
 

 61

小美玉市総合計画 ◆基本計画◆ 

３章 うるおいのある安全・安心なまち 
 

１．自然・地球環境の保全 
１．地球温暖化対策 
２．水質汚染防止・霞ヶ浦浄化対策 
３．環境保全活動の推進 
４．公害対策 

２．循環型社会の形成 
１．ごみの減量化の推進 
２．リサイクルの推進 
３．不法投棄の防止対策 

３．基地対策の充実 
１．障害防止対策の充実 
２．基地周辺地域振興・環境整備 

４．防災対策の充実 
１．防災体制の強化 
２．自主防災の強化 
３．総合的な危機管理体制の充実 

５．消防・救急体制の充実 
１．消防力の強化 
２．火災予防対策の推進 
３．救急救助体制の強化 
４．市民の救急対応能力の向上 

６．交通安全対策の充実 
１．交通安全運動の推進 
２．交通事故被災者への支援・相談の充実 
３．交通安全施設の充実 

７．生活安全対策の充実 
１．地域防犯体制の確立 
２．消費生活の安全の確保 
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１．自然・地球環境の保全 

現況と課題 

地球規模での環境問題が深刻化する中、「京都議定書」の批准国である我が国においては、国

際的な流れの中で、温暖化防止に向けた取り組みが進められてきました。 

平成 17 年４月には「京都議定書目標達成計画」が定められ、「京都議定書」で定められた

1990 年度比６％削減の目標達成に向けた対策の基本的な方針が示されました。 

その中では、温室効果ガスの排出削減、吸収などに関する具体的な対策、施策が示され、特に

地方公共団体に期待される事項も示されました。 

このような状況の中、本市においても、地球温暖化防止対策として、環境教育を推進し、環境

の保全についての市民一人ひとりの意欲を高めていくことが求められています。 

霞ヶ浦浄化・水質汚染に対しては、公共下水道の整備や事業用排水の排出規制など県・流域市

町村の連携により進めてきましたが、平成 17 年度の霞ヶ浦の COD は 7.6mg/l と昭和 40 年代

前半の５mg/l 前半にはまだまだ及ばないのが現状です。今後も引き続き、関係機関の連携による

生活排水対策や市民意識の啓発など水質浄化に向けた取り組みを進めていく必要があります。 

また、騒音・振動などについても、市民の生活環境の維持・向上を図るため、適切に対処して

いく必要があります。 

 

※COD：化学的酸素要求量。水中の被酸化性物質を酸化するために要する酸素の量で示した水質の指標で、CODが高

いほど水質が悪い。 

※温室効果ガス：大気圏にあって、地表から放射された赤外線の一部を吸収することにより温室効果をもたらす気

体の総称。フロンガス，メタンガス，亜酸化窒素、二酸化炭素など。 

 

◆霞ヶ浦の流入河川におけるCOD及びBODの推移 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

                       資料：環境課 

 
※BOD：生物化学的酸素要求量。水中の汚濁物質が微生物によって分解されるとき必要とされる酸素の量のこと。

BODが高いほど水質が悪い。 

3.2

4.1

4.8

3.5

2.7

3.7

2.9

7.2

5.4

6.2

3.7

5.8
5.4

4.9

3.1
3.53.3

3.83.83.5

4

2.5

4.1

4.7
4

2.3

2.1

2.9

1.7

2.5 2.6

3.2 3.9

1.8

2

1.7

1.7
2

2.2

2.2

1.9

2.4
2.7 2.8

2

2.2

1.9

2.3

1.5

5.76.65.9

5.2

6.3

5.9

6.7

6

7.2 6.9 6.8 6.8
6.6

5.6

5.86.15.9
6.46.7

7.2

5.1
4.7

6.4
5.9

5.7

7.5

5.8
4.9 4.9

5.3

4.5 4.2
3.8 4.5

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ｈ３ Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６ Ｈ７ Ｈ８ Ｈ９ Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６

