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 第１章  プランの基本的な考え方 

１．プランの目的 

大野城市では、犯罪のない安全で安心して暮らせる社会の実現を目指して、「大野城市

安全で安心のまちづくり防犯対策推進プラン（以下「プラン」という。）」を平成２１年

１０月に策定し、本市の防犯のまちづくりを総合的かつ計画的に推進しています。 

平成２６年度に第２次プランの改訂を行い、その結果、本市の街頭犯罪（＊）認知件数

は大幅に減少し、大きな成果を挙げています。しかし、ニセ電話詐欺をはじめとする特殊

詐欺（＊）の巧妙化など、時代の変化に伴い、犯罪の手口も変化しており、今後もさらな

る注意が必要です。 

このたび、第２次プラン期間の終了に伴い、街頭犯罪認知件数の大幅な減少という一定

の成果を挙げたプランの基本理念、体系を踏襲しつつ、犯罪のないまちづくりをさらに推

進するため、「第３次プラン」を策定するものです。 

 

２．プランの期間 

 第３次プランの期間は、令和元年度から令和５年度までの５年間とします。 

策定後は、５年ごとにプランの検証・（改訂）を行うこととしていますが、社会情勢など

の変化に柔軟に対応したプランとするため、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：（＊）をつけている用語については、解説をつけています（Ｐ５４）。 

大野城市防犯対策推進プラン実行期間

年度 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30
Ｈ31

Ｒ１
Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7

１次
Ｈ21.10

策定

検証

改訂

２次
Ｈ27.3

策定

検証

改訂準備

３次 策定予定
検証

(改訂)準備

４次 策定予定

今回改訂

実行期間

実行期間

実行期間
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３．プランの位置づけ 

第６次大野城市総合計画では、都市将来像（未来をひらく にぎわいとやすらぎのコミ

ュニティ都市）の実現に向けて、今後取り組む具体的な施策を示した、４つの政策の一つ

として「都市と自然が共生した安全で安心なまちづくり」を掲げており、大施策として「安

全安心なまちづくりの推進」を示しています。 

また、小施策「地域防犯の強化」では、施策として「防犯意識の高揚」及び「総合的な

犯罪防止策の強化」を掲げ、小施策「生活安全の推進」では、施策として「社会情勢の変

化に機敏に対応した生活環境の安全安心を推進」を掲げています。 

 さらに、防犯のまちづくりの基本理念を定め、犯罪のない、誰もが日常生活において、

安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的として「大野城市安全

安心まちづくり条例」及び「大野城市暴力団排除条例」を制定し、平成２２年４月１日か

ら施行しています。 

 「大野城市防犯対策推進プラン」は、この条例に掲げた基本理念を実現し、犯罪のない

安全で安心なまちづくりを、総合的かつ計画的に推進していくための具体的施策を定めた

ものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６次大野城市総合計画 

政策「都市と自然が共生した安全で安心なまちづくり」 

└ 大施策「安全安心なまちづくりの推進」 

└ 小施策「地域防犯の強化」 

     「生活安全の推進」 

大野城市安全安心まちづくり条例 

大野城市暴力団排除条例 

大野城市防犯対策推進プラン  
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４．プランの対象となる犯罪 

犯罪には殺人・暴行・窃盗など様々な犯罪がありますが、このプランでは、街頭犯罪※

をはじめ、子ども、高齢者、女性など、犯罪における弱者（以下「犯罪における弱者」と

いう。）が、普段の生活において被害者になりうる身近な犯罪を対象とします。 

 対象犯罪は、街頭犯罪に加え、最近被害が増えている特殊詐欺を含めた９罪種としまし

た（第１、２次プランの罪種を継承）。 

 

侵入盗 
（空き巣・居空き・忍び込み） 

自動車盗 オートバイ盗 

自転車盗 車上ねらい 部品ねらい 

ひったくり 性犯罪 特殊詐欺 

※ 街頭犯罪は上表の黄色部分 
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 第２章  犯罪の現状と課題 

１．大野城市における犯罪の発生状況と傾向 

（１）プラン策定時からの刑法犯認知件数推移（平成２１年～平成２９年） 

 

図１－１．刑法犯・街頭犯罪認知件数の推移（大野城市） 

※ 街頭犯罪となる罪種はＰ３に記載しています（以下のグラフも同様）。 

※ 件数は福岡県警が公表しているものですが、計数方法の違いによりコミュニティ別の合計

数と若干合わない部分があります（以下のグラフも同様）。 

図１－２．街頭犯罪認知件数の推移（罪種別）（大野城市） 
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（２）コミュニティ別刑法犯認知件数 

 

図２－１．刑法犯認知件数の推移（南コミ） 

 

図２－２．刑法犯認知件数の推移（中央コミ） 
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図２－３．刑法犯認知件数の推移（東コミ） 

 

 

図２－４．刑法犯認知件数の推移（北コミ） 
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図２－５．街頭犯罪認知件数の推移（罪種別）（南コミ） 

 

 

図２－６．街頭犯罪認知件数の推移（罪種別）（中央コミ） 



  

8 

 

 

図２－７．街頭犯罪認知件数の推移（罪種別）（東コミ） 

 

 

図２－８．街頭犯罪認知件数の推移（罪種別）（北コミ） 
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本市における刑法犯（＊）認知件数は、平成２１年の１，５０９件から毎年減少傾向

にあり、平成２９年には７０２件（平成２１年比約５３．５％減）まで減少しました。 

また、市民の身近なところで発生する街頭犯罪においても、平成２１年の８３２件か

ら減少傾向にあり、平成２９年には２６７件（平成２１年比約６７．９％減）まで大幅

に減少しました。 

主な要因として、本市において平成２１年に策定した防犯対策推進プランに基づき、

市民一人ひとりが防犯意識を高め「自分たちの地域は自分たちで守る」ことを実践し、

大野城市防犯パトロール登録員（＊）（以下「防犯パトロール登録員」という。）の増加

や市内２７区全てに自主防犯団体が結成され、子どもの見守り活動や防犯活動を実施し

ていることが考えられます。 

自転車盗・オートバイ盗が減少した要因として、平成２４年に乗り物盗が多発してい

たＪＲ大野城駅西口駐輪場に街頭見守りカメラ（＊）を設置し、その後平成２７年まで

西鉄・ＪＲ沿いの全駅駐輪場に街頭見守りカメラを設置したことが考えられます。しか

し、減少はしているものの、街頭犯罪認知件数の中ではいまだ高い割合を占めています。

特に中央コミュニティ管内は他コミュニティ管内に比べて自転車盗・オートバイ盗の件

数が多くなっています。これは中央コミュニティ管内が西鉄・ＪＲの沿線であり、これ

らの駅駐輪場や店舗の駐輪場で盗難が多発しているためと考えられます。 

今後は、今までの諸対策を継続して実施するとともに、自転車盗・オートバイ盗の対

策に重点を置いた防犯対策に取り組む必要があります。 
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（３）少年非行 

 

図３－１．刑法犯少年の検挙補導状況の推移（大野城市） 

 

 

図３－２．刑法犯少年の検挙補導状況における窃盗犯内訳の推移（大野城市） 
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本市の刑法犯少年（＊）の検挙補導状況は平成２６年から平成２８年にかけて増加し

ましたが、平成２９年は減少に転じました。この中では窃盗犯の件数が多く、窃盗犯の

中でも万引きの割合が半分近くを占めています。 

万引きは繰り返していくうちに集団化、常習化しやすく、本格的な非行に発展する可

能性があるため、早期に適切な対処をすることが大切です。 

また、最近ではインターネットやスマートフォンの普及により、インターネットを利

用する少年が、被害者や加害者となる場合もあることから、インターネット利用のモラ

ル向上が重要となっています。 

 

（４）性犯罪 

 

図４－１．性犯罪認知件数の推移（大野城市） 

 

本市の性犯罪認知件数については、平成２５年をピークに増加し、平成２６年には減

少に転じたものの、平成２７年には再び増加しました。平成２８年以降は減少していま

すが、平成２８年は春日署管内の性犯罪認知件数は、福岡県内警察署中でワースト１位

となりました。 

被害に遭わないためにも、夜間は明るい道を歩く、歩いているときは携帯電話、イヤ

ホンを使用しない、防犯ブザーや携帯電話をすぐに使用できるようにしておく、エレベ

ーターに乗るときは周囲に気を付けるとともに、自宅に居るときは中高層階であっても

必ず施錠するなど、自衛策を徹底することが重要です。 
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（５）特殊詐欺 

