
会 議 録 令和４年10月26日作成 令和８年３月末日廃棄

会議名 京都府舞鶴警察署協議会（令和４年度第２回）

開催日 令和４年９月21日（水曜日）

時 間 午後１時30分から午後３時30分までの間（ 120分）

場 所 京都府舞鶴警察署 東庁舎講堂

宮本会長、吉岡副会長、川中委員、永野委員、山岡委員、土井委員

伊庭委員、衣川委員、福本委員、船越委員

出席者
（欠席 酒井委員） 計10人

署長、副署長、会計課長、警務課長、生活安全課長、地域課長、

地域課長代理、刑事課長 交通課長、警備課長、広聴相談係長 計11人

諮 問
自転車盗・特殊詐欺被害抑止対策について

事 項

１ 新委員に対する委嘱状交付 司会 副署長

２ 新委員紹介

３ 会長挨拶

４ 署長挨拶

５ 舞鶴警察署幹部署員紹介

６ 舞鶴警察署協議会委員紹介

７ 報告事項 司会 会長

会 議 (1) 前回会議における交通関係質疑への回答～交通課長

内 容 ア 日星高等学校前の変則交差点について

当該交差点は南北が多少クランク形状になっており、北行右折の車

両と南行右折の車両が互いに回り込んだ状態で交差し危険であるとの

意見であった。このことを国土交通省に確認したところ「西舞鶴道路

の整備箇所に該当するため、時期は確定していないものの将来的に改

良工事が実施される。」との回答であった。また、現場を確認したと

ころ、路面標示が若干薄くなっていたことから、塗り直し作業を要望

した。さらには、信号サイクルについても再点検し南北の時差式化を

検討した結果、基盤変更に費用がかかるため、来年度以降の予算によ



り前向きに検討していくこととした。

イ 白鳥街道・東田辺交差点について

こちらの変則交差点についても危険性があるとの意見に基づき確認

を行ったところ、白鳥街道は都市計画道路に指定され４車線化が進ん

でいる。実際に日赤病院前などは現在工事が行われており、東田辺交

差点はまだ計画には入っていないものの、今後、拡張・改良工事が行

われるとのことであった。なお、こちらについては南北が時差式にな

っていることから再点検を行った結果、効果的に作動していることを

確認した。

ウ 国道２７号線・三条大門交差点の信号機に雪が積もる件について

本部交通規制課に確認したところ、現在、旧型の信号機から薄型Ｌ

ＥＤ信号機への変更を行っているところである。過去３年間における

当署管内の変更状況を調べたところ、それぞれ約10基ずつが変更とな

っている。三条大門交差点については今年度中の変更予定には入って

いないが、来年度以降の予算で速やかに変更してもらうよう要望した。

エ 港湾道路・橋の使用可能な時期について

主管の京都府港湾局に尋ねたところ、時期は未定だが令和５年度中

会 議 に供用を開始するとの回答であった。

内 容 (2) 令和４年海浜警備実施結果報告

舞鶴市では今年、神崎海水浴場１箇所のみではあるものの、３年ぶり

の海開きとなった。海浜警備の主眼としては、海水浴における安全の確

保、密漁対策、海水浴場周辺における駐車違反・迷惑駐車対策の３点に

力を注いだ。

人出状況は、７月１日から８月31日までの２箇月間で約１万 7,000人

であった。

海浜警備に従事した警察官の延べ人数は 245人、大きな事件、事故等

もなく無事に終了した。

駐車違反・迷惑駐車対策は、当署では例年、夏期限定の駐車違反対策

を指定場所措置をとり対応しており、昨年は駐車違反50件以上を検挙し

たが、地元住民の方の取組が大きく、今年は約10件と激減した。

来年は現在よりも更にウイズコロナが進み、海水客も増えると予想さ

れ、海浜警備に従事する側の感染防止対策にも気を配らなければならな

い。今年のノウハウを生かし、舞鶴市とも連携を密にして今後も取り組

んで行きたいと思う。