BOD園部川 BOD梶無川 BOD巴川 COD園部川 COD梶無川 COD巴川

単位：mg/l



 

 63

施策の目標                   現況（H19）           目標年次（H24） 

基本方針 

かけがえのない自然環境を次代に継承するため、「小美玉市地球温暖化防止実行計画」に基づ

き地球温暖化防止に取り組むとともに、市民・事業者と一体となった霞ヶ浦や河川の浄化対策及び

公害対策への取り組みを推進します。 
 

 

施策の目標 

  
 
■巴川・恋瀬川探検隊の参加者数 215 人 250 人 

霞ヶ浦環境科学センターで実施している巴川探検隊、恋瀬

川探検隊の活動に参加した市民の人数の拡大を目指す。 

 

■園部川のＢOD 値 2.3mg/l 2.2mg/l 

巴    川のＢOD 値                                             l              1.3mg/l      
環境保全活動などの推進により、園部川、巴川のＢＯＤ値

の低減を目指す。 
 
 

  1.4mg/
(Ｈ17年)
(Ｈ18年)
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個別施策 

１．地球温暖化対策《3101》 
・「京都議定書目標達成計画」に即し、「小美玉市温暖化防止実行計画」を策定し、市全体で温室

効果ガス発生抑制に取り組みます。 
 
２．水質汚染防止・霞ヶ浦浄化対策《3102》 
・「茨城県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、特定施設の工場・事業者に対する排水規制

を徹底するよう指導に努めます。 
・水質監視員による霞ヶ浦・流域河川の監視活動を実施するとともに、霞ヶ浦流域市町村との連携

を図り、広域的な水質浄化の取り組みを推進します。 
・霞ヶ浦清掃大作戦など、霞ヶ浦浄化に向けた活動を推進するとともに、霞ヶ浦環境科学センター

で実施している巴川探検隊、恋瀬川探検隊への参加促進を図ります。 

・霞ヶ浦流域市町村と連携のもと、国や県による霞ヶ浦の浚 渫
しゅんせつ

事業などの継続実施を促進します。 

 
３．環境保全活動の推進《3103》 
・学校教育における体験学習や生涯学習における環境をテーマとした講座・教室など、環境教育を

推進します。 
・環境保全に関する知識及び環境保全に関する指導者を育成するとともに、環境保全に関する情報

の提供を進めます。 
 
４．公害対策《3104》 
・公害防止協定を締結している事業所への立ち入り調査を実施するとともに、その他の事業所につ

いても公害防止協定の締結を促進していきます。 
・大気汚染 、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭、地盤沈下などの公害については、市民か

らの情報に基づいて適切に対処します。 
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２．循環型社会の形成 

