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英国の警察関連ボランティアに関する調査報告
Report on Citizens in Policing in the UK
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CiP is a term for over 500,000 volunteers who support the police either directly or indirectly. CiP delivers £ 70-80m in
value per year to policing and its development provides an excellent opportunity to build social capital and involve
communities in policing. This article introduces seven types of voluntters (Special Constables, Police Support Volunteers,
Volunteer Police Cadets and Mini Police, Community Speedwatch, Street Pastors and Street Wardens, Cyber volunteers,
and Neighbourhood Watch) based on a survey on Citizens in Policing (CiP) conducted in September 2019.
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法執行、公安、防犯、シチズン･イン･ポリシング
や警察官のトレーニングなどを行う全国組織で、約 550 人の職員

調査の背景と目的
本稿では、2019 年 9 月に実施した英国の警察関連ボランティア

を擁する。9 日に訪問した Kent Police はロンドンの南東に位置す

（Citizens in Policing、以下 CiP）に関する調査結果を報告する。CiP

る Kent 州を所管する英国内 43 警察本部のひとつである。10 日に

は直接または間接的に警察活動を支援する約 50 万人のボランテ

訪問した Home Office（内務省）
は警察を所掌する行政機関である。

ィア全般を指す用語である。CiP は警察活動に対して年間約 100
億円の価値をもたらし、その発展は社会関係資本の構築や警察と

3.

コミュニティとの関係構築にも寄与すると考えられている(1)。警
察関連ボランティアが重視される背景には、2007 年からの世界金

7 種の警察関連ボランティアについて以下、順に紹介する。
(1)

Special Constables (SC)

SC は無給ボランティアの非常勤警察官であり、188 年の歴史を

融危機後の緊縮財政による警察の人員削減と、地域参加と地域主
義を重視する政権への転換があるとされる(2)。

調査結果

有する。通常の（有給かつ常勤の）警察官とほぼ同様の任務と権

一方、日本における防犯ボランティアは警察庁が統計を取り始

限を持ち、通報や現場への対応、犯罪捜査なども行う。その数は

めた 2003 年以降増加し、2012 年末には約 277 万人（約 4.7 万団

減少傾向にあるものの、
警察官
（115,000 人）
の1/10 近い約10,500

体）に達した。これは当時の成人人口の 38 人に 1 人に相当する。

人である。SC も通常の警察官と同様、本部ごとに Chief を筆頭

しかし、その後は主要な活動主体である地縁団体構成員の高齢化

とする階級がある。また、制服を着用し、外見では通常の警察官

や、保護者団体の弱体化を背景に微減傾向にある。CiP は日本の

と区別できない。最近では、テロ対策として、テイザー銃（電気

防犯ボランティアに比べると少数だが、種別によっては強い権限

銃）の携帯が議論されている。

を持って警察活動を支援するものもある。日本でも警察に期待さ

SC の 8～9 割は警察官志望の 20 代男性である。ロンドン五輪

れる役割が拡大するなか、英国を参考に警察とボランティアとの

に向けて 2 万人超まで増加した SC が半減したのは、多くが警察

関係性を再検討することが有意義と考えて本調査を実施した。

官に任用された一方で補充が追いつかないためである。一方で、
本業の傍ら長期にわたり SC を務める者もいる。例えば、ケント

2.

