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安全で安心なまちづくりの基本的考え方 安全で安心なまちづくりの基本的考え方 

安全で安心な（防犯）まちづくりとは 安全で安心な（防犯）まちづくりとは 安全で安心な（防犯）まちづくりとは 
安全で安心なまちづくりとは、一口でいうと、「犯罪のおきる環境（状況）に着目し、犯罪の誘発要因を除去し

て、より安全で快適な環境づくりをめざす」取り組みです。 

安全で安心なまちづくりの特徴は、次の4点に集約されます。 

①防犯の視点を計画段階から取り入れ、効果的でバランスのとれたまちづくりを進めます。 
②安心して暮らせるコミュニティづくりを連携して進めます。 
③まちの中のありとあらゆるストックを活かし、身近で小さな取り組みを積み重ねます。 
④防災や交通安全、福祉などの他分野とも連携し、より高い「安全・安心」を目指します。 

安全で安心な（防犯）まちづくりの基本的な手法 安全で安心な（防犯）まちづくりの基本的な手法 安全で安心な（防犯）まちづくりの基本的な手法 
安全で安心なまちづくりの基本的手法は、「被害対象物（被

害対象者）」「犯罪企図者」「「地域住民（目撃者）」の三者の関

係に着目し、「被害対象物の強化・回避」「接近の制御」「自然

監視性の確保」「領域性の確保」の4つの手法を組み合わせて、

まちの防犯性を高めることです。この4つの手法は「安全で安

心なまちづくり対策の視点」と呼ばれています。（裏表紙を参照） 

安全で安心な（防犯）まちづくりの重要な3視点 安全で安心な（防犯）まちづくりの重要な3視点 安全で安心な（防犯）まちづくりの重要な3視点 

安全で安心なまちづくりには住民を主体とし、地方公共団体、学校、警

察等との連携が必要です。また、交通安全や福祉など他の分野とも連携

し総合的なまちづくりとして位置づけるべきです。 

安全で安心なまちづくりはその地域の様々な状況（犯罪発生の特性

も含む）に応じて、住民を中心に関係者が主体的にかつ柔軟に取り組む

べきものです。また、地域の身近な取り組みの積み重ねにより行うもの

で、安心して暮らせるコミュニティづくりと密接に連携して行われるもの

です。 

防犯の視点をまちづくりの計画段階から取り入れ、効果的でバランス

の取れたまちづくりを行うべきですが、安全で安心なまちづくりも直ちに

は犯罪発生の減少につながらない部分もあります。まちの体質改善には

時間がかかることを踏まえて、犯罪が増加傾向にある現在、犯罪発生件

数が危機的状況である地域はもちろん、危機的状況でない地区でも現時

点から粘り強く取り組むべきです。 

安全で安心まちづくりとは、「安

全で快適な環境づくり」（ハード）

と「安心して暮らせるコミュニティ

づくり」（ソフト）の両面から進める

ことで、「安全・安心なまち」を目指

すことです。 

●関係者の主体的な連携が必要 

●地域の特性を重視 

●長期的視点に立つ 

被害対象物の 
強化・回避 

接近の制御 

自然監視性の確保 領域性の確保 

被害対象物 
（被害対象者） 

地域住民 
（目撃者） 

犯罪企図者 

※「犯罪企図者」とは、犯罪を行おうとする者 



各市町村において「顔」ともいうべき、古くからの商業、業務など様々な機能が集約
し、人々の交流の場等となっている地域。古くからの市街地であって、コミュニティが機
能している地区も多い。しかし、定住性の低い賃貸住宅が多い場合はコミュニティの形
成が困難な面もある。鉄道駅等の交通拠点や大規模店舗等を含む場合が多く、不特定
多数の人の利用があるため、匿名性が高くなりやすい。 

自主防犯活動の進め方 
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自主防犯団体設立・活動要領 
における 中心市街地 

自主防犯団体設立・活動要領 
における 

まちの特徴－ 

中心市街地 
s t a t i o n

【目　   標】 
　地域の中には既に、自治会・町会はもとより、交通安全関係や防災関係、また商店街組合など様々
な団体が設立されています。その中で、防犯に関してどの団体が中心となって進めていくかを考え
なくてはなりません。団体間の協力・連携体制が円滑にできるような組織作りが大切です。 

【問 題  点】 
●地域の防犯に関して、既存の団体との連携がうまくできない。 
●複数の組織（立場の異なる人）が集まって防犯団体を作っているので、全体の統制がとれない。 
●自主防犯団体を設立したいが、人材が集まらない。 

