク化観光資源のネットワーク化

○新座市を３ゾーンに分け「小さな
旅の物語」開発を市民と協働で開発
○効果的誘導する案内看板設置

グリーンツーリズム推進グリーンツーリズム推進グリーンツーリズム推進グリーンツーリズム推進（市民協働）

・シイタケの里づくり（伐採木再利用）
・タケノコ掘り・みかん狩り体験
花の花の花の花のあるまちづくりあるまちづくりあるまちづくりあるまちづくり（農業従事者協賛）
・空閑地を活用し、花畑事業展開

カブトムシの里
座☆ビートルズが
雑木林を整備

里親フェアー
市内小学生対象

野火止用水美化活動
市民、各団体、地元企業

などが清掃活動（1回/月）

１．情報発信の充実１．情報発信の充実１．情報発信の充実１．情報発信の充実
・イメージキャラクター「ゾウキリン」
・鉄腕アトム
1）新座市特別住民登録
２）JR新座駅発射音にアトムテーマソング使用
３）アトム通貨発行
２．イベントの充実２．イベントの充実２．イベントの充実２．イベントの充実 各種ウォーキングイベント開催（JR協賛など）
３．地域ブランドの確立３．地域ブランドの確立３．地域ブランドの確立３．地域ブランドの確立 （商店街連盟協賛）
新座市特産品 にんじんうどんの開発・販売
地元の小麦文化と、埼玉県出荷楽１位にんじんのコラボ

２．まちなか観光案内所２．まちなか観光案内所２．まちなか観光案内所２．まちなか観光案内所

・まち歩きルート上の
商店を約30カ所指定
観光マップ等設置

「ｿﾞｳｷﾘﾝ」グッズ販売

地元中学生も参加し
清掃活動を実施



視察報告 7月24日 先進事例テーマ 新観光ビジョンについて
東京都台東区 にぎわい計画課

◎新観光ビジョン策定の背景◎新観光ビジョン策定の背景◎新観光ビジョン策定の背景◎新観光ビジョン策定の背景

東京都東京都東京都東京都台東区台東区台東区台東区 行政データ行政データ行政データ行政データ 一般会計予算 898億円（25年度）
面積 10.08k㎡、人口 18.5万人、高齢化率23.3%

製造出荷額 0.08兆円、卸売業販売額4.2兆円、小売業販売額0.5兆円

台東区は、「観光」は関連する産業の裾野が広く、雇用や税収に大きな影響を
及ぼす総合産業と位置づけている。 ２１世紀のリーディング産業と位置づけ、
平成13年に東京都で初めて「台東区観光ビジョン」を策定し、浅草・上野・アメ横
など地域の特色を活かした観光施策を積極的に展開してきた。
旧来の伝統文化に加え、訪日外国人観光客の増加、隣接する墨田区の「東京
スカイツリー」建設、国立西洋美術館の世界遺産登録の動きなど、区の取り組む環境が大きく変化してきた。 この変化
に対応しつつ、地域資源と区民の営みを次代に確実に継承していけるよう、産官地が一体となって、魅力ある台東区の
取り組みを進めるための、共通の目標・指針とするために、新たに策定する事になった。

◎観光振興の理念＜観光の持続的発展＞◎観光振興の理念＜観光の持続的発展＞◎観光振興の理念＜観光の持続的発展＞◎観光振興の理念＜観光の持続的発展＞
これまでの観光客向けの取り組みから、区民の生活向上に
繋げる側面も重視した取り組みとして位置づけていく。

観光アクションプラン・・・基本方針の５つの柱に対応し具体的８６事業を展開（観光アクションプラン・・・基本方針の５つの柱に対応し具体的８６事業を展開（観光アクションプラン・・・基本方針の５つの柱に対応し具体的８６事業を展開（観光アクションプラン・・・基本方針の５つの柱に対応し具体的８６事業を展開（今後５年間に今後５年間に今後５年間に今後５年間に取り組む主取り組む主取り組む主取り組む主な事業）な事業）な事業）な事業）