 

図５－１．春日署管内の特殊詐欺認知件数の推移 

 

春日署管内のニセ電話詐欺を含む特殊詐欺認知件数については、平成２８年に発生件

数、被害額ともに減少しましたが、平成２９年には発生件数、被害額ともに再び増加し

ました。 

発生件数、被害額がともに増加しているのは、特殊詐欺の手口が巧妙化していること

が原因と考えられます。 

特殊詐欺については高齢者が被害に遭うことが多く、被害者が再び被害に遭うことも

あるため、最新の犯行手口や被害状況を把握し、被害に遭わないように家族や地域で見

守るとともに、注意や啓発を行うことが重要であると考えられます。 
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（６）全国・福岡県の各種犯罪件数 

① 全国の各種犯罪件数 

 

図６－１．刑法犯・街頭犯罪認知件数の推移（全国） 
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図６－２．街頭犯罪認知件数の推移（罪種別）（全国） 

全国の刑法犯認知件数は平成２１年の１，７１３，８３２件から毎年減少を続け、平

成２９年には９１５，０４２件（平成２１年比約４６．６％減）まで減少しました。そ

の中で街頭犯罪においても平成２１年の８９４，１８８件から減少を続け、平成２９年

には３９９，７２４件（平成２１年比約５５．３％減）まで減少しました。 

街頭犯罪の罪種の中で、自転車盗は件数では減少傾向ですが、罪種全体の中での割合

は高いままです。 
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図６－３．刑法犯少年の検挙状況の推移（全国） 

刑法犯少年の検挙状況においても、平成２１年の９０，２８２件から毎年減少を続け、

平成２９年には２６，７９７件（平成２１年比約７０．３％減）まで減少しました。 

罪種については窃盗犯の割合が高く、全ての罪種の半分以上を占めています。 

 

図６－４．特殊詐欺認知件数の推移（全国） 

全国の特殊詐欺の被害額は平成２６年の５６５億円をピークに減少傾向にあります

が、認知件数は増加傾向にあります。 
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図６－５．性犯罪発生認知件数の推移（全国） 

全国における性犯罪認知件数は、平成２５年の１１，９１８件をピークに減少傾向に

あります。 

 

② 福岡県の各種犯罪件数 

 

図６－６．刑法犯・街頭犯罪認知件数の推移（福岡県） 
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図６－７．街頭犯罪認知件数の推移（福岡県） 

福岡県全体をみると、刑法犯、街頭犯罪認知件数はともに減少傾向にあります。 

罪種の中では自転車盗の割合が高くなっています。 
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図６－８．刑法犯少年の検挙補導状況の推移（福岡県） 

刑法犯少年の検挙数は平成２３年の５，３１６件をピークに減少傾向にあります。検

挙数の中では窃盗犯の割合が高く、半数近くを占めています。 

 

図６－９．特殊詐欺認知件数の推移（福岡県） 

福岡県内の特殊詐欺認知件数は、平成２２年の６９件から毎年増加しています。平成

２７年には認知件数４９７件、被害額１８．４億円とピークに達し、平成２８年には３

５２件、６．７億円と減少しましたが、平成２９年には５９７件（平成２１年比件数約

２２１％増）、１１．４億円（被害額約６１３％増）と再び増加しました。 
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図６－１０．性犯罪発生認知件数の推移（福岡県） 

 福岡県内の性犯罪発生認知件数は増加・減少を繰り返していますが、平成２９年は２

年連続の減少となりました。 

 

③ 全国・福岡県の傾向 

 全国や福岡県では、犯罪認知件数は減少している一方、自転車盗の割合が高いことや、

特殊詐欺の増加など、全国、福岡県とも同様の傾向を示しています。 

本市でも同様の傾向が見られることから、全国や県での流行や兆しなどの情報をいち

早く取り入れ、予防や対策を講じる必要があります。 
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（７）犯罪における弱者（子ども・高齢者・女性）の現状 

① 子どもが巻き込まれる犯罪 

 

図７－１．不審者速報件数の推移（大野城市） 

市内で下校中の児童に対する声かけや、つきまとい、その他不審者の目撃情報が多く

寄せられています。市ではこのような前兆事案が発生した場合は、関係機関に情報を迅

速に発信しています。また、平成２４年度から、教育委員会と学校関係者、警察、道路

管理者などの関係機関が協力して、合同で通学路の危険箇所の安全点検を実施していま

す。 

以上の取り組みが功を奏し、重大な事件に繋がるこのような前兆事案は減少していま

す。 

しかし、平成３０年５月に新潟で下校途中の小学２年の女児が殺害される残忍な事件

が発生したことからも、今後はさらなる注意が必要です。 

このような犯罪を防ぐためにも、関係機関との情報共有や連携した取り組みが必要で

す。 
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② 高齢者が巻き込まれる犯罪 

 

図７－２．平成２９年ニセ電話詐欺被害者の男女別割合（福岡県） 

 

 

図７－３．平成２９年ニセ電話詐欺年代別の被害者割合（福岡県） 

 

159件 3億1,025万円 

438件 8億3,238万円 
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図７－４．ひったくり認知件数の推移（福岡県） 

 

図７－５．平成２９年ひったくり被害者の年齢別割合（福岡県） 
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図７－６．平成２９年ひったくり発生時間帯別割合（福岡県） 

高齢者は特殊詐欺の中でもニセ電話詐欺の被害に遭いやすく、特に単身世帯の高齢者

は身近に相談する相手がいないことや、判断力の衰え、情報量の不足などにより被害の

標的となります。 

また、被害の発見が遅れて事態が深刻化するケースも珍しくありません。被害者の内、

６０歳以上の高齢者が全体に占める割合は７０％近くもあり、女性の占める割合は７

３％となります。 

その他に高齢者は、ひったくりの被害にも遭いやすく、６０歳以上が４０％近くを占

めています（図７－５）。そして、被害に遭う時間帯は２０～２４時に多く発生してい

ます（図７－６）。 

このような被害を防ぐためにも、高齢者を地域全体で見守ることや、最新の手口に対

しての注意・啓発を引き続き行うことと、自己の防犯対策としてバッグなどは車道と反

対側に持つ、周囲を警戒するといった意識を持つことが大切です。 
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③ 女性が巻き込まれる犯罪 

 

図７－７．平成２９年性犯罪被害者年代別割合（福岡県） 

 

 

図７－８．平成２９年性犯罪発生場所（福岡県） 
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図７－９．平成２９年性犯罪発生時間帯（福岡県） 

 

図７－１０．平成２９年ひったくり被害者の男女別割合（福岡県） 

性犯罪は女性が標的となることが多く、平成２９年における福岡県内の性犯罪被害者

は、年代では１０歳代～２０歳代の被害が全体の７４％を占めています（図７－７）。

被害場所は道路上が多く、時間帯は０時～２時にかけて多く発生しています（図７－８、

図７－９）。 

また、女性はひったくりの標的にもなりやすく、被害全体に占める女性の割合は６

７％を占めています（図７－１０）。 

手口としては、徒歩での帰宅途中に、背後から近づいた自転車やミニバイクにバッグ

をひったくられるなどの事例があります。 

こういった被害から身を守るためにも、防犯ブザーの常時携帯、帰宅途中は常に周囲

を警戒するなど、自己の防犯意識を高めることが必要です。 
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２．市民アンケート結果 

 平成３０年度に実施した第１１回「まちの姿アンケート」内の、「生活環境の安全・安心

（防犯）」の市民意識・満足度調査結果は以下のとおりとなっています。 

 

※指標はめざすまちの姿の達成値であり、上限は「５」、下限が「１」、中間値が「３」 

 

一斉街頭パトロールなど住民主体の取り組みにより、平成２７年度には実績値３．３１

を達成しましたが、平成２８年度に下降、その後は今回の結果まで、微増となっています。 

 また、平成２９年度に実施した「第６次計画策定のための市民満足度アンケート調査報

告書」中の「生活安全分野」は以下のとおりとなっています。 

 

生活安全

満足度 重要度 認知度 優先度

防災・防犯機関との連携 3.25 4.34 80.7% 20.0%

空き家対策 2.83 4.13 68.1% 7.4%

防犯意識向上の啓発 3.07 4.07 80.8% 4.5%

警察と連携した総合的な防犯対策 2.96 4.37 78.5% 23.6%
 

  ※満足度、重要度の上限は「５」、下限が「１」、中間値が「３」 

  ※認知度、優先度（単数回答）は回答総数に占める割合 

（認知度：複数回答、優先度：単数回答） 

 