【解決方法】 
●自主防犯団体を設立する際に、他団体の関係者の理解を得て、または、他団体の関係者も自主防
犯団体に参加してもらい、既存の団体の理解と連携を図るようにする。（各団体の代表者等によ
る発起人会（幹事会）等をつくる。） 

【目　   標】 
　自主防犯団体は、正しい防犯の知識を習得し、街の問題点や良い点を把握して、活動の目標を立てる
ことが大切です。また、警察や行政の担当者と連携し地域の犯罪情勢や防犯情報を得ることが必要です。 

【問 題  点】 
●防犯活動を行いたいが、具体的にどのようなことをすれば良いかわからない。 
●自分たちの街は良く知っているつもりだが、防犯の視点では街を見たことがない。 

【解決方法】 
●警察や行政の防犯担当者と連携を図り、地域の犯罪情勢や防犯情報を得る。 
●まち歩きや地域安全マップ作成などを通して、自分達の街を防犯という視点で見る。 
●それらのデータを基に課題を明確にするとともに、具体的な課題解決のための活動計画を作る。 
 

【目　   標】 
　「防犯」は「まちづくり」であることを地域住民に普及啓発（広報）し、「安全を管理している人々」
を増やすようにしましょう。地域住民に対して防犯の啓発をいっそう図り、防犯はまちづくりであり既
存の様々な団体と連携をとり、自主防犯団体も幅広い活動を行うことが大切です。 

【問 題  点】 
●防犯活動がマンネリ化して、パトロールをするのみ等になってしまう。 

【解決方法】 
●自主防犯団体も、防犯以外の、清掃や交通安全の活動等にも参加し、様々な視点から防犯を見直
し、自分たちの活動に取り入れていく。 



中心市街地の近郊に位置し、大規模開発や区画整理等により住宅や団地が造成され
た地域。地区内に低・未利用地が残されており、その周辺は照明が足りない場合がある。
また、住宅がほとんどであるので就寝時刻を過ぎると照明が不十分になりやすい。さら
に、街開きから年月が経つと、樹木が生長して照明を覆ったり、見通しを悪くしている場
合がある。中心市街地と比較すると昼間人口が少なく、昼間の人の目が少ないこととあ
いまって侵入盗などの犯罪が発生する危険が大きくなるおそれがある。コミュニティに
ついても、地区の大半が新住民であることから、活発な活動がみられないところがある。 

自主防犯活動の進め方 

【目　   標】 
　自主防犯団体のみならず、町会・自治会等も設立されていなかったり、積極的な活動が行われてい
ない場合が多いので、「防犯」は「まちづくり」であるとの認識をもち、地域のコア（核）となる組織づ
くりから始める必要があります。 

【問 題  点】 
●地域住民の交流が少なく、団体を作ることができない。 
●町会、自治会も設立されていない。 

【解決方法】 
●地域で問題になっていることを見つけ、それを解決することを一時的目標にして人を集める。 
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【目　   標】 
　自主防犯団体は、正しい防犯の知識を習得し、街の問題点や良い点を把握して、活動の目標を立て、
具体的な活動を行うことが必要です。 

【問 題  点】 
●防犯活動を行いたいが、具体的にどのようなことをすれば良いかわからない。 
●防犯活動を積極的に行う住民が少ない。 

【解決方法】 
●警察や行政の防犯担当者と連携を図り、地域の犯罪情勢や防犯情報を得た上で、まち歩きや地域
安全マップ作成などを通して、自分達の街を防犯という視点で見て具体的活動目標を定める。 

●集団でのパトロールや街歩きだけが防犯活動でないことを知ってもらい、自宅周辺のみの個人でのパ
トロールや、犬の散歩のついでのパトロールなど、個人でも無理なくできる活動もあることを伝える。 
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自主防犯団体設立・活動要領 
における 新興住宅地 

自主防犯団体設立・活動要領 
における 

まちの特徴－ 

における 新興住宅地 

【目　   標】 
　「まちづくり」の認識を深めるために、地域住民の交流を活発にすることが大切です。また、自分た
ちの街を良く知ることも大切です。さらに、警察や行政の担当者と連携し地域の犯罪情勢や防犯情
報を得ることが必要です。 

