「安全・安心」な福祉社会形成のあり方／片平洌彦

プロジェクト１研究員
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１．「生活安全条例」制定の実態

片平

洌彦

果では、立命館大学大学院生の西條貴信氏が作成した
都道府県別のリストでは42都道府県で制定されている。

近年、日本全国の地方自治体（市町村レベル、都道

生活安全条例一覧－都道府県（作成・西條貴信、2008

府県レベル）で、「安全・安心なまちづくり条例」等

年7月4日現在）

の名称の条例（以下、「生活安全条例」）の制定が行わ

http://www.arsvi.com/d/s060401.htm（2009年1月16日

れている。この条例について批判的に研究した著書と

閲覧）

して、筆者は以下の2冊を入手した：（１）「生活安全条
例」研究会編『生活安全条例とは何か

また、都道府県だけでなく、区市町村の名前も記さ

監視社会の先

れているHPは以下であるが、作成者が不明である。都

にあるもの』現代人文社、2005年2月、（２）清水雅彦

道府県別生活安全条例一覧（2003年1月6日現在）

『治安政策としての「安全・安心まちづくり」－監視と

http://www.jusri.or.jp/PDF/jourei.pdf（2009年1月16日

管理の招牌』社会評論社、2007年4月。このうち、（１）

閲覧）

では、第1部がQ&A形式で12の質問とその回答を記して
いるが、条例制定の地方自治体の数は、「条例を推進し

２．「生活安全条例」の特徴とその問題点

ている全国防犯協会連合会（全防連）がホームページ
（HP）に掲載したリストによれば、2002年10月時点で制
定した区市町村は約1200、その後もどんどん制定され

「生活安全条例」の特徴については、前記（１）の

ていますから現在では1400を越えているでしょう。す

文献において、以下のように記されている。「『生活安

でに区市町村の40％以上で制定されていることになり

全条例』『地域安全条例』『安全・安心まちづくり条例』

ます。」（９頁）と記しており、巻末の資料には、2004

『安全で快適な生活環境の整備条例』など名称はさまざ

年8月現在の15都府県毎の「生活安全条例」の構成（記

まで、最近では『防犯推進条例』『治安回復推進条例』

載内容）がまとめられている。この数について、（２）

なども現れていますが、キーワードになっているのは

では、全防連のHPの数字はその後更新されないばかり

いずれも『安全』です。これらの条例を総称して『生

か、リストそのものが削除されたこと、朝日新聞2003

活安全条例』と呼んでいます。『生活安全条例』にはさ

年11月7日夕刊では、警察庁発表のデータとして、2003

まざまなバリエーションがありますが、共通している

年4月1日現在で1467自治体で制定されていると報道さ

のは、地方自治体の責務や事業者・住民の『防犯』に

れていることを記し、「今や全国自治体の半数以上で条

ついての責務が規定され、警察・自治体・地域団体な

例が存在し、全国ほとんどの自治体で制定されるのも

どを含めた推進体制が規定されていることです。『治安

時間の問題だと思われる。」（224頁）と記載している。

が悪化して不安感が強まっているから、警察・自治体・

筆者が2009年1月16日にインターネットで検索した結

事業者・住民が協働して安全・安心まちづくりを進め
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なければならない』という耳ざわりのいい言葉で説明