アクションプランアクションプランアクションプランアクションプラン 進め方進め方進め方進め方 事業内容事業内容事業内容事業内容 新：新：新：新：新規事業内容

１．多面的な観光魅力創出
と磨き上げ

観光ニーズを踏まえ、既存の観光魅力を磨き
上げ、地域の歴史に根ざした「芸術」「文化」
「産業」への着目・連携により、魅力提供

新新新新東京スカイツリーと台東区を結ぶ地域に芸術作品を設置
新新新新商店街が空き店舗を借り上げ、作業が見えるアトリエ店舗の作業が見えるアトリエ店舗の作業が見えるアトリエ店舗の作業が見えるアトリエ店舗の誘致
新新新新観光客のニーズに合った日本・地域の伝統文化を体験コース開発

２．利便性と快適性を兼ね
備えた観光の基盤づくり

観光客への利便性・快適性と、区民にとっての
快適な生活空間の両立する、都市基盤を整備

浅草文化観光センター更新：展望テラス・大型ビジョン・団体客支援
東京スカイツリーから既存の観光場所への誘導サインを検討整備
台東区・隅田区新タワー行政連絡会でも連携推進台東区・隅田区新タワー行政連絡会でも連携推進台東区・隅田区新タワー行政連絡会でも連携推進台東区・隅田区新タワー行政連絡会でも連携推進

３．地域への愛着・誇りに基
づくおもてなしの向上

増加する外国人観光客を、地域のおもてなし
の心を前面に出して受け入れ、意識の醸成を
図る

新新新新区民賑わい塾開催：座学や町歩きを通し観光魅力を学ぶ
大江戸清掃隊美化活動：団体・個人登録、自主・ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ活動実施
大震災被災時、区内避難・安全確保策の3カ国語ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ製作・配布

４．的確で細やかな情報発
信・プロモーションの実施

常に各エリアの最新情報を把握し、変化する
人々のニーズや行動を踏まえ、様々な情報
ツールを的確に活用し、アピールしていく。

新新新新国内外観光客に質の高い情報提供出来る観光サイトの充実
新新新新区内事業者に外国語版ホームページ開設費用の補助
新新新新区内観光コースの特集番組を製作し、民放放送し情報発信強化
フィルムコミッションで観光につなげるフィルムコミッションで観光につなげるフィルムコミッションで観光につなげるフィルムコミッションで観光につなげる

５．官民の連携による活力
ある推進体制の構築

地域の担い手の間で、観光が地域活性化に
与える効果について、意識の共有化を図る。
地域と各団体を結びつけるコーディネーター
組織と、継続的に関わる事が出来る

新新新新新観光ビジョン戦略会議の設置
新新新新長期的な観光の専門スタッフを、人材育成する仕組み作り

新新新新観光振興の一層推進する目的で、サポート・コンサルタントとして
の役割を担う組織づくり・人材確保の検討

◎観光振興の基本方針～◎観光振興の基本方針～◎観光振興の基本方針～◎観光振興の基本方針～５つの柱～５つの柱～５つの柱～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板を実現する
３．地域に対する愛着や誇りといった意識の醸成を図る
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

◎７つの戦略プロジェクト◎７つの戦略プロジェクト◎７つの戦略プロジェクト◎７つの戦略プロジェクト 上記86事業の中から、観光客向けの事業を抽出し、次の３つの視点・７つの戦略に再分類し、
戦略プロジェクトとして実施。 評価指標を定め、今後毎年確認していく。

