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第１４回都市再生本部を開催 
～防犯対策等とまちづくりの連携協働による都市の安全・安心の再構築～ 

NO.6  2005.7.20 
 
平成 17 年 6 月 28 日、総理大臣官邸で犯罪対策閣僚会議(第５回)と都市再生本部(第 14 回)

の合同会議が開催され、「防犯対策等とまちづくりの連携協働による都市の安全・安心の再構

築」を都市再生プロジェクト（第９次）決定した。今回のレポートでは、開催の背景と趣旨

を説明する。 

 

１．はじめに 
平成 17 年 6 月 28 日、総理大臣官邸で犯

罪対策閣僚会議(第５回)と都市再生本部

（第 14 回)の合同会議が開催された。 

近年、強盗、侵入盗など地域住民に身近

な犯罪や子どもを狙った凶悪犯罪が多発す

るとともに、都市部の繁華街においては、

違法店舗や迷惑行為、違法駐車、不法看板

などによる環境の悪化、暴力団や外国人犯

罪組織の暗躍などにより、国民の安心・安

全に対する不安が高まっている。 

こうした状況に対処するためには、防犯

対策等とまちづくりとの連携協働が不可欠

である。 

会議の冒頭には、中山弘子新宿区長から

歌舞伎町の取組の現状と課題についての説

明が行われた。中山区長は、「犯罪インフラ

の除去や路上の看板、放置自転車対策など

の環境浄化対策だけでは、街は元気になれ

ない。地道でしかも魅力的な経済活動が活

発化して、違法風俗などの店に着実にとっ

て代わるよう方向づけない限り、歌舞伎町

の再生はありえない。マイナスイメージの

払拭と同時に、プラスイメージを発信する

ことを一体として取り組んでいく必要があ

る。」と述べ、防犯治安対策とまちづくりの

取組を両輪として、双方向緊密な連携協働

を推進することの重要性を強調された。 

今回の会議では、こうした点を踏まえ、

防犯、防災、福祉、産業、教育、文化、交

流等の活動ネットワークがまちづくりの中

で連携協働することにより、体感治安の回

復等、都市の安全・安心を再構築するため

の取組を強力に推進するため、都市再生プ

ロジェクトとして「防犯対策等とまちづく

りの連携協働による都市の安全・安心の再 

 

構築」が決定された。 

（図１ 都市再生本部会合の様子） 

 
 
２．国民の体感治安の悪化 
わが国の刑法犯の認知件数は平成８年か

ら連続して増加し、平成 14 年に戦後最高の

285 万件を記録したが、平成 15 年、16 年と  

2 年続けて認知件数は減少し、平成 16 年は

おおよそ30万件少なく約256万件となった

(図２)。 

また、刑法犯罪のひったくり、強盗、侵

入盗など「地域住民に身近な犯罪」の認知

件数も減少している。 

（図２ 刑法犯認知件数の推移） 

 
これは、警察庁が犯罪の発生を抑止する

ため、平成 15 年から街頭犯罪及び侵入犯罪

の発生を抑止するための総合対策を推進し
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てきたこと、住民の中に自らの安全は自ら

が守るという自衛意識が芽生え、防犯パト

ロールなど自主的な防犯に対する取組が活

発になってきたことなどが大きな理由と考

えられる。 

（図３ 社会意識に関する世論調査） 

 
※第６位以下の回答省略 

しかしながら、内閣府が平成 17 年 2 月に

実施した「社会意識に関する世論調査」に

よると、現在の日本の状況について、「悪い

方向に向かっていると思われるのはどのよ

うな分野か」(複数回答)との問いに、「治安」

を挙げたものが 47.9%と最も多く、前回(16

年 1月)の 39.5 と比較すると 8.4%も増加し

ている(図３)。また、都市規模別に見ると

「治安」を挙げた者の割合は、大都市、中

都市で高くなっている。 

このように犯罪件数は減少している状況

にも関らず、国民の体感治安はむしろ悪化

しており、安全・安心に対するニーズは高

まっている。 

 