【委員】前回会議の中で、日星高等学校前交差点における交通安全啓発活動

への協力を依頼したところ、翌朝に早速、地域課と交通課の方に来て

いただいた。朝の時間帯は子どもを学校まで送る自動車の出入りが多



いが、対向車ばかり重視し、歩道を横切る際に自転車通学の生徒と接

触しかける自動車もあった。事故が発生してからでは遅いため、それ

らの運転手（保護者）の方には注意をしたが、交通量が多いと「対向

車が来ないうちに」と思い、周囲を見渡す余裕がなくなるようだった。

自転車の盗難被害については、自転車通学の生徒の中には「家から

駅まで」と「駅から学校まで」の２台を所有する子どももおり、それ

ほど学生にとっては自転車が必需品なのだが、鍵掛けに関しては、掛

けていない子どもが一定数存在すると思う。対策として、先ず、学校

から何度も指導・啓発してもらうほか、舞鶴メールで自転車被害の現

状と鍵掛けの防犯効果について発信してもらうのはどうだろうか。舞

鶴メールは市民の中で結構浸透しているため、１箇月に１回くらい発

信することにより、効果は確実に上がると思う。

８ 協議

諮問事項説明

自転車盗・特殊詐欺被害抑止対策について～生活安全課長

【委員】還付金詐欺は、金融機関の合理化が進む中で窓口担当職員が減り、

人の目が届きにくくなったことにより犯行が容易になったのではない

会 議 かと思う。被害防止策としては、来客がＡＴＭを操作して振込手続を

内 容 行う際、「それは詐欺ではありませんか。」という音声が流れれば効果

があるのではないか。画面の文字や絵などによる警告も有効だとは思

うが、ＡＴＭ機を操作している状況下では、音声は視覚よりも人の警

戒心を呼び覚ましやすいと思う。また、電話で指示をしている犯人側

にもその音声が聞こえれば、犯人にとってもだましにくい状況になる

のではないか。

また、最近は大手クレジット会社や有名通販会社等を名乗る怪しい

メールがよく届き、そこには「システム変更に伴い暗証番号の変更を

お願いします。」などの、まことしやかな文面が記載されている。少

し気を付ければ怪しいことは見破れるのだが、これも油断をするとだ

まされてしまう。時代とともに新しい手口が次々に出てくることから、

我々はその辺を知った上で注意していかなければならない。

【委員】特殊詐欺は高齢者が被害に遭うことが多いとの説明であったが、最

近よく目にする「通販会社」を名乗るメールや「荷物が配送されます。」

のメールは、高齢者ではない年齢層もだまされる可能性がある。還付

金詐欺は、落ち着いて考えれば「ＡＴＭの操作でお金が還付されるわ

けがない。」と思うのだが、おそらくその当事者となれば、周囲が見

えなくなってしまうのだろう。より一層の啓発が必要だと感じた。

【委員】私のスマートフォンに、国税庁を名乗る還付金詐欺メールが届いた。



同時期、同じものが同僚やお客さんにも届いており、みんなで話題に

したことで、その後に届いた人は「聞いていた詐欺メールだな。」と

直ぐに判断ができた。また、不安になっていた人も詐欺である確信が

持てたようだった。一人で抱え込むとだまされるかもしれないが、周

囲から知識を得れば取るに足らないこととなる。これについては自治

会の回覧板なども有効だと思う。

【委員】住民各世帯への資料配布（回覧）について一つ意見を言わせていた

だく。舞鶴市には約 360の自治会があり、その自治会長に対して毎月

15日前後に舞鶴市から回覧用資料が配布される。通常の配布資料は一

時に各戸に配布されるが、配布される側としては、ドサッと渡される

と一つ一つの閲覧度合いが浅くなってしまう。被害防止の啓発資料を

各戸配布される際には、時期をずらして、配布するよう工夫してはど

うだろうか。各自治会長に直接行ってもらえば、通常の回覧ではない