警察本部でインタビューした SC（72 歳）は電気通信技師として

調査概要
インタビュー調査概要として、調査日と対象者を表 1 に示す。

9 月 6 日に訪問した College of Policing は各警察本部への情報提供
表 1 インタビュー調査概要
日付

調査対象者

6 Sep.

College of Policing leads for Citizens in Policing

2019

National Coordinator, Citizens in Polciing
National CiP Cordinator, Wales

9 Sep.

Director, National Volunteer Police Cadets hub team
CiP Team in Kent Police

10 Sep.
*
**
***
****

National policy lead for volunteers in policing, Home Office

正会員
正会員
非会員
非会員

働きながら 1970 年に SC となり、50 年が経って定年退職した今
も通常の警察官とともに違法車の検問、事故対応などにあたって
いる。こうしたSC には、IT スキルなど本業の技能を警察活動に
活用する者もいる。ただし、凄惨な現場対応後のトラウマ対策、
時間的に不規則な勤務と本業との両立は課題に挙げられた。
このように SC は通常の警察官と同様の任務を有するため、そ
の訓練も警察官と同等である。インタビューしたケント警察本部
およびウェールズの 4 警察本部では、訓練を小分けにして非常勤
でも受講しやすくしていた。また、ケント警察本部ではボランテ
ィア経験を踏まえて短期の訓練で警察官になれる「移行コース」
を設け、実際にSC の約 85%が警察官に任用されていた。
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同本部の Chief officer は、SC が一般市民と警察との間に立ち、
警察活動に対する理解・協力に一役買っていると語った。内務省
へのインタビューでも、SC は地域のニーズをよく知る存在であ
り、警察官では代替できない役割を果たしていると評されていた。
(2)

Police Support Volunteers (PSV)

PSV は、就業経験などの個人のスキルや経験を活かして警察業
務を様々に支援するボランティアであり、その活動内容は一般事
務やマーケティング、広報、車両のメンテナンスなど多岐にわた
る。活動の性質上退職後に活動する人が多く、年齢層が高い傾向
にある。1992 年のケント警察本部を嚆矢として、現在ではイング

写真 1 Special Constables (SC)

ランドとウェールズの全警察本部に組織され、約 8,000 人が活動

Source: North Yorkshire Police

に参加している。
警察本部ごとに与えられる権限や活動内容は異なり、全国で
1000 種を超える多様な活動が行われている。なかには警察官の職
員配置や被害者支援などの最前線の活動や、警察の組織運営に関
与する者もいる。なお、すべての応募者は審査を経て PSV になる
が、SC と異なり制服非着用で基本的に警察活動の権限も持たな
い。なお、2017 年の「警察活動および犯罪法」(Policing and Crime
Act) 改正により、各警察本部の裁量で SC 以外のボランティアに
も権限を与えることができるようになった。
PSV は 16 歳以上だが、大学生が活動する例はみられる。イン
タビューしたウェールズの CiP コーディネーターによると、現在

写真 2 Police Support Volunteers (PSV)

ウェールズでは 528 人が参加しており、ごみ拾いや巡回バスで酔

Source: Sussex Police

客を助けるなどの活動が行われている。積極的に活動した者を
「コミュニティ・チャンピオン」として表彰する仕組みもあり、
動機付けになっている。学生の参加理由は、SC のような警察官志
望よりも地域社会への貢献が多い。地域の教会とも連携し、地域
福祉やコミュニティ形成にも貢献している。
若い世代は学生時代の経験として地域貢献活動を行う一方、
PSV の中心となる高齢世代は自らのスキルや経験を活かした多
様な目的で警察活動を支援するという違いが特徴的である。
(3)

Volunteer Police Cadets (VPC) および Mini Police

いずれも未成年が参加するプログラムで、それぞれ 10 年、4 年
の歴史を有する。いずれも地域での様々な活動を担い、参加者本

写真 3 Mini Police

人の市民意識や帰属意識の醸成、警察に対する本人や家族の信頼

Source: Northumbria Police

構築、若者に対する高齢者の意識改善に役立っている。
VPC は 13-18 歳を対象とし、約 1.2 万人が活動する。発祥地で
あるロンドンに集中しているが、他都市にも急速に波及している。
目的には、
（条件不利な）コミュニティの改善、若者の非行・犯罪
防止、若者・地域・警察官の間の信頼構築が掲げられる。VPC は
少なくとも月3 時間、
具体的には、
地域のための活動に従事する。
防犯活動、高齢者（特に認知症高齢者）との交流、サイバーボラ
ンティア、交通安全キャンペーンなどが挙げられる。こうした活
動を通じて、警察と地域コミュニティとの橋渡し役を担っている。
ミニポリスは 9-11 歳を対象とし、約 5 千人が活動する。2 か月
間にわたり、週 1 回、犯罪に関する講義や、ロールプレイ、プロ

写真 4 Community Speedwatch (CSW)

ジェクト立案などの訓練を受ける。具体的活動としては、規則に

Source: West Mercia Police

反して子供を学校に送迎する親への注意、校内の問題の通報、ゴ
ミ拾いなどがある。
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(4)

Community Speedwatch (CSW)