告書」によると、「東京都内における犯罪の認知件数は

されていますが、『防犯が住民の責務か』『犯罪防止が

増加の一途をたどり、都民生活に重大な影響を及ぼし

地方自治体の重点課題か』などについては、厳密な検討・

かねない事態に至っている。」 これは、「はじめに」に

検証が必要です。」（８頁）。

おける記載だが、その具体的数値として、本文には以

このように、
「生活安全条例」は、
「安全」と言っても、

下のような記載が見られる：「最近の東京都の犯罪情

主として「防犯」を目的としているということがわかる。

勢を見ると、刑法犯の認知件数（交通事故の業務上過

そこで、この条例制定の問題点は、大別すれば、以下

失致死傷罪を除く。以下同じ）が戦後最悪を更新し続

の２点であろう。

け、平成14年は、ついに30万件を超えるに至った。内

問題点１＝「安全・安心」の範囲：東京都の「安全・

容的にも凶悪犯罪、街頭犯罪、侵入犯罪が増加するな

安心まちづくり条例」（2003年10月施行）は専ら「犯罪

ど、都内における治安情勢は憂慮すべき状況となって

の防止」を、文京区の同条例（2005年4月施行）は「犯罪、

いる。」

災害（地震、洪水、豪雨、暴風、落雷その他異常な自

東京都安全・安心まちづくりについての報告書

然現象、火事、爆発による被害）及び事故の防止」を

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/ansin/

目的にしており、喫煙対策も含めている。しかし、
「安全・

image/hokoku.pdf（2009年1月16日閲覧）

安心」はこれらに限らない。食・医療・福祉・年金等々

また、2005年2月に「仙台市安全なまちづくり市民懇

多岐で広範である。これらの問題は別扱いで良いのか？

談会」（宮原博通座長）によってまとめられ公表された

問題点２＝条例制定の有効性：この制度を策定し運用

「仙台市安全なまちづくり市民懇談会報告書」でも、
「近

したことにより、実績・成果が上っているか？改善す

年、仙台市において発生する犯罪は著しく増加してき

べき点はないか？特に「犯罪防止」は、続発する犯罪

ており、平成15年度の刑法犯認知件数は2万４千件と、

を事後的に取り締まるだけでなく、その原因を究明し、

10年前の平成5年の1.64倍である。」と記されている。そ

犯罪発生を防止し（予防原則）、さらには犯罪そのもの

して、下記のような図１を示している。確かに、この

をなくすような対策が必要なのではないか？

図１で見る限り、平成3年頃を境として、「刑法犯認知

以上の問題意識の下に、以下、「防犯」＝犯罪防止に

件数」が著増し、他方、「検挙率」が著減していると理

ついて考察してみたい。

解できる。
仙台市安全なまちづくり市民懇談会報告書
http://www.city.sendai.jp/shimin/shi-seikatsu/

３．日本の治安は悪化しているのか

kondankai/pdf/all.pdf
図１．仙台市内の刑法犯認知件数、検挙件数等の推移

犯罪は、連日のように報道されて、大きな社会問題
のひとつであるが、その対策を考えるにあたっては、
正確な事実認識のもとに、有効な対策が講じられなけ
ればならない。
「生活安全条例」制定の出発点の認識が、「近年、日
本の治安は悪化している」という点で共通しているよ
うだが、この認識は正しいであろうか？
2003年3月に「東京都安全・安心まちづくり有識者懇
談会」（座長：成田頼明氏＝横浜国立大学名誉教授、日
本エネルギー法研究所理事長）によってまとめられ公
表された「東京都安全・安心まちづくりについての報

（『仙台市安全なまちづくり市民懇談会報告書』p2）
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図３．年齢層別加害に基づく傷害および死亡人員の推

しかし、浜井浩一（龍谷大学法科大学院教授）は、

移（浜井浩一）

芹沢一也との共著「犯罪不安社会」（光文社、2006年12

PROJECT 1

月）において、こうした数字が示される理由を解明し、
「客観的統計からは治安悪化はまったく認められない」
という結論を下している。その理由は以下の通りであ
る。①人口動態統計による「他殺により死亡した人の数」
は、1984 ～ 2004年の20年間に、全年齢でも、また10歳
未満の子どもにおいても、明らかに減少傾向にある（図
２・３）。②法務省が2000年と2004年に行った「犯罪被
害調査」でも、ほとんどの犯罪において、犯罪被害率
が減少し、その一方で、性犯罪や暴力犯罪においては、
警察に対する犯罪被害の通報率が上昇している（図４）。

（『犯罪不安社会－誰もが「不審者」？』浜井浩一，芹沢一也，
光文社，2006.12 p41）

この「通報率の上昇」は、1999年10月の桶川ストーカー
事件において、女子大生が殺害されたことから、報道
も急増して (図５)警察の怠慢に批判が集中し、警察が

図４．ICVS2000およびICVS2004に見る犯罪被害率・

事件通報に対し積極的な対応をするようになったこと、

警察通報率（浜井浩一）

被害者も積極的に通報するようになったことによると
考えられる、という。

図２．加害に基づく傷害および死亡人員の推移（浜井
浩一）

（『犯罪不安社会－誰もが「不審者」？』浜井浩一，芹沢一也，
光文社，2006.12 p40）

（『犯罪不安社会－誰もが「不審者」？』浜井浩一，芹沢一也，
光文社，2006.12 p44）
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図５．警察の不祥事に関する新聞記事件数の推移（浜

えられる。」として、7つの要因を挙げている。この問

井浩一）

題設定のうち、「なぜ・・多発するに至ったのか」とい

PROJECT 1

う前提については、浜井らが批判していることを前述
した。そのことを述べた上で、「7つの要因」を以下に
紹介する：①地域社会の一体感・連帯意識の希薄化②
遵法意識・遵法精神の低下③ライフスタイルの変化に
伴う自己中心主義の風潮④犯罪の実行を容易にする社
会環境の出現⑤少年非行の深刻化⑥来日不良外国人の
暗躍⑦長引く不況による経済情勢の悪化。
然しながら、この報告書では、これらの「要因」各々
について、そうしたことが確かに言えるのかについて
の根拠となる調査研究データは示されておらず、また、
そうした「要因」と犯罪との関係についての調査デー

