
意見

防犯だけでなく、挨拶のできる地域にも繋がっていると思います。

関心を拡げるために、防犯の具体例など呈示されるといい

小さい頃から自主防犯活動を行っている方々を目にしてきました。学校の行き帰りなどで挨拶
をしてくださったり、とても身近な存在でした。これからも活動を応援しています。

地域のために毎日、悪天候でも朝夕活動されている地域の方々には頭が下がります。本当に
ありがとうございます。

子どもたちの交通の安全を見守ること。

小・中学生の登下校の見守りを今後も期待したいです。
自主防犯活動を行なっている方々は高齢な方が多いと思うので、無理のないように活動を頑
張ってください。

これからは、もう少し興味を持ってみていきたい。

自治体と防犯には深く関わりがあると思う。
自治体の存在価値の希薄化を防ぐことも地域の防犯に大いに役立つと思う。

現状だとシニア世代の男性しか参加しづらいのではないかと思う

これからも登校下校の子供達を見守ってくれることを期待しています。
大変だろうけど頑張って下さい。

普段気にかけて見ていなかったのですか、今度見かけた時には気にかけて見たいと思います

自主防犯活動団体の皆様へ
いつも地域のために活動してくださり、ありがとうございます！

三郷市がより良い地域になるように少しでも協力していきます。パトロールのみなさんにはいつ
も声を掛けていただき、地域に顔見知りが増えてとても嬉しいです！

いつも防犯活動を行ってくださり、本当にありがとうございます。なかなか感謝の言葉をお伝え
する場がなく、このような機会がいただけて嬉しく思います。自主防犯活動をしてくださる皆様の
お陰で、未然に防止できた犯罪があると確信しております。

質問１３
自主防犯活動や県の防犯のまちづくりに関する取組について今後期待することなどがありま
したら、自由にお書きください。
また、自主防犯活動を行っている方々に対するメッセージについても、是非お書きください。
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埼玉県の観光地として、秩父や川越が定着しようとしています。
外国人観光客を呼び込む為に、ナイトタイムエコノミーを実施する際にも自主防犯活動は重要
となります。
地域全体で地域活性化に向いても頑張っていって下さい。
また、より活発に活動展開していって下さい。

見かけたことがないような認知度の活動に抑止力があるとは考えない。
美化運動ないしは類似の活動により、犯罪率の低下との相関性が明らかな手法を選択すべき

私は人の流動が多い県南の人間ですが、まれに仕事帰りにお揃いの格好をした方が見回りを
されているのを見ると、街に愛着もわきますし、安心も感じます。
どう若い人を取り組むか考えるのは行政の仕事だと思いますので、今後のさらなるご活躍を期
待しております。
私も、行政の方の尽力で手元まで情報が届くようになりましたら、是非参加したいです。

何よりも活気にあふれていて、子供たちが安全に外で遊べるような環境であり続けられることを
期待します。
防犯だけではなく、住民間や国内外からの観光客とのトラブルなどにも対応することもあるかと
思います。あまり気を負わずお体に気を付けて、これからもよろしくお願いします。

毎日の様に、暑い日も寒い日も風雨が強い日も、本当に有り難いです。

防犯カメラの設置

少子高齢化に伴って、どのような団体も高齢化が進むのはある程度仕方ない部分もあると思
う。参加している方々の健康管理や仲間作りにもなり生きがいにも繋がるような活動になって欲
しい。働き盛りの世代は仕事や子育てに追われて余裕が少ないので、参加者を増やすには空
き時間や何かのついでに行えるような手軽な活動を増やしていくのが良いのでは。

周知と浸透に期待したい。

大変ですが、今後も見回り、よろしくお願いします。

地域の安全パトロール継続を

いつもご苦労様です。

ここに住んで幸せだと思えるようなまちになったらいいなと思う。
自主防犯活動をしていただけるのはとてもありがたい。



意見

いつも子供の見守り活動にご尽力いただき、本当に有り難いと思っています。

賛否両論ですが、防犯カメラの設置を増やすのは効果的だと思います。

防犯に取り組んでくださってありがとうございます。

警察が頼りにならない昨今です。犯罪、減少の為にもっと積極的にアピールした方がいいと思
う。

意識の問題ですが、あなたたちは警察ではないことを理解する必要があります。
犯罪行為もしくは準ずる行為を見つけた場合、あなたたちはそれを目撃しただけに過ぎないの
で、即警察に連絡し、指示を仰ぐということを忘れないで下さい。

期待は・・・。自分で守れるものなら守りたいです。

ありがたいです
お疲れ様です。

自主防犯活動を拡充するよりは、たとえ増税になったとしても、きちんと警察予算を拡充すべき
だと思います。

防犯や犯罪についての現状の情報発信の強化

防犯活動は非常に大事です。しかし、防犯活動に対する意識をはじめ、若い世代の方々に参
加をするのは難しいと思うが、工夫や参加しやすい環境を変えていただかないと非常に限界に
あると思う。
イベントや大会等の活用はもちろん、意識をさせる工夫や、参加しやすい時間と環境を考える
必要があると考えていくべきです。

活動お疲れ様です。

特になし。
本当に自主的に行っているならば、「お疲れ様です。ありがとうございます。」としか言えませ
ん。おそらく、見えないところでの活動が多いことでしょう。

尽力いただいているにも関わらず、その効果や活動について知られていないことが、残念です
し、申し訳ない気持ちです。
広告を打って、多くの人の目にする機会を作れると良いと思います。

すでにボランティアの活動は限界にきていると考えているので、ちゃんとした職として雇うこと、
もしくは相当の対価を与えることを考えるべきである。

ありがとうございます。
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気候が厳しい時もいつも見守ってくださり本当にありがたく思っております。私も子育てが終わり
仕事をリタイヤしたら活動に参加したいと考えております。

ご自分も安全に活動していただけたらと思います

特定の人が仕切っていたり、命令したりしているのを見ると参加したくないと思います。

これから子どもが大きくなった時にずっと一緒にいられる訳ではないので、このような活動が
あってありがたい。
私も仕事を辞めて時間ができることがあれば将来のこどもたちにお返ししたいので、ぜひ活動
を継続して行ってほしい。

防犯カメラの増設と、更にそのアピールが必要と思います。

子供たちの見守りは今後も続けてもらいたいです。

こどもの下校指導など本当に助かっています。

子供たちが安心して外で遊べる街を一緒に作っていきたいです。

自主防犯活動を行っていただけることで、地域に安心感を与えてくれたり、犯罪の抑止につな
がったりと、非常に大きな効果があると思う。今後も続けていっていただきたいし、積極的に参
加する人が増えることを願う。そしてもちろん、自分も参加したい。

いつもありがとうございます。

いつも、見守りありがとうございます。

今後、地域が少しでも暮らしやすいよう、活動を続けてもらえるよう頑張って下さい。

人が滅多に通らないような道路や電灯が薄暗い箇所がまだまだあるので改善される事を願っ
ています。
防犯活動はとても大変だと思いますが、子供達へ声をかけてくれたりするので助かっています。
ウチの子は登校中に転んでケガをしたのですが、（多分防犯活動の方だとは思うのですが…）
バンドエイドを貼って頂き、とても有り難かったです。

頑張ってほしい

自主的に行ってくださっている人には感謝です。いてくださるだけで、活気があり良い地域という
感じがします。

雪の日の朝にいつもより多くの方々が参加され雪掻きをされていました。とても感謝していま
す。
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地域の治安維持、事故・犯罪をなくすためにも頑張って下さい。

ポイントを金券にかえる

いつも地域のために、見守って下さりありがとうございます。

身近なものの中で気をつけた方がいいと市民が思った時に
「こういうものはもっとこうなってくれてれば」
という意見を書き込める場所を作って欲しい

感謝しています。

高齢な方々が防犯活動パトロールをされているのをよく見かけます。活動そのものが「誰かが
ちゃんと見張ってくれている」という安心感を感じます。逆に犯罪への抑止力にもなっていると思
います。ただご高齢の方々に頼るのではなく、子供たちも含んでパトロールなどの活動を行うこ
とで、若い世代の人たちにも活動の意義を感じてもらうことは重要だと思います。

寒い日も暑い日も地道に活動している姿を見ますとボランティア、65歳以上の高齢者と呼ばれ
る方々がメインに活動されているのが実態だと思う。自主防犯活動団体が全くなくなるとどう
いった不利益があるのかを考え、その存在意義を考えたい。私は地域のため、住民のためにと
いう視点が存在意義であると思う。互助の考え方でコミュニティを形成し、目的を共通化にして、
土日できる方でも参加し、それでも継続が困難であれば、負担の公平性からして、減少になっ
ていく可能性があると思った。

いつも地域で自主防犯活動を行ってくださっている方に、お疲れ様ですと伝えたいです。いつも
ありがとうございます。

顔の見える関係作りをしなければ意味がない。
高齢者の把握などもすると良い

地域の子供のクラブ活動やサークルに参加している親に声をかけたらいいかと思います。
休みの日ならお父さんたちも参加できると思います。地域のつながりができていいと思います。

防犯に一役買っていただきありがとうございます

自主防災活動をしている皆さん頑張ってください。

あのビブズを着て町をパトロールしている姿を見るだけで、警察官がパトロールしているより１０
０倍安心感が得られます。子どもたちのためにも我々の世代が継承したいのは山々なのです
が、何か工夫がないと難しいのではないかとも思います。今後とも、この取り組みは続ける方針
に賛成です。

自主活動を行っている人たちには感謝です。私でもできる活動があればぜひ参加したいです
ね。
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不審者への声掛けや、子供の帰り道でのパトロールは、犯罪を抑制すると思う。

マナーとルールを守らない外国人をどうにかしてほしいです。

今の時代、いつどこで何が起きるかわからないので、みんなの協力しあえたらと思います。

こども達を守ってほしい

抑制効果が高まればいい

情報の周知と活動に参加できる機会を増やす（週末の夜のみでも可能など）などすれば参加者
が増えると思います。

即刻中止し、警察官の増勢。

活動してくれている人を見ても、高齢者が多い 。
とてもありがたいが、その中には入っていける勇気がないので、活動できる範囲を広げたら良
いと思う。
子供を見守ってくれて、ありがたいですこれからも続く限りよろしくお願いします

自主防犯活動に参加していらっしゃる方には敬意を持っています。
身障者なので防犯活動は難しいですが、何らかの形で参加したいです。

いつもありがとうございます。

地域の防犯の助けになっていると思うので、今後も続けられるよう地域で協力していきたいで
す。

意識向上啓蒙活動

いつも防犯活動ありがとうございます。

防犯カメラの設置

パトロールしている姿を拝見して、とてもありがたく思う。
必ず効果につながっていると思うので、続けていってほしい。

活動をしたいと思っても、どこに声をかければいいのか分からず、活動内容も含めて、もっとPR
してほしい。
活動を行なっている方々には感謝ですm(_ _)m
くれぐれもお体に気をつけて活動をなさってほしいです。

自主防犯活動を行ってくださっている方々には、本当に頭が下がります。ありがたいです。
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公務員・警察官が見回る。

防災イベントだけでなく、防犯イベントも開けばよいと思う。交通安全イベントだけでは意味がな
い。

いつも感謝しています。

自主防犯活動をしていただくのはありがたいです。
しかし、防犯カメラなど増やしてほしい

無理のない範囲で活動を行なってほしいです

私は単身で子供もいないのですが、昨今の犯罪などをみると　子供がいる家庭の方や、高齢の
方たちは安心できると思います。　夜の一人歩きや子供の登下校など、個人で毎日って訳には
いかないことも多々あると思います。大変だとは思いますが活動頑張ってほしいですね。

世代交代

楽しそうにやってください　楽しんでください

ささえあいの意識の浸透。

ありがとうございます雨の日も行きの日も寒い日も

地域の自治会等の活性化、単独世帯等、地域との交流が不足しがちな層の参加促進

自主防犯活動の具体的な活動内容と、その成果を公表して欲しい。
活動が活発な地域とそうでない地域での犯罪率の比較等。
命の危険があるのであれば、無償ボランティアで対応すべきでない。

自主防犯活動をされているかた、応援しています

○小学校のPTAで、通学班に関わる役員をしていたが、自主防犯活動のことは全く聞かなかっ
た。もっと連携して、広報してもらうと良いと思う。
○保護者アンケートで、不審者情報が毎年上がる箇所がある。上記の連携により、重点的に見
回りをしてもらうと助かると思う。
○いつも地域を見守ってくださり、大変ありがとうございます。

遠くの情報よりも、近くの町内会くらい狭い範囲での活動内容について知れたら、もっと身近に
感じて、協力しようかなと感じたりするのではないかと思いました。
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何かあった時、防犯カメラは不可欠。
地域の至る箇所に設置した方がいい。

入りやすい環境を作って欲しい

小学校の見守り隊をしている年配の方を毎朝見ます。
しかし、無理に横断歩道を渡らせたり、登校の列が長すぎて車が1台も行けなかったりと、その
人たちの指導も必要かと思う。ある小学校では登校の列を短くしている。
横断歩道を渡る時だけ横に渡らせていたり…良く考えていると思う。
夜間の見回りは、逆に怪しい人だと思われないように工夫が必要

活動している方々には今後も笑顔で頑張っていただきたいと思います。
また犬の飼育者の参加促進も期待（散歩ついでの活動）

とにかく目立ってほしい

とにかく犯罪は許されない
ただ自主防犯はなんか威圧感があり、大人の男が集団で
あるいてるのは、あまり居心地いいものではない
おばさん、女性の参加がいいのか、少し考えさせられる