近隣道路の安全確保と不安低減を目的に、警察が貸し出す機器
を用いて車両速度を測定・監視する活動である。大都市部で行わ
れることは少なく、主に地方部の住宅地や農村部の主要道路やコ
ミュニティ道路で実施されている。地元住民を巻き込んで行う法
定速度順守活動として、2001 年にイングランド南西部の小さな村
で誕生した。ボランティアは検挙する権限を持たず、速度違反車
両を発見した場合は、その情報を警察に報告する。運転手は活動
を見ることで自ら減速することが多く、ボランティアと対立する
写真 5 Street Pastors (SP)

ことなく安全運転が促されている。
活動参加者数の正確な統計はないが、少なくとも約 1.7-2 万人

Source: South Wales Police

と推計されている。定年退職後の男性の参加が多く、交通事故の
被害を防ぐための地域活動の一環として位置づけられている。規
定の制服はないが、揃いのベスト等を着用し目立つよう工夫をし
ている団体もある。規制や取り締まりを追加せず、住民の安心感
や違反の抑止に貢献しているという点で評価されている。
(5)

Street Pastors (SP) および Street Wardens (SW)

SP も SW も警察とは独立した取り組みであり法執行の権限は
ないが、実際の活動は警察と共同で行われることが多い。
SP は、2003 年にロンドン南部のブリクストンで生まれた教会
による慈善活動 (Charity) のひとつで、教徒などによる無給のボ
ランティア活動である。現在、全国 300 以上の都市に SP チーム

写真 6 Neighbourhood Watch (NW)

が存在し、計 20,000 人以上が SP として活動している。SP のメン

Source: Neighbourhood Watch Network

バーは、地域の教会や宗教団体に関与する者が多く、18 歳以上で
犯罪歴がないなど一定の条件を満たす者で構成される。コンフリ

た近隣の見守り合いの取り組みである。政府や警察とは独立した

クト・マネジメント、カウンセリング、救急対応など年間 12 回の

取り組みであるがその規模は大きく、全国約 10 万人の調整役を

訓練を受ける。通常、金曜と土曜の深夜（22 時～翌 4 時）の繁華

担う住民等のもと、約 230 万世帯が活動に参加している。

街で、
“Street Pastor”の文字が入った揃いの青いユニフォームを着

NW の具体的活動には、警察とコミュニティとの情報共有によ

用して数名程度の集団で活動を行う。SP の具体的な活動には、ナ

り密接な関係を築くこと、近隣での安全に関わる活動（火の用心

イトクラブ周辺での酩酊者などに対する防寒シートやハイヒー

なども含む）を行うこと、近隣の防犯意識を高めること、警察に

ル着用者向けサンダル、水や簡単な食料、防犯ブザー、バスの時

コミュニティの情報を提供し検挙活動を支援すること、コミュニ

刻表などの配布や、道路からの空きビンなど危険物の除去、喧嘩

ティ構成員の安心感を醸成することなどが含まれる。

の防止、住民との対話、困っている人への情報提供など、コミュ

NW は近隣単位での取り組みであるため、その活動規模は立地

ニティの安心感を向上させ反社会的行為の抑止に寄与するもの

に依存する。農村部での活動規模は広域に、都市部での活動規模

が含まれる。

は狭域になる傾向があり、活動に参加する世帯数も数十～数百と

SW（Community Waden とも呼ばれる）も SP と同様に、一定の

多様である。NW の活動地区は、高齢化が進んでいたり裕福な地

訓練を受けたメンバーが揃いのユニフォームを着て地区内のパ

区であることが多いが、そうした地区はもともと安全であり、反

トロール活動を行う。SP と異なり、SW の活動は住民に直接介入

社会的行為や売春が多い地区など、本来活動が期待される地区で

するものではなく、危険なできごとを警察に報告することに主眼

活動できていないというジレンマがある。また、参加層は高齢者

がある。具体的な活動内容は地区により千差万別であるが、反社

に偏りがちで若い世代が少なく、情報共有の電子化に課題がある。

会的行為に対する簡単な対処と通報、犯罪の通報、ゴミのポイ捨

NW の活動資金は PSV よりも小さく、内務省からの資金援助もご

てや落書き、犬のフンの後始末などの罰則看板の掲示、高齢者や

く少額である。

困窮者、ホームレスの生活支援、近隣活動の支援などが含まれる。

(7)