３．大都市等の魅力ある繁華街の再生 

(１)大都市等繁華街の再生とモデル的

取組の展開 
大都市等の繁華街について、「安心して」

「楽しめる」街であることを目指し、悪質

な客引き、無秩序な広告や駐車場などを含

む迷惑違法行為を排除、未然防止する防犯

治安対策の取組と、街の新たな魅力づくり

を含むまちづくりの取組を車の両輪として、

地元商店街・町会と警察・行政などが双方

向で緊密な連携を行い取組んでいく必要が

ある。 

繁華街において、迷惑、違法行為を放置

して一般来街者を遠ざけることは、これら

行為の更なる横行を許し、犯罪の温床を生

むなど悪循環・暗黒化の危険をはらむこと

になる。一方、街の新たな魅力づくりが適

正な用途のテナント入居の促進や波及等の

好循環をもたらすなど、健全な賑わいや人

の流れを増すことが、繁華街再生の構造的

な対策に繋がる。 

このことを強く意識し、民と官が一体と

なり、次のような取組を密接に関連付け相

乗効果を発揮しながら推進する体制を各地

で構築し、効果的な犯罪取締り強化と併せ、

地域一丸となった取組が重要である。 

主な取組としては、①客引き、広告、駐

車等に係る迷惑・違法行為の排除、未然防

止の徹底及び死角の除去、街の美化、外国

人観光客を含む来街者への地域安全情報の

提供。②地域特有の資源や文化を活かし、

それぞれの特性に応じた街の魅力づくりと

情報発信、都市再生事業等による新たな賑

わいと人の流れの巻き起こし、まちづくり

のビションと調和したテナントや商業・文

化施設の整備等の誘導が挙げられる。 

またその際には、防犯だけに限定するこ

となく、防災、福祉、産業、教育、文化、

交流等の多様な活動との連携、隣接地域と

の横の連携が重要である。さらに、廃校や

空きビル等の既存ストックの活用などもで

きる限り取り込む工夫が求められる。 

今回の都市再生プロジェクト決定におい

ては、こうした取組を全国的なものとして

波及する上で、後述する歌舞伎町や六本木

の防犯治安対策とまちづくりの連携協働

による先進的な取り組みに加えて、薄野

(札幌)、池袋、渋谷(東京)、関内・関外(横

浜)、栄周辺(名古屋)、木屋町周辺(京都)、

ミナミ(大阪)、流川・薬研堀(広島)、中洲

(福岡)においてそれぞれの実情に応じた

モデル的な取組を進めることが決定され

た。 

 

 (２) 新宿区・歌舞伎町における先駆

的な安全・安心のまちづくりの取組 
新宿・歌舞伎町は日本を代表する繁華街

の一つであるが、違法店舗、悪質な客引き

や路上での迷惑行為、外国人の不法就労、

放置自転車や放置バイク、違法駐車、不法

看板、老朽化した複合ビルの不適切な維持
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管理など、様々な課題が顕在化し、マイナ

スのイメージが大きくなり、警視庁も取締

りを強化してきた。 

このような中、平成16年5月に、商店街、

町会などの地元と新宿区、警察署、消防署、

入国管理局などの関係機関が一体となって

「歌舞伎町クリーン作戦推進協議会」を立

ち上げ、放置自転車や不法看板、ピンクち

らし・張り紙などの撤去、客引き・スカウ

ト等の路上の迷惑行為の是正指導などの取

組が開始された。 

さらに、平成 17 年 1 月に、治安対策に加

えて魅力あるまちづくりを進めるため、有

識者、地元・事業者、警察・行政などによ

る「歌舞伎町ルネッサンス推進協議会」を

設立し、｢歌舞伎町の犯罪インフラの除去と

環境美化｣、｢健全で魅力あふれるまちづく

り｣、｢歌舞伎町から新たな文化を創造と発

信｣を三本柱として、関係者が一丸となって、

安全な歌舞伎町を築き、誰もが安心して楽

しむことができるまちへ再生しようとする

総合的な取組が進められている。 

こうした民と官の連携した取組により、

歌舞伎町では、違法行為摘発が進み、刑法

犯認知件数の減少、不法看板やピンクちら

し等の解消、年間で 1 千台の放置自転車が

撤去されるなど、安全・安心の回復や環境

改善が進んでいる。 

（図４ 歌舞伎町での取締りの様子） 

 

また、シネマフェステバルなどのイベン

トの企画やフリーペーパー「歌舞伎町るね

っさんす」の発行などによる情報発信に努

めるとともに、老朽化がみられる劇場街の

新たな文化の発信基地としての再生、外国

人への情報提供・交流のための多文化共生

センター(仮称)の設置、違法店舗撤退後の

空き店舗へ適正な用途のテナント入居を誘

導する民間の取組の支援等を推進すること

としている。 

(図５ 劇場街再生のイメージ例） 

 
さらに、現在工事中の地下鉄 13 号線の新

駅が歌舞伎町東側の新宿３丁目に開業する

ことを受け、この新駅から繁華街へ新たな

人の流れの誘導が検討されるなど、歌舞伎

町を魅力あふれるまちへと再生する様々な

取組が進められている。 

 

（３）港区・六本木における防犯対

策とまちづくりの連携協働の取組 
  港区・六本木は、多くの外国人が訪れる

繁華街として発展してきたが、来街者の増

大とともに、違法店舗や悪質な客引き行為、

外国人の不法就労、違法駐車、不法看板な

ど治安や環境の悪化が顕著となり、米国政

府がホームページで自国民の来訪者に対し

て六本木の治安に留意するよう忠告をする

までに至った。 

このような中、防衛庁跡地開発（東京ミッ

ドタウン・プロジェクト）を契機に、住民

も来街者も安心して楽しめるまちをめざし

て、平成 15 年 12 月に、再開発事業者・地

元町会・商店街と警察・行政が「防衛庁跡

地開発に伴う街づくり連絡協議会」を立ち

上げ、お互いに緊密な協議と連携のもと、

清掃活動やピンクちらしの撤去などは民間

主体で、違法店舗や悪質な客引き、違法駐

車の取り締まり、違法看板の撤去などは民

間と警察等が共同で行うなど、民・官の協

力連携により、治安の回復と環境改善が進

められてきた。 
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また、防衛庁跡地の開発事業者による工

事からの暴力団排除の宣言、民間による六                     

本木交差点を中心とした「防犯カメラ」(37

台)の設置、さらに今後、開発区域内の空地

への交番の新設など総合的な防犯対策が進

められている。 

大規模オフィスビルの整備や新しい美術

館等の集積が進められる中で、平成 15 年に

完成した六本木ヒルズが年間 5000 万人の

来街者を呼び込むとともに、平成 19 年に完

成予定の防衛庁跡地開発及び国立新美術館

の整備など一連の都市再生事業により、こ

の地域では、年間 8100 万人来訪することに

なるものと予測されている。 

 