時に配布が可能なので、今後の参考になればと思う。

また、先ほどの生活安全課長による説明の中で、久しぶりに「割れ

窓理論」という言葉を耳にした。私が教諭として勤務していた時にこ

の理論が世間で広く言われ始め、当時、生徒指導部長として初期対応

会 議 の重要さを身にしみて感じた。言うまでもなく「割れた窓」とは世間

内 容 に数多ある小さな乱れの例えであり、そこを軽く捉えて見過ごせば、

大きな治安の乱れへとつながる。自転車被害を抑え込むことは治安の

維持・向上に大きな効力があると思う。

私の感覚から言えば、舞鶴市の治安は私が教諭として勤務していた

頃に比べ、非常に平穏になったというイメージを持っている。これも

警察による尽力のおかげと思い、私なりに評価と感謝をしている。た

だ、今後、警察に力を入れてほしいこととして、横断歩道手前で全て

の車両が停止するための啓発活動があげられる。聞くところによると、

海外では横断歩道に歩行者がいれば、車両がその手前で停止すること

はごく当たり前のことのようである。しかしながら日本では、交通違

反として定められているにもかかわらず、そのまま通過する車両があ

まりにも多い。今後、この点が改善されることで、更に住みやすい社

会になることを願っている。

【委員】自転車は近年、安価で手軽に所有できる乗り物となった。それに伴

い盗る側の罪悪感も徐々に薄れていったように感じる。ちょっとした

きっかけで自転車を盗むという感覚が多く存在するわけであり、自転

車盗も他の窃盗と何ら変わりはなく、罪を犯せば確実に窃盗罪として

処罰されるという内容の啓発が有効ではないか。

【委員】私は現在、自治会長をしているので、そんな視点から配布物に関す



る意見を言わせていただく。配布物はもちろん中身が大切なのだが、

見やすくて目立つことも重要である。カラー刷りとなると多少お金が

かかるだろうが、イラスト、文字、編集にもこだわって作成してはど

うか。

また、今年に入り舞鶴市内で自転車盗が増加している理由としては、

何が挙げられるのだろうか。

【警察】自転車の盗難被害は現時点で、昨年中の被害件数まであと４件であ

る。被害状況を分析すると、鍵を掛けていない状態での被害がほとん

どである。また、京都市内であれば転売を目的とした盗難というケー

スも見られるが、舞鶴市では通勤・通学等日常の足としての利用がほ

とんどである。質問のあった「増加理由」であるが、今年はコロナ禍

によって減少していた人の動きが徐々に戻りつつあるということが挙

げられる。舞鶴市は無施錠での被害遭遇率が非常に多いため、まずは

自転車の利用者が鍵を掛けることで被害を減少させ、時間帯・場所な

どを分析して職務質問することで犯人を検挙していきたい。

【委員】今年、舞鶴市内の駐輪場を使用したが、そこに盗難被害を防ぐため

施錠を促す看板等はなかった。施錠率が少ないのなら、看板の設置も

会 議 有効ではないか。また、防犯カメラはあったのかもしれないが、利用

内 容 者が気付くようなものではなかった。防犯カメラは不審者や被害状況

などを映すものではあるが、見せることによる防犯効果もある。ダミ

ーでもかまわないので、数多く設置することも方策の一つと考える。

詐欺メールについては、職場が詐欺メールを模したメールを職員に

配信して、どれくらいの率でアクセスするのか確認したことがある。

高齢者が被害に遭われるのは電話によるものが多いとのことなので、

最初に詐欺を模した電話で反応を見てから防犯指導するというのはど

うか。

また、ＡＴＭでの被害では、金融機関職員も詐欺被害ではない場合

を懸念し、お客様に声を掛けにくいことがあると思う。そんな場合を

想定し、金融機関には「間違ったらごめんなさい。それは詐欺ではあ