現況と課題 

20 世紀は豊かな生活を送るため、大量生産・大量消費・大量廃棄の時代を送ってきました。し

かしながら、このような一方通行の社会は環境負荷が高く、地球の限りある資源を浪費するもので

あるという反省から、平成 12 年「循環型社会基本法」が制定され、ライフスタイルや経済活動の

見直しによる、将来にわたって持続可能な循環型社会への転換が図られてきました。 

廃棄物・リサイクル政策の分野では、様々な取り組みが進められ、現在では、3R（廃棄物の発

生抑制（Reduce：リデュース）、再使用（Reuse：リユース）、再生利用（Recycle：リサイク

ル））を通じて、天然資源の消費を抑制し環境への負荷を低減する循環型社会の構築に取り組んで

います。 

本市においても、ごみ処理における一部ごみの有料化、ペットボトルや古紙などのリサイクル

が進められていますが、小川、玉里地区と美野里地区は処理施設が異なる関係から、個別の収集体

制となっています。 

処理施設の機能強化や耐用年数などから、様々な課題がありますが、今後、ごみ処理施設の広

域化を検討していく必要があります。 

市民レベルのリサイクルへの取り組みについても、家庭や学校、地域活動の中で進められてき

ましたが、今後は、本市のリサイクル活動の理念として「もったいない」をキーワードとした取り

組みを推進していく必要があります。 

不法投棄については、不法投棄が多発する地区への監視カメラの設置や不法投棄監視員による

巡回監視が行われています。特に悪質な建築資材などの産業廃棄物の投棄が増加する傾向にあるこ

とから、監視・通報体制を強化する必要があります。 

 
◆ 各処理施設の収集状況 

地区 指定など 収集方法 
小川地区・玉里地区 

 
霞台厚生 
施設組合 

市で指定ごみ袋の作成、販売。 
市でごみ分別カレンダーの配

布。 

市で可燃物、ペットボトル、無色のビン、茶色のビン、その他の

ビン、ガラス陶磁器類、古紙、カン金属類、蛍光管電球の分別

収集。市で粗大ごみ特定家電の戸別回収。 

美 野 里 地 区 
 

茨城美野里 
環境組合 

市で指定ごみ袋の作成、委託販

売。環境組合でごみ分別カレン

ダーの配布。 

環境組合で可燃物、不燃物、粗大ごみ、ペットボトル、古紙の

分別収集。 

資料：環境課 



 

 66

施策の目標                   現況（H19）           目標年次（H24）

基本方針 

環境負荷の少ない将来にわたって持続可能な「循環型社会」の構築を目指し、市民のリサイ

クル意識の啓発を図り、ごみの減量化、資源化の促進、分別収集を推進します。 

また、ごみの不法投棄などを防止するため、監視体制の強化に努めます。 

 
 

施策の目標 

  

 

 

■ごみの排出量 308kg／年 306kg／年 

市民一人あたりの年間ごみ排出量の削減を目指す。 

  

 
 

個別施策 

１．ごみの減量化の推進《3201》 
・ごみ処理施策の一体性を確保するため、ごみ処理の広域化を検討します。 
・生ごみの減量化と堆肥化を図るための市民の取り組みを支援します。 
・マイバック、ふろしきなどによるレジ袋の削減や、不要品の再利用などについて啓発に努め、家

庭から排出されるごみの削減に努めます。 
 

２．リサイクルの推進《3202》 
・市独自のリサイクル運動の理念を「もったいない」とし、市民協働による「もったいない運動」

を推進します。 
・リサイクル運動を全市的に推進していくため、フリーマーケットなど市民による環境イベントな

どを支援します。 
 

３．不法投棄の防止対策《3203》 
・不法投棄を未然に防止するため、監視カメラの活用や、不法投棄監視員による巡回監視の強化に

努めます。 
・不法投棄の早期解決を図るため、指導・処分・取り締まりの徹底を関係機関に要請します。 
・市民や市内事業者に対して、廃棄物の不法投棄防止に関する啓発に努めます。 



 

 67

施策の目標                   現況（H19）           目標年次（H24）

３．基地対策の充実 

現況と課題 

航空自衛隊百里基地は首都圏防衛の重要な基地であり、第７航空団及び偵察航空隊などが配備

されています。 
基地は広大な面積を占有しているだけでなく、航空機の訓練などによる飛行騒音など、航空防

衛施設特有の不利益や障害を与えています。 
本市では、これまで航空機の騒音による被害を軽減するため、住宅の防音工事を促進するとと

もに、基地周辺住民の生活環境の整備や民生安定の向上などに積極的に取り組んできました。 
本来、基地の安定使用に資するための施策は、基本的には国の責任において処理すべきもので