Cyber volunteers

全般に、公共のための「見せる防犯」活動に目的があり、それ以

特に子供や高齢者等の脆弱性の高い人々をサイバー犯罪の被害

上の介入はほとんどなされない。なお、SW には有給のものと無

から守ることを目的に行われる活動であり、犯罪の検出、予防、

給のものがあり、後者は特にボランティア SW と呼ばれる。

被害者支援といった幅広い役割を担っている。若い成人男性の参

(6)

加が主で、IT の専門的な技術を持つ者が多い。IT ハッカソンイベ

Neighbourhood Watch (NW)

米国発祥の NW は、英国では 1982 年に“Home Watch”という名

ントや、SNS を使用した広報活動など、参加者属性に応じた募集

称で始められた、主に住宅対象侵入窃盗などの財産犯を対象とし

活動が行われている。既存のスキルを活用し、警察活動とコミュ
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ない。分野は異なるが、非常勤ながら制服を着用し、常勤職員と

ニティの安全に貢献したいという動機の参加者が多い。
活動場所は様々だが、警察の建物に加え、高度な IT 機器が必要

ともに一定の権限を行使する点で SC は日本の消防団に近いとも

な場合は特別な施設を使用することもある。警察の捜査チームの

言える。市民ニーズの高まりに応じて警察官の負担は増加してお

中に位置づけられ、警察の技術力強化にも役立っていると評され

り、真に警察官が行うべき業務と、ボランティアに委ねられる業

ている。SC がサイバーボランティアの役割を担うこともある。こ

務の峻別が必要だと考える。

のように警察との関係は強く、全国組織 CSCV (Cyber Specials

さらに、地域格差の拡大に鑑みれば、条件不利地域など介入が
必要な地域において、VPC やミニポリスのように警察が地域の未

Cyber Volunteers project) が内務省から資金提供を受けている。
一方で課題として、高度なスキルを持つ者が集まるためにボラ

成年者と活動することも有益だろう。複雑化するサイバー犯罪に

ンティアが逆に犯罪に手を染めてしまうケースや、警察からの資

対応するためには、サイバーボランティアのように専門的な技術

金提供等により活動の自由度が損なわれる可能性があることが

を持って捜査を支援する民間人材の協力も必要であろう。

指摘されていた。
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表 2 警察関連ボランティアの比較
種類

人数

権限・役割

参加者属性

Special Constables

約 10,500 人

警察と同等の権限。交通、秩序維持が多いが犯罪捜査も。

警察官志望の 20 代男性が多
い。長期の「キャリア SC」も。

(SC)
Police Support

約 8,000 人

Volunteers (PSV)
Volunteer Police

約 12,000 人

一般事務やマーケティング、広報、車両のメンテナンスな

定年退職者など高齢者が多

ど多様な役割。

い。

地域のための様々な社会活動に従事。

13-18 歳

Cadets (VPC)
Mini Police

約 5,000 人

Community

不明

警察が貸し出す機器を用いて車両速度を測定・監視（検挙

定年退職者など高齢者が多

Speedwatch

（少なくとも

する権限は持たない）
。

い。地方部や農村部に多く大

(CSW)

1.7-2 万人）

Street Pastors

20,000 人

夜間、繁華街における酩酊者の支援、危険物の除去、喧嘩

地域の教会や宗教団体に関与

(SP)

以上

の防止、住民との対話、困っている人への情報提供など。

する者が多い。

Street Wardens

不明

地区内のパトロールによる「見せる防犯」
。反社会的行為

(SW)

9-11 歳

都市部に少ない。

に対する簡単な対処と通報も。

Neighbourhood

約 230 万世

主に住宅対象侵入窃盗などの財産犯を対象とした近隣の見

定年退職者など高齢者が多

Watch (NW)

帯（調整役は

守り合い。安全に関わる活動、防犯意識向上、安心感の醸

い。犯罪の多い地区の組織化

約10 万人）

成、警察と地域との情報共有と検挙活動支援を行う。

に課題。

不明

犯罪の検出、予防、被害者支援など幅広い役割。警察の捜

大多数が男性で多くは若年成

査チームとして権限を持つ場合も。

人。

Cyber volunteers
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