 

このことを踏まえ、人の流れの変化や増 

大がまちの賑わいに連続するような店舗等 

の立地誘導、夜間においても安心して回遊 

できる歩道の拡幅や街路灯の整備などを進 

めていくこととしている。さらに、まちに 

明るさと賑わいが増すように地域内の美術 

館を夜間まで開館するなど様々な民と官の 

連携協働により魅力あるまちづくりの取組 

が進められようとしている。 

こうして六本木は都市再生事業を契機に、 

世界の先端企業が集まるビジネス街、情報 

の発信基地、また多くの外国人や観光客が 

安心して訪れることのできるまちへと大き 

く変わろうとしている（図６） 

 
 

４．全国の多様な主体によるトータ

ルな安全・安心まちづくり 
大都市等の繁華街の再生の取組とともに、

全国の住宅街、学校等でもまちづくりに関

る多様な主体が、防犯等地域の安全・安心

に係る情報を共有し、相互に補完する活動

を行うなど連携を強め、安全・安心のまち

づくりを行っていく必要がある。 

このため、防犯、放火防止、子どもの見

守り等、地域の安全・安心を目指す幅広い 

 

活動の拠点として、平成 17 年度の総務省、 

警察庁の自主防災活動、自主防犯活動のモ

デル事業のそれぞれ 100 拠点について、互

いに防犯、防災の拠点（安心・安全ステー

ション）としても活用する取組を行うこと

としている。 

また、文部科学省の地域ぐるみの学校安

全体制の整備では、今後 60 地区程度を選定

し、学校の安全に関する先導的事業を実施

する予定である。 

さらに、17 年度の全国都市再生モデル調

(図６ 六本木の都市再生事業) 
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査では、防犯活動を支援する保険、IT シス

テム開発の検討や高齢者等情報弱者に対す

る防犯・防災情報の伝達経路をプライバシ

ーに配慮しつつ構築する事業など地域の安

全・安心まちづくりの先導的活動を支援し

ていくこととしている（図７）。 

 また、防犯性能の高い建物部品(ＣＰ部

品)が約 2600 品目登録・公表されているが、

今後、関係省庁が連携して、住宅全体の防

犯性能の評価システムの普及を図るととも

に、ロボットなど新技術の活用、プライバ

シーに配慮した情報取り扱い等、安全・安

心の確保に係る新たな仕組みの構築や実験

的手法を展開し、さらに新たな市場と民間

の事業化を誘導育成することが必要である。 

 

（図７ 都市の安全・安心の再構築） 

 
 

５．安全・安心まちづくりに向けて 
 今回の合同会議の締めくくりに小泉総理

は「都市再生には安全なまちづくりが必要

だ。各省庁が連携して世界一安全な国の復

活を目指して頑張って欲しい。」と述べ、

さらに、「歌舞伎町を安全にしても（悪い

人が隣の町に移動するだけで）モグラたた

きのようなものだ。という人もいるが、モ

グラがでれば、また、たたくのみだ。」と

力強く関係者を激励された。 

 今回の本部決定を受け、都市再生の基本

的な前提となるべき安全・安心の確保に向

けて民と官が一丸となった取組が全国的な

運動のうねりとなって展開されることを願

ってやまない。 

 

内閣官房都市再生本部事務局 
〒100-0014 千代田区永田町 1丁目 11-39 

永田町合同庁舎 3階 
Tel:03-5510-2151 Fax:03-3591-0022 

Email:toshisaisei@cas.go.jp 
お問い合わせ先：平岡 

 

○本レポートは、都市再生本部ホームペー

ジにおいても掲載しています。（4月 1日
より）http://www.kantei.go.jp/jp/toshi/ 
これまでの都市再生レポートも掲載して

いますのでご覧ください。 
No.１「魅かれ合うまちとアート～「全国都

市再生モデル調査」の結果から～」 
No.２「名古屋堀川の再生～規制緩和＋市民

の熱意で水辺都市再生へ～」 
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No.３「琵琶湖・淀川の再生」 
No.４「「全国都市再生」の取組みと成果～全

国都市再生モデル調査から～」 
No.５「都市再生事業を通じた地球温暖化対

策・ヒートアイランド対策の展開（第

１回） 
○次号以降の都市再生レポートの配信を希

望される方は下記ホームページにて、必

要事項を記入の上、送信してください 
○また、都市再生レポートについて、幅広

く皆様からのご意見をお待ちしていま

す。 
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tosisaisei/goik
en.html 
 