みんなが参加しやすいようにする

ありがたいの一言です。

無理をしないで楽しくやってほしい

防犯の目があることで、少しでも犯罪の抑止力になればよい。

メッセージ
地域の見守り活動をいつもありがとうございます。
パトロールをして下さるととても安心出来ます。

子供が小学生の時、安全に登下校できるように見守っていただきありがとうございました。無事
に今春卒業することができたこと、心より感謝申し上げます。

最近物騒な事件があるので、身近に防犯意識は必要だと思っていました。
ぜひ安心安全な地域になって欲しいと願います。
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空手や合気道など護身術が習えるとか、地域もまもりたいけれど、自分のことも守りたいと思う
ので。

近所に泥棒が入ったのですが、おとなりの旦那さんと息子さんで追いかけて警察の逮捕につな
がったのを聞きました。そういうご近所のつながり、とてもいいなぁと思いました。きっと、泥棒仲
間の間でも、あそこらへんはヤバいってなるのではないかな？と、思いました。

地域のコミュニティの１つとして、仲間意識を持ち、防犯や絆の構築に役立つ活動をして欲しい
です。

みんなで協力できるような、やりがいある活動をして欲しいです。
よろしくお願いします。

学校のＰＴＡ活動も難しい時代になっていますが、子どものことにしろ、地域防犯にしろ、意識が
低いところにほころびが出ます。現在活動をしてくださっている方々には感謝しつつ、パトロール
活動としてでだけでなく、個人でも日頃から町の様子に目を配り、人同士の繋がりを保っていこ
うと思います。

真っ赤なベレー帽が目立っていて良いと思っています。オシャレなユニフォームが提供されれ
ば、参加者が増えるかもしれませんね。

治安の安定に欠かせないので
継続していただきたい

自治会への不参加が多いと聞きました。私も入っていません。あんまり、自治会へのイベント出
ないし、自治会費が高いです！
しかし、子供が町内で遊んでいたりすると、パトロールの方と会うのですが、ニコニコ笑顔で嬉し
く感じます。高齢者多いと感じます。信号の無い交差点は、パトロールの方々が居ても怖いで
す！

いつもいつも感謝しております

活動されている方は大変だなとは感謝の気持ちもあるが、人力動員に頼る古いやり方に固執
せずに、効率と効果をよく考えて仕組みの改善にも取り組んでいただきたい。

自分自身は子どもができてから、こうした活動へも参加せねばという意識が芽生えました。広く
参加を募る、特に若い世代をと望むなら、やはりはっきりした謝礼などのメリットが無いと難しい
かと思います。でも、身近な顔見知り同士が防犯活動をしていると、非常に安心感を覚えるの
で、ぜひ広がって欲しいです。

いいよねです

家の近所で自主防犯活動を行っている方を見たことはありませんが、学校外でのいじめ等、な
かなか組織内では気付けないことも自主防犯活動の方や周りの方が目配せしてあげられると
良いと思います。

地域のため、子どもたちのためにありがとうございます。
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私の住んでいる所はそのようなニーズが高そうなのに自主防犯活動とか聞いたことがないので
現状どうなっているのかを公表してほしい。

私のような無職の者の前進へのきっかけとしてもっとアピールしてほしい。

時間を区切って、夜だけでなく登下校から数時間間隔で行うといいと思います。

我が家は屋外に置いた冬タイヤに釘を刺してパンクさせられました。警察からの防犯メールで
も連日犯罪のお知らせが届きます。川口市にも警察署を増やしてください。

活動に興味を持つ人が、増えるといいです。

何年か前に防犯パトロールをしている所を見かけたのですが、弱々しそうな人たち３人が一列
になって、ただ下を向いて歩いていて、すれ違う時に
すっとんきょうな声で『こんにちは～』と言われたりして、何だか頼りなく、ちょっと不気味でもあり
ました。何もしないよりもは良いし、パトロールしている人たちはがんばっているのかもしれませ
んが、やっぱりもう少し頼りがいのある感じのほうが良いな、と思ったことがあります。

そのような活動をTV等で周知して認知度を高める。

防犯活動お疲れ様です。無理なく活動を続けて下さい。いつもありがとうございます。

ボランティアだが、暑い日には飲み物、寒い日にはカイロを提供するなど、自分の時間を犠牲
にしている方々に対しても相応の報酬を払っても良いのではないでしょうか？

自主防犯活動に関しては興味があるというより、自分の娘も直接お世話になっていると思いま
す。本当にありがたいことです。。
悪いのは「悪い人がいる」ということですよね。。。

いつもありがとうございます

子どもの登下校を見守っていただいていて本当に感謝してます。

情報提供を多くして欲しい

日々時間を割いて活動していただいている方々へ、感謝の言葉を述べたいと思います。
いつもありがとうございます。

会社なども地域に参加することが必要だと思う。
そのような働きかけは、国が行う必要があると思う。

具体的に成果があったら広く知らせてほしい。

防犯活動は住民の安全の為にも、継続的に活動して欲しい。



意見

子供の見守りをしていただいてる方々にはいつも感謝している。
防犯というより、子供たちの事故を未然に防ぐような声掛けは時折行っているが、「おせっかい」
と思われないか不安になる。防犯も組織がきちんとあれば「おせっかい」とならずに安心しても
らえるのではないだろうか。

これからも活動をよろしくお願いします。

いつも防犯活動を行って頂き、本当にありがとうございます。
子供の下校の際などに、見守って頂いて本当に助かります。（下の子のお迎え等で下校の際に
見に行くことが出来ない事もあるので）
ありがとうございます。

子供の登下校の見守り活動はとてもありがたいです。

わかりやすいマークとかあるといい。そしてそれを浸透させないと意味が無い。

高齢者がメインで防犯活動をするのは大変だと思うので、若い人たちも気軽に参加できる仕組
みを作ってほしい

私の住む市はあまり防犯対策のなされてない地域だと思います。町は汚く、駅前のベンチス
ペースで、朝から酒盛りをする老人たち。歩きタバコ禁止の道路で平気で吸ってポイ捨てする
人。本当に住みにくい町だと思います。ですから、防犯隊みたいな人がいたら、少し安心です。
子供が小さいので、何とかならないかなぁといつも思っています。

メンバーを見かけたが、お年寄りの男性がほとんどだった 仕事があるので難しいとは思うが、
若手の男女が参加したら、もっと効果を発揮するのではないかと思いました

地域のみなさまに活動して頂いて、とても防犯対策になると思います。ありがとうございます。

高校生世代以下からこういう活動に引き受けることもあっていいのでは。

私の地域では、子どもの見守りをしてくれています。たくさんいる子ども達を把握し、声掛けして
くれてるので、一緒に子どもの成長を見てくれるのでうれしいです。

自主防犯活動を行っている方々には頭が下がる想いです。これからも地域のために頑張って
下さい。

加須市内でも、人通りの少ない場所や、民家が少ない所には、子供達を見守ってくれる人達も
いません。パトロール活動にも偏りがある気がします。自分達の地域は、自分達でと言うのもわ
かりますが…本当に自分達だけの地域になってしまうのは…少し、悲しいです。

善意のパトロールに、感謝しています。子供たちが交通ルールを破りそうになっても、活動をし
ている方々の視線に気付きルールを守っています。立っていてくださるだけで本当に効果があ
り、ありがたく思っています。本当にありがとうございます。



意見

自主防犯活動に限らないことですが、結果を見える形で地域にお伝えすることが肝要かと考え
てます。
いい悪いは別にして、偏った方々での活動になっていると思われますので、参加したいしなけ
ればならない地域活動だと言う意識改革と他とのコラボを増やしていってはいかがでしょうか。

見守りをしていただいているおかげで、安心感があります。自治会経由ではなく、ボランティア
組織として社協などが主体で義務感なくできるとよいと思います。

防犯パトロールやっていますが、効果のほどを知りたい。
パトロールした週は犯罪が減っています！などのデータを回覧版でまわす、
人数が集まる会議で発表するなどしてはどうか。
警察でデータがあるのでしょうか？

引っ越した先の駅から住宅地への道が暗く人通りが少ないので、女性の一人歩きは心配です。
もう少し街灯を増やすことが先決ではないでしょうか。

恥ずかしながら詳しい活動については把握しておりませんが、活動されてる皆さんのお陰で安
心して生活が出来てると思います。ありがとうございます。

昨年まで東京在住のため、今まで活動自体、知らなかったため、これからは、取り組みに対して
気にとめていきます。

いつもありがとうございます。

たまに活動している方の待機場所が道をふさいだりしているときがあるので、その点を直しても
らいたい時があります。

犯罪をなくすために雇用先を増やすことが大切なのでは、お金があれば心もうるおうでしょうし、
ぎすぎすした世の中ではなくなるのでは。

歩いていてくださるだけで、犯罪抑止力になっていると思います。ありがとうございます。

お疲れさまです、と思います。

ボランティアには限界があり、多少の税金投入は必要と考える。

６０を過ぎ、会社という居場所がなくなる、あるいは立場が変わるなど不安定な時期。この時期
こそ、生き方を変えるチャンスであり、積極的な広報活動が必要だと思う

継続することで犯罪をしにくくなる町ができる

ありがとうございますと言いたいです

自治会の皆さんの活動には、いつも影ながら感謝しています。
地元は役員の順番が10年に一度くらいですが、当番が来たときは、これからも協力いたしま
す。



意見

多くの地域住民が交代で参加するようになると良い

これからも続けていってほしいです。

住んでいる人数が少ない場所は、防犯パトロールが少ないように思います。しかし、そういった
場所にこそ必要なように思います。
防犯パトロールで活動されている皆さん、いつも本当にありがとうございます。子供たちが毎日
安全に下校できるのは皆さんのおかげです。これからもよろしくお願いいたします。

難しい問題だとは思いますが、当事者意識と社会の実情を理解してもらうことが第一歩かと思
います。

お互いが協力しあえて活動できれば良いと思いますが、経済的なこと、仕事の多忙などで難し
いのが現状なのではないかと思います。最近は同じマンションや同じ地域に住んでいても、挨
拶もろくにできない、無視するなど、自己中心的な人が多くなりすぎている気がします。地域住
民同士が集まれる手軽なきっかけができれば、防犯活動や地域の安全が生まれるのだと思い
ます。理想論で申し訳ありませんが。

昨今、ご近所でも直接顔を合わす機会も減り、繋がりが希薄になっている中、地域の見守り活
動をしていただけるのは大変有り難いです。

登校中の時に、子供達が守られている感じで素敵だなと思います。最近、車が登校中の列に
突っ込む事件が多いので、その対策も考えなければいけないと思います。

かんしゃしたいです

シルバー層の方もこりかまたまらずに
知らない人をあまり変な目で見ないで欲しい。

いつもありがとうございます。子どもたちが安心して過ごせる環境をありがたく思っています。

頑張ってください。

人を雇うには何らかの費用がかかります。私達の街は私達が守という環境が必要と思います。

寒い中大変だなと思いました。これからも防犯の為頑張って欲しい。



意見

自主防犯活動は，地域の安全に欠くべからざるものだと考えます。
また，活動に参加されている皆さまにおかれましては，地域の安全確保にご尽力いただきまし
て，誠にありがたく思っております。

いつも地域社会を見守って下さり、感謝しています。
空いた時間や買い物の時間など、子供たちの見守りなどができる主婦もいます。
任意で気軽に参加できる仕組みがあればいいと思います。

埼玉県は自主防犯活動が盛んなので、安心して済むことができます。

わたしの地区の防犯パトロールの方は皆さん本当にプロフェッショナルなお仕事ぶりで頭が下
がるばかりです。元気がない子に気が付いたり、いつも一人で歩いてる子を心配してくれたりと
本当によく見守られています。
子供達の心にも残るでしょうし、ぜひみんなで引き継いで長く広く活動を続けられたらと思いま
す。

日々の活動感謝しています。
末永く無理なさらず楽しんで活動してくださいますよう、お願いします。

子供をもっている親としては、天候が悪い時もパトロールしてくださって本当に感謝しています。

これからも治安を守ってください

暑い日も寒い日も、よくやって下さってると思います。

活動に関わっている方々は自分の身の安全も考え無理はしないで欲しい

子供の頃からの意識付け

他県だが、防犯活動をしている人が子供を殺す事件があった。ああいう事件を繰り返さないよう
にする対策にも気を使って欲しい。

これからも引き続き、活動をしてください。がんばってください。

たとえ目の前で犯罪が行われていたとしても、集団の若者や暴力団風の男性らだったら危険で
す。その時は警察を呼ぶのですか？警察はいちいち対応してくれますか？

親世代の半ば強制で駆り出される姿を見ていると切ないです。もっとやりがいを与える工夫や
強制感のないシステムが必要ではないでしょうか。

日中に見かけるが、防犯の問題は、夜の時間のパトロールをしてほしい。

いつも時間を作ってパトロールして頂き助かっています。犯罪に合わないためにも大切なことだ
と思いますが、仕事でなかなか参加出来ないのが現状です。

ありがとうございます。



意見

最近は子供たちを守る立場の人が子供を手にかけてしまうという事件が起きたり、警察官とい
う立場の人の犯罪も増えています。絶対や１００％はありませんが、どんな人も参加してください
というのも怖いです。邪な気持ちをもって参加して、地域の人や子供たちに信頼してもらって・・・
といったこともあるかもしれません。疑っているばかりではこういった活動は成り立たないとは思
いましが、人選にも配慮が必要だと思います。