（『犯罪不安社会－誰もが「不審者」？』浜井浩一，芹沢一也，
光文社，2006.12 p26）

タも示さないまま、その多くが「・・・と考えられる」
「・・・
と思われる」「・・・とも言われている」などと結んで

筆者はこうした「犯罪社会学」の分野での研究は行っ

いる。公的な「有識者懇談会」の報告がこのような内

ていないが、この浜井の著書には説得力があると思わ

容で良いのか、はなはだ疑問である。

れる。浜井の説に対し明確な根拠を示して批判・反論

法務省が出している「平成20年版

犯罪白書」にお

できない限り、事実は、「犯罪社会」ではなく「犯罪不

いては、「第一部

平成19年の犯罪の動向と犯罪者の処

安社会」が作られているのであり、そうした社会の是

遇」の冒頭で、犯罪認知件数について、「刑法犯の認知

正が必要である、ということになろう。勿論、「防犯は

件数は、平成8年以降毎年戦後最多を更新し、14年に

不要」というのではないが、徒に「治安悪化」を強調

369万3,928件を記録したが、その後は、5年連続で減少

し過剰な対策を煽る、という政策は、
「防犯というより、

し、19年は前年より18万6,144件（6.5％）減少となった。」

他に主たる目的があるのではないか」と疑われても仕

ことを紹介している。また、「第二部

方がないと言うべきであり、再考すべきではないだろ

者の実態と処遇」においては、「一般刑法犯の年齢層別

うか。

検挙人員は、成人の各年齢層について見ると、横ばい

特集「高齢犯罪

ないし増加傾向にあり、高齢者の増加傾向は特に著し
い」こと、「しかも、これらの高齢犯罪者の増加の勢い

４．犯罪防止、根絶のための研究課題

は、高齢者人口の増加の勢いをはるかに上回っている」
こと、そして、「今後、高齢犯罪者の増加を抑えていか

最後に、犯罪防止、さらには犯罪根絶のための研究

なければ、『団塊の世代』が高齢に達するとともに、現

課題について、若干の考察をしてみたい。

在よりもはるかに多数の高齢新受刑者が生まれるおそ

犯罪防止・根絶のためには、犯罪の原因を解明する

れがある」ことを指摘している。

ことが必要である。

この高齢犯罪者の増加に関して、法務省法務総合研

この問題について、前述の「東京都安全・安心まち

究所の調査により、以下のようなことが指摘されてい

づくりについての報告書」では、「なぜ犯罪が発生する

る。「高齢犯罪者の犯罪性が進むにつれ、住居が不安

のか、多発するに至ったのかについては、様々な要因

定になるとともに、配偶者がなく、単身生活の者が増

があり、一概に論ずることは困難であるが、昨今にお

えている。これらの者は、親族との関係も希薄である。

ける犯罪多発の背景にあるものとして、次のことが考

このように、犯罪性の進んだ高齢犯罪者は、孤独な生
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＜第二部＞特集「高齢犯罪者の実態と処遇」(平成20年

うかがわれる。（中略）このように、犯罪性が進んだ高

版犯罪白書のあらまし)

齢犯罪者ほど、社会的な孤立や経済的不安といった深

http://www.moj.go.jp/HOUSO/2008/hk1_2.pdf （2009

刻な問題を抱えており、このことが高齢犯罪者全般の

年1月17日閲覧）

主な増加原因であると言えよう。」この「社会的孤立」
や「経済的不安」を示すデータを図6・7として引用する。

この「犯罪白書」の指摘通り、「社会的な孤立や経済

こうした指摘をした後、『犯罪白書』は、「高齢犯罪

的不安」が高齢犯罪者全般の主な増加原因であるなら

者の円滑な社会復帰と再犯防止のため」には、「刑務所

ば、そうしたことへの社会的な取組みを強化し、孤立

と連携し、保護観察所が中心となって、地域の福祉等

や不安を解消していくことが肝要である。

の関係機関・団体との連携を図るとともに、生活環境

こうした問題の解明・解決の上でも、社会学・社会

の調整として、刑務所在所中の段階から、出所後円滑

福祉学の果たす役割は大きいと言えよう。

に福祉等の支援を受けながら自立した生活が送れるよ
う支援を行うことが一層重要となっている。」と、対策
の促進を促している。

図６．前科・前歴分類別同居者別構成比
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）内は、実人員である。

₂.₃
₂.₃

（「平成20年版

犯罪白書」P.277）

図７．前科・前歴分類別月収入金額別構成比
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