りませんか。」というようなポスターを掲示してはどうか。

【委員】詐欺メール・迷惑メールについては、例えば通販会社で買い物をし

たことをきっかけに入り始めることも多い。おそらく関係者で個人情

報の売買が行われているのだろうと思うが、その様な行為の取締りや

厳罰化を推進し、社会の変化に対応していくことが重要だと思う。

【委員】自転車盗被害防止として鍵掛けのお話を聞いたが、盗る側への教育

・啓発活動も必要だと思う。例えば検挙した犯人は若年層が多いので

あれば、学校における教育・啓発活動を推進していくべきだと思う。



昭和の記憶であるが、昔は自転車に必ず住所・氏名、場合によって

は電話番号までも記載していた。仮にそれがどこかに放ってあれば、

気付いた人が電話をしてくれるという古き良き時代だった。また、盗

る者の心理からすれば、氏名が書いてあるような自転車は格好悪く、

盗難自転車であることもバレやすいので、被害に遭うことは少なかっ

たように思う。

【委員】毎朝７時台の京都行き普通電車は綾部・福知山方面に通学する子ど

も達でいっぱいなのだが、その電車が入ってくる頃に自転車で駐輪場

に到着する子どもが少なくない。その子達は鍵を掛けることはないと

思うので、その時間帯に直接防犯指導をすることも一つの手段ではな

いか。

【委員】今から10年ほど前、私が舞鶴市内の中学校で勤務していた時、生徒

達が警察と一緒に「紫陽花隊」というボランティア活動をさせていた

だいた。その中で「自転車の鍵掛け促進」の啓発活動も行ったのを思

い出し、先ほどからのお話を聞いていた。啓発活動の方法としては、

参加した生徒達が鍵掛けを促すビラの入ったティッシュを配ったが、

これにより校内の自転車施錠率はかなり良くなった。参加した生徒達

会 議 は指導を受ける側から指導をする側になったことで、自ら襟を正して

内 容 自分から施錠をするとともに、施錠していない他の友人に対しても常

日頃から注意をするようになったのではないかと思う。人に何かを教

えたり指導をしたりする時は、先ずは自分が出来ていないと、口先だ

けの薄っぺらいものとなる。子ども達に自主的に鍵を掛けさせるには、

指導をする側に回らせるというのも一つの方法かと思う。

高齢者の特殊詐欺被害防止についても、これと同じことが言えると

思う。お年寄りの方は、被害防止について指導を受けるばかりではな

く、自分達で詐欺の現状・手口や防止策などを教え合うことで、自分

自身の注意力が高まるのではないか。

自転車の鍵掛けに話を戻すと、当時、中高生を対象にした「鍵１グ

ランプリ」という啓発標語コンテストが行われていた。市民参加型の

イベントを行うということも、指導される側を指導する側へと引き込

む一つの手段ではないかと考える。

【委員】私が住んでいる地区は、誰も鍵を掛けなかった。20～30年ほど前か

ら盗難被害に遭った話を聞き始め、その頃から鍵を掛け始めた。

私達の世代は「他人の物を盗ることは人の道を踏み外すこと」と教

わってきたが、今はそんな気持ちが希薄になっているのではないだろ

うか。自転車が安価になりその辺に溢れている今、「自転車ぐらい」

とか「持ち主が鍵を掛けていなかったから」という罪悪感を打ち消す



考えで、気軽に犯罪に手を染めてしまうのではないか。「犯罪」とい

うことを今一度、大人が子どもに厳しく教えていかなければいけない

と思う。

特殊詐欺については、被害に遭った話を聞く度に「なんでこんな方

法でだまされるのか」と思っていたのだが、自分が当事者となった場

合、相手の話術の巧みさで判断能力が低下してしまうのだろう。以前

は金融機関に行くと、行員が一人、カウンターの外やＡＴＭにいてよ

く声を掛けられた。しかし、最近は人員経費の削減からか、その姿を

ほとんど見ない。単なる案内だけではなく、特殊詐欺被害の抑止力と