　自主的に自分の時間を割いて防犯活動をされている方々に対してはお疲れさま、ありがとう
ございます、ということですね。
　一方で労働環境の変化などから、昔のように５時チンで上がれる時代ではないし、専業主婦
は一握りとなり、家事・育児の分担なども求められる時代なので、一般論ですが、現役はなかな
か時間のやりくりができないと思います。

人の確保以外にも、
車の使用、燃料代、制服支給など金銭面支援など資金面の負担の所在が課題。

あり方は求めればきりがないので、負担が許容できる範囲で
どこまでできるか？を議論することが大切だと思う

県や市町村が、もっと、住民を巻き込んで取り組んでいかないと、いつまで経っても変わらなく
同じです。もっとリーダーシップを出していって下さい。

わんわんパトロールなど個人でも出来る活動を案内する。

とても社会貢献度の高い活動だと思います。今後の社会を担う子供たちを守っていただき、とて
も感謝しています。先々仕事を引退したら自身も参加できたらと思います。

活動を行っている方々、ありがとうございます。
活動者同士の交流の輪も広がっていけたらいいのかなと思います。

関心を拡げるために、防犯の具体例など呈示されるといい

日頃から、治安の良い街にしてほしい。悪いことをやるやつを減らしてほしい。

自主防犯では限界があり、警察等と連携をしていくべき。

子供の通学時の見守り、パトロールはとても助かります。
親だけでなく、子供たちも安心して通っています。また、よく会う方々、声をかけてくれる方々に
は子供たちも親近感を持っており、今の世の中で、良いことだと思います。
ありがとうございます。

普段は生活で精いっぱいでできません。やってくださっている方には感謝です。
ありがとうございます。

いい活動ですが、なんでもボランティアベースでやらせることには反対です。

ご苦労様です。



意見

学校の保護者会活動や自治会当番のように半ば強制的なところがないと参加しにくい。積極的
に参加する人が頑張ってくれるのはありがたい。そのため無関心な人と距離ができて協力して
もらえないところがある。

きちんと歩道を歩いてください。

住民に任せるだけではなく警察がしっかり本業をやってほしい

参加はしてませんがありがたい活動だと思います。広げてもらいたいです。

こういうボランティア精神が素晴らしいと思います。

もっと若い人たちが増えればよいと思う。

下校時に見守りをしていただいて本当に心強かった。（子供達から感謝の意を表す機会はあっ
たのだろうか？・・・という疑問はあった）

無理をして回ってもだれからも感謝されずに活動することは不毛であり
私自身意味があるのかと思いました。社会が変わっているので昔出来ていたのだからとこのま
まのシステムで行こうとするのは無理が出ていると思います。報われる活動に変えてください

子供見守り隊の方にはありがたいと思ってます パトロールしてる方も元気になれていいと思い
ます。

絶対に必要な活動なので、出来るだけ協力したいと思います。

防犯活動を行なっていただき感謝いたします。
楽しい活動とはいえないと思いますが、地域の治安を守るということでは大切だと感じます。

自主だけでは凶悪犯罪への対応が難しいと思う。（自主活動はあくまでも防犯が主）
警察との連携なども進めることで、活動が安全に行われるよう期待する。

安心、安全に暮らせるまちづくりをお願いします。

自分も余裕がでてきたら参加したいと思ってます。

決して無駄ではないと思います。
無理の無い程度でこれからも続けてほしい。

活動と防犯安全成果との因果関係が見えないから活動者のモチベーションが落ちるのだと思
います。活動量と犯罪件数、交通事故件数の関係を発表すべきです。例えその数値が都合の
悪い結果だったとしても。



意見

自主防犯活動で活躍しているかたは、自治会・高齢者支援等多方面で活躍されているかたが
多いと思います。
なかなか労いの言葉も届けられませんが、地域の大勢の人が心強く頼りに感じていると思いま
す。いつもありがとうございます。

地域コミュニティーを密にすること、防犯活動メンバーへの声掛け等によりより一体性を持つこ
とにより、防犯効果が向上すると考える。

感じよく明るい感じでいてくれると良いかもしれない。

毎日の子どもたちの登下校時の見守りなどもとても有難く思います。

自主防犯活動が地域の絆を強くするという事は考えられるが、これによって犯罪が本当に減る
のかは未だに疑問である。
言葉は悪いが「地域の年寄りの自己満足」にしか思えないので、若い人達に参加して欲しいと
思うなら、年配者が柔軟に対応するなどの配慮が必須だと思う。

仕事のため参加できず申し訳なく思っていますが、自分が定年退職したらぜひ参加をしたいと
思っています。

犯罪に対する防犯だけでなく、子供たちにいろいろな事を教えていくといった事も重要なのかと
思います。

物騒な世の中なので防犯は強化しても強化し過ぎということはない。何か協力出来ることはな
いか、調べてみようと思った。

高齢者の方が、子供たちの登下校時間帯に活動しているのをよく見かけます。大変ありがたい
なといつも思っています。

期待したいことはあるが、自分自身がなかなか参加できない状況なので何ともいえない。

防犯パトロールをやってくれていることには感謝するが、そうは言ってもマナーが悪い。パトロー
ルしている人がいると横道に逸れたくなるほど。ボランティアでやっている人に対して行政側が
指導するわけにもいかないと思うが、できれば対策を考えてほしい。

男性高齢者の社会参加が重要だと思いますので
積極的に広めることが重要かと思います

あくまでもボランティアなので長くやっている人は初めてやる人に是非優しくしていただき、縄張
り意識を排除してほしい

夜間防犯活動など期待しております。



意見

活動行っていただき本当に感謝しております。ありがとうございます。このような活動は受け継
がれていく事が大変大切に思います。

共働きが増えて働く世代の参加が厳しいと思います、無理のない範囲で継続的な活動ができ
ればよいと思います

この活動は、地域の防犯だけで無く、コミュニケーションの場作りにも役立っていると思います
参加者の負担にならないよう、細く長く続けていただきたいと思います

防犯活動について、手ごたえを感じている方は少ないと思います。特に小学校の保護者は登下
校の見守り活動が当たり前、と勘違いしている人が非常に多い。そのため、PTAの登校指導は
不要ではないか？との意見がでているほどです。もう少し実態が伝わるようなPR活動が必要だ
と思います。

地域の方のご厚意で、小学校の下校を見守って頂いており、本当に感謝しております。ご高齢
の方が多いので一層申し訳ないですが、子供たちとの触れ合い、ウォーキングや外出といった
健康の一助にもなっているように思え、無理のない範囲で続けて頂けると、大変ありがたく存じ
ます。

活動されている方はご苦労様と思う。

草加駅西口側は、東口側と異なり、安全面で疑問がある。危険とまではいかないが、街の雰囲
気や人種的に違いがある気がする。その原因などをリサーチすると、防犯対策に生かせるので
はないかと思う。

地域差があることだと思うので、地域ごとに柔軟な制度にする必要があると思います。

自主団体ではガバナンスが難しく、責任の所在は地公体におくなどの行政の後ろ楯が必要だと
思う。

活動を継続的に行ってくださっている事、心より感謝申し上げます。
行政側が、皆様の活動を魅力あるものとしてアピール(啓蒙)する事に期待しています。

自主防犯活動を実施している自治体で、活動前と活動後で、犯罪件数に増減があったが、デー
タで参照できるとよい。

見守り、ありがとうございます。

ありがとうございます

防犯カメラの設置の方が防犯に効果があると思います

警察署などと連携し、子供達や地域住民を安心させる活動を続けて頂ければと思う。
長期間の活動は大変かと思うが、末永く続けて頑張って頂きたい。



意見

幅広い世代が活動すれば、規模も大きくできるし、より不審者対策ができるので、とてもいいこ
とだと思います。地域全体が協力しやすいような入りやすい体制をぜひ期待したいです。

見守りなどは地域の防犯に役に立っていると思います。頑張って下さい。

毎朝の登校の見守りご苦労様です。

そもそもが自主防犯活動が必要なのではなく、警察や行政が街の治安を良くすべきではないの
か。

夜間帯に行動するように！

地域の防犯活動を参加されている方、いつもありがとうございます。
おしゃべりが中心になっていることもあるので、しっかりやってほしいとおもうこともありますが、
タスキをかけて見守るという姿勢を見せるのは、大きな役割だと思っています。

防犯活動を円滑にするために、活動員の身分の保証。
そして権限の拡大。

実際に犯罪の現場に遭遇しても直接関わらず警察等に連絡する。
その間に犯罪が遂行されてしまったらどうするのか。
目の前で被害を受けている人を助けもせず、これで防犯と言えるのかは疑問である。
またその際に犯罪者に顔や身体的特徴を覚えられてしまい、後に仕返し等を受ける可能性もあ
る。様々な問題を内包しつつ行われている実態を改善するのが先ではないか。

地域のために最初は少しのことからでも参加できる機会があれば、やがて沢山の方が参加さ
れる雰囲気、文化が醸成されるのではないかと考えます。

暑いときも寒いときも活動に携わっていただきありがとうございます。

活動して下さっている皆さまには本当に頭が下がります。

小中学校の登校、帰宅時の防犯の抑止に期待します。

日中に勤めている人には下校時の見守りは時間的に出来ない。夜間パトロールでも難しいか
も。シルバー世代が中心になるのは仕方ないと思う。後継者育てが必要。

犯罪、事故の減少

地域の防犯活動にご尽力頂いている方々に頭の下がる思いです。



意見

もっとクローズアップした方が良い。
メディア等の露出を増やす等。
活動されている皆様、本当にお骨折り痛み入ります。
皆様有っての、自主防犯活動です。
日々のご活躍に感謝申し上げます。
今後とも宜しくお願い致します。

警察とも連携がとれるとさらに効果的だと思う。

本題からずれますが、禁煙指定区域での歩きタバコも、通勤通学時の防犯活動と合わせて（た
ばこポイ捨てや歩きタバコ禁止のワッペンをつけるなど）、行動できるとよいと思います。

ありがとうございます

とても地味な仕事ですが、地域にとても役に立ってます。きちんと見ている方は必ずいます。体
に気を付けて、長く続けれるよう力を抜いて活動してください。見てます。

もっと言わなきゃ駄目だ

自立したまちづくり
住民を巻き込んだまちづくり

ちょっとでも犯罪が減ればいいと思います

質問１２にあった年代は自身のことがとても忙しい年代（仕事、子育て）なので、そこをまきこもう
とするのは気の毒だと思う。私自身も子供会や旗当番などほんとうにつらかった。むしろそれが
少し落ち着いた５０代～への声掛けを考えたほうが良いのではないか。
我が家は夫の親との同居だったが、子供たちの祖父は早くに亡くなっており『おじいちゃん』と呼
べる人が近くにいなかった。しかし、学校応援団のおじいちゃま方とふれあう機会が多々あった
のでとてもよかった。感謝しています。

防犯もそうだし、禁煙区間での喫煙やポイ捨て、車や自転車の迷惑駐車等もパトロールできる
と尚いいと思います。

報酬とまではいかなくても何かしらのメリットがあると良い

季節を問わず、日ごろ活動してくださっている方々に、いつも感謝しています。
年配の方も活動しておられるのを、ありがとうという気持ちと、お手伝いしなくて申し訳ないとい
う気持ちで拝見しています。

どのようにかつどうしているのか、成果はあるのかを知らせてほしい



意見

そもそもの目的、あるべき活動の内容についてしかり議論すべきだと思います。

まえむきに、してほしい。

道を歩いていて思うが、歩道が狭い。もっと整備しないと交通事故は減らないと思う。
また、防犯カメラの設置をもっと進めるべきである。防犯カメラによるプライバシーの侵害とかい
う人は映されたら困る事をしている悪人なので話を聞く必要はない。

自分は、勤務の関係上、始発電車に乗らなくてはならないことが多いです。
冬場など、暗い道を駅に向かって歩いていると、コトバの暴力（「どけ」「じゃまだ」など）をあびせ
てくる人がいます（こちらは、道の端に寄って歩いて、配達の邪魔をしないようにしているのに、
です）。
警察の生活安全課の人に相談しましたが、区域が広すぎて手が届かないようでした。
ぜひ、“地域の”防犯体制を強化していただきたいと思います。

ウォーキング活動などに組み込んだパトロールにすれば参加は増えると、思います

いつも子供たちを見守ってくださりありがとうございます。子供たちも防犯活動をなさっている
方々に見守られ，とても安心して毎日学校に通うことが出来ています。親として本当に感謝して
います。

多くの募集活動を願います。

個が尊重され集団を築くのが難しい昨今、活動をして頂いている方には感謝申し上げます。
どの活動とは言いませんが、一部の自主活動にはなにがしかの金額が支払われているようで
すが、個人に与えるのではなく予算化し親睦会などで消費する方が良いかと思います。活動に
見合うかどうかは別ですが、個人支払いはあまりイメージが良くないので。。

子供が小学校を卒業すると自治会と距離が離れる感じを受けました。自治会の各班で相談して
見廻りの人員をまわして行かれれば、常に同じかたに負担が少なくなるのではと思います。

近隣の住民同士であいさつなど交わさないことが多くなっていると思います。それが犯罪が発
生する原因の一つだと感じています。まずはコミュニケーションづくりから始められたら良いのか
な、と思います。