空き家対策の満足度が低い結果となっています。また、優先度は項目による差が大きく、

防災・防犯機関との連携、警察と連携した総合的な防犯対策が高く、重要度も高い結果とな

っています。 

今後満足度が低く、重要度、優先度が高いものを重点的に取り組む必要があります。 
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３．防犯に関する課題 

  犯罪の発生状況と傾向、市民アンケート結果などから以下の課題が挙げられます。 

（１）第２次プランからの課題 

① 特殊詐欺の増加 

   特殊詐欺については、第２次プランにおいても数値目標として設定しておりまし

たが、未達成となっています。未達成の原因として、手口の巧妙化が挙げられます。

警察や市職員を名乗るなど、手口を頻繁に変化させ、対策の裏をかくなど、被害が後

を絶たない状況です。 

   さらなる対策として、警察と連携し、迷惑電話撃退機能付電話機の設置促進や、変

化する詐欺手口を周知するなど、迅速な情報提供が必要です。 

 

② 防犯団体との情報の共有化 

    防犯パトロールや、通学路上での見守りなど、様々な自主防犯活動に対し、地域、

学校、ＰＴＡ、シニアクラブ、少年相談員、民生・児童委員など多くの団体が参加し

ています。効果的な活動となるよう、地域安全マップの作成などの情報共有、連携を

図る仕組みが必要です。 

 

③ 防犯パトロール登録員の高齢化 

    ボランティア活動の担い手の固定化や、世代交代の停滞、また、職業の定年延長な

どから、地域で活動している防犯パトロール登録員の高齢化が深刻になっています。

自主防犯活動を次の世代に繋いでいくため、地域、学校、ＰＴＡ、シニアクラブなど

が連携する体制や、担い手の育成を推進する必要があります。 

 

④ 街頭見守りカメラの設置 

市では、平成２４年度より市内駅駐輪場や主要な交差点へ「街頭見守りカメラ」

の直接設置を行っています。性犯罪や自転車盗などをはじめとした犯罪への抑止効果

が非常に高く、警察からのカメラ映像の捜査照会も年々増加しており、事件解決への

貢献度も非常に高いと考えられます。 

今後については、警察、地域、学校と協議し、また、市民のプライバシーには十分

配慮しながら、効果的な場所への新規設置や既存分の更新を行っていく必要がありま

す。 
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⑤ 空き家、空き地対策 

   適切な管理のできていない空き家や空き地は、犯罪の温床になる可能性があるこ

とから、「あき地の環境保全に関する条例」や「空き家等対策計画」に基づき、適正

管理の助言や指導、空き家、空き地の発生予防を推進していく必要があります。 

 

（２）新しい課題 

① 犯罪における弱者の安全確保 

   特殊詐欺など高齢者を狙った犯罪、子どもへのつきまとい、女性を狙った性犯罪や

ひったくりなど、弱者を狙った犯罪は今も後を絶ちません。 

    みんなが安全安心で暮らせるまちを実現するため、特に犯罪に巻き込まれる可能性

が高い弱者に配慮した対策を、重点的に講じる必要があります。 

 

② 交番との連携 

平成２６年の春日警察署新設、今後予定されている春日原交番の移転など、警察力

配置の変更が行われています。大野城市内においても、情勢に対応した交番の配置

について、警察と協議を行い、適正な配置を要望していく必要があります。 

また、交番ごとに開催される連絡協議会などを通じ、地域、警察、市などが連携を

深めていくことが重要です。 

 

③ 西鉄の高架化、東地区の住宅化 

     西鉄連続立体交差事業の進捗、また、市内東地区における区画整理事業の完成に

より、まちの姿や人の流れが大きく変わることが予想されます。情勢の変化する地

域において、警察、地域、学校と連携・協議しながら、自主防犯活動の見直しや拡

充を図り、また、見守りカメラの設置など、情勢に対応していく必要があります。 
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④ ネット社会と少年非行 

     少年のい集（たむろ）行為など、街頭における少年非行行為は減少傾向にありま

すが、若年層へのスマートフォンの普及により、インターネットを介在した少年非

行行為や、犯罪に巻き込まれる危険が増加しています。 

インターネットのモラルや危険性を、少年に対して啓発していくとともに、保護者

に対しても啓発していく必要があります。 

 

４．第３次プランの方向性 

本市の刑法犯罪認知件数は減少傾向にあり、平成２９年中には７０２件と、１０年前の

平成２１年の１，５０９件と比較すると、半数以下に減少しています。 

しかしながら、前述の課題に挙げられているとおり、第２次プランより課題が残ってい

るもの、また、新たな課題も生まれています。 

以上のことから、一定の効果をあげている第２次プランを基本的に踏襲し、現在の情勢

に適応したプランとなるよう、施策の整理と統合を行い、特に必要な施策については重点

化を行います。 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状 
・犯罪認知件数 

・第２次プラン 

からの課題 

第３次プラン 

・新しい課題 

・重点化すべき項目 

市民 
意見 

 

・市民アンケート結果 

検証 
分析 
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 第３章  犯罪の起こりにくいまちづくりに向けた具体的取り組み 

１．取り組みに向けた目標 

（１）基本目標 

 「地域と連携した防犯のまち大野城」 

～安全安心な生活環境の実現に向けて～ 

 

（２）総合的な数値目標 

  プランの目的を達成するために、本市の「街頭犯罪認知件数」及び「特殊詐欺認知件数」

を成果目標として、第２次プランに引き続き設定します。 

  また、自主防犯活動の指標となる「防犯パトロール登録員数」を新たな成果目標として

設定します。 

 なお、数値目標については、対前年の約５％減（増）を目標とします。 

 

成果目標 

確定値 現状値 各年の数値目標 

平成29年 

（2017） 

平成30年 

（2018） 

令和元年 

（2019） 

令和2年 

（2020） 

令和3年 

（2021） 

令和4年 

（2022） 

令和5年 

（2023） 

街頭犯罪 

認知件数 

（大野城市）※ 

267件 208件 198件 189件 180件 171件 163件 

特殊詐欺 

認知件数 

（春日署管内） 

18件  13件 12件 11件 10件 9件  8件 

防犯 

パトロール 

登録員数 

720人 802人 842人 884人 928人 974人 1,022人 

※対象となる犯罪はＰ３に記載 

新プランでは、４つのテーマを柱とし、テーマを実現するために１０の実行プランを掲

げ、各施策を展開していきます。 

 本章では、第２次プランで掲げた事業についての検証を行い、その成果及び課題を明確

にした上で、改めて今後５年間の第３次プランでの具体的取り組みとして、２６施策を策

定しました。 
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２．プランを構成する４テーマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマⅠ 防犯意識の高揚（自助） 

防犯の基本は、市民一人ひとりが「自分の安全は自分で守る」という意識を持つことで

す。 

テーマⅠでは、市民の防犯意識を高め、自主的に行動できるような対策として３つの実

行プランを掲げ、６施策を展開します。 

 

