
令和３年度第１回米沢警察署協議会の開催

日 時 令和３年６月15日（火） 午後３時～午後５時

場 所 米沢警察署１階講堂

出席者 山形県公安委員会委員 １名

米沢警察署協議会委員 会長以下６名

米沢警察署員 署長以下10名

議 題 警察業務全般に対する意見要望

委員からの意見等 警察署の回答

城南一丁目、二丁目地内は30キロ以内 城南一丁目、二丁目地内のゾーン30規制

での走行規制となっており、道路にもゾ の場所は、市立南部小学校の通学路であり、

ーン30と緑色で表示されています。 一般民家が建ち並ぶ住宅街で十字路交差点

この地域内の交差点では交通事故がよ が数多く存在する場所となります。

く発生しており、片方は一時停止ですが、 昨年の当署管内発生の人身交通事故278

優先道路を走る自動車は徐行せずに通る 件中、同所における人身交通事故の発生件

ことが多いようです。 数は、５件（出会い頭２件、左折時２件、

通学路でもあり、近所のみなさんも危 右折時１件）であり、その全てが交差点内

ないと感じています。 で発生しました。

安全安心のためにもゾーン30の表示を 出会い頭事故は、重大事故に直結する大

増やしていただき、ドライバーにしっか 変危険な事故形態ですので、同種事故の未

りと周知してもらいたいです。 然防止を図るため道路管理者と連携しなが

ら路面標示の塗り直しを推進するととも

に、同所地内においてパトカーによる機動

警戒、取締りを推進し、交通事故の更なる

抑止を図っていきたいと思います。

印鑑のトラブルについて質問ですが、 まず、署名と押印の関係について、民事

現在ある総会の出欠の取りまとめに携わ 訴訟法は第228条第４項で「私文書は、本

っており、欠席の方から委任状に署名と 人又は代理人の署名又は押印があるときは

印鑑をいただく機会がありますが、 改め 真正に成立したものと推定する。」と規定

て押印に係わるトラブルが心配です。 しており、署名（自筆で書いた氏名）か本

実際に印鑑の取扱い方で事件に繋がる 人の意思に基づく押印があれば、その文書

事例がありましたら教えてください。 は法的効力を持つとされています。

次に犯罪事例ですが、印鑑の取扱いに伴

うものとしては、「他人の印鑑を不正に使



用する犯罪」や「偽造した他人の印鑑を使

用する犯罪」などが考えられます。

「他人の印鑑を不正に使用する犯罪」の

中には、従業員が勝手に会社の印鑑を使い、

口座から現金を引き落としたり、ニセの請

求書や領収書を作成して顧客から現金をだ

まし取ったりする事例がありますので、ト

ラブルを未然に防止するためにも、印鑑の

管理には十分な注意を払っていただく必要

があるかと思います。

重要犯罪の早期検挙のため、「管内で 具体的な数値までは分析できませんが、

の犯罪発生予測、被害対象等の分析によ 発生時間帯、発生場所の環境、被害対象の

り被疑者を検挙し、被害の拡大を防止す 特徴など、様々な要素を分析して先制的な

る」とのことですが、管内での犯罪発生 捜査活動を展開することとなります。

予測及び被害対象等の分析の具体的な予 加えて犯行手口等に適う地域や対象等に

測分析数値及び内容等を教えてください。 対して、より一層の予防対策を推進するよ

うに情報発信しています。

住宅対象侵入窃盗防止対策として、以 山形県の令和２年における住宅対象侵入

前より防犯のための施錠の徹底は言われ 窃盗の被害状況は、82件、前年比32件の減

てきましたが、「訪問者に留守と思われ 少、無施錠率にして87.8％、一方、米沢警

る」、「うちには盗まれる物がない」など 察署管内の被害状況については、２件、前

の理由で施錠していない住宅がまだ多い 年比１件の減少、無施錠率は、100％とな

のではないかと思われますし、この一般 っております。

的な習慣を変えるのはなかなか難しいと 現在、山形県警では、犯罪被害状況の広

思われます。防犯の重要課題である施錠 報と合わせ、地域警察官による巡回連絡を

率改善のための更なる方策を教えてくだ 通じ、住民との一対一での説得活動を展開

さい。 しております。

警察の活動につきまして、即効性がある

ようなものではなく、住民の皆様から御理

解と御協力を得ながら、地道に根気強く活

動を続けていく必要があると感じておりま

す。

米沢署においても、住民のディフェンス

力向上を図るべく、活動を続けてまいりま

す。

先の見えない世の中となり、特に危機 警察としては、殺人、強盗、強制わいせ

管理の面では、事後対応はもちろんです つ等の重要犯罪に発展するおそれがある女



が、未然防止、予防ということが重要視 性への声かけ事案といった脅威事案に的確

されているように思います。 に対応して、そのような犯罪の発生を防い