遅い時間に帰宅するのでパトロールの方に出会ったときは安心できます。
有難うございます。

出勤前に防犯パトロールのビブスを着た方におあいします。おはようございますと声をかけてい
ただきご近所の方ではないのですが、気持ちがいいです。

防犯は交通安全や放火などを防ぎ、防災の役割も！たくさんの顔を持つ見回りについてのノウ
ハウも地域住民の背丈のあった形で伝えてほしい

お疲れ様です。



意見

早朝から大変だと思いますが、事件・事件を未然に防いでいると思い、これからも頑張っていた
だきたいと思います。

ボランティア活動と思いますので、実際に行っている方々へ感謝いたします。

安心を買うなら多少の税負担もやむをえない。

私の住む地区は子どもを大切に育てようとする素晴らしい取り組みをしているところです。地域
と学校、PTA、公民館、青少年健全育成会等が良い連携を取っていると思います。とっても素晴
らしいと思います。私も積極的にかかわっていきます。

犯罪や事故を抑制するには青色灯や赤色灯が効果的だと思います。増やす事が良い

活動をされている方には頭が下がります

私の地域では小学生の登下校の時間に活動を行ってくださっているようです。子供たちも保護
者も安心できる活動なので、継続してほしいです。

火の用心もやって欲しい

見回りをしてくれるのは、ありがたいが、８人蔵にの群衆で交通の邪魔になる。
もう少し、２人ずつ並ぶとか、周りに気を使ってほしい。

今更ながら、挨拶が声かけの基本だと思います。警官の人が時々町で挨拶の声かけをすると
か、地道に継続をすると良いと思います。

地域は地域で守るが基本。引き続き期待します。

義務教育での犯罪をなくすための教育にも力を入れて欲しい。

自主的に参加されている方々は素晴らしいと思います。学校PTAと自治体、市も連携していな
いと成り立たない活動と思いますのでそれぞれの代表者が常に連携をとる事が大切だと思い
ます。

ありがたいです、感謝を伝える方法があるといいなと思います。

自治会を通して参加しています。仕事を持っているので、できる範囲でと受けていますが、高齢
の常連の方に、強要されると辛くなります。
大切なことだと思いますが、あくまでボランティアなので、がんじがらめにしないでいただきたい
と思います。

誰かがやってるとその人に頼ってしまう自分がやらなくてもいいやと・・そこを改善していければ
いいのだけど。そこが問題ですね

ただやってくださいでは、行動にうつせません。やるとどのように社会が変化するのかなど、具
体的な変化が知りたいと思いました。



意見

防犯だけでなく、住民に地域の関心事が増えるようにコミュニティを活性化させることが重要。

町内会を歩いている人には挨拶する。

確かに防犯ﾊﾟﾄﾛｰﾙしている方々の高齢可は目立ちます。我が家の両親も80歳を過ぎてもﾊﾟﾄ
ﾛｰﾙしています。真剣に考える時期だと思います。ﾊﾟﾄﾛｰﾙされている皆さま、ありがとうござい
ます。いつまでもお元気で、頑張って下さいませ…。

学校のある日に朝と夕方に子供たちの見守りをされている方を見て、頭が下がる思いです。

安全を期待する。

いつも活動されてある方々には、本当に感謝致します。お手伝いしたいと思いつつ、中々時間
がなくて申し訳ないと思っています。

地域の関心が不可欠だと思いますのでメディア等での継続した活動レポートをお願いしたい。

色々な思いを持って地域の為に活動されている皆さま、感謝申し上げます。地道な活動と思い
ますが、安全な街づくりに繋がっていると思います。

今は公私とも多忙を極めているが、ある程度時間にゆとりができれば自分もかかわりたい。

活動状況の広報。

活動を行っていらっしゃる方々は大変なご苦労と思います。今後も地域の子供たちの未来のた
め、ご協力を今後とも宜しくお願い致します。

自然と人が協力できる　そんな地域の雰囲気も必要。

カメラ設置

大いによいことだと思います

もっといつどんなことをしているかいろいろなメディアを通じて知らしめる広報活動が必要

お体に大切にがんばっってください

活動のための活動にならないようにする必要があると思います。



意見

上記のように少しの謝礼みたいなものを用意するなど
昔のようにすべてボランティアということでは
担い手の確保が困難

私は少年補導センターの補導員として町のパトロールをしている。実際には今非行少年など見
かけることはないが、それでも空き巣や万引きの抑止力として期待されている部分もある。こち
らも高齢化が進んでいるが、何もかも若い世代に期待するのは無理なこと。むしろ犯罪を生む
社会のひずみを根本的に是正する方に力を注ぐべき。

街燈を増やすなどハードの工夫もしてほしい

もっと多くの人に活動のことを知ってもらうと良い町になると思います

一昔前は小中学校とのＰＴＡとの連携が重要でしたが、今は、それよりマンションの管理組合と
うまく連携してほうが良いように思います。

駅やバス停 コンビニに 24時間 例えば県市のツイート表示や情報収集以来を常に表示してい
るモニター設置を！
参加したくなる雰囲気作り。
予算なければ、広告も有りでしょうね。

埼玉県の自主防犯活動の組織数は日本一と伺いました。皆様の活動により、安心の生活があ
ると思います。無理の無い範囲で続けていただきたいと思います。

パトロール中が、社交の場とならないように活動して欲しいです。

居住するマンションが町内会に加入していないためこのような活動の
実態も存在もわかりません。　ですので自主防犯活動に関する情報提供や
参加募集への取り組みを強化していただきたいと思います。

いつもありがとうございます。お見かけすると、とてもほっとします。これからもよろしくお願いい
たします。

あくまでも「自主」なので、参加の押し付けがないことだけはお願いしたいです。
活動されている方々に対しては感謝の気持ちしかありません。

防犯のまちづくりは、地域を愛すること、地域の住民を愛することから始まると思います。
今、家族の絆が薄れがちな時代ではありますが、今一度その部分を見直し、考えていく時代が
来ていると思います。
お元気な先輩世代の方々が、築いてくださってきた自主防犯活動を、中年世代が受け継ぎ、ま
た若い世代に受け渡していきたいものだと思います。



意見

県警による夜中の見守りで、警邏した地域の住宅ポストにパトロールをした事実を知らせてい
ることは、住民として心強く感じます。
昨今気になるのは、信号無視の車両がとても多いです。
特に、大宮ジェクサーの交差点では、小さい接触がとても多いです。
歩行者専用信号が青にもかかわらず、右折車が突っ込んできます。
母親たちが何度も警察に申し入れをしているようですが、見張りの警察官はおらず、ダイエー前
で別件の違反車両探しに注力しています。交差点で死亡事故が起きてからでは遅いです。ご査
収ください。

抑止力としての地域コミュニティを作るのにも効果的だと思います。

自主防犯活動を行なっている方々には、ありがとうございます。これからも頑張ってください。

防犯的な意味合いはあるのだろうが、７名以上で固まって夜歩かれると正直行って怖いです。

自主防犯活動「わがまち防犯隊」を今まで全く知りませんでした。写真を見て、そういえばよくみ
かけている！ということに気づきました。
埼玉県の「わがまち防犯隊」という活動は、とても誇らしく思えます。もっと、広報誌などで取り上
げてもらって、各市町村での取り組みなどお知らせいただけるとありがたいです。また、防犯隊
の組織がない市町村には、結成を促すような工夫も必要だと思いました。

自分たちの街は自分たちで守る、という新しい絆ができるし、犯罪も減少すればなお良いと思う

主人が亡くなり、一軒家で一人暮らしをしている身としては地域の防犯は気になります。自分な
りに自衛はしてますが環境は変えられません。地域のつながりはとても大切です。

拍子木で見回りをしている人たちには、本当に頭が下がります。
自分でも参加できるようになれば、参加したいです。

いつもありがとうございます。

いつもありがとうございます。

警察など公共機関からの支援の向上

防犯活動から得られる情報（常夜灯の設置、ミラー設置）、声掛け元気確認などお年寄りとの連
絡など防犯にかかわる活動を地域全世帯に知らせるべき。。自治体活動では自治体に加入し
ていない世帯（個人）は何もわからない。行政も絡めて全世帯活動にチャレンジしてほしい。防
犯への参加者がその活動に誇りが持てるようにしていきたい。

私も交通指導員を9年やってます。
可愛い子ども達が事故にあわないように、常に車との関わりを見守ってます。
毎日、元気な子供の挨拶が、私の元気の源です。
1人でも多くの人が協力していただけると嬉しいです。



意見

市区町村の広報車でアナウンス

日頃から自主防犯活動に参加されている方には、頭が下がります

いつもありがとうございます。

地域の中で、若い世代が集まるという機会がないような気がします。学生時代からのつながり
などを大切にしたり、あとから転居してきた人でも参加しやすいものがあればと思います。

全国的に活動内容、成果をメディアを通じて等で知らせてほしい。既に行っている方々には感
謝する。
我が子が小さい頃は通学路パトロール等に参加していたが、今は機会がない。

ご苦労なことです。

お忙しいなか、活動していただき、頭が下がります。

自主防犯活動に携わっていらっしゃる方々には、本当におつかれさまですと感謝したいです。
地域のために、ご活躍されている姿は、周囲に安心感をもたらすと思います。

厳しい寒さや暑さの中、また風雨の強い中も活動して頂いてる方々にはいつも感謝しています
自分もお会いした時には笑顔で挨拶するようにしていますがそんな日常の触れ合いが一番大
切な防犯活動になると思います

自主防犯活動を行っている皆様、いつもありがとうございます。私達が安心して暮らせるのは、
皆様の活動があってのことだと思い、感謝申し上げます。

帽子や、ベストなどがダサい・・・
子供たちから見てその活動にかっこよさげな部分や、新鮮さのある工夫、
活動している人の家族、子供、孫が、胸を張って自慢できるようになること

わが地域は街灯を青色にしているが、これが防犯に役立っているかは不明。むしろ、照度が落
ちて良くないのではないか。効果検証がなされていないので、そうしたデータがあれば教えてほ
しい。

ご苦労様です。今後ともよろしくお願いします。

子供がいない大人はみんな不審者のような見方をしている人がいて不快だ。



意見

町会長さんや役員の方々が、学校の周辺で活動していらっしゃいます。
ありがたく感謝しています。
以前市の催しで、感謝の表彰をしているのを見ました。
嬉しそうにされていたので、このような感謝を表すことを例えばサイタマ放送で
特集するとかしたらよいのではと、思います。

こどもを通じて近隣と付き合うことがあるが、それだけでは、こどもが成長するに従い関係が薄
れるので、パパママが恒久的に出入りできるような制度をつくればいいと思う。

子どもが事件に巻き込まれることが多い昨今、その防止に役立つ活動だと思うので、頑張ってく
ださい。

自主防犯活動は、地域住民を守るためにも必要になってきているが、この自主防犯活動が、活
発化すると警察の見回りがおろそかにならないのかなと思う。

大変ですががんばってください。

週末に高齢者達が６～７人の集団で、おしゃべりしながらパトロールする姿を見かけることがあ
りますが・・・・残念ながら、通行の邪魔になっていたりして、あまり好印象を受けることはありま
せん。２～３人のチームで、範囲と時間を分散しては如何かと思います。

地域の安全のために活動されている皆様いつもありがとうございます。

役人が実践してみたらよい

義務感を無くし、自由さや楽しさをも、表現出来れば・・・・。

現在、これまで取り組んでこられた方々には心から敬意を表します。私は中途で視覚障害者と
なってしまい、なかなか防犯活動や消防団活動のような市民活動に参加することができずにき
ました。でも、よくよく考えれば、私のような者でもできることがあるのではないかと最近では思っ
ております。在宅でお手伝いできるようなこと、パソコンなどを使って行えるようなことがあれば
ぜひご協力したいと思っております。

ただで人を使おうと思わないでください。

在宅でも監視できる体制



意見

県から市へ、市から地域への繋がりが伝わる施策って何でしょうか？
現在、地域の防犯活動が、県の活動方針に則った展開になっていると感じません。
県の方の直接の地域教宣活動があった方がよい。広報資料だけでは伝わらない。
年度方針、具体的な活動内容をブレークダウンして頂き、よって地域ではどんな活動をしてほし
いといった説明の場があるんでしょうか？なければ実施を希望します。
それにより、それぞれの家庭でも何を協力するか考える必要があると感じます。
防犯活動を行っている方へは、自分の時間を割いて頂いて感謝申し上げます。
また、今後将来のある子供たちを守って頂きありがとうございます。
繋がりの少ない社会に対する、改革の一歩と思いますので、活動をされている友達の友達まで
声をかけて頂き繋がり、防犯活動の輪を広げて頂ければ幸いです。

子どもが小さい時は、声掛けしてくれたりして、ありがたかったです。

夜や暗い道等、活動を強化してほしい。

協同作業を通して、地域の活性化につなげる。

いざ案件が発生した場合の連絡先の電話番号など対処の電話番号などのマニュアルを示す小
冊子がいると思う。高齢者でも携帯を所有しているので有事の時、駅前交番や学校への連絡
がスムーズに行われる事が重要である。

細かい道も回ってほしいです。

防犯活動がある都市に住民は止まり、ないところに転居はしない。地域力のバロメーターとなる
のではないか。地域ｺﾐｭﾆﾃｲ維持のためにもっと大胆な支援が必要ではないか。

警察との連携が必要だと思う。パトロール中は非常時、すぐに応援できる体制をとってほしい。
県民に危害が加わるようなことがないようにしてほしい。活動は移動のみではなく、駅前等にお
ける警戒も必要ではないか。駅前交番がないところは積極的に終日警戒してほしい。交番の代
わりではないが道案内等の困りごとも解決できる街づくりも必要だと思う。