テーマⅡ 地域防犯力の向上（共助） 

犯罪者が嫌うのが地域の結束力です。地域が一体となって防犯に取り組むことで防犯の

効果はより強固なものとなります。 

テーマⅡでは、地域の連帯感を高め、地域防犯活動に積極的に取り組んでもらえるよう

な対策として２つの実行プランを掲げ、５施策を展開します。 

テーマⅢ 犯罪における弱者の安全確保（共助）（公助） 

犯罪に巻き込まれる可能性が高い子どもを守るためには、地域、学校、市及び警察が連

携して見守っていく必要があります。併せて犯罪から自分の身を守ることも重要です。 

また、女性に対する性犯罪やひったくりなどの犯罪、高齢者に対する特殊詐欺を防止す

るための対策も必要になります。 

テーマⅢでは、犯罪における弱者を守る防犯対策として３つの実行プランを掲げ、７施

策を展開します。 

テーマⅣ 安全安心な環境づくり（公助） 

犯罪が起こりにくいまちづくりのためには、ソフト面からの防犯対策の強化に加え、犯

罪発生抑止に配慮した環境設計を行うなど、ハード面からの環境整備にも取り組む必要が

あります。 

テーマⅣでは、市の総合的な防犯対策として２つの実行プランを掲げ、８施策を展開し

ます。 
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３．実行プラン 

（１）第３次プランにおける施策体系 

テ
ー

マ
Ⅰ
　
防
犯
意
識
の
高
揚

実行プラン１
区（公民館）・コミュニティセンター
が市民への情報発信基地としての
機能を発揮するためのプラン

施策（１）　　関係機関と連携した防犯情報の発信

施策（２）　　緊急性の高い案件の迅速な情報提供

実行プラン２
市民一人ひとりの防犯意識を高
めるためのプラン

施策（３）　　「防災メールまもるくん」などの普及啓発

施策（４）　　出前講座の実施

施策（５）　　啓発活動などの実施

実行プラン３
市民一人ひとりが防犯活動を自
主的に行うためのプラン

施策（６）　　自主防犯パトロール参加者の拡大

テ
ー

マ
Ⅱ
　
地
域
防
犯
力
の
向
上

実行プラン４
地域団体（区・ＰＴＡ・シニアクラブ
など）による防犯活動を推進する
ためのプラン

施策（７）　　区単位の自主防犯団体の設立及び活動支援

施策（８）　　事業所における地域防犯活動の推進

施策（９）　　防犯リーダーの育成・支援

防
犯
対
策
推
進
プ
ラ
ン

実行プラン５
コミュニティを単位とした広域的
な防犯活動を行うためのプラン

施策（１０）　青パトを活用したコミュニティ単位でのパトロール活動の支援

施策（１１）　毎月第２、４金曜日の一斉街頭活動の実施

テ
ー

マ
Ⅲ
　
犯
罪
に
お
け
る
弱
者
の
安
全
確
保

実行プラン６
子どもに対する安全確保プラン

施策（１２）　通学路における安全確保（重点）

施策（１３）　ふれあい教室（１１０番教室）の実施（新規）

施策（１４）　インターネットモラルの啓発（新規）

施策（１５）　保育所や学校施設内の安全確保及び危機管理の実施

実行プラン７
高齢者に対する安全確保プラン

施策（１６）　特殊詐欺に対する啓発（新規）（重点）

施策（１７）　独居高齢者や高齢者世帯を対象とした見守り活動の実施

テ
ー

マ
Ⅳ
　
安
全
安
心
な
環
境
づ
く
り

実行プラン９
地域・警察・市などが連携・協力
するためのプラン

施策（１９）　交番との連携（新規）（重点）

施策（２０）　防犯専門官（警察ＯＢ）を中心とした防犯対策の推進

施策（２１）　暴力団排除活動の推進

施策（２２）　空き家・空き地対策の実施　（重点）

実行プラン１０
公共施設などの安全を確保する
ためのプラン

施策（２３）　街頭見守りカメラの設置（新規）（重点）

施策（２４）　防犯灯の設置（新規）

施策（２５）　公共施設における防犯対策の実施

施策（２６）　公共空間（道路・駐輪場・公園）における防犯対策の実施

実行プラン８
女性に対する安全確保プラン

施策（１８）　性犯罪、ひったくりの防止（新規）（重点）
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（2）テーマⅠ 

防犯意識の高揚 

大野城市安全安心 
まちづくり推進大会 

出前講座 
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● 実行プラン１ 

区（公民館）・コミュニティセンターが市民への情報発信基地としての機能を

発揮するためのプラン 

プランを実行するために次の２つの施策を展開します。 

施策(１) 関係機関と連携した防犯情報の発信 

内容 

地域の犯罪発生状況に応じた防犯対策を知らせ、防犯意識を高めるため関係機関よ

り提供される様々な情報を集約し、定期的に発信します 

 

○区（公民館）・コミュニティセンターへ 

・市発行の「防犯交通情報」（毎月） 

・警察発行の「安全安心まちづくり情報」（校区別情報）（毎月配布） 

・防犯協会発行の「防犯ふくおか」（毎月配布）（隣組数分） 

・筑紫地区安全安心まちづくり推進協議会（＊）発行の「安全安心まちづくり通信」

（３ヶ月ごと配布）（隣組数分） 

○公民館・コミュニティセンターから住民、利用者へ 

・防犯情報などの掲示板 

・公民館・コミュニティ通信などによる情報発信 

・回覧板などによる情報提供 

 

 
 

施策(２) 緊急性の高い案件の迅速な情報提供 

内容 

警察、学校及び地域からの不審者・事件情報を集約し、緊急性が高い情報は、各区

（公民館）、各コミュニティセンターへ迅速に発信します。 

 

・ＦＡＸ配信 

・防災メールまもるくん（＊）登録者へメール配信 

・青色パトロールカー（＊）（以下「青パト」という。）による音声による周知、啓発 
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● 実行プラン２ 

市民一人ひとりの防犯意識を高めるためのプラン 

プランを実行するために次の３つの施策を展開します。 

施策(３) 「防災メールまもるくん」などの普及啓発 

内容 

メールにて、地域の身近なところで発生した事件、事故及び不審者などに関する

情報を、いち早く登録者に知らせることで注意を喚起し、被害防止を図ります。 

 

・「防災メールまもるくん」登録者数の拡大 

※登録者７，１８１人（平成３１年３月１日現在） 

・「ふっけい安心メール（＊）」登録者の拡大 

 

施策(４) 出前講座の実施 

内容 

地域における防犯意識の高揚のため、自衛に対する意識改革を目的とした出前講

座を積極的に開催します。 

 

・防犯（消費者）に関する出前講座の開催 

・悪質商法に関する出前講座での特殊詐欺防止啓発 

・団体などに対し、講座活用を依頼 

・内容の充実化（タイムリーな内容、要望対応） 

 

施策(５) 啓発活動などの実施 

内容 

関係団体と連携し、街頭啓発活動を定期的に実施します。また、市民参加の大会

を開催し、防犯に対する意識の高揚、功労団体などへ表彰を行います。 

 

・偶数月の年金支給日における振り込め詐欺防止啓発活動 

・多発している犯罪は、集客の多い場所にて、重点的に街頭啓発活動を実施 

・各区（公民館）、各コミュニティセンターにおける青パト巡回時の音声による広報

啓発 

・平成２１年度より開催している安全安心まちづくり推進大会開催の継続 

（講演、功労団体（個人）表彰、寸劇など） 

・ニセ電話、悪質商法撲滅キャンペーンの実施 
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● 実行プラン３ 

市民一人ひとりが防犯活動を自主的に行うためのプラン 

プランを実行するために次の施策を展開します。 

施策(６) 自主防犯パトロール参加者の拡大 

内容 

自主防犯活動の担い手が固定化しないよう、また、活動を次の世代に繋いでいくた

め、参加者の拡大、担い手の育成を行います。 

 

○「大野城市防犯パトロール登録員」の拡大 

・登録数増加に向けたＰＲ 

・帽子、腕章を無償で貸与するなどの活動支援を実施 

・円滑な世代交代となるよう、担い手の育成 

○「ついで隊（＊）」への登録者の拡大 

・登録数増加に向けたＰＲ 

※登録者１，７３８人 （平成３１年１月１日現在） 
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（３）テーマⅡ 

地域防犯力の向上 

 

 

 

 

 

 

 

パトロール出発式 

夜間パトロールの様子 
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● 実行プラン４ 

地域団体（区・ＰＴＡ・シニアクラブなど）による防犯活動を推進するため

のプラン 

 プランを実行するために次の３つの施策を展開します。 

施策(７) 区単位の自主防犯団体の設立及び活動支援 

内容 

自主防犯団体の設立及び活動支援を行います。 

 

・区を単位とした自主防犯団体の設立及び活動支援 

・隣組長・子ども会・シニアクラブなどの横断的交流の促進 

・安全安心マップの作成など、団体間の情報共有の促進 

 

施策(８) 事業所における地域防犯活動の推進 

内容 

安全安心まちづくり推進事業所の登録拡大を通じ、事業所における地域防犯活動を

推進します。 

 

・事業所における地域防犯活動を促進 

・市内における地域防犯活動の強化 

・推進事業所の表彰 

 

施策(９) 防犯リーダーの育成・支援 

内容 

警察などから委嘱を受けている防犯指導員が行う、地域防犯活動を支援します。 

また、地域防犯活動のけん引者となる防犯リーダーの育成に努めます。 

 