すが、基地と共存した地域づくりを進めていくためには、基地の存在が周辺住民の生活や本市の土

地利用などに与えている影響の実態を的確に把握し、それを是正するための対策を図っていく必要

があります。 
本市においても、これまで同様、引き続き基地周辺の生活環境の向上、民生安定事業などの充

実を図るとともに、基地周辺地域振興策のより一層の充実を目指した取り組みを進めていく必要が

あります。 
また、基地周辺の移転跡地は、現在、緑地などとして利用されていますが、今後は、地域の振

興に資するよう、有効利用を図っていく必要があります。 
 

基本方針 

防衛施設との共存を目指し、基地周辺の生活環境の整備や民生安定の向上に努めます。 
 

施策の目標 

  
 
■騒音測定器の増設 ２箇所 10 箇所 

騒音の実態をより正確に把握するため、関係機関に対し増

設を要請するなど、騒音測定装置の増設を目指す。 
 
 

個別施策 

１．障害防止対策の充実《3301》 
・航空機の騒音などによる障害を軽減するため、実態に即した対象区域の拡大や内容の拡充などに

努めます。 
 

２．基地周辺地域振興・環境整備《3302》 
・周辺地域の生活環境の向上を図るため地域振興策の充実に努めるとともに、移転跡地の有効利

用を検討します。 
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４．防災対策の充実 

現況と課題 

地震、集中豪雨などの多発する自然災害に対して、地域が一体となった防災への取り組みが求

められている中、本市においても「地域防災計画」を基本とした、個人の自覚に根ざした自助、地

域コミュニティなどによる共助、行政による公助が相互補完した防災体制を確立し、減災社会の実

現を目指して取り組んでいるところです。 
市民の安全・安心を確保するためには、自主防災組織の育成、市民参加の防災訓練の実施や災

害時における避難場所の周知徹底など災害予防体制を確立するとともに、災害発生時には地域との

連携による避難・救出・救護など、初期活動による災害の軽減を図っていく必要があります。 
また、高齢者や障がい者など、災害時の避難に支援が必要な人が、災害時に安全に避難できる

よう、自主防災組織と行政の連携により災害時要援護者(災害弱者)対策を講じる必要があります。 

さらに、新たな対策として、地域活動の育成、防災活動拠点の設置検討、周辺市町との広域防

災による取り組みの検討や人的災害への対策が求められています。 

一方、政府の地震調査委員会においては南関東で今後 30 年以内に 70％の確率で地震規模Ｍ７

程度、震度６程度の地震が発生すると予想されています。 

「小美玉市防災計画」では、市庁舎をはじめとする公共施設は、災害時の対策拠点または緊急

避難場所となっていますが、昭和 56 年以前の建築基準で設計されているものがいくつかあり、耐

震性が十分ではありません。今後発生が予想される地震に対応できるよう公共施設などの耐震化を

図る必要があります。 
 

 
※災害時要援護者対策：災害時に支援が必要な要援護者を事前に把握し、自主防災組織や行政が連携して、災害時

の避難などを支援する対策。 

 
 
 



 

基本方針 

市民の安全・安心を確保するため、「小美玉市防災計画」に基づき、防災体制の強化を図り、

災害に強いまちを目指します。 
また、市民一人ひとりの防災意識を高め、地域の防災力の向上を図ります。 
「小美玉市国民保護計画」に基づき、総合的な危機管理体制の構築を図ります。 
 

 

施策の目標 
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施策の目標                   現況（H19）           目標年次（H24）
 

■公共施設の耐震化率 48％ 62％ 

公共施設の耐震化率の向上を目指す。（改正耐震改修促

進法に基づく国土交通大臣の基本方針 学校：７４棟 耐震

済：３３棟 その他：１２施設 耐震済：８施設） 
 
■市民参加型の防災訓練回数 － 年 1 回以上実施 

市民参加型の実践的な訓練を企画し、年 1 回以上実施す

ることを目指す。 
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個別施策 

１．防災体制の強化《3401》 
・緊急災害時における迅速かつ確実な情報伝達に努めるとともに、防災行政無線など施設の充実に

努めます。 
・災害時の被害拡大の抑止を図るため、防災対策の基本情報として、防災マップの整備を進めます。 
・国、県、関係機関との広域的な防災体制の充実・強化に努めるとともに、情報提供システムの充