気がつく目を持つことが大切なので常に変だと思う配慮や気を配る大切さ変化を見逃さない事
が大切だと思います。

交番がない場所に準交番を設置して自主防犯の拠点を作る

空き巣や自宅からのバイクや車の盗難などは隣近所の付き合いで、不審者かどうかをある程
度選別できると思う。
一方今の世の中普通の人が、なかなか他人に声をかけられない。しかし活動としてタスキ等で
表示してなら声かけ出来るので良いと思う。

暑い日、寒い日、天気の悪い日大変なことと思います。いつもありがとうございます。「おはよう
ございます。」の声に今日も頑張ろうと思いながら自転車こいでいます。
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近所が密になることで外部からの犯罪を防げると思う。

近所で高級車が盗まれました。安全だと思ってたのに物騒です。地域のみんなで防犯に対する
意識を高めたいと思います。

後継者として活動機会があれば是非参加したい。

声掛け、犯罪者を作らない「孤立化させない」助け合い運動の広がり、モラルの向上が期待でき
ると思います。現在自主防犯活動を率先されている方々に敬服するとともに、後に続きたいと
思います。

自宅の近くで自主防犯活動をしているのを見たことがありません。漫然とパトロールしてもあま
り意味はないと思いますので、小学生の登下校時の見守り、金融機関やATMの近く（現金を
持った人をねらう犯罪を防ぐため）などを集中的にするのがいいと思います。機会があれば一
度参加してみてもいいと考えています。

継続することに意義あり 無理せずに続けられるような仕組みを

いつもありがとうございます。直接言えることはなかなかないのですが、活動を見かけると心の
中で、いつもとてもありがたく感じています。ありがとうございますm(__)m

今まで自主防犯活動について知らなかったが、市民生活に有効だと思うので、どのような効果
が期待できるのか注視していきたい。

活動の効果を知りたい。情報を発信してほしい。

警察の１１０番でない電話番号を教わっている。困ったときや不審なときはこの番号にかけてみ
る。

活動ご苦労様です。先程も書いたが企業側の理解がどうしても必要となります。

大変ありがとうございます。くれぐれも無理のない範囲でよろしくお願いします。

高齢者の方々が、小学生のみまもりをしているところを見かけますが、小学生の安全と、まだま
だ働ける高齢者の方々の健康や社会貢献にも意味を持てそうなので、広い範囲で、こういう活
動が普及していくとよいと思います。

社会の為に頑張っていただき、ありがとうございます。

頑張ってください

長く続けることが大事だと思います。

犯罪を防ぐことになり地域が住みやすくなる。若い世代が来てもらえると思う。
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大変お疲れ様です。機会があれば参加したいと思います。

いつもお世話になっております。

期待できるのかどうか、何とも言えません。

家族として認識されない地域に、目を向けていただきたい。

ポイント制度などを作ってみんなが楽しく参加できたらよいと思う。

いつもご苦労様です。

ありがとうございます

私の住んでいる市では、歩きたばこが非常に多い　
これは防犯活動の方にお願いするのではないですが県や市で、なんとかしてほしい
路上喫煙完全防止にしてほしい　
違反する人からはどんどんお金をとれば良い
真面目に暮らしている人はバカみたいだ。
東京都は少しだけ取くみに進んでいる。多くの人が住む埼玉県も住みよい埼玉にするためにも
条例を　考えてほしい。

今まで通りで…。

防犯無線が、聞こえない地区に入っている。放送だけでなく携帯電話等を活用した区ごと連絡
網の仕組みを作って欲しい。

広く関係が持てるよう期待します

近所の方とお互いに顔見知りになって、地域性をもっと太いパイプで繋げたい

活動に感謝しています。
やや「閉ざされたグループ」という雰囲気を感じます。

自分の町ではわが町の防犯隊というのはやっていないようですが、冬に防火のための夜間見
回りに参加したことがあります。すれ違う人にご苦労様の声をいただいたりして有意義な活動
だったと思います。毎回の参加は難しくとも細く長く続けていただければ参加する機会も増える
と思います。
現在活動されている方には頭が下がります、ありがとうございます。

午後８時前後の時間帯にも関わらず拍子木の音がうるさいとの意見が寄せられる。地域の理
解を深める事が必要。

自主防犯活動を行っている方々、本当にお疲れ様でございます。有難うございます。
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税金をもらっている警察が遊んでいないでもっとしっかりとするべき。

今後、地域の高齢化や人材不足が進む中で、公共公益サービス（電気・ガス・水道・新聞・牛乳
…）とセコム・アルソックなど防犯ネットワーク企業の協業多能化を公民連携ソリューションとし
て県が積極的にビジネスモデルを推進する。

高齢な方で構成されているように見受けられます。若返りを期待しますが、現役の人は難しい
でしょうね。

行政の支援を手厚くして欲しい

ご苦労さま

無理なく

私自身も意識の高揚が感じられないので難しいテーマです。
腰を上げさせるには餌が必用でしょうか？
有っては困りますが、何か事件が起こると意識が向かうので、常套ですが、タイミングを見計
らっての啓蒙でしょうか。

街を、もっと明るくする。

自主防犯活動をおこなっている方々に感謝している。

防犯活動を行なっている方々が、負担に感じたり、困っていることがある時の悩み事相談を行
政でフォローしてほしい。
空家も増えているので、防犯活動は必要だと思う。警察とも連携して、善意だけに頼らない防犯
の仕組みを作って欲しい。

街灯を増やす。

もっと高齢者のボランティア活動を推進したらいい

地元は、地元で守るをモットーに防犯づくりを心掛けていきたいですね。

防犯活動をされている方々はご苦労様です。まずは自分の身を守ることが第一ですので、十分
に気を付けてください。

自主防犯活動をだれがどのようにやっているか知らない。
私自身にもやってほしいと言われたこともない。
依頼されればやっても良いとは思います。
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我がマンションの自主防犯活動の夜間パトロールは女性の参加はできないです。なぜなんで
しょうかね。

自主防犯活動をやってくださっている方々には、感謝しています。
いつも人通りが少ないところでも、賑やかな感じがします。生活しているんだなて、活気を感じ、
なんとなく元気が出るような気がします。
子供たちと、大人との会話も、微笑ましく見ています。子供たちも、安心していると思います。

今後期待することは、県や市町村は「広報誌」を通じて、もっと地域の「人とのつながりに関する
活動」をしている取り組みを紹介してほしい。

活動日当日、防犯ニュース、重点項目、注意事項等の説明をリーダーが行なって活動している
のでしょうか？
(歩道を横一杯に広がって歩かない等、マナーを守って活動して欲しいです)

消防署が火災消化訓練を実施しているように、警察がイベントを企画する。

良いことだとは分かっているがなかなか参加できない
次の班長になったときから継続して行いたい

我が家では、夫が、夜の防犯パトロールのメンバーに入っていますが、冬など、真っ暗の中、ご
苦労様だと思ってます。

自主防犯活動にがんばってもらいたい。

見回りされている中での笑顔の挨拶に、感謝しつつ安堵を感じております。

なかなかできないことです。感謝です。

新たに地域住民になった場合になかなか馴染にくい、溶け込みにくい状況があるのも確かで
す。
この垣根をどうかして解消できるかがポイントでは？

防犯だけでなく　地域交流の一環として開始するのは如何でしょうか

自主活動は、自ら率先して行動することだとおもいます。
であれば、「やってやっている」という傲慢な気持ちをなくし、活動
対して対価を求めない真摯な気持ちを持って欲しい。
それが不可能ならば、活動しないでいただきたい。
防犯活動がないと、地域が危険！という発想は我が自治会にはありません。活動しても、しなく
ても、同じ。だが、メンバー達は社会参加でき（いつも自宅にばかりではなく）友人も作れるとい
うメリットのほうが大きいのではとおもいますから。

熱心な活動を継続している所もあります。地道な活動ですが、継続して欲しいと思います。
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町会に加入していない家庭が増えている現在、町会単位で防犯活動を行うのは無理があると
思われます。青年会、婦人会、子供会、スポーツ団体などの活動に少し加えてもらうなどの方
が賢明かと思います。町会で行っている防犯活動に参加するのが嫌だから町会を抜けた方も
いますので強制は無理と感じます

近所付き合いの大切さを継続して、ＰＲすることと、警察車両が帰署する際に、いろいろなルー
トでの帰署をすることを指導するのが、予防につながるので、期待したい。

見守りは、制服を着用していて目立ちます、子供だけでなく、その他の防犯にも役立つと思う

防犯活動中に犯罪行為を目撃する事があっても武器や防具を持たない一般人なので、三匹の
おっさんのようには出来ない事をお忘れないようお願いします。

なかなか地域の防犯情報に関して知る機会がないのが残念。
自発的に防犯に取り組んでいただけることは半島にありがたいし、良いことだと思います。
今住んでいる地域はひったくりが多く、道路には電灯がないところが多いので自治体でも調査
をして安心して歩ける街づくりをしてほしい

自主防犯活動が低調であるならば、無理せず撤退するのが良いと思う。

協力できる範囲内で協力したいと思います。権利の裏返しの義務とも思うので。

なかなか、防犯活動に参加できませんが、感謝はしています。頑張ってください。ら

毎日夕方、車で帰宅する頃に若草色のジャンパをー着用した団員の方々を見かけます。
その姿があるだけで、犯罪防止に役立っていると思います。
今後もよろしくお願いいたします。

地域が昔の地主出身が多数なので、勤め人などの参加が難しいように思う。

いつも子どもの見守りをしていただきありがとうございます。私も仕事をやめたので、見守りに
参加できればいいと思っています。

自治会や町内会、子供会から、脱退する人が多い中、やはり、街づくりは人のつながりが大
切。そのためには、できるだけ、開かれた組織づくりが、大切だと思う。若い人が、また来たいと
思えるような取り組みが大切。

どこでもいつでも凶悪犯罪は発生すると言う思いがあれば、防犯活動に熱が入ると思う。

川口市は最近、外国（特に中国人）が増えて少し怖い。外国人にも活動をしてもらい、住民の自
覚をもってもらう。
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行政が消極的なので、自治会が行っているが、その自治会にも問題があり、名ばかりの活動に
なっているので、地域の活性化が望まれている状況である
しかし、地域の活性化を考えた場合、現在の居住地区は、過疎化の状況にあり、また行政区自
体が過疎化にあり、活性化は期待が出来ない
転入者の増加を期待したいが、転出者が転入者を上回っている状況が、数十年単位でみられ
ており、更に転入者が外国籍に一時滞在者という状況で、治安にも課題を増加させている環境
の現在、住みにくい環境の改善は期待できない

自主防犯活動を行っている方々に敬意を払いたいと思います。そのお陰で地域の安全にとても
寄与していると思います。この場を借りて現在活動中の皆様に感謝の意を表したいと思いま
す。

何にせよ、強制に渡らないように・・・

多くの人達が参加できる為には、色々な情報提供（見回りで発見・防止した犯罪の種類や件
数、見回り隊が危険な目にあったケースや件数と再発防止対策、等々）がないと、どういうタイミ
ングでどういうことなら協力できるか判断できない。

軽犯罪から重要犯罪まで、地域で発生を減らして行き、また、誰も犯罪者にしない色々な取り組
みを、行政が声を上げて、後は住民自ら議論して行動する仕組みを考える事が重要だと思いま
す。

奉仕の心意気に感謝しています。

夜間等の巡回など本当にご苦労様です。防犯面で実効性のある事をさらにPRする必要がある
のかと思います。

児童の駆け込み店のステッカーは見かける。コンビニやクリーニング店などの協力を仰ぐ。

自主防犯活動をしている人には、役所等で勲章や表彰状を与えるべき。

自主防犯活動は自治会や町内会の活動を肌で感じる重要な活動であると思います。
大変でしょうが、今後もがんばっていただきたいと思います。

参加したくても、参加しづらい感じがする。

町内会の役員になった方にも（順番で交替している地域は特に）その年度の協力を仰ぐとその
後の参加もしやすいのではと思います。地域の清掃活動などもあれば顔を合わせやすいかと
思いますし、活動後にジュースなどを公費で配るなども良いかと思います。

年寄世帯が多くなっているので防犯はしてほしいです。事件がおきたら警察も自治会と密接に
連絡してほしいです。不審者の取り締まりを強化してほしいです。
不審者の取り締まり月間とか。
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地域の住民活動を通して良い関係作りができ団結力が強まって暮らしやすい街づくりができて
いくこと。地域を支えようと活動している人たちを地域の人たちで紹介したり表彰する。

一人でも多くの方が参加してくれるといい

活動に感謝します。

これからもがんばってください

たまに、団体でおしゃべりしながらパトロールをしているので、道路が塞がれて通りにくい時が
ある。

警察官がたまには一緒にパトロールしてくれると、心強いと思う

巡回を行うだけでなく、イベントを開催して防犯意識向上させるようにする。
巡回だけだと、大切な事をやってるという意識はあるものの、他人事になってしまうので、自ら
参加、考えてもらえるイベントを実施しては？

このような活動を通じて、老若男女においての地域コミュニティーが深まれば良いと思います。

抑止効果は高いと思うので続けて行って欲しい。

募集があるとは知らなかった。火の用心とか頑張ってほしい。

マンションに住んでいます。
リタイヤした人に子供達の通学路に立って声かけしてもらっています。
子供の顔も覚えられるし相談にも乗れるので良いと思います。

活動者への後ろ盾が必要ではないか。
民間だけでは防げないこともあり、警察署等との連携がもっと図れるようにした方が良いと思い
ます。

ご年配の方々の、歩いて健康が維持でき、人と話す機会があるのはいいことだと思います。こ
れから暑くなるので、無理しないでくださいね。

自分は、ただ今防犯パトロールに参加中。地域に根を下ろしたベテラン住人より、いろいろな情
報を頂いている点が、有り難いです。

自治会の方が同じメンバーで回っていらっしゃるように思います。いつもありがたいな、と思って
います。

ボランティア全体で考えるべきで、自主防犯活動だけを取り上げても効果が出ないと思う。ボラ
ンティアを受け入れる県民性を養うことが必要と思う。それは、幼少のころから取り組むべきこと
なのかもしれない。助け合う精神の醸成もやっていかねばと思う。