○防犯指導員 

・活動資機材の支援 

・指導員と連携した街頭啓発活動実施 

・定期的な意見交換機会の設定 

○地域の防犯リーダー 

・新たなリーダーの育成促進 

・防犯ボランティアリーダー研修会の参加あっせん 
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● 実行プラン５ 

コミュニティを単位とした広域的な防犯活動を行うためのプラン 

プランを実行するために次の２つの施策を展開します。 

施策(１０) 青パトを活用したコミュニティ単位でのパトロール 

活動の支援 

内容 

各区（公民館）や各コミュニティセンターに配置された青パトを活用し、広域的

で効果的なパトロール活動を推進します。 

 

・広域的なパトロール活動が行える体制づくり 

・青パト巡回時の音声による広報啓発 

・緊急、重大案件発生時の青パト音声による注意喚起 

・子どもの下校時を中心に、パトロールを毎日実施 

 

施策(１１) 毎月第２、４金曜日の一斉街頭活動の実施 

内容 

筑紫地区安全安心まちづくり推進協議会が実施している「安全・安心まちづくり

第２、４金曜日一斉街頭活動の日」に、地域・市・警察・消防などが連携・協力し

て各種防犯活動を実施します。 

 

・区・コミュニティ単位での夜間パトロール 

・地域、交通安全指導員などによる登下校時の見守り 

・消防本部（署）、消防団などによる夜間パトロール 
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（４）テーマⅢ 

犯罪における 

弱者の安全確保 

 

 

 

 

 

啓発物（防犯ブザー） 

街頭啓発活動 
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● 実行プラン６ 

子どもに対する安全確保プラン 

プランを実行するために次の４つの施策を展開します。 

施策(１２) 通学路における安全確保（重点） 

内容 

小学校の通学路における安全確保対策を行います。 

 

・各区（公民館）、各コミュニティセンター配置の青パトを活用し、子どもの下校

時を中心にパトロールを毎日実施 

・シニアクラブ・ＰＴＡが中心となった見守り 

・交通安全指導員による道路横断時などの安全確保 

・交通安全プログラム、登下校防犯プランに基づき、学校・地域・警察・道路管理

者・市・ＰＴＡなどと合同で安全点検実施 

・学校と連携し、新規の「子ども１１０番の家」の設置を促進 

 

施策(１３) ふれあい教室（１１０番教室）の実施（新規） 

内容 

警察と連携し小学校において、ふれあい教室（１１０番教室）を実施します。 

 

・児童の規範意識の高揚 

・児童の防犯意識を高める 

・警察活動への理解促進 

 

施策(１４) インターネットモラルの啓発（新規） 

内容 

少年・保護者に対してインターネットモラルに関する啓発を行います。 

 

・啓発チラシなどの配布 

・「インターネットマナー標語」の募集事業を実施 

・保護者向け啓発講演会などの実施 
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施策(１５)  保育所や学校施設内の安全確保及び危機管理の実施 

内容 

 

児童・生徒などの安全を確保するため、危機管理体制の整備を行います。 
 

・職員の危機管理に対する意識の向上 

・危機管理マニュアルの整備 

・対応訓練の実施 

保育所（市立） 小・中学校 

 
○全保育所 

・危機管理マニュアル整備 

・訓練を実施 

・防犯カメラ設置 

・さすまた設置 

 
○全校 

・危機管理マニュアル整備 

・防犯教室などの訓練実施 

・防犯カメラ設置 

・さすまた設置 

 

ふれあい教室（大野小学校） 
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● 実行プラン７ 

高齢者に対する安全確保プラン 

プランを実行するために次の２つの施策を展開します。 

施策(１６) 特殊詐欺に対する啓発（新規）（重点） 

内容 

手口が巧妙化し、多発する特殊詐欺に対し、迅速な情報提供などを行い、注意を

促します。 

 

・偶数月の年金支給日に行うニセ電話詐欺防止街頭啓発キャンペーン 

・出前講座での注意喚起 

・警察・防犯協会と連携した詐欺手口の迅速な情報提供 

・迷惑電話撃退機能付電話機などの紹介、あっせんなどを実施 

・被害の多い高齢女性への対策 

 

施策(１７) 独居高齢者や高齢者世帯を対象とした 

見守り活動の実施 

内容 

高齢者が犯罪に遭わないような地域社会づくりを目指します。 

 

・地域や民生・児童委員などと協力 

・民生・児童委員による高齢者訪問時の「見守り新鮮情報（＊）」などの情報提供 

・ニセ電話詐欺などの警察情報の提供 

・警察相談窓口の周知 

・消費生活センター相談窓口の周知 
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● 実行プラン８ 

女性に対する安全確保プラン 

プランを実行するために次の施策を展開します。 

施策(１８)  性犯罪、ひったくりの防止（新規）（重点） 

内容 

女性に対する卑劣な犯罪を撲滅するため、啓発とハード面での対策を実施しま

す。 

 

・啓発チラシの配布 

・研修会の実施 

・防犯ブザー活用啓発（配布） 

・スマートフォン用アプリ「みまもっち（下記参照）」の活用 

・街頭見守りカメラ、防犯灯の設置 

・警察、自主防犯団体と連携した夜間パトロール 

※「みまもっち」とは 
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（５）テーマⅣ 

安全安心な環境づくり 

 

 
街頭見守りカメラ 
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● 実行プラン９ 

地域・警察・市などが連携・協力するためのプラン 

プランを実行するために次の４つの施策を展開します。 

施策(１９)  交番との連携（新規）（重点） 

内容 

治安情勢に対応した交番の配置について、警察と協議し、要望を行います。また、

交番連絡協議会などを通じ、地域、警察、市など組織間の連携を深めます。 

 

○交番の適正配置 

・情勢に対応した交番の配置を、警察と協議し、要望を行う 

○交番連絡協議会の活用 

・警察よりの犯罪情勢の報告、注意喚起 

・構成委員（地域、警察、市）による意見交換の実施 

 

施策(２０) 防犯専門官（警察ＯＢ）を中心とした防犯対策の推進 

内容 

防犯に関する専門的知識を持った防犯専門官（警察ＯＢ）を安全安心課に配置し

ます。 

 

・地域などの防犯相談やアドバイスを実施 

・出前講座などを実施 

 

施策(２１) 暴力団排除活動の推進 

内容 

「大野城市暴力団排除条例」に基づき、市が中心となり、地域と一体となった暴

力団排除活動を推進します。 

 

・地域や警察と市など情報共有、連携を実施 

・「暴力団排除措置を講ずるための連携に関する協定」により、市の事務及び事業

からの暴力団排除を実施 
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施策(２２) 空き家・空き地対策の実施（重点） 

内容 

「あき地の環境保全に関する条例」や「空き家等対策計画」に基づき、空き家、

空き地の発生を予防し、適切な管理を推進、啓発します。 

 

・空き家、空き地の実態把握 

・適正管理の助言、指導 

・適切な管理ができていない空き家、空き地の発生予防 

・犯罪抑止の観点から、地域、警察と連携した空き家対策 

白木原交番 
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● 実行プラン１０ 

公共施設などの安全を確保するためのプラン 

プランを実行するために次の４つの施策を展開します。 

施策(２３) 街頭見守りカメラの設置（新規）（重点） 

内容 

市内駅駐輪場や主要な交差点へ性犯罪や不審者対策、自転車盗難などに効果的な

「街頭見守りカメラ」の直接設置を推進します。 

 

・犯罪抑止効果が非常に高く、警察からの捜査事項照会も年々増加しており、事件

解決への貢献度も非常に高い 

・今後も警察、地域、学校との協議による効果的な場所への新設 

・街並みの変化に対応した既存カメラの更新、整備 

 

施策(２４) 防犯灯の設置（新規） 

内容 

犯罪抑止不審者発生の予防の観点から、夜間の暗がりを減らし、見通しを確保す

ることで、犯罪の起こりにくい環境を作ります。 

 

・警察、地域、学校との協議による効果的な場所への新設 

・街並みの変化に対応した既存防犯灯の更新 

・公園や公共施設の照明との連携 

・一戸一灯ホット運動との連携 
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施策(２５) 公共施設における防犯対策の実施 

内容 

施設利用者などの安全確保をするため、危機管理体制の整備を行います。 

 

・防犯対策マニュアルなどを作成 

・防災訓練と同様に、常に防犯対策マニュアルに基づいた訓練の実施 

・防犯カメラ設置など犯罪を起こしにくい防犯環境を整備 

市役所 公民館・コミュニティセンター まどかぴあ 

 