実を図ります。 
・実践的な総合防災訓練や防災講習会を実施し、地域防災力の向上及び防災思想の普及に努めます。 
・災害時に対策拠点・緊急避難所となる公共施設などの整備を進めるとともに、避難経路の安全確

保に努めます。 
・土砂崩れなどの自然災害を未然に防止するため、危険箇所の点検を実施します。 
・大規模災害発生後に集中が予想される救援物資や災害ボランティアの受入体制の整備を進めます。 

 
２．自主防災の強化《3402》 
・自主防災組織を育成・支援し、「私たちのまちは私たちでまもる」といった市民一人ひとりから

成る防災コミュニティの醸成を図り、地域において自主的な防災活動が行えるよう防災訓練な

どを通じて助言・指導に努めます。 
・災害時の要援護者に対する地域ぐるみの支援体制づくりのため、自治組織、福祉ボランティア団

体などを中心に構成される支援組織の整備と活動の促進を図ります。 
・住宅の減災対策として、耐震化を促進するとともに、家具転倒防止対策などの普及啓発を進めま

す。 
・各家庭における平時からの食糧備蓄を始めとした災害時対応についての啓発を進めます。 
 
３．総合的な危機管理体制の充実《3403》 
・「小美玉市国民保護計画」に基づき、武力攻撃などから国民の生命や財産を守る国民保護対策を

推進します。 
・危機管理意識の啓発を図るとともに、非常時対応体制の充実を図るため、総合的な危機管理体制

の構築を図ります。 
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５．消防・救急体制の充実 

現況と課題 

本市では、火災をはじめ各種災害から市民の生命、身体及び財産を守るため、消防施設・装備

を計画的に整備し、消防職員の技術・技能の向上を図っているところです。 
近年では、火災をはじめとした各種災害は複雑多様化・大規模化してきており、火災時の初動

対応で重要な役割を担う消防団の体制強化や市民と行政などが連携した消防防災体制の一層の充実

を図るなど、消防力の強化が求められています。 
また、住宅火災による被害及び死傷者の軽減を図るため、住宅用火災警報器の普及など防火対

策の促進に取り組んでいますが、今後も引き続き普及促進を図っていく必要があります。 
こうした状況の中、消防行政に関する運営の効率化や基盤強化を図り、市民サービスを向上さ

せるため、消防の広域化に向けての取り組みが進められています。 
一方、救急需要については、年々増加する傾向にあるため、救急救命士の育成と人員の確保、

緊急時における救急・救助体制の充実が求められていますが、救急車が到着するまでの応急手当が

生死を分けることもあることから、AED（自動体外式除細動器）などによる応急手当ができる市民

を増やすための情報提供や学習の機会拡充などの取り組みが求められています。 
 

※AED（自動体外式除細動器）：Automated External Defibrillator。心臓の心室細動の際に電気ショックを与え、心

臓の働きを戻すための医療機器。 

 

◆ 火災の発生状況 
 

 

 

 

 

 

 

資料：消防本部 

 
 

火災発生
件数

焼損棟数 焼損面積 死　者 負傷者

平成14年 30 23 2,051 1 4

平成15年 35 27 1,852 2 4

平成16年 45 29 1,861 3 4

平成17年 31 31 1,891 4 6

平成18年 37 37 899 3 0
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施策の目標                   現況（H19）           目標年次（H24）

基本方針 

各種の災害に確実・迅速に対応できるよう、消防体制の確立及び予防対策を充実し、被害の軽

減を目指します。 
また、増加する救急需要に対応するため、救急・救助体制の確立や市民への応急手当の普及啓

発により、救命率の向上を目指します。 
 

 

施策の目標 

  

 