誰もが自分の街を守る、ということを強く認識してもらうことが肝要と思う。
そのような活動をしていただいている方には感謝、の一言です。
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個人情報と監視カメラの利用規定理解を深めるようにして欲しい。

ボランティア活動に感謝します。今後共よろしくお願い致します。

日頃活動してくださりありがとうございます

埼玉県のすべての市町村に自主防犯活動が広がることを願います。また、防犯活動中に空き
巣に狙われないよう注意してください。

警察官、消防署員を増やすことが一番だと思います。
また、消防団という組織も自主防犯活動と同じで、２０代～４０代団員も著しく減っていたり、団
員が集まらない事を見ていても解ることだと思います。
自治体職員の数を減らして、警察官、消防署員を増やすことを考えていかないと、無報酬では
協力出来る県民は、沢山居ないと思います。

あまり地域での成果は見られない。昔は住んでいる人がどんな人かわかったがいまは隣の住
民さえわからず不安。実際うちの近くでうろちょろしているが近くの人かわからず怖い。また近く
でずっと監視されているようなことがあったがどこへ相談していいのかもわからない！

まず、ひとりひとりの心構え。緊急時の連絡体制。連絡手段。
防犯カメラ。

子どもの見守りをしたいと考えていますが、事故等に子どもがあったときの責任問題が生じてく
るのではと不安を感じています。
そこが、一歩踏み出せないでいるところです。

継続して活躍願いたい

自主防犯活動者には、自身に身の危険を経験したか、身近にそういう人がいる。が多く見かけ
るので、詳しいマップの作成に取り組まれたら良いのでは。

地域の防犯の大切さを多くの人の目に見えるような掲示板を提示する、各家の前に防犯活動
応援中の表示による地域全体で取り組んでいることを意識させることとともに、防犯活動されて
いう方にお会いした時は挨拶をすることでの共有意識を高めることだと思う、このような心の交
流がなされる必要を感じる、

留守宅が増えて　みんなで　見守り活動

積極的な情報発信を期待したい。
（“わがまち防犯隊”への登録が少ないことにガッカリ！）

老若男女がたくさん参加できるように
ポイント制度など工夫してみんなが楽しく参加できるようにしてほしい。



意見

詐欺犯罪などの場合、実例のみならず、何が原因で犯罪にあったのか、犯罪にあわないため
にはどのような対応が必要か、他人ごとではないということも含め、認識を広めるようにしてもら
いたい。

近所の人の顔がわかるようになりたい

活動を実施している取組み内容やその効果・効用についての現状説明が必要です。

これからもよろしくお願いします。

気楽に参加出来るような環境づくりが参加者を増やす良い方法だと思います。

いつも防犯活動をされてる方には、尊敬しています。私はとりあえず、近所の連携を大事にして
気遣いを心がけたいです。

防犯活動実施済の方にはバッジとか玄関前に貼るシールを配布する。誇りに思えるしるしが好
ましい。ボランティア完了者にも同様である。

平日の活動はお年寄りが多くみられる。元気でいつまでも続けて欲しい。

声をかけることが必要。

地域連帯感を深めて欲しい。

かけ声ばかりで実際に県職員は自主防犯活動を行っているのか疑問です。

暇な年寄りが参加するものというイメージが強い?中途半端な活動からの脱却?効果についての
広報活動、犯罪通報の報償、ゴミや路上喫煙、ながらスマホ等あらゆる犯罪を撲滅すると言う
広範囲な取り組みを推進する事で安全な町であると言うイメージ作りが不可欠！！

○行政から活動の紹介（?・広報紙誌など）を効果的・に行ってほしい。
◎地道な活動に敬意を表します。

季節を問わず週２回防犯パトロールの方々が夜回りしてくださり、心強いです。

活動中に事故灘あわないよう十分にご注意してください

今は特に問題があるような事が感じられないので、特にはありません。
各自貴重な時間を割いていると思いますので感謝してます

自主活動は細かな所に眼が届くというメリットがある反面、個人のプライバシーや権利を侵す恐
れもある。警察や自治体との対応範疇の明確化や連携が必要だと思う。



意見

自転車に「防犯」のポスターを付けているだけでも効果はあると思います。

大変重要な活動と認識している　活動に参加している人達に感謝している

住み良い街づくりのためには、とても良い取組みだと考えます。

防犯活動に参加されている方々に、心より感謝申し上げます。有難うございます。

防犯カメラですね

何かを行おうとするとき、必ず地域内で仲間外れの人が生じている。組織作りが、しかとなどの
いじめにお墨付きを与えることが多い。行政がかかわるときは、よりひどくなるので細心の注意
が必要である。

警察パトカーの巡回を煩雑にして、青パトを週一回の実施。

防犯活動をしてくださる人たちには感謝しています。
子供たちの登校下校時に活動団体の人たちと子供たちが楽しげに歩く様子はほほえましくもあ
ります。
ありがとうございます。

少なくとも行政が住民による自主防犯に頼るというのは責任逃れだと思う。きちんと公権力で対
処すべきだ。

制服を着た防犯ボランティアの集団が歩いているだけでも効果があると思います。

防犯活動は、大変重要で意義のあることと思います。ぜひ続けていただきたい。

暑い日でも寒い日でもよく頑張っていると思う

道路交通法を知らないで子供たちの横断をさせているように見えるのですが？？？

・我が自治会では感心するほど良く活動されています。
・今後も継続させるためには後継ぎ育成の仕組みを自治会と行政で検討も必要かと思います。

良く防犯のほうからメールが入りますけどチカンとかドロボウなどに注意みたいな。すごく物騒
な時代かなーとおもっている。
青パトも2人でないと運転させないですよね。1人でも青パト運転出来れば暇な時空いてる時に
パトロール出来るけど。

街灯が消えていたりすると、暗くて犯罪者に有利なので、そういったインフラ設備も大切です。
自主防犯活動に対しては、気軽にありがとうという声かけをするとよいと思います。



意見

多くの活動事例の紹介（広報）

パトロールをしているお姿に感謝しています。

私が所属している自治会は1200世帯ほどが加入しており、防犯交通、体育文化、環境、社会福
祉の４部会が活発な活動をしております。その中でも防犯交通部は登下校時の児童の見守り、
域内の防犯パトロール、青パトによる注意喚起活動、地元警察署との連携による防犯講座の
例会開催などで地域に貢献しております。勿論、他の地域で自主防犯活動に携わっておられる
方々も、そうした活動を積極的に行っておられることと存じますし、その結果として広い範囲にわ
たって犯罪や事故の抑制効果が得られていることに感謝いたします。こうした活動が若い世代
の人達をも巻き込んで、より活発になることを願っております。

定期的に（毎月の月末とか月中とかに）最寄駅でのＰＲや街頭デモなどを当局（市の職員・警
察・消防・ＰＴＡなど）のスタッフの方々と行うのも一つの方法と思います。

オリンピックまでに学校の周り１００メートルの歩道を１メートル以上にする、狭ければ一方通行
にする、など思い切った施策が必要。街路樹は３メートルまで幹だけに剪定する、低い樹木は
子供を目視できる高さ６０センチに剪定するなどの決まりを作って、道に面した会社や店が自主
的にカットするサポーターとして、街づくりに参加させる。空き家の樹木は道路にはみ出している
部分は切り落としてよい、道にはみ出しているサインは道交法違反で罰金を取る、などの、コ
ミュニティールールを作る。

現在防犯灯設置に対する市の補助金が出ていますが、防犯カメラの設置についての補助も検
討していただきたい。

とても感謝しています。

安全は地域で守る。この意識付けが大切です。
児童は地域で守り育てる。お年寄りは地域で守る。昔はそうだった。
自衛では無理でも地域では可能です。
色々問題はあるかと思いますが特に若い方達の意識改革が必要です。
声かけは犯罪ととらえられかねないので（悲しいことですね）、まず挨拶から始めませんか？地
域みんなで挨拶できたらすごいです。

防犯活動等に参加している仲間同士の情報交換も必要である。

交番と地域がもうすこし接近すること
取り組みやすい場所　時間を確保できるか

警察との協力・研修会等啓蒙活動が必要。

参加しやすい組織・開かれた組織が望ましい



意見

１．自主防犯活動の取り組みをしている方には、心から感謝しています。
２．各地域では、各種議員の方の参加と協力が是非とも必要です。議員活動報告で防犯活動
の重要性の報告がありますが、参加、活動している姿はありません。防犯活動の重要性はどな
たも関心は高いと思っています。一歩踏み込んだ企画が必要だと思います。

少子化時代ですが子供は国、宇宙の宝です。
守って育てて行かなくてはならないものです。
将来の夢、希望だと思って守っていきたいですね。

毎日、子どもの見守り活動を行っているボランティアの方には頭がさがります。

行政が支援し、地域の輪が広がる素地を作る。

自治会で週１回火の用心を行っている

リタイアしたら参加したいですね

なにも事件が発生しないことを願っています

熊谷市の防災放送で、昨年から朝七時半に市内小学校児童会の輪番で爽やかに児童の声が
流れ、個人的に大賛成だったし、周りでも評判が良く、今年は夕方の放送も児童の声になり、大
人の声よりも共感がある。県レベルでもこのように普通の取り組みで防犯に繋がる方策を色々
と考えてほしい。市町村と共有・拡販する取組みを期待、

身近な方がやっていると近づきやすいので、難しいのでしょうが、細かい組織づくりをお願いし
たい。転勤族の悩みかもしれないが、地域に対する帰属意識が薄く、申し訳ありません。

社会全体での理解や、活動への参加のルール作りが必要ではないか。

警察との連携が必要と思うが　そこらへんはどうなってるのか。
ＰＲをみたことないが。

地域の防犯ボランティアで約1年間活動したが、関連する学校との連携、又警察・その地区の派
出所の警察官と情報交換をする機会を行政の方で作ってほしい。できたら毎月定例会15分か
ら30分でもいい、ざっくばらんな関係になるとボランティアの方々も意欲がでると思う。現状はボ
ランティアに丸投げでやりっぱなし、行政とのつながりがあまり感じられない。

自主防犯活動の情報をこまめに発信してほしい。

具体的な効果をPRすれば良いと思います。

もっと夜の街中を明るく照らし、防犯カメラの設置、カメラの補助金を出す。



意見

人の目があると犯罪は起きなくなるし、運転者は通学時に気をつける様になると思う。是非啓蒙
活動を実施して､多くの人が参加出来るような仕組みが出来れば良いと思う。

これからも継続して地域の安心・安全に貢献して頂きたい

ボランティア活動お疲れ様です。

町内会で、年末火の用心巡回を恒例化しているところもありますが、統一をしたらどうでしょう
か。

活動している方は品性優れた方の方が活動を明るく活気あるものに見せてくれる

自治会に加入しない世帯が増えているなど、地域のつながりが希薄になっている。
干渉されることを嫌う風潮もあるが、高齢化社会のなか、やはり少なくともご近所同士のつなが
りは意識して行う必要があると思う。「おせっかいおばさんになろう」

感謝しています。

目立つやり方で意識向上と防犯

活動をしている人はいつも同じ人です。
もっと広く変わった人にやってもらったらどうでしょう

防犯セミナーの開催。

自主防災の組織づくりで地域の纏まりのなさを痛感した。

雨の中また寒い中真夏の暑い中の活動ご苦労様です。

自主防犯活動はやはりマンパワーが必要、当然コストをかかる。一部の人にばかり負担がか
かるような仕組みはよろしくない。そのため市町村県も時事活動に対するマンパワーとコスト補
助の支援をもっとするべき

お疲れ様です

はっきり言って何処で公募しているか、分かりません。
内内で、欠員出たら知り合いを紹介する方法を取っているのではないですか？
公募しているなら参加したいと思います。

安全を見守っていただきありがとうございます。
地域のイベント等の機会を通じて、自主防犯活動の参加呼びかけやデモンストレーションで周
知をするこ参加しやすいと思う。きっかけがあれば参加したい



意見

住みやすい市・県ナンバーワンを目指して

待つ防犯から攻める防犯にしたら良いと思う。犯罪がおきそうな場所や人や時間帯に関係する
地域住民に防犯参加や講習会を行う。

我が家の周辺には空き巣の被害が出ていますがどのような被害、時間帯等の情報が
入ってこないので　うわさ話で終わってしまっています。
警察等からの詳しい情報を発信して欲しい(個人宅を特定しない程度)

自主防犯活動は非常に重要だと思います。ただ良く見るとかなりの高齢者の方が参加されてい
る場合が多く見かけます。出来るだけ若い方に参加してもらいたいですね。

一般市民をどう活用するか具体的なPDCA等の手法なども検討し、専門職を配置し、県として傘
下「自治体」を競わせるのも一方法か、組織内のPJ設置で検討要す。

「防犯のまちづくり」を目的に結成される自主防犯活動団代ですので、団員自らが犯罪を犯す
事のないよう、一人ひとりの高い意識が必要だと思います。

活動を知らない人が多いのではないかと思います。広報誌、自治会回覧等での会員募集など
の周知が必要と思います。

当地域は新興住宅なので、地域の活動は毎年、年末10日間の　火の用心兼防犯見回りを各家
一回を義務としてやっているが　皆、きまりだからやっとやっている程度で　自発的に通年行う
のはとても難しいと思う。やりましょうとリーダーシップをとる人がいない。区長会などで取り上げ
て頂ければと思う。
高齢者もウオ―キングを兼ねて団体で活動すれば一挙両得になるかと思う。