令和３年山形県警察運営の指針の重点 でいます。また、侵入窃盗は、強盗や殺人

推進項目にもそのことが示されています。 に発展するおそれがあるため、それを防ぐ

このことを受けて米沢警察署では、地 ために住宅等の確実な施錠を呼び掛けてい

域の実態を考えながら、具体的にどのよ ます。更に、ＤＶ、ストーカーから重要犯

うに取り組まれるのか、２，３事例を挙 罪に発展することを念頭に人身安全関連事

げて御説明いただければと思います。 案における被害者（相談者）の安全確保を

そして、そのことに関して我々協議会委 最優先とした対応を進めていきます。

員に望むことなどを教えていただければ また、犯罪の総量抑制の観点から、住民

今後の活動に生かせると思います。よろ に身近な街頭犯罪に着目しますと、令和元

しくお願いします。 年中における自転車盗の無施錠率が他署と

比して、認知41件中、37件が無施錠、率に

して90％を超える状況となっており、非常

に高い数値となっております。

令和２年中は、34件認知し、28件が無施

錠と率にして82％となっているものの、他

署と比してまだまだ高い数値となっており

ます。

各駅等における施錠の呼び掛け、高校等

における各種講話等を通じ、施錠の呼び掛

けを行っています。

コロナ禍の影響により、職を失い、生活

困窮となり、インターネット等を閲覧し、

楽して稼げる等の甘言に惑わされ、副業名

下にお金をだまし取られるという相談が、

県内において散見されます。

消費生活センター等と情報共有しなが

ら、各種会合、講話等のあらゆる機会を通

じて、広報活動を行い、コロナ禍における

被害防止に努めてまいります。

また、今後、ワクチン接種に関する事案

が発生することも予想されることから、消

費生活センター等と連携し、情報収集に努

めてまいります。

防犯カメラは、犯罪を未然に防止する上

で、非常に有効なツールとして挙げられま

す。

防犯カメラは、子どもの安全確保に極め

て有効であり、見守りの目が強化されるこ



とで住民に安心感を与え、犯人が犯罪を犯

しにくい環境となるため、事件解決はもと

より、犯罪の未然防止に大きな効果を発揮

しています。

防犯カメラの設置等に御協力いただける

方、若しくは御協力いただける方を御存じ

の方がいれば御教示願います。

また、情報発信のツールである、「やま

がた110ネットワーク」に関しても、新た

な犯行手口、犯罪の発生状況等をタイムリ

ーに発信できる有用なものでありますの

で、委員の皆様方からも様々な場面におい

て、知人、会社の従業員、親戚等、広めて

いただきまして、登録活動に関して御協力

いただければと思います。

《補足説明》

ただ今の質問について、具体例を挙げて

説明させていただきます。児童や女性への

声かけ事案やスマホを悪用した事案などを

脅威事案と呼んでいますが、この脅威事案

を重要犯罪に発展する前の段階で徹底して

解決することが大切となります。実際に、

脅威事案など人身安全関連事案がひとたび

発生した場合には全署員で対応している実

態であります。

また、マスコミ関係者の協力をいただい

ています。例えば、特殊詐欺のアポ電が発

生したときは、地元ケーブルテレビの協力

をいただき、タイムリーに警戒を呼び掛け

ていただいています。また、侵入窃盗事件

が発生した場合に、山形新聞の社会面に、

発生状況、手口などを紹介していただいて

います。

このように、重要犯罪など大きな犯罪に

発展する前に未然に防ぐということとマス

コミなど様々な関係機関と連携し予防広報

に努めているところであります。

玄関の鍵の施錠についてですが、特殊詐

欺対策として、留守電設定を呼び掛けたと

きも当初は「相手方に迷惑を掛けてしまう」



ということで、なかなか理解を得られませ

んでした。玄関の鍵も「相手方を慮（おも

んぱか）ってのこと」で、同じことのよう

に思います。

地域警察官の巡回連絡を通し、きちんと

住民の皆様に説明し理解を得ながら、「隣

の家で留守電にしていたよ」のような地域

の声が伝播するように、地道な活動ではあ

りますが施錠の意識向上に努めてまいりた

いと考えております。

協議会に参加させていただいてから様 御指摘のとおり、警察の活動を広く発信

々なことを見聞きし体験させていただき することで、警察に対する理解や共感が得

ました。逆に考えると、参加していなけ られ、我々の活動に協力してくれる方が増

れば知らないことが多いということにな えていくものと感じます。

ります。 山形県警では公式アカウントとして、

私達の為に日夜頑張っていただいてい Twitter、YouTube、Instagram を開設してお
る姿をもっとアピールする場が増えると り、様々な取組について情報発信しており