【問 題  点】 
●地域住民の交流が少なく、顔見知りが少ない。 
●自分たちの行動範囲しか街を知らない。 
●防犯は、まちぐるみであるとの認識が薄い。 

【解決方法】 
●防犯にこだわらずに、地域住民の交流を促すようなイベント等を行う。 
●まち歩きのイベント等を行い、自分たちの街を知るきっかけを作る。 
●正しい防犯情報や新しい犯罪情勢を住民に伝える。 



住宅、集落が点在する、周辺に農地や山林が広がっている地域。自治会等がしっかり
していて、昔から地域のつながりが強い地域が多い。またボランティア活動に対して深
い理解を示している人も多い。このような地域は、長年、犯罪が極めて少ないことが続
いている。その理由としては、地域のつながりが強いためであるが、住民はあまりその
ような認識をもっていないために、一見、防犯に対する意識が低いように見受けられる。
しかし「地域のつながりの強いこと＝防犯」を無意識の内にしっかり根付かせている地
域である。 

自主防犯活動の進め方 

【目　   標】 
　地域のつながりが強い地域ですが、住民は「地域のつながりの強いこと＝防犯」の認識をもってい
ないために、一見、防犯に対する意識が低いように見受けられます。しかし、いま犯罪がなくても将来
もないとは限らないという意識を持ち、自主防犯団体の設立を促す必要があります。 

【問 題  点】 
●長年犯罪がないので、自主防犯団体の設立の必要性がないと住民の多くが考えている。 

【解決方法】 
●犯罪情勢は変わってきていて、過去から現在までは犯罪がなくても将来も犯罪がないとは限らな
いという認識をもってもらう。 
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【目　   標】 
　自主防犯団体は、正しい防犯の知識を習得し、街の問題点や良い点を把握して、活動の目標を立てる
ことが大切です。また、警察や行政の担当者と連携し地域の犯罪情勢や防犯情報を得ることが必要です。 

【問 題  点】 
●いままで犯罪が少ないため、具体的にどのような防犯活動をすれば良いかわからない。 

【解決方法】 
●具体的な行動でなくてもかまわないので、まず、防犯の正しい知識をもってもらうことが必要。 
●警察や行政から地域の犯罪情勢や防犯情報を得て、住民に伝える。 

活
動
初
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【目　   標】 
　犯罪が少ないので防犯活動の効果が明確でないため、モチベーションが下がってしまうことがあり
ます。そのモチベーションをいかに維持していく工夫が必要です。また、地域の衰退にどのように立
ち向かうかを考えなくてはなりません。 
【問 題  点】 
●犯罪が少ないので、防犯活動の効果がわからない。 
●地域の衰退による人口減少や高齢化により、活動できる人が少なくなってしまう。 
【解決方法】 
●防犯活動を継続的に行うことや地域のつながりが強いために犯罪が少ないことを認識してもらう。 
●パトロール等の具体的な防犯活動が困難ならば、日常の地域や隣近所のコミュニケーションだけ
でも継続する。 
●できるだけ世代を超えたコミュニケーションを図るようにする。 
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自主防犯団体設立・活動要領 
における 農山村地 

自主防犯団体設立・活動要領 
まちの特徴－ 

における 農山村地 



～モデル地区の紹介～ 
［栃木市／第6地区安全ボランティア（片柳1丁目自治会）］ 中心市街地 中心市街地 

振興住宅地 

農山村地 農山村地 農山村地 

中心市街地 
栃木市の中心部、JR栃木駅の北東に隣接する市街地であり、5つの高等学校、
小・中・短期大学各1校が地域内に点在する文教地区。世帯数は、片柳町1丁目
で730戸を数え、地区内全体では、3,300戸を超えている、新しい世帯が増加
している地域。平成18年中の日常生活に身近な場所で発生する犯罪で、件数の
多いものは自転車盗、車上ねらい、空き巣である。 
第6地区安全ボランティアは、10自治会役員・PTA・育成会・民生委員会・長寿

会の282名の会員による「栃五小こども安全パトロール隊」を活動の中核とし、
併せて地域全体の安全安心に関する活動を行うことを目的に平成18年2月に
設立。主な活動は「無理なく・できる時に」を合言葉に、児童等の安全な登下校
等を確保するため、会員の居住地から500m以内を活動範囲とし、胸章等を着
用して立哨警戒等を実施。 
事業の実施に伴い、現状把握（まち歩き等の実施）、行政との協議と連携の強