○警備体制 

・２４時間有人警備 

○防犯カメラ 

・平成２５年度中より 

設置 

・大野城市庁舎等防犯カ

メラの設置及び運用に

関する要領に基づき運

用 

○さすまた 

・警備員室、窓口担当課な

どに配備 

 

○警備体制 

・機械警備 

○防犯カメラ 

・補助などを活用した防犯

カメラの設置増進 

・感知式サーチライトの設

置 

○さすまた 

・全箇所に設置 

 

○警備体制 

・２４時間有人警備 

・機械警備併用 

○防犯カメラ 

・主要出入口などで稼動 

○さすまた 

・管理課に配備 
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施策(２６)  公共空間（道路・駐輪場・公園）における防犯対策の実施 

内容 

公共空間（道路・駐輪場・公園）において犯罪を起こしにくい環境を整備します。 

 

・福岡県安全・安心まちづくり条例の防犯環境指針(※)に基づく、総合的な防犯環

境整備 

・夜間の暗がりをなくすための防犯灯の設置 

・ひったくりなどを防止するため、ガードレールなどの防護柵の設置 

・適切な植栽の剪定 

道路 駐輪場 公園 

 

○照明設備、歩車道の分

離、植栽、歩道柵などの

工作物 

・「福岡県安全・安心まち

づくり条例に基づく防

犯環境指針」を参考に設

置 

・通学路の安全点検時に判

明した危険箇所に対策

を実施 

○街頭見守りカメラ 

・主要交差点９箇所に設置

済み 

 

○街頭見守りカメラ 

・鉄道駅の屋外駐輪場全箇

所に設置済み 

 

 

○照明設備 

・「福岡県安全・安心まち

づくり条例に基づく防

犯環境指針」を参考に

設置 

○植栽 

・見通し確保のため、樹

木の剪定や配置に配慮 

・適切な剪定を実施 

・通学路の安全点検時に

判明した箇所に対策を

実施 

○トイレ 

・照明灯・見通しに配慮 

・回転灯の設置 
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 施設（住宅、学校、道路、商業施設など）における犯罪を防止するため、施設の設置者、管理者は

法令による制限、犯罪発生の状況、建築計画上の制約などを考慮し、次の４つの基本原則に基づき防

犯の向上に配慮して施設の計画、設計、整備を行うものとします。 

 

 ①監視性の確保 

多くの人の目（視線）を自然な形で確保することにより、犯罪を行おうとするものが近づきにくい環

境を確保する（見通しのよい環境、防犯カメラ設置など）。 

 

 ②防犯意識の向上 

  施設の設置者、利用者が、コミュニティの形成、周辺環境の管理・整備により、周辺においても犯罪

の起きにくい環境を確保する（街並みを美しく保つなど）。 

 

 ③接近の制御 

  進入経路を制御することにより、犯罪を起こそうとするものが、被害対象者（物）に近づきにくくする

（塀、門扉の設置など）。 

 

 ④被害対象の強化・回避 

  破壊できない、又は破壊時間を要する窓の設置など、対象物を強化し、被害対象になりにくいように

する（高性能の鍵、窓の設置など）。 

 

 

 

※防犯環境指針とは 
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 第４章  推進体制 

１．全市的な推進体制 

全市的な推進体制として、犯罪や暴力などのない安全安心のまちの実現に寄与すること

を目的として設置された「大野城市安全まちづくり推進協議会」において、市民や関係団

体をはじめ事業所、関係機関、市が連携・協力して諸活動に取り組み、地域安全を推進し

ます。 

 

２．地域における推進体制 

 地域における推進体制として、「自分のことは自分で守る（自助）」、「地域の安全は地域

で守る（共助）」という考えのもと、地域での防犯活動をさらに効果的なものとするため、

防犯指導員、自主防犯団体などをはじめ、市、警察、消防、学校、事業者、関係機関、関

係団体が連携して活動を推進します。 

 

３．庁内における推進体制 

 庁内の推進体制として、本プランに基づく施策の進捗管理を実施していきます。 

 また、緊急事案発生時及び地域からの防犯に関する要望に対しては、速やかに庁内関係

課と協議を行い、併せて、交番連絡協議会や筑紫地区安全安心まちづくり推進協議会を通

じ警察とも協議を行います。 

自 助

共 助 公 助

市民

地域・自主防犯組織 市・県・警察・消防

地域と連携した防犯のまち大野
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【資料１】用語解説 

※この用語解説は、本プランにおける用語の定義であって、一般的に使用されているものと

必ずしも一致するものではありません。 
 

用語 解説 

街頭犯罪 

身のまわりで発生しやすい犯罪の総称。このプランにおいては「侵

入盗、自動車盗、オートバイ盗、自転車盗、車上ねらい、部品ねらい、

ひったくり、性犯罪」を対象としている。 

特殊詐欺 

不特定の者に対し、電話その他の通信手段を用いて現金等を騙し取

る詐欺のことで、ニセ電話詐欺やオレオレ詐欺、金融商品等取引名目

の詐欺、ギャンブル必勝情報提供名目の詐欺、異性との交際あっせん

名目の詐欺等を総称したもの。 

刑法犯 

刑法、及び暴力行為等処罰法・爆発物取締罰則・組織犯罪処罰法な

どの法律に規定される、殺人・強盗・放火・強姦（強制性交など）・

暴行・傷害・窃盗・詐欺などの犯罪 

大野城市防犯 

パトロール登録員 

市が実施している防犯パトロール制度。 

（資料２、6を参照） 

街頭見守りカメラ 
市が市庁舎等以外に設置する防犯カメラ。駅に隣接する市営駐輪場

や、主要交差点に設置している。 

刑法犯少年 

刑法に規定する罪を犯し、又は触れる行為をした犯罪少年(罪を犯

した１４歳以上２０歳未満の少年)、触法少年(刑罰法令に触れる行為

をした１４歳未満の少年)をいう。 

筑紫地区安全安心ま

ちづくり推進協議会 

平成１９年１１月に安全で安心な筑紫地区の実現のため、筑紫地区

内のボランティア団体、自治体、警察及び消防などの関係機関により

発足した協議会。防犯、少年非行防止、交通事故防止及び防火などを

促進するための活動を実施している。 

防災メールまもるくん 
福岡県の災害時の情報などをメールで配信するシステム。このシス

テムを利用し、地域の安全に関する情報を配信している。 

青色パトロールカー 
自主防犯パトロールに使用される車両の通称。正式名称は「青色回

転灯装備車」。 

ふっけい安心メール 
福岡県警から、県内で発生した事件情報や防犯情報などをメールで

配信するシステム 

ついで隊 
買い物や散歩の「ついで」に、腕章をつけて防犯パトロールに参加

する制度。（資料２を参照） 

見守り新鮮情報 
独立行政法人国民生活センターが作成している、高齢者をねらった

悪質商法や、各種詐欺などについて注意喚起するチラシ。 
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【資料２】「大野城市防犯パトロール登録員」と「ついで隊」の違いについて 
 

 
大野城市防犯パトロール登録員 ついで隊 

実施主体 大野城市 春日・大野城・那珂川防犯協会、 

筑紫野・太宰府防犯協会 

対象者 市内にて防犯活動を実施している人 16 歳以上の大野城市・春日市・筑

紫野市・太宰府市・那珂川市に居住

又は勤務している人 

目的 防犯意識の高揚、地域防犯活動の促進 

活動内容 青パトによるパトロール、子どもの見守

り活動など 

買い物や散歩などの「ついで」に、

腕章の着用 

登録費用 無料 ２００円 

※平成２６年度より、腕章１００枚

／年を上限に市が負担 

配布物 登録証（市長からの委嘱を証明するも

の）、帽子、腕章 

 

 

 

 

腕章 

更新 ３年に１度講習受講（努力規定） 不要 

保険 コミュニティ保険の適用あり なし 
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【資料３】防犯対策推進プラン改訂検討委員会について   

