
防犯カメラに関するアンケート結果 

 

 

 三重県警察では、今後の防犯カメラの設置に関する方向性等を検討するため、ＩＴ 

広聴事業（ｅ－モニター）を活用して、防犯カメラに関する意識調査を実施しました。

 実施結果について、下記のとおりまとめましたので、ご覧ください。 

 

 

１ 実施期間 

平成２９年１２月１２日（火）から平成２９年１２月２９日（金）までの間 

２ アンケート対象者数 

１，１６３名 

３ 回答者数 

  ７６８名（回答率 ６６．０％） 

４ 回答者属性 

【性別】 

性別 回答者数 割合 

男性 379 人 49.3%

女性 389 人 50.7%

 

 【年代別】 

年代 回答者数 割合 

10 代 2 人 0.3%

20 代 46 人 6.0%

30 代 163 人 21.2%

40 代 213 人 27.7%

50 代 169 人 22.0%

60 代 136 人 17.7%

70 代以上 39 人 5.1%

 

 

 

 

 

 

 



５ アンケート結果 

 Ｑ１ 県内の治安について 

    あなたは、県内の治安について、どう思いますか。 

項目 回答者数 割合 

良いと思う 92 人 12.0% 

どちらかといえば良いと思う 431 人 56.1% 

どちらともいえない 199 人 25.9% 

どちらかといえば悪いと思う 35 人 4.6% 

悪いと思う 11 人 1.4% 

 

Ｑ２ 防犯カメラについて 

    あなたは、治安を良くするために、防犯カメラは有効だと思いますか。 

項目 回答者数 割合 

有効だと思う 489 人 63.7% 

どちらかといえば有効だと思う 232 人 30.2% 

どちらともいえない 45 人 5.8% 

どちらかといえば有効でないと思う 2人 0.3% 

有効でないと思う 0 人 0.0% 

 

 Ｑ３ 防犯カメラの効果について（複数回答可） 

    あなたは、防犯カメラにはどのような効果があると思いますか。あてはまるものを

すべて選んでください。 

項目 回答者数 割合 

犯罪を未然に防ぐ 552 人 71.9% 

安心感が得られる 288 人 37.5% 

犯罪解決に役立つ 668 人 87.0% 

地域の防犯意識が高まる 341 人 44.4% 

効果はない 6 人 0.8% 

その他 8 人 1.0% 

   【その他回答（抜粋）】 

    ・ 防犯カメラが設置されていると、治安が悪い地域にみえる 

    ・ プライバシーの侵害に配慮すれば、撮られていても犯罪を犯していなければ関

係がない 

    ・ 善悪に関わらず監視社会に違和感を感じる 

    ・ プライバシー侵害のリスク 

 



Ｑ４ 防犯カメラの設置について 

あなたは、防犯カメラが設置されることで、「監視されている」、「プライバシー

が侵害されている」と感じますか。 

項目 回答者数 割合 

感じる 55 人 7.2% 

少し感じる 236 人 30.7% 

どちらともいえない 145 人 18.9% 

あまり感じない 234 人 30.5% 

感じない 98 人 12.7% 

 

Ｑ５ 防犯カメラの設置主体について 

    あなたは、防犯カメラの設置主体として望ましいと思うものはどれですか。 

項目 回答者数 割合 

県・市町が設置、管理する 186 人 24.2% 

警察が設置、管理する 286 人 37.2% 

自治会・商店街等が設置、管理する 30 人 3.9% 

県、市町、警察、自治会・商店街等を併用する 261 人 34.0% 

設置する必要はない 5 人 0.7% 

 

 Ｑ６ 防犯カメラの設置場所について（複数回答可） 

    あなたは、どのような場所に防犯カメラを設置した方がよいと思いますか。あては

まるものをすべて選んでください。 

項目 回答者数 割合 

繁華街 598 人 77.9% 

公園 489 人 63.7% 

通学路 650 人 84.6% 

駐車場・駐輪場 550 人 71.6% 

設置する必要はない 2 人 0.3% 

その他 47 人 6.1% 

   【その他回答（抜粋）】 

    ・ 人の少ない場所 

    ・ 住宅街 

    ・ ごみ集荷場 

    ・ 駅周辺 

    ・ 危険で暗いところ  

    ・ 犯罪が多い地区 



 Ｑ７ 防犯カメラの設置希望について 

    あなたは、お住まいの地域に防犯カメラを設置したい（してほしい）と思いますか。 

項目 回答者数 割合 

思う 318 人 41.4% 

どちらかといえば思う 262 人 34.1% 

どちらともいえない 138 人 18.0% 

どちらかといえば思わない 32 人 4.2% 

思わない 18 人 2.3% 

 