■防火診断 123件 1000 件 

住宅火災の出火件数及び死傷者の低減を図るため、住宅

防火診断の実施件数の増加を目指す。（累計値） 
 

■火災発生による死亡者数 ０名 

火災による死亡者数ゼロを目指す。 
 
■救命率 6.25% ９% 

高度な救命処置や応急手当により、救命率の向上を目指

す。 
 
■救急講習受講者数（AED） 898名 3000人 

自動体外除細動器を用いた救急救命講習会の参加者数の

増加を目指す。（累計値） 

 

（H17、18年）
３名 
（H18.12 月 31 日）
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個別施策 

 
１．消防力の強化《3501》 
・火災などの発生に際し、確実、迅速な出動と適切な消防活動を行うため、消防施設や車両・資機

材などの整備、防火水槽の増設などによる消防水利の充実に努めます。 
・初期消火活動や事後処理などにおいて重要な役割を果たす消防団の充実強化・活性化を推進しま

す。特に、消防団員の確保が消防力の向上につながることから、団員確保を積極的に促進しま

す。 
 

２．火災予防対策の推進《3502》 
・住宅火災の出火件数及び死傷者を低減するため、自治組織との連携を図り、防火診断、防火教室

及び防災フェアなどを開催し、火災予防知識の普及を積極的に推進するとともに、住宅用火災

警報器の普及促進に努めます。 
・事業所などからの災害を防止するため、防火対象物の消防用設備などの是正及び防火管理者、危

険物取扱者(危険物施設)に対する火災予防の指導に努め、災害の未然防止と軽減を図ります。 
 

３．救急救助体制の強化《3503》 
・救命効果の向上を図るため、救急・救助資機材などの充実を図ります。 
・救急救助活動における各隊の連携及び隊員の知識・技術の向上、さらに医療機関など関係機関と

の協力体制の強化を推進します。 
 

４．市民の救急対応能力の向上《3504》 
・増加傾向にある救急需要に加え、救急業務に対する市民ニーズの多様化などに対応するため、救

急車の利用のあり方などについて、市民に対する周知・啓発活動を強化します。 
・救急隊到着までの間に市民が適切な処置を行えるよう、自動体外式除細動器（AED）など応急手

当の普及啓発を推進します。 
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６．交通安全対策の充実 

現況と課題 

自動車保有台数や運転免許所持者の増加、通過交通量の増大などにより交通安全対策の重要性は

日々高まってきています。また、高齢化社会を迎え、交通事故発生件数が増加傾向にある高齢者を

対象とした交通安全対策が重要課題となっています。 

本市の交通事故発生件数を見ると、平成 18 年は 379 件、死亡件数は７件となっており、わず

かながら減少傾向にあります。 

このような状況の中、本市においては、市民一人ひとりの安全意識を高めるため、季節ごとの交

通安全運動期間のキャンペーンをはじめ、年齢層に応じた交通安全教育や年間を通じた各種啓発活

動を実施しています。 

今後は、交通事故発生件数の一層の削減、交通事故死者数ゼロを目指し、予防対策として交通安

全教育・交通安全施設の整備を進めるとともに、交通事故被災者への支援・相談体制の充実を図る

必要があります。 

 

 
◆ 交通事故発生件数                            単位：人 

発生件数 死亡件数 死者数 負傷者数 

 18 年 17 年 増減 18 年 17 年 増減 18 年 17 年 増減 18 年 17 年 増減

石岡市 513 553 -40 4  7 -3 5 8 -3 684 745 -61

小美玉市 379 389 -10 7  8 -1 7 8 -1 502 519 -17

旧千代田町   70 -70         0   88 -88

合計 892 1012 -120 11 15 -4 12 16 -4 1186 1352 -166

資料：茨城県警察署交通企画課 

 
 
 
 
 
 



 

基本方針 

関係機関と連携しながら、予防対策として交通安全教育、交通安全施設の整備を進めるととも

に、交通事故被災者への支援・相談体制の充実を図り、交通事故発生件数の一層の削減、交通事故

死者数ゼロのまちを目指します。 
 
 