（１）検討委員会の経緯 
   

 本プランの第３次の改訂にあたり、大野城市防犯対策推進プラン改訂検討委員会を設置し、

地域の代表者や専門的知識を有する方々から意見をいただき、新たな防犯対策推進プランの求

められる取り組みなどについて検討を行いました。 

・平成３０年１１月１９日（月） 第１回検討委員会 …検討委員委嘱式、 

改訂方針説明 

・平成３０年１２月２５日（火） 第２回検討委員会 …改訂案協議 

・平成３１年 ２月２２日（金） 第３回検討委員会 …改訂案協議 

（２）検討委員名簿 
   

役職 氏名 備考 
 

南地区コミュニティ運営協議会会長 竹村 勝重   
 

中央地区コミュニティ運営協議会会長 藤田 實 副委員長 
 

東地区コミュニティ運営協議会会長 小野原 正人   
 

北地区コミュニティ運営協議会会長 岩瀬 利春   
 

春日・大野城・那珂川防犯指導員連絡会 

大野城支部会 支部長 
眞﨑 静雄 委員長 

 

春日・大野城・那珂川防犯指導員連絡会 

大野城支部会 副支部長 
川﨑 和德   

 

春日・大野城・那珂川防犯指導員 冨田 勝彦   
 

春日・大野城・那珂川防犯指導員 井上 善久   
 

春日警察署生活安全課係長 岩永 健佑   
 

大野城市教育委員会統括指導主事 藤田 天平   
 

大野城市防犯専門官 武末 利光   
 

事務局 
 

安全安心課長 光野 直隆   
 

安全安心課担当係長 田中 宏昌   
 

安全安心課担当 隅川 幸久   
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【資料４】○大野城市安全安心まちづくり条例（平成 22年 3月 29日条例第 11号） 

 

○大野城市安全安心まちづくり条例 

（目的） 

第１条 この条例は、災害、犯罪、事故、その他市民生活に悪影響を及ぼすような不安、脅威、危険等

（以下「災害等」という。）を未然に防止し、市民（市内に居住、通勤、通学する者をいう。）及び

事業者（以下「市民等」と総称する。）が生命、身体又は財産に対し危害を受けることなく、安全に

安心して暮らすことができるまちづくり（以下「安全安心まちづくり」という。）に関して、基本理

念を定め、市及び市民等の責務を明らかにすることにより、市及び市民等が一体となって、安全安心

まちづくりを総合的に推進し、今後も市民等が安心して暮らすことができる地域社会を実現すること

を目的とする。 

（基本理念） 

第２条 安全安心まちづくりは、市及び市民等がそれぞれの役割を担い、関係する団体、組織と連携を

図りながら、共働して行うものとする。 

２ 安全安心まちづくりは、自分の安全は自分で守り、その上で、地域の安全は地域で守るという連帯

意識のもと、市民等が自主的に地域の安全を守るための活動を積極的に推進するものとする。 

３ 安全安心まちづくりは、災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合に備え、市及び市民等が、

災害等から得た体験及び教訓並びに災害等に対する知識、技術等を日常生活に生かすとともに、将来

の世代に継承するものとする。 

（市の責務） 

第３条 市は、安全安心まちづくりを推進するために必要な施策を策定し、実施するものとする。 

２ 市は、前項の規定により策定する施策については、市民等の意見を充分に反映させるよう努めると

ともに、当該施策の実施に当たっては、市民等の理解と協力を得るために必要な措置を講ずるものと

する。 

３ 市は、安全安心まちづくりを推進するため、常に国、地方公共団体及びその他の公共機関と密接な

連携を図り、緊急な災害等の発生に対処できるよう努めるものとする。 

（市民等及び市内に土地、建物等を所有又は管理する者の責務） 

第４条 市民等は、安全安心まちづくりを推進するために、必要な知識及び技術の習得に努めるものと

する。 

２ 市民等は、市が実施する施策に協力するものとする。 

３ 市内に土地、建物その他工作物を所有又は管理する者は、災害等の発生及び近隣の生活環境を損な

う原因とならないよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、その従業員に安全安心まちづくりに必要な知識及び技術を習得させ、顧客等が被害

に遭わないよう努めるものとする。 

（啓発活動及び教育の実施） 

第６条 市は、市民等が安全安心まちづくりに必要な知識及び技術を自主的に習得することができるよ

う、啓発活動や教育の充実に努めるものとする。 

（人材の育成） 

第７条 市は、地域の安全安心まちづくりを推進するために必要な人材を育成するものとする。 

（要援護者に配慮した施策の実施） 

第８条 市は、災害等に備え、特に援護を必要とする高齢者、障がい者、幼児等に配慮した施策を実施

するものとする。 

（災害等の措置） 

第９条 市民等は、災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、自主的に地域の安全

を守るために活動するものとする。 
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（地域の安全安心まちづくり体制の強化） 

第10条 市民等は、各地域で行われている活動に加え、安全安心まちづくりをより広域的な活動とする

ため、４つのコミュニティ地域を単位とした自治組織を中心に、安全安心まちづくり体制を強化し、

推進するものとする。 

（暴力団の排除） 

第11条 市は、市民等が安全に生活できる社会を確保し、健全な社会経済活動及び青少年健全育成を図

るため、市民等、福岡県及び関係団体と連携、協力し、暴力団の排除に向けた積極的な措置を講ずる

ものとする。 

（委任） 

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成22年４月１日から施行する。 
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【資料５】○大野城市暴力団排除条例（平成 22年 3月 29日条例第 12号） 

 

○大野城市暴力団排除条例 

（目的） 

第１条 この条例は、福岡県暴力団排除条例（平成21年福岡県条例第59号。以下「県条例」という。）

に定めがあるもののほか、大野城市からの暴力団の排除（以下「暴力団の排除」という。）に関し、

基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等

を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって市民及び事業者の安全で安心な生活を確保し、

大野城市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。 

（用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２

号に規定する暴力団をいう。 

(２) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員

をいう。 

(３) 市民 市内に居住、通勤、通学する者をいう。 

(４) 事業者 市内において、事業又は活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。 

（基本理念） 

第３条 暴力団の排除は、市民及び事業者が、暴力団が社会に悪影響を与える存在であることを認識し

た上で、暴力団を利用しない、暴力団に金を出さない、暴力団員との交際をしないということを基本

として、暴力団を恐れずに市、市民及び事業者が相互に連携協力して推進されなければならない。 

（市の役割） 

第４条 市は、市民及び事業者の協力を得るとともに、福岡県のすべての執行機関（以下「県」という。）

その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関

する施策を総合的に推進するものとする。 

２ 市は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するも

のとする。 

（市民及び事業者の役割） 

第５条 市民は、暴力団の排除のための活動に自主的に、相互の連携協力を図って取り組むとともに、

市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

２ 事業者は、その行う事業（事業の準備を含む。以下同じ。）により暴力団を利することとならない

ようにするとともに、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。 

３ 市民及び事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市又は県その他の関

係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。 

（市の事務及び事業における措置） 

第６条 市は、公共工事その他の市の事務及び事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団

員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札等に参加させない等の必

要な措置を講ずるものとする。 

（市民及び事業者に対する支援等） 

第７条 市は、市民及び事業者が暴力団員に対する請求に係る訴訟の提起その他の暴力団の排除のため

の活動に自主的に、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、市民及び事業者に対し、必

要な情報の提供等の支援を行うものとする。 

２ 市は、市民及び事業者が暴力団の排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団の排除の

ための活動に自主的に、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、暴力団の排除の気運を

醸成するための集会を開催する等、広報及び啓発を行うものとする。 
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（青少年に対する教育等のための措置） 

第８条 市は、学校（学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する中学校をいう。）において、

その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴力団員による犯罪の被害を受けな

いようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。 

２ 青少年の育成に携わる者は、当該青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、暴

力団による犯罪の被害を受けないよう、当該青少年に対し、助言その他適切な措置を講ずるよう努め

るものとし、市は、これらの者に対し、必要な情報の提供等の支援を行うものとする。 

（暴力団の威力を利用することの禁止） 

第９条 市民は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があ

ることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。 

２ 事業者は、県条例第16条の規定を遵守し、暴力団の威力を利用してはならない。 

（利益の供与の禁止） 

第10条 市民は、暴力団の威力を利用する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して、金品

その他の財産上の利益の供与（以下「利益の供与」という。）をしてはならない。 

２ 市民は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団

員が指定した者に対して利益の供与をしてはならない。 

３ 事業者は、県条例第15条の規定を遵守し、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して利益の供与

をしてはならない。 

（委任） 

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成 22年４月１日から施行する。 
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【資料６】○大野城市防犯パトロール登録員設置要綱（平成 18年 6月 1日要綱第 28号） 

 

○大野城市防犯パトロール登録員設置要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、市内における犯罪を防止するために、大野城市防犯パトロール登録員（以下「登