いいなと思っています。 ます。

年代別にあわせた SNS の活用をもっと Twitter において、当署で行っている少
考えても良いのかなと思います。 年非行・被害防止プロジェクト事業の取組

等について紹介されておりますので、御覧

いただければと存じます。

SNS 等を利用しての情報発信に関して
は、波及効果も高く、幅広い年代の住民に

情報を発信することが可能でありますの

で、今後も県警の公式アカウントを開設し

ていることの広報と SNS を活用した広報
活動に努めてまいります。

長引くコロナ禍の影響により、経済は コロナ禍との因果関係は不明であります

もとより、教育や家庭内の虐待やＤＶ、 が、米沢署管内における配偶者暴力に関す

犯罪など、様々な面で悪影響が出ている る事案の取扱いにつきましては、平成28年

のではないかと思います。 以降、ほぼ横ばいの状態となっており、昨

米沢市内においては、どのような状況 年の令和２年中は、26件認知、対前年比２

なのか、教えてください。 件の減少となっております。

県内においても同様の傾向であり、令和

県内及び米沢署管内における児童虐待 ２年中、347件の認知、対前年比14件の減

の通告件数、その内容及び対応について 少となっております。

説明してください。 児童虐待の件数につきましては、令和２



年中、県内における認知件数は、426件、

対前年比81件増加となっており、米沢署管

内は、46件認知、対前年比７件の減少とな

っております。

児童虐待には、「身体的虐待」「性的虐

待」「ネグレクト」「心理的虐待」の４類

型がありまして、県内の認知件数の内、心

理的虐待が約57％を占めております。

米沢署管内については、46件の内、約70

％が心理的虐待での取扱いとなります。

心理的虐待は、児童虐待の防止等に関す

る法律第２条第４号に規定され、「児童に

対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対

応、児童の面前における配偶者暴力、児童

に著しい心理的外傷を与える言動を行うこ

と。」をいいます。

児童虐待の認知件数の中で、心理的虐待

が多い背景は、児童の面前における配偶者

暴力に関して、心理的虐待として、児童相

談所に対し通告を実施していることが増加

の要因と思われます。

警察としては、全件把握に向けて、今後

も市役所、児童相談所等の関係機関と連携

し情報共有しながら、適切に対応していき

ます。

米沢署管内の可搬式オービスによる取 可搬式オービス、正式には可搬式速度違

締り状況とその効果について説明してく 反自動取締装置といいますが、５月末現在

ださい。 での当署管内における取締実施回数は１回

となります。

実施する場所については、交通量や交通

事故の発生があるものの、道路幅員が狭い、

違反車両を止めるスペースが確保できない

など、定置式の速度取締装置を用いた取締

りができない場所等を選定して実施してお

ります。

当署管内で実際に取締りを実施した場所

において、現時点でどれだけの事故が減少

したのかといった具体的な結果は出ており

ませんが、幹線道路だけでなく生活道路に



おいても取締りができる可搬式速度違反自

動取締装置は、速度を抑制させ、死亡事故

を始めとした重大交通事故防止に大変有効

でありますので、今後も管内の交通事故発

生状況を見ながら適時適切な場所で実施し

てまいります。

関地区に唯一ある信号機がなくなると 現在コロナ禍の影響により、従来の交通

いう話があります。現在はコロナの影響 量と違うところもあると思います。

により交通量は少ないようですが、観光 今後、周辺の交通量や通学路としての安

シーズンとなると、小野川温泉にいく道 全性など総合的に判断していく必要がある

路ということで、車の他にもバイクの交 と思います。

通量がとても多くなります。 きちんと住民の方に説明しながら、また

子どもの通学路にもなっている道路で 住民の方の意見も聞きながら対応してまい

すので、なんとか信号機をなくさないで りますので御協力よろしくお願いします。

ほしいと思います。

「やまがた110ネットワーク」で行方不 委員の御指摘は理解できます。しかし、

明者が手配され、発見されると、「発見 安否というプライバシーに関して、当事者

されました」と手配解除のメールが届き が「望まない」という場合もあり、例えば、

ます。しかし、その文面からでは、無事 委員がおっしゃったとおり、「無事な時だ

なのか、大怪我したのか、亡くなって発 け無事とする」ような形にするとか、もう

見されたのか、分かりません。 少し分かりやすいように改善する必要があ

例えば、元気で発見された時は、一言「無 るように思います。このことは協議会での

事に」という言葉を付けていただくなど、 要望ということで本部に報告し検討してま

もう少し分かりやすく伝えてほしい。 いります。



(委嘱状交付状況) (公安委員会委員挨拶）

(署長挨拶) (会長挨拶)

(協議開催状況） (記念写真撮影）