してかなり効果があったと思うので、復活させていただきたい。

【委員】金融機関の中には警察官の人型パネルが置いてあるところもある。

あれも、見た瞬間に特殊詐欺被害を思い出させる効果があり、以前か

ら効果的だと感じている。企業は経費面で色々障害があると思うが、

警察から指導やアドバイスを行ってもらうことで、詐欺被害の抑止力

を高めていってほしい。

駅前の駐輪場は半年ほど前に整備が行われたが、依然、自転車を並

べて置く駐輪方法であり、都会に設置されているような、タイヤを枠

会 議 にはめ込み鍵が掛かるようなものではない。例えば、駐輪する時に百

内 容 円硬貨を入れ、自転車を出す時にそのお金が返却されるような無料駐

輪場が出来れば、施錠率は格段に上がるのではないか。盗りやすい環

境の状態で人に頼るというのは限界があると思うし、市で導入すれば、

状況は劇的に改善されると思う。

海浜警備の件に話を戻すが、私達の近くで水難事故が発生して本当

に驚いた。その時は近くに遊泳中の人がおり、直ぐに救助されたが、

溺れた人に気付かず死亡事故になった可能性も高い。楽しいレジャー

の場でも、油断をすれば大事故になることを改めて痛感した。夏の間、

毎日警備をされるということは非常に大変だと思うが、今後もよろし

くお願いする。

【委員】今年は３年ぶりに舞鶴市内の海水浴場が開設され、コロナ禍におい

ても一歩ずつ日常が戻ってきたように感じる。しかし、海水浴客のマ

ナーが非常に悪く、夕方、地元住民はゴミの片付けに１時間以上を費

やしていると婦人会から聞いた。また、トイレの使用に関しても同様

で、利用客のマナー向上が望まれる。来年はその辺についても頭に置

いてほしい。

【警察】ゴミ問題については、海水浴や祭りなど、人が集まる場所や催しに

はつきものであり、遊泳客を受け入れ飲食物も販売している状態では

ゴミを捨てさせないのは無理な話である。来訪者自身がゴミをきちん



と分別した上で廃棄するよう、その方法や対策を市と協議していくし

かない。

自転車の盗難被害については、近年は昔に比べ自転車が安くなり、

被害が増加したのだと思う。私達が高校生の頃に通学用自転車を買お

うと思えば４万円くらいした。そのため、親に買ってもらったことを

非常に感謝し、毎日のように磨いていた。しかし今は安い物では１万

円を切る自転車もある。また、社会全体の生活基準が豊かになったこ

とで、盗難に遭えばまた直ぐに購入するという家庭も少なくない。小

さな乱れはやがて大きな乱れを招くこととなる。本日、いろいろな意

見や被害防止のアイデアをいただいたので、これらを持ち帰って再検

討し、有効と思われるものについて積極的に試してみようと思う。

特殊詐欺については、犯人側は「送金額」を「個人番号」と言って

会 議 入力させたり、「送金」のボタンを「こちら側から送金手続を行うボ

内 容 タンです」と説明し、巧みにだまそうとする。「私はこんな手口には

だまされない」と自信を持っていた人でもだまされた例も聞く。高齢

の方は、例えば自分の息子・娘から忠告を受けるよりも、お孫さんか

ら「おじいちゃん、気を付けてね」と言ってもらう方が素直に注意力

を持つことが出来るのではないか。市民の皆さんで注意喚起の輪を広

げていってほしい。

本日、市民の代表として委員の皆さんから様々な意見をいただいた。

それらをどこまで反映できるかは任せていただくしかないのだが、今

後、これを土台に皆さんへ良い報告が出来るようになればと思い、今

日の会議を締めくくらせていただく。

９ 事務連絡

令和４年度第３回舞鶴警察署協議会は令和４年11月30日に実施予定であ

る。

以上
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