我が地域では黄色の上着を着ているので目立つし、地域の防犯に多いに役立っていると思う
ので、頑張って続けて欲しいと思います。私も月に1回とか2回なら参加できるので、機会があれ
ば参加するつもりです。

活動を行っている方々に、心から感謝申し上げます。

草加市では「徒歩パトロール」「わんわんパトロ－ル」など年に一回の講習を受講してまちづくり
に協力している。

私の住んでいる地区に関して今までは無縁と思っていたが最近外国人が増えてきて防犯対策
を何かしなければと思う様になり始めた所です

普段から、防犯防災の広報紙作成にあたり、県・県警等のHPを参考にさせていただいておりま
す。
私は今のボランティアは、現役時代子供達や家族を見守ってくれたお陰と感じ地域への恩返し
のつもりです。

県としてすることは各学校などに自主的に防犯活動をするように指導するだけで良いのでは。
各学校では挨拶運動を進めることが防犯に役立つと思っています。

この様な取り組みに参加することにより　地域の中で仲良くなって行けるので　体力に自信が有
れば　是非参加した方が良いと思う



意見

地域や子供の見守りご苦労様です。

自主的に参加されている方には感謝致します。
若い方は時間が取れないのが現実と思います。

高齢化に向け、嘆いていないで高齢者を積極的に参加させるべきであると思う。

現在の防犯活動は基本的にボランティアであり、強制的な活動では無いがために、浅く広くの
感じで、各個人の思い、考えで運営されていると感じている。
市の防犯推進委員を担当して10年目になるが、もう少し充実した効果的な活動にしたいと思っ
ている。その為には、自治体の防犯体制、組織の見直しや、未然に防止できたハード、ソフトの
事例紹介や、防犯連絡所の開設強化、防犯マニュアルの家庭配布等の啓蒙等が必要と考え
る。

地域の高齢者を活用して欲しいです。

自主防犯活動を実施している方々のご自宅に目印になるような旗やシール、プレートなどを掲
出できるようにしたら、近所の方々も気楽に相談しやすくなるのではないか？また、民生委員や
自治会・社会福祉部の方々も手が回らなくなっている高齢者の見守り活動を今後どの様に各活
動に結び付けて行くかが大きな課題だと思う。

県市町村と自治会による連携。

各種団体の連携と調整役が必要では。

出来るだけ場所を増やすようにしては

個人情報や各自の生活多様化により、この組織への期待はしない方が良い。時勢に有った方
法を考えた方が良いのでは？

防犯活動の発表会や広報に掲載する。

いつもお世話になっており、ご苦労様です、今の時代はプライバシーの事が問題になりますが
活動をして頂いている方々の名簿等その地域の住民に配布する事もあっても良いのではない
ですか、地域の交流の一環として、名前がわかれば、尚親近感もわくと思いましたので

活動が無意味とは思いません。草の根運動として地道に活動を継続することが大切と思いま
す。

防犯だけでなく、独居老人の見守り隊活動も併せて行う必要があろうかと考えます。

①自主防衛活動実施中のステッカー等を目立つ個所に設置する。
②防災無線で定期的にアナンスする。
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長い期間、活動していると意義、価値が不明確になる傾向にあります。
従って、目標を設定しては如何でしょうか？
例えば、パトロール中に不具合箇所の発見件数、地域の方との声かけ回数とか
小さなことでも良いのでその地域にあった目標を設定しては・・・
大きなホームランを狙うより、四球でも塁にでることで地域活動の基本と考えましょう。

もっと積極的に、楽しめる企画で、出来たら「サプライズ付き」ぐらいのことをかんがえて、自治
会単位ぐらいまでに「イベント的講座」を住民も入って開催できらおもしろいと思う。

外国人居住者に対する、郷に入っては郷に従え、のルール或いはマナーの違いを分かりやすく
知らせる必要があると思う。

わがまち防犯隊が活動していることに意義があると思います。

自治会などを通じて、地域防犯活動に参加して来たが、高齢化が進む現在難しいこともある。し
かし防犯活動はいろいろな面で、自分たちの地域ではかなりの効果が出ていると思われます。
子供たちの見守り、夜の巡回パトロールなど、多方面に気を配った防犯活動が行われており、
今後も継続的にお願いしたいと思います。

町会・自治会の防犯活動が「わがまち防犯隊」であるとは全く認識していなかった。質問１２で記
入した対策が重要と考える。

今後、更に、安心・安全な街作りに、自主防犯活動は、重要になると考えます。

ワッペン　
広報活動

私も可能な限り参加したいが、身体的事情もあり、困難であるのが残念だ。
今後も、地域の人々が参加して、防犯活動を進めることに大いに賛成であり、行政機関、自治
会・町会と連携し、多くに人が参加できるようになることを望む。

青パトの活動支援の充実が必要と思います。

私の居住地区でも、防犯巡回や夜間パトロールが実施されていて、本当にご苦労さまと思って
います。ただ、もし事件に遭遇したらどうなるのか考えると心配にもなります。
県としては、高齢化に即した、人だけに頼らない防犯体制の推進を考えて頂きたいと思います。

自治会単位による市町村の役所と警察消防関係者による予防啓発セミナーをかいさいして頂
く。

大変な事ですが、頑張ってください

地道な活動ですが、安心・安全なまちづくりに重要な役割だと思いますので、がんばってくださ
い。



意見

夜間・薄暮時は交通事故や転倒に注意されます様願っています。そして「いつもご苦労様」とお
礼申し上げます。

各自が近所同士の声掛け運動を実践するしか思い浮かびません。防犯という観点からだけで
なく高齢者の孤独死防止という点にも役に立つと思います。

自分は、平日仕事を続けているため、参加は難しいのですが、時間が取れるようになったら参
加したいと思っています。
活動されている方々には、お疲れ様と言いたいです。

旧住民（地主・農家)　vs　新住民（転入）をどう融合させるかというコンセプトがないと、ばらばら
の行政対応になる。所沢から当地に転居して30年になるが、いまだ地元民という意識がない。
コミュニケーションの活性化を仕事にしてきただけに、嘆かわしいがあと数年の命ゆえ、このま
までいくしかない。人口急増の地域には、子どもの成長・親の老齢化という中で地域防犯を考え
る施策が求められる。

私の属している地区の自治会は活発であるから余計に入るのをためらう人がいるかも？と思っ
てしまう。
各々のできる分野だけでも輪を広げて行ければと思っています。

いつも感謝しています。

私も地域の防犯活動に参加している。

自主防犯活動に取り組んでいる方々の交流を促進されたらいかがでしょう。

いつも有難うございます。

地域の状況にあった活動形態が大切。

自主活動には頭が下がりますが、その効果がイマイチハッキリしないので、実施対効果をより
具体的に示していただきたい。

他人に、任せるのでなく、個々人の防犯意識の向上を、めざす。

自治会の上部組織の地区自治連が所管警察と連携して「青色パトカー」で防犯活動や詐欺被
害防止の週数回定期的に地区内ﾊﾟﾄﾛｰﾙし呼掛けを実施。

家族も参加していたので今後も期待する

健康に気をつけて、頑張って下さい。

他人のためではあるが、最後は自分に返ってくるというプラスの考え方で行っていくのがよいと
思います。



意見

特定の人に負担が掛からないよういろいろな活動に分担して参加するような意識付けが必要で
は？

・自転車の籠に防犯巡回中の看板を大勢の人の参加を促す。
・ＰＲがない。

自分ではなかなか活動は出来ませんが、学校の登下校時の見守り活動を見ますと大切な行動
をしているなと感じます。本当にありがとうございますと思います。

自主防犯も良いのですが、防犯カメラの設置を増やしてもらいたいです。都心では多く設置され
ていますが、私の住む町はでは、設置は皆無です。

自主活動は大変ですが参加すると重要性がわかると思いますので自治会活動の
一環が良いと思います
このような自治会に多少の補助金を出すこともよいと思います

我が町は犯罪のない町だと思う。
周り近所の声掛け、近所付き合いを欠かさない。

前述通り、ボランティア活動への理解・積極的参加を促す土壌を、子供時代の教育を通して行
い、大人が実践して見せる事が肝要と考えます。

防犯活動を続けている方々に敬意を表します。これからもよろしくお願いします。

自主防犯活動として各地域で発行されている、県警や防犯協力団体等の防犯ニュース等の定
期継続発行が重要です。地域の住民として安心・安全の街づくりニュースや防犯ニュースを通
して、防犯や交通安全等に自己意識をもって街づくりに協力しております。

時間を作って休みの日に活動している方には頭が下がります。感謝です。ありがとう。頑張って
ください。

多分ボランティアで活動されているのだと思いますが、ありがたいことだと思っています。

ますます高齢化が進むため、現役退職者をどのように取り組むかが課題と思う。

防犯活動だけで無く、住民自身が参加して地域にためになるような事はあると思うので、積極
的に予備掛け行う事がいいと思う

都会では地域の活動がないので、防犯活動でつきあいができる。

大変ご苦労様です、皆様のお蔭で犯罪の無い街ができると感謝しています、これからも無理を
せずお励みください。

小さな子供の事故防止などに取り組んでおられる皆さんにとてもありがたく思っています。



意見

自主防犯活動をやっている皆様、本当にご苦労様です。皆様の行動は人間としてもっとも崇高
で大切な奉仕活動であると思います。後期高齢者となりますが健康で明るいまちづくりに、何か
の形で貢献したいとおもっています。

元気な高齢者も増えており、そのパワーを活かすこと、また、若い世代には、自分の子供たちを
守るためにも、意識付けの広報活動を拡げていただきたい。

下校時や定期的な地域見回り、誠にご苦労様です。見回りは1名で行ってる方もおりますが、2
名一組がよろしいかと思います。

先ずは、活動している人に感謝です。
ボランティアでの活動には頭が下がるおもいです。
地域の自治会単位での活動に期待します。

市と地域が一体となって活動できる環境づくりを市では力を入れて欲しい。複数の団体が一つ
の地域で活動できることにも力を入れ競争して発展する環境づくりを・・・

　自ら活動に参加することにより、防犯意識向上が望める。
　警察、行政は地域の犯罪情報を積極的に発出してほしい。
　防犯協会、行政のホームページ等に地域の犯罪ニュースが掲載されているが、長期に更新さ
れないケースが多い。
　活動の協力を求めるならタイムリーな情報発信が不可欠です。

パトロール時に、各家庭にチラシを配る。

高齢者の防犯パトロールに参加することは健康に良い意識を持ってもらうこと。

結局警察の穴うめ的存在なのでしょうね。

継続が大切と思います。

監視カメラの設置を増やす。

県が防犯意識の啓蒙と安全安心は自分達のコミニュティーで守らないといけないことを認識し
てもらうようにする。

日々御苦労様です。あなた方の活動は、日々の積み重ねが大切と思います。地味な活動こそ
重要です。継続は力なりです。犯罪は忘れた頃にやってくる。頑張って下さい。

自治会だけでなく、地方自治体・警察を巻き込んで活動を推進してほしい。
自主防犯活動ご苦労様です。お体に気を付けてこれからもよろしくお願いします。



意見

特に地域の子供達の通学・下校での安全活動等については、「子供達が笑顔で元気に通学・
下校ができ、事故、事件等もない」というニュースを広報等で多く市民、町民に宣伝活動する事
が非常に大切なことと思います。

とにかく住民に防犯活動の効果を知ってもらい、本人の空いた時間を提供してもらう。

少しでもやれることがあれば、お手伝いしたいです。

権限のある警察官の注意。無灯火の自転車、交差点付近の違法駐車、二人乗りの自転車、禁
煙地区での喫煙、小さな規則の遵守。

私の地域では、防犯パトロールも良く行っている。また、警察も夜間パトロールをしてくれている
ので、いつも感謝している。

自治会長時代、鋭意その発展に努力したつもりですが、なかなか思ったようには広がりません
でした。その理由は、『結構、きつい活動である。』ことです。輪番制の役員に毎年説明して、十
年経ちましたが、継続勤務者は、ほとんどゼロです。『一年間の役員だから・・・・。』ということ
で、一年経てば、はい、辞めた、でした。別の地区は、犯罪・盗難等が多く結構盛んですが、わ
が街はそれなりにあまり犯罪、空き巣、痴漢等も少なく、ある意味、住民一人一人の意識が高
く、犯罪等が起きにくいのかもしれません。しかし・・・・と、思いましたが、結果は、先に述べたと
おりです。そのニーズがあってからでは遅いということは、なかなか説明がうまく出来ませんでし
た。

活動時間帯。
通る人を眺めているだけでも、そして少し声をかけるといいかもしれない。
いかにも弱そうな人では効果がないのかもしれない。

防犯は地域の自治会の全員参加の取り組みが一番だと思います。

地域の安全を守りたいとの思いから、参加してくれていると思いますので、地域全体を考えるこ
とのできる人だと思います。感謝・ありがとうの一言です。
子供だけでなく、地域の安全に繋がっていると思います。