①観光客向けの①観光客向けの①観光客向けの①観光客向けの
視点視点視点視点

AAAA 観光滞在・観光消費充実戦略観光滞在・観光消費充実戦略観光滞在・観光消費充実戦略観光滞在・観光消費充実戦略

BBBB リピーター・ファンづくり戦略リピーター・ファンづくり戦略リピーター・ファンづくり戦略リピーター・ファンづくり戦略

CCCC 宿泊客受入戦略宿泊客受入戦略宿泊客受入戦略宿泊客受入戦略

DDDD 外国人観光客受入戦略外国人観光客受入戦略外国人観光客受入戦略外国人観光客受入戦略

②新たな需要創②新たな需要創②新たな需要創②新たな需要創
出の視点出の視点出の視点出の視点

EEEE 東京スカイツリーからの回遊制向上戦略東京スカイツリーからの回遊制向上戦略東京スカイツリーからの回遊制向上戦略東京スカイツリーからの回遊制向上戦略

FFFF アフターコンベンション戦略アフターコンベンション戦略アフターコンベンション戦略アフターコンベンション戦略

③観光振興の土③観光振興の土③観光振興の土③観光振興の土
壌づくりの観点壌づくりの観点壌づくりの観点壌づくりの観点

GGGG 観光まちづくり担い手育成戦略観光まちづくり担い手育成戦略観光まちづくり担い手育成戦略観光まちづくり担い手育成戦略

所管 地域特性から観光に特化。 周辺区と連携した施策は、刈谷で提案するには、段階
が違うと感じた。 しかし、やるべき基本方針が具体的で、取組む主要事業・評価指標も明
確になっている事は学ぶべき所である。 ひとつの実例で、NHKの朝ドラ「あまちゃん」のロケ
地を観光名所とし、新しい客層を1.5倍も獲得。 顧客のニーズを把握し、新観光の発掘する
柔軟性は素晴らしい。刈谷市の「賑わいづくり」の参考に今後提案していきたい。
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豊島区（東京都特別区）行政データ豊島区（東京都特別区）行政データ豊島区（東京都特別区）行政データ豊島区（東京都特別区）行政データ 一般会計 992億円（24年度）

面積 13.01ｋ㎡、人口27万人、
高齢化率 20.8％、単身世帯６割、
巨大ターミナル池袋 一日乗降客 254万人、
昼間人口 42万人、大学数 6大学、
産業 サービス業等第三次産業 9割

人
口
密
度

豊島区
（20.8人/㎡）

刈谷市
（2.7人/㎡）

高密都市 高齢者

◎◎◎◎セーフコミュニティー認証事業実施の背景セーフコミュニティー認証事業実施の背景セーフコミュニティー認証事業実施の背景セーフコミュニティー認証事業実施の背景

年間２万人
の転出者

高齢化
20.8%

特殊出生率
0.88

少子化
8.6％

外国人
との共生

高齢単身率
37.7%

６割が
単独世帯

日本一の
人口密度 大繁華街

池袋

商業機能
の集積

密集
住宅地

膨大な
来場者

昼間人口
の多さ

みどりの
少なさ

高密都市

コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ

の課題の課題の課題の課題

安心・安全安心・安全安心・安全安心・安全

の課題の課題の課題の課題

豊島区は、池袋を中心に都内有数の繁華街が広がっているこ
とから、犯罪防止・環境浄化・交通事故などや、自然災害に脆
弱な密集住居地が広く分布することなど、安心・安全の課題。
又、転出入数の多さ、単独世帯（高齢者割合37.7%）や、出生率
も低い事から、コミュニティの希薄傾向が課題。

セーフコミュニティ活動は、安全を起点としてコミュニティにお
ける人の絆やつながりを広げ、地域力に支えられた「安心」な
まちづくりを推進していく事を基本的な考えとしている。
様々な地域を守る安心・安全活動を、WHO協働センターが示

す、６つの指標に照らして、科学的な視点から現状を評価し、新
たな発想や方法を学ぶ。これにより、地域の「健康」と「安全」の
活動を大きくステップアップする事が出来ると考え、この事業を
取り組むこととなった。そして、これから迎える超高齢者社会に
対し、この活動を通じ、効果として医療費・介護費用の削減につ
なげていく。