録員」という。）を設置し、地域住民と市が一体となって、犯罪の防止と防犯意識の高揚を図ること

により、安全安心のまちづくりに資することを目的とする。 

一部改正〔平成30年要綱22号〕 

（推進団体の指定） 

第２条 市長は、地域の防犯活動を推進するため、次に掲げる団体を大野城市地域防犯活動推進団体（以

下「推進団体」という。）として指定する。 

(１) コミュニティ運営協議会 

(２) 区 

一部改正〔平成30年要綱22号〕 

（登録員の委嘱等） 

第３条 推進団体に属する者のうち登録員となるための申込みをするもの（以下「申込者」）は、大野

城市防犯パトロール登録員申込書（様式第１号）を推進団体を経て市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の提出があった場合は、その内容を審査し、申込者が市の防犯活動に従事することが

適当であると認めたときは、当該申込者を登録員として委嘱する。 

３ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する

暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な

関係を有する者は、登録員になることができない。 

一部改正〔平成23年要綱15号・30年22号〕 

（登録員証明書等の交付） 

第４条 市長は、登録員を委嘱したときは、大野城市防犯パトロール登録員証明書（様式第２号。以下

「証明書」という。）及び腕章、帽子その他防犯活動に必要と認められるもの（以下「腕章等」とい

う。）を交付する。 

一部改正〔平成30年要綱22号〕 

（登録員の義務） 

第５条 登録員は、活動を行うときは、証明書を携帯し、かつ、腕章を着用しなければならない。 

２ 登録員は、防犯パトロールの目的を充分に理解し、大野城市防犯パトロールカー運行要領の規定に

従い、パトロールを行わなければならない。 

３ 登録員は、防犯に関する研修会、講習会等の受講に努めなければならない。 

（登録員の解任） 

第６条 市長は、登録員が次の各号のいずれかに該当するときは解任することができる。 

(１) 登録員から退任の申し出があったとき。 

(２) 登録員として、ふさわしくないと認める行為があったとき。 

(３) 第３条第３項の規定に違反することが判明したとき。 

(４) 防犯活動をやめたとき、又は市長が指定する講習を受講しなかったとき。 

(５) その他市長が必要と認めたとき。 

２ 登録員は、前項の規定により解任されたときは、証明書及び腕章等を市長へ返却しなければならな

い。 

一部改正〔平成23年要綱15号・30年22号〕 

（報酬及び費用弁償） 

第７条 登録員の報酬及び費用弁償は支給しない。 
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（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、登録員に関して必要な事項は別に市長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成18年６月１日から施行する。 

附 則（平成23年３月31日要綱第15号） 

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年４月11日要綱第22号） 

この要綱は、平成30年５月１日から施行する。 

様式第１号 

（第３条関係） 

追加〔平成30年要綱22号〕 

様式第２号 

（第４条関係） 

追加〔平成30年要綱22号〕 
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【資料７】○大野城市街頭見守りカメラの設置及び運用に関する規程（平成 24年 6月 22日規程第 10号） 

 

○大野城市街頭見守りカメラの設置及び運用に関する規程 

（目的） 

第１条 この規程は、市が市庁舎等以外に設置する街頭見守りカメラ（以下「見守りカメラ」という。）

の取扱いについて必要な事項を定めることにより、見守りカメラの適正な設置、管理及び運用を図り、

もって市内の犯罪の発生を抑止し、安全に安心して暮らすことができるまちづくりを推進するととも

に、市民等のプライバシーを保護することを目的とする。 

一部改正〔平成29年規程１号〕 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 見守りカメラ 犯罪の予防を目的（犯罪の予防を従たる目的とする場合を含む。）として設置

するカメラ装置で、撮影及び録画装置その他必要な関連機器で構成されているものをいう。 

(２) 市民等 市内に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は市内に滞在し、若しくは通過するもの

をいう。 

(３) 画像 見守りカメラにより撮影された画像のうち、当該画像から特定の個人を識別することが

できるものをいう。 

一部改正〔平成29年規程１号〕 

（管理責任者等） 

第３条 見守りカメラの適正な設置及び維持管理を図るため、見守りカメラの管理責任者（以下「管理

責任者」という。）を置くものとし、危機管理部安全安心課長をもってこれに充てる。 

２ 管理責任者は、見守りカメラの操作を行わせるため、見守りカメラの操作取扱者（以下「操作取扱

者」という。）を置くことができる。 

３ 操作取扱者は、管理責任者が指定したものとする。 

４ 管理責任者及び操作取扱者（以下「管理者」という。）は、見守りカメラにより撮影した画像及び

当該画像を記録した媒体（以下「記録媒体」という。）から知り得た情報を、第三者に漏らしてはな

らない。その職を退いた後も同様とする。 

一部改正〔平成27年規程２号〕 

（設置） 

第４条 見守りカメラは、市内の防犯に関し必要と判断される場所に設置するものとする。 

２ 管理責任者は、見守りカメラの設置に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 設置台数は、第１条の目的を達するために必要な最小限の台数とするものとする。 

(２) 撮影範囲は、第１条の目的に照らして最も適切な範囲となるよう調整するものとする。 

３ 管理責任者は、見守りカメラの撮影対象区域の見やすい場所に、見守りカメラが設置されている旨

を明確かつ適切な方法で表示するものとする。 

一部改正〔平成29年規程１号〕 

（画像の保管及び消去） 

第５条 記録した画像の保管期間は、録画した日の翌日から14日間とする。ただし、管理責任者は、次

の各号のいずれかに該当する場合は、保管期間を延長することができる。 

(１) 法令等に基づく要請を受けたとき。 

(２) 市民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

(３) 前２号に定める場合のほか、市長が必要と認めたとき。 

２  管理者は画像及び記録媒体について、次の措置を講じなければならない。 

(１) 保存期間を延長した場合は、その理由を記録すること。 

(２) 画像を録画された状態のまま保管し、加工しないこと。 

(３) 記録媒体を施錠等により防護された場所に保管すること。 

(４) 記録媒体の画像を再生するときは、管理責任者から許可を受けた者が行うこと。 

(５) 管理責任者から許可を受けた者以外の者が、操作し、又は持ち出すことを禁止すること。 
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(６) 前各号に掲げるもののほか、画像及び記録媒体の不正使用、外部流失、改ざん、保管期間満了

前の消去並びに毀損等を防止すること。 

３ 第１項に定める期間を経過したときは、上書きする方法で前の画像の消去を確実に行うものとする。 

４ 記録媒体を破棄する場合は、管理者を含む複数人で完全に画像が消去されたことを確認のうえ、破

砕等の処理を行い、記録媒体から画像が再生できない状態にして破棄するものとする。 

一部改正〔平成29年規程１号〕 

（画像データ等の外部提供） 

第６条 管理責任者は、第５条第１項各号に掲げる場合を除き、画像及び記録媒体の情報を他に提供し

てはならない。 

２ 管理責任者は、画像の提供を行うときは、当該要請者から身分証明書等の提示を求め、確認を行う

とともに提供の必要性を検討するものとする。 

３ 前項の場合において、当該要請は文書によるものとする。 

４ 管理責任者は、画像及び記録媒体の情報を提供したときは、次に掲げる事項を記録し、保存しなけ

ればならない。 

(１) 提供年月日及び時間 

(２) 提出先の名称、所在地、代表者及び責任者 

(３) 提供した画像の内容 

(４) 提供の目的及び理由 

５ 管理責任者は、画像及び記録媒体の情報を提供するときは、最小限の範囲にとどめるとともに情報

を提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない 

(１) 画像及び記録媒体の情報を適正に管理すること。 

(２) 目的以外への利用及び第三者への提供をしないこと。 

(３) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記録媒体の

返却又は破棄を行うこと。 

（遵守事項） 

第７条 この規程に定めるもののほか、管理者は、画像及び記録媒体の取扱いについては、大野城市情

報公開条例（平成16年条例第１号）及び大野城市個人情報保護条例（平成17年条例第35号）を遵守し

なくてはならない。 

（苦情処理） 

第８条 見守りカメラの設置、運用等に関する苦情等を受けた場合、管理責任者は速やかに対応し、適

切な措置を講じるものとする。 

（補則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、見守りカメラの設置及び運用に関し、必要な事項は市長が別に

定める。 

附 則 

この規程は、平成24年６月22日から施行する。 

附 則（平成27年３月31日規程第２号） 

この規程は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年１月20日規程第１号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

 





  

 

 

 