 Ｑ８ 防犯カメラの設置促進について（複数回答可） 

    あなたは、防犯カメラの設置を促進するためには、どのような支援が必要と思いま

すか。あてはまるものをすべて選んでください。 

項目 回答者数 割合 

設置費用の補助 599 人 78.0% 

維持管理費用の補助 547 人 71.2% 

犯罪発生状況等の情報提供 317 人 41.3% 

設置場所、設置方法の助言 286 人 37.2% 

支援は必要ない 18 人 2.3% 

その他 20 人 2.6% 

   【その他回答（抜粋）】 

    ・ 税金を利用した設置 

    ・ 県（県警）主体で設置してほしい 

    ・ 県・市で設置管理する 

 

 Ｑ９ 防犯カメラに対する意見等について（自由回答） 

    防犯カメラに対するご意見等について、ご自由にご記入ください。 

   【防犯カメラに対する意見（抜粋）】 

    ・ ちゃんと管理すれば、有効な方法だと思います。不正行為をした時の処罰を厳

しく決めて運用すれば良いと思います。 

    ・ 現に犯人検挙に多く役立っているのは事実。一方、監視社会化にも抵抗感があ

る。 

    ・ せっかく設置するのであれば、鮮明な画像で記録できるように、スペックの高

い物の方が良い。 

    ・ 防犯と監視を履き違いなければいいと思います。 

    ・ 子どもが犯罪に巻き込まれないためにも、防犯カメラがあると安心する。犯罪

の早期解決に加え、犯罪の抑止力にもなると思う。 



    ・ 個人のプライバシーに関することなので、警察や地方公共団体等の公的機関が

設置・管理するべきだと考えます。 

    ・ 出来れば設置しないのが望ましいですが、犯罪の抑止力になるのなら、やむを

得ないです。 

    ・ 防犯カメラと同時に街灯の数を増やす必要がある。まだまだ暗いところが多く、

何か事件が起こってから増やすのでは遅いと思う。 

    ・ 防犯カメラ設置、取扱いに関する明確な法の整備と管理者に対する徹底した教

育が必要と考える。 

    ・ ドライブレコーダーや防犯カメラなど購入した際に控除が受けられると良い

かと思います。 

    ・ よくプライバシーの侵害と言われますが、何も悪いことをしなければカメラに

映ってもプライバシーが損なわれることはないと思います。 

    ・ どのように運用されているか不安。 

    ・ 防犯カメラについて、どのように設置されたか、管理はどこで、どのようにさ

れているか、映像が悪用されたりしないかなど、わからないことだらけです。  

わかりやすい広報を望みます。 

    ・ 防犯カメラを見つけると、安心感が得られる場所とあまりいい気持ちがしない

場所がある。犯罪の阻止や事件の捜査に役立つのであれば、設置は仕方がないの

かなと感じる。 

    ・ 善悪に関わらず、監視社会に違和感を感じる。 

    ・ 実際にカメラがどの程度役立っているかわからないので、知りたい。 

    ・ 犯罪防止のため、設置に当たっては地域への十分な理解を得ることが必要であ

る。 

    ・ 事件などの時はやっぱり役立つので、あれば便利だなとは思うけど、なんか監

視されていると思うと、なかなか難しいね。 

    ・ プライバシーの尊重も考え、設置場所は慎重に決定すること。 

    ・ 防犯カメラが設置されても犯罪はなくならないと思います。 

    ・ 現在の防犯カメラの設置場所・設置台数・設置費用及び設置効果等に対して、 

     県民のみなさんが良く理解できていないと思うので、防犯カメラに関する勉強

会等を開催して欲しいと思います。 

    ・ よく変質者が出る場所には必要だと思うが、ずっとつけておく必要も感じない

ので、可動式のものを期間を決めて置けたらいいのにと思います。 

    ・ ただ犯罪防止のためだけじゃなく、老人の徘徊とかにも役立つのでは。 

 

 

 



【参考】 

  Ｑ１（県内の治安について）  

     あなたは、県内の治安について、どう思いますか。 

 

 

 

Ｑ２（防犯カメラについて） 

     あなたは、治安を良くするために、防犯カメラは有効だと思いますか。 
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  Ｑ３（防犯カメラの効果について） 

あなたは、防犯カメラにはどのような効果があると思いますか。あてはまる 

ものをすべて選んでください。 

 

 

Ｑ４（防犯カメラの設置について） 

   あなたは、防犯カメラが設置されることで、「監視されている」、「プライバシ 

  ーが侵害される」と感じますか。 
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  Ｑ５（防犯カメラの設置主体について） 

     あなたは、防犯カメラの設置主体として望ましいと思うものはどれですか。 

 

 

 

  Ｑ６（防犯カメラの設置場所について） 

あなたは、どのような場所に防犯カメラを設置した方がよいと思いますか。 

あてはまるものをすべて選んでください。
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  Ｑ７（防犯カメラの設置希望について） 

     あなたは、お住まいの地域に防犯カメラを設置したい（してほしい）と思いま 

すか。 

 

 

 

 

Ｑ８ （防犯カメラの設置促進について） 

あなたは、防犯カメラの設置を促進するためには、どのような支援が必要と

思いますか。あてはまるものをすべて選んでください。 
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