◎ＷＨＯ協働センター６指標◎ＷＨＯ協働センター６指標◎ＷＨＯ協働センター６指標◎ＷＨＯ協働センター６指標

Ｄ
Ｖ

Ｄ
Ｖ

Ｄ
Ｖ

Ｄ
Ｖ
のの のの
防
止

防
止

防
止

防
止

3333ハイリスクのグループや環境に焦点をあてた予防活動ハイリスクのグループや環境に焦点をあてた予防活動ハイリスクのグループや環境に焦点をあてた予防活動ハイリスクのグループや環境に焦点をあてた予防活動
重点課題の対策10項目について、標準化された活動
フォーマットを活用。
・課題の予防対象の理由、原因分析が視える化されている。
・その原因分析を基にハード・ソフトの対策を立案
これを活用し、現状の把握を関係者と共有化・・・誰が・何を・どのように・どうする事を明確化。

・年度実績の確認 ・・・ 対策の短期・中期・長期成果の指標を明確化して確認
※活動事例 「自転車利用の安全」について、予防活動の参考資料添付参照

⑧⑩ ⑦ ⑨⑦ ⑧ ⑧ ⑨ ⑦ ⑦ －

※○数字は、委員構成の団体数

所管 良いところは、住民が視て判るデータについて、数値化にこだわって判り易くグラフ化し、情報共有をしている。
又、協働する団体含め持続可能な工夫が随所に見られた。 課題としては、重点項目を広げすぎ最終的には、区民
に、負担がかかる軽減と後進の育成が鍵となると思われる。 刈谷市に、導入するには市長の強い意志と熱意ある
キーパーソンが必要となると考える。 今回の視察で、ひとつでも導入可能な仕組みを研究し、提案していきたい。

東京都豊島区 製作経営部匿名製作担当部長 斉藤雅人氏
先進事例テーマ セーフコミュニティー認証事業について

6666 国内・国際的なネットワークの継続的な参加国内・国際的なネットワークの継続的な参加国内・国際的なネットワークの継続的な参加国内・国際的なネットワークの継続的な参加
① 国内ネットワークへの参加・・・セーフコミュニティ都市との交流（視察・各市協同学習会など）
② セーフコミュニティ世界会議に参加・発表、アジア地域セーフコミュニティ会議開催（1区・1町・１市共催）

5555 予防活動の効果・影響を測定・評価する仕組み予防活動の効果・影響を測定・評価する仕組み予防活動の効果・影響を測定・評価する仕組み予防活動の効果・影響を測定・評価する仕組み

収集した多様なデータに基づきＰＤＣＡを回す仕組みが、それぞれの委員会の関係も明確にされている。

重点課題の対策について、短・中・長期の数値指標および、確認手段・頻度及び確認対象を明確にしている。

4444 障害が発生する頻度・原因を継続的に記録する仕組み障害が発生する頻度・原因を継続的に記録する仕組み障害が発生する頻度・原因を継続的に記録する仕組み障害が発生する頻度・原因を継続的に記録する仕組み

行政機関による統計・救急搬送データ、医療機関・保育園・学校でのけがの記録、アンケート調査について、
全体像とそれぞれのデータ収集の目的・手法・インターバルが継続的に行えるようになっている

1111分野を越えた協働を推進する組織分野を越えた協働を推進する組織分野を越えた協働を推進する組織分野を越えた協働を推進する組織

区として、重点課題の対策を10項目設定し、庁内組織だけ

でなく、産官学・地域及び関連する各団体で構成する組織

2222予防予防予防予防活動の効果・影響を測定する・評価する仕組み活動の効果・影響を測定する・評価する仕組み活動の効果・影響を測定する・評価する仕組み活動の効果・影響を測定する・評価する仕組み

不慮の事故（場所別）と意図的要因（自殺、暴力・虐待）

・災害について年齢層別に対策した数をマトリクスで、
安全向上、障害・事故予防の全対象を確認

※代表活動を対象者・目的・概要・実施について表記
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