感謝しています。自分の住んでいる地域を好きになりましょう。

一人の小さな手助けが大きな安心を作れることを続けていきたい

日頃のご活動に、頭が下がるばかりです。

義務教育の間にボランティア精神等将来自主的に参加できるような教育が必要だと思います。



意見

住民の理解

高齢者が中心にならざるをえないのでは。

上に記した事と重複するかもしれないが、私の住む幸手市地域は、行政も努力と工夫が足りな
いし、意欲を感じられない。多分に、市当局は自主防犯活動は警察に任せておけば良いとの安
易な考えしかないと考えられる。確かに、これまでも県内では犯罪件数は少ない方ではある
が、圏央道の開通と共に今のうちにきちんとしておかなければ、犯罪の広域化に対応出来なく
なるのではないかと憂う。

暑さ、寒さの夜は後期高齢者の私は大変ですが、出来る限り続けていきたいと現在は意気込
んでいますが、次世代への移行も徐々に行わなければと思います。

公的機関で対応で安心安全を確保することです

夜間、門灯をつけない家が大変多いので、是非、点灯するように周知ください。

行政も積極的に後押しできる体制づくりも必要でしょう。

・社会全体が自主防犯活動を行う余裕がなくなって来ている
・会社等で社員に地域の防犯活動に自主的に参加を促す

現在防犯活動に参加してます、町会長等からの参加要請を受けて仲間入りしました。
私達の地域も活動団体が高齢化・人材不足が深刻問題になっています。
周りの知人友人にも参加呼びかけてます。

お疲れ様です

県は自主的な防犯活動は非常に大切なことであるので常日頃から組織を作っておくことが大切
である。

国や地方の行政の責任としてやらなければならないことではないか、と思う。

自主防犯活動に参加されている方へは敬意を表します。
少しでも長くお願いしたいものです。

ITVを増やして絶えず監視されていることを示すとよいと思う。このための資金を有志に募るの
も一策かと思います。

とくに子供たちを地域で守りたいと思います。頑張って自主防犯活動を続けてください。



意見

わが国では「個人情報の管理」がいつの間にか独り歩きした感があり・・・不自然な形に成って
しまっている。防犯を強化するのには「個人情報」との兼ね合いをまず整理しなければ・・・・すれ
ば強烈な防止策が考えられる。

自主防犯活動でパトロール等をしている、ということが地域の人だけでなく、誰にでも一目でわ
かることが重要である。従って自治会等でユニフォーム等を提供して、パトロール等活動をして
もらうことが必要であります。

子供たちの「ありがとうございます」や「お早うございます」の声を聞きます。ボランテァの皆さん
への感謝の声と受け取っています。陰ながら応援しています。

自分は後期高齢者です。
現在取り組んでおられる方々ありがとうございます。

ご苦労様です

ボランティア精神に期待する仕組み＋アルファーの方法を考え出す必要があると思います。（今
は分かりませんが）

町内で防犯活動をされている方の団体名などの周知がないので
参加するにも無理な状態　活動も定期的でなく　たまに見るだけです。
マンション生活なので　管理組合単位で町内会に入っているので
活動に参加する機会はほとんどありません。

１．洪水時、大規模停電時、小規模テロ時、ひったくりの想定とそれに応じた訓練と反省（自主
活動での限界を共有し、住民目線で施設改善。ルール改善に努める）。
２．参加者の身の危険・死亡等に関して水防団活動との比較してそん色ない制度の充実
３．表彰・感謝表明の機会を。

私の地区では、大型マンション、アパートが急に増え、近くでも知らない顔ばかりです。
自主防犯活動には、限界があり、教員ＯＧ、公務員ＯＢに出番があるとおもいます。

児童の下校のトラブルが殆ど無くなったと教頭より喜ばれている。
下校時急な天候の変化に困っています。

地域によって違いますが、自治会活動は男性が主流の処が多く感じられます。

昔は「火の用心」の当番があり、毎晩、交代でほとんど全部の家が参加していました。地域の連
携が良かったのだと思います。夜、「火の用心」がまわってくるとなんとなく安心して眠れました。
自主防犯活動の方々に感謝です。

高齢化はさらに進むため、一人暮らしでいる人に定期的に家庭訪問し話しをして行く。自主防
犯活動により犯罪に巻き込まれないよう、具体例を挙げて感心を持ってもらう。

県あるいは市はもっともっと防犯カメラの設置を検討すべき。これにより犯罪抑止力は高まると
思う。



意見

防犯パトロールをすることによって、実際に犯罪や事故が減っているということを具体的に数字
で示す必要があります。

　一概に防犯活動といっても、都市部、市街地、郊外の住宅地とそれぞれ対応方法は異なると
思います。防犯活動といっても、その内容が解らない、のではないでしょうか。もっと具体的に活
動の内容を示した法が良いと思います。
　防犯活動が、形骸化してきているようにも見えます。

共助の精神が薄れてきたことは残念だ。

皆が参加する、出来る仕組み、雰囲気を作る。

結構な取り組みと思いますが街で見かける防犯隊の方々は高齢者でこれで防犯できるか心配
です。見回りは結構ですが万一の時に高齢者では体力的に出来ないと思います。これは若い
力強い頼もしげな人を有料で雇うべきです

セキュリティ企業との新協力体制のアイデアに重点的考慮。

自主的に防犯活動をしている方々に心からの感謝をしたいと思います。

ボランティア活動で地域の安心と安全の確保していることに敬意を表します

やはり自主防犯活動や県の防犯のまちづくりについて何回でも繰り返して広報活動をしていく
より月並みですがしょうがないと思います。

パトロールをしている人に出会ったら一言、声をかけるようにしたら、お互い親近感も沸くし、地
域住民としての絆も深まると思う。

周辺の自治会、町会などと意見交換をして、活動内容を見直すとか歩調を合わせる。活動を競
い会うなどの仕組みを作りたいと考えています。

自主防犯活動を行っている方々に、ボランティア精神に敬意を表します。

地域の自治会を活性化できればいいのですが。

とても役立っているので活動が継続するようぜひ頑張って頂きたい。活動中の皆さんに感謝し
ます。

一声かける運動を広めたいと感じる。これもお節介かも、程度を考えながら。

県から町内会までの一貫した方針と活動が必要です。

活動は特別のことではなく、誰でも気軽に参加できる活動であることを常に発信していくことが
重要と思います。
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向こう三軒両隣という思想が、いや、言葉自体が死語となりつつある社会に後退しているように
私は感じています。
そのような社会でも個々に与えられた使命を全うして、懸命にボランティア活動をしている方々
の姿に感銘を受けてる人間もいることに期待して今後も頑張りたいし、実践している方々には、
エールを送ります。

暴走族の締め出しなども地域環境を維持するために必要なこと。「一回／年参加運動」などの
キャンペーンを作り、参加を啓蒙する。現に防犯に参加している方はご苦労ですが、隣から隣
の声を発し、まず「やってみる」の体験を経験させるようにしたら・・と思う。市、警察の関与をもっ
と増やすことだ思う。

活動を行っている方々へ常に感謝の気持ちをもっています

取り組みの具体例紹介などを切れ目ない広報活動をしていくことからが重要と考えます。

えらいし　立派と思います。

防犯、子供を中心に活動する

埼玉県は全国有数の高齢化社会に向かい、高齢者狙いの犯罪は増加すると、考えます。より
一層の対策と行動が必要と思います。きめ細かい行動をお願いします。

もっと県民に主旨の啓蒙が必要と思われる。

防犯活動PRをもっと発信すべきである。

当地域では、子どもの低学年を対象に見守り活動をしていますが、人員の余裕があれば毎日
でもやって行きたい。

外国人が増加していく環境には外国人にも参加ができるシステムも考えるべきでしょう。
いずれにしても住民なんですから。「みんなの街です」。

自主防犯活動の実態、効果などを詳しく知るにはどこにアクセスする必要があるか？
広報誌などか？

この種の活動の参加要請もなくはないが、既述と重複するが、ボランチアであるが仕事に取り
組むような姿勢が必要。例は違うが、あいさつ運動で旗は立つが誰が挨拶してますか、隊のひ
とが声を出さなくては高まるわけがない。年寄りに厳しさを求めては無理と考えていることと思
いますが、かえって組織・規律のある組織なら参加（サラリーマン出身はプライドの高い人多
い。）という人が多いのでは。組織規律があれば若い人も参加すると考える。（消防団など結構
参加多い）

活動されている方には、ほんとうにご苦労さまと申しあげたい。
私も是非協力したい。

根本からの「防犯防止」を考えないで、「やってます運動」は、無意味です。
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いつもお世話になっております。以前はいろいろ活動してきましたが、今は不可能ですので、健
康と自主防犯活動行ってる方々に感謝します。

町の防犯活動に参加したことがあったが、町の合併とともに消えてしまった。残念に思っている

あんまり深入りしないで、自身の身の安全にもご注意を！
パトロールの時間帯などを警察に連絡取りあいながらすることも大切かなと思います。

以前小学生の登下校時にパトロールをやっていましたが、
親が子供と歩いていても「ご苦労様です」の声をかける父兄は
ほとんどいませんでした。
あほらしくなって辞めました。

多くの方々がボランティア精神のもと日夜奮闘されておられることに感謝を申し上げます。ごく
一部の不祥事により信頼を失うことのないよう自覚してほしいと願っております。

防犯協力委員の資格制度を確立、（実行1年間で資格認定等…県ｏｒ市）

子供たちの、見守り活動は、年配者が、ほとんど。
ご自分の体調に、きをつけてください。

なかなか難しい問題です。参加している方々に心より感謝申し上げます。

高齢者の活動をもっと活用をする方法を考える必要があると思える。

活動中の人たちのアンケート調査をすべきと思う。基本的に主導的な防犯活動は地元の警察
ではないだろうか。

自主防災活動に対して補助金を出す

ただ、時間潰し的な考えでの行動では、勧誘も参加意識も薄れる。

いつでも自由に参加できる仕組み作りが必要だと思います。

自主的に参加することが重要で、自治会などから半強制的（順番などで）な押し付けは
誠に遺憾です。ボランティア時に御茶会などコミュニケーションの機会を持てるように
場所や経費の二案をすることがよい。

自主防犯活動に頑張っておられる皆さん方に、ただただ「無理なさらずに頑張ってくださ
い！！」

中々継続して活動することは困難なことであり敬意を表するとともに、今後ともご活躍をお願い
します。

サークル活動、グループ行動、体操教室等を有効活動するとよいと思う。ほぼ全員が高齢者だ
と思う。市町村、町会、社協を通じて促す事が良いと思う。



意見

特定の人に負担にならないように出来るだけ皆なで参加する事。

元気な老人が多く、９０歳防犯活動はできる、私は８１歳で毎日３時間運動しています。

各市町村が活動できるように、県知事が方針を打ち出してほしい。

機会あるごとに活動状況と今後の課題などを伝えることが必要と思う。
既に自主防犯活動を行っている方々には、自分自身の時間を犠牲にしての活動に敬意と感謝
をしています。

自治体を通じて、活動状況を周知が必要と思います。

防犯活動は、犯罪を取り締まるというより、安心安全な街を形成するための、居住者の義務とし
て、日常生活活動の一部として、日常生活の中に自然に、溶け込んでいくように自治体の活動
を望みたい。

是非、活動を盛り上げ、「地域の安心」の柱となっていくべき・・・と思います。

地元では防火と防犯を兼ねている人も多いという。ご苦労なことで、なんとか分け合って欲しい
ものです。

防犯が発生しない地域づくりをして行く事と思います其れには高齢者に十分理解して貰う事と
思います

自治会への参加が先ず問題です・・・どうすれば良いか解決策がないままですが・・・
若い人・・・　会合参加や役員・・・時間がない。　
老人のみの家庭→　多くなっています。会合参加や役員ができないので自治会退会が増えて
います。

自分の健康を損なう事無きように留意ください。

痴漢事故防止に期待します。またエリア内の危険個所を点検することも必要ですね。
日夜感謝しております。

年齢に関係なく高齢でも元気なら、年齢層に拘らず交合えるためには、活動のほかに
何か楽しみが・・・・・そのための資金供給が必要ですけど。

防犯活動ではないが、登下校時の見守りをいつも見ていますが、子どもたちも安心しているよう
で、感謝しています。

会の益々の発展に期待

防犯活動がどのように行われているのか、はっきりわかっていないケースが多いと思います。
みんなで防犯の意識を高めて参加するチャンスを作る工夫が必要。

暑い中、寒い中、毎日見守り活動されている方に逢うたびにお礼の声をかけています。
いつもありがとうございます。
時間制限のない自分にできることを精いっぱいやっていきます。



意見

自分たちの区域では、高齢者の見守り活動はしていますが、特に防犯を意識しての活動はあり
ません。防犯は夜間にも活動することがあると思いますので、実施している地域の皆さん、健康
に留意して頑張ってください。

月一回でも参加出来る機会を重ねて行く。

完全なボランティアでなく、多少の手当金を支給したら如何ですか。

自主防犯活動とか各種ボランティア活動に取り組んでいらっしゃる方は
基本的な訓練が必要ではないかと思います。

防犯は、1つのフレーズになっているが、基本は安心安全なコミュ二テイを維持することである。
もっと広く捉えて活動を行なってほしい。

この活動に大いに期待している。

参加者に対して、絶対に無理をしないこと。

登下校の見回りを見かけますが、お互いの無駄話が多いように見受けられる。

当該活動に対する認識が薄いことを申し訳なく思う

夜間の見回り、心強く思っております。暗闇、階段など、十分注意して活動お願いします。