施策の目標 

個

１

・各

ま

・事

２

・

・

３

・歩

安

施策の目標                   現況（H19）           目標年次（H24）
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■県民交通災害加入率 10.2％ 15.4％ 

交通事故による被災者の救済を図るため、県民交通災害

共済の加入率の向上を目指す。 
 
 

別施策 

．交通安全運動の推進《3601》 
季交通安全キャンペーンなど、各種啓発活動の充実を図り、市民一人ひとりの安全意識を高め

す。 
故増加傾向にある高齢者をはじめ、年齢層に応じた交通安全教育・啓発を推進します。 
 

．交通事故被災者への支援・相談の充実《3602》 
交通事故被災者の救済を図るため、県民交通災害共済への加入を促進します。 
交通事故相談の内容の複雑化、多様化に対応するため、交通事故相談業務の充実を図ります。 

 
．交通安全施設の充実《3603》 

行者などの安全を確保するため、関係機関と協力し、横断歩道、道路標識、信号機などの交通

全施設の整備に努めます。 
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７．生活安全対策の充実 

現況と課題 

全国的に治安の悪化が急速に広まる中、身近な場所での犯罪が後を絶たず、市民生活の安全に対

する不安が大きくなっています。 
社会構造や生活様式の多様化・複雑化などを背景として様々な犯罪の発生が見られ、地域におい

ても、都市化の進展や核家族化などの社会環境の変化や地域社会の連帯感の希薄化に伴い、犯罪の

発生する要因が増えています。 
 
本市においては、犯罪のない地域社会を実現するため、市民一人ひとりが防犯に対する意識を高

めるとともに、地域や警察など関係機関が一体となった防犯体制の充実を図り、防犯抑止機能の向

上に努めていく必要があります。 
また、振り込め詐欺や、インターネットによる消費者被害、一人暮らしや認知症高齢者を狙った

消費者被害などが社会問題化しています。高齢者や若年層などは特に被害を受けやすいことから、

想定される状況に応じて、きめ細かく対応し、消費知識の普及や意識啓発に力を入れるとともに、

被害者保護の体制づくりを行っていくことが求められています。 
 
◆犯罪件数の状況 
 
凡例  
■ 60  
■ 41  
■ 31  
■ 21  
■ 14  
■ 7 
■ 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：茨城県警察署（平成19年１月～８月までの累計） 
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施策の目標                   現況（H19）           目標年次（H24）

基本方針 

市民一人ひとりの防犯意識の高揚を図り、地域の防犯力の向上に努め、犯罪のない地域社会の

実現を目指します。 
また、市民が消費に関するトラブルに巻き込まれないよう、茨城県と連携した相談体制の充実

に努めるとともに、消費に関する情報提供など啓発活動を推進します。 
 
 

施策の目標 

  
 
■自主防犯組織数 12 団体 24 団体 

地域における防犯力向上を図るため、自主防犯組織の増

加を目指す。 

 
 

個別施策 

１．地域防犯体制の確立《3701》 

・複雑、多様化する犯罪に関する最新の情報や予防策の提供を行い、防犯意識の高揚を図

・地域や関係機関との連携を図りながら、子どもや高齢者を対象とした防犯対策を推進し

・自警団をはじめ、コミュニティなど、地域の関係団体の防犯ネットワークを強化し、地

る自主的な防犯活動を支援します。 
 

２．消費生活の安全の確保《3702》 
・商品の安全性や様々な消費者トラブルについて、広報や行政・消費生活関連団体などを

具体的な被害事例や予防策などの情報提供を行い、未然・拡大防止に努めます。 
・茨城県消費生活センターと連携しながら消費者からの被害・苦情・問い合わせなどに対

や情報提供を行い相談体制の充実を図ります。 
 

 

 

ります。 
ます。 

域におけ

通じて、

し、助言
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