化、課題解決のための各種活動を実践。 

［宇都宮市／みやのもり自治会］ 新興住宅地 新興住宅地 新興住宅地 
宇都宮市の中心地の南西に隣接する、県内大手デベロッパーにより開発され

た新興住宅地（ニュータウン）。世帯数は157戸で住民のほとんどが勤め人で、
子どものいる若い核家族で構成されており、全世帯が他所から集まってできた街。
地域内には、店舗、事務所、工場等が全くない住宅地。平成18年中の日常生活に
身近な場所で発生する犯罪で、件数の多いものは自転車盗、車上ねらい、空き巣
である。 
みやのもり自治会は発足3年であるが、発足2年目から「ふれあいのまちみや
のもり」をキャッチフレーズに、住民同士がふれあうコミュニティーづくり、安全・
安心なまちづくり、環境整備等、総合的なまちづくりを行ってきている。主な防犯
活動は、全住民（腕章着用）による3分パトロール、防犯役員等による児童等の安
全な登下校等を確保するための、同胸章を着用しての立哨警戒、防犯灯の新・増・
移設等を実施。 
事業の実施に伴い、昼間の人口が極端に減少する実態から個人住宅の建具・
部材等のハード面の強化、警備会社との個人住宅の警備契約を地区全体として
行うための情報提供等を実践。 

［大田原市／大久保地区防犯協力組織］ 

大田原市の北東部、那須町境に位置し、旧黒羽町の両郷地区にある農山村地域。
世帯数は42戸で兼業農家多く、ほとんどの世帯が3世代同居の家族で構成され
ており、住民同士のつながりが強い土地柄。平成18年中は、犯罪の発生がない
地域。 
大久保地区防犯協力組織は、児童の登下校時の安全を確保することを主な目
的として「振り込め詐欺」など、地域とは無関係な犯罪も増えてきていることから、
自治会役員が中心となり、平成18年2月に全世帯を構成員として組織された。
主な活動は、平成18年4月から地区内を通過する全ての児童を対象に、安全な
登下校を確保するため、日中在宅の公民館役員や老人クラブ員のメンバーが、
防犯ベストを着用し、地区内通学路の警戒を実施。 
事業の実施に伴い、住民の防犯意識高揚等のため全戸を対象とした2回の防
犯診断を実施するとともに、所轄警察署・駐在所との連携を強化し、情報提供・交
換等の協力関係を構築。 



安全で安心なまちづくりの進め方 安全で安心なまちづくりの進め方 

安全で安心な（防犯）まちづくりとは 安全で安心な（防犯）まちづくりとは 安全で安心なまちづくりは従来からの防犯活動であるし、また、通常のまちづくりであるという側面ももっており、特別

な独自性をもったものではありません。しかし、地域全体で、「顔見知りの関係」「地域への関心・理解」「地域の課題を共

有する関係」を広げ、互いに見守り、まちに目を行き届かせ、改善することで、安全で安心なまちに結びつくものです。 

安全で安心な（防犯）まちづくりの基本的な手法 安全で安心な（防犯）まちづくりの基本的な手法 

安全で安心な（防犯）まちづくりの重要な3視点 安全で安心な（防犯）まちづくりの重要な3視点 

1
2
3
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顔見知りの 
関係の広がり 

地域への 
関心と理解 

地域への夢や 
課題の共有 

人・コミュニティの育成 

まちづくり 

安全で安心なまち 

地域に根ざした 
生活文化を持つコミュニティ 

地域に根ざした魅力あるまち 

防犯活動活性化に向けた9つのポイント 



防犯性の高い 
安全で安心なまちの環境の形成 

安全で安心なまちづくり対策の視点 安全で安心なまちづくり対策の視点 安全で安心なまちづくり対策の視点 
安全で安心なまちづくり対策の視点には、直接的な手法として「対象物の強化」と「接近の

制御」、間接的な手法として「自然監視性の確保」と「領域性の確保」があり、これらを組み合
わせて実施することが重要です。 

対象物の強化 接近の制御 

自然監視性の確保 領域性の確保 

出入口や窓の錠や扉、ガラスなどを強化し、建

物への侵入を防ぐ 

専用庭の周囲を塀で囲ったり、上方への足場を

少なくするなどして侵入経路を制御する 

外部照明の改善、街路や窓からの見通しの確

保などにより、屋外に住民の目が自然と届くよう

な環境を作る 

住宅やその周辺の維持管理状況を向上させた

り住民の屋外活動交流を促して、部外者が侵入し

にくい環境をつくる 

栃木県県民生活部くらし安全安心課 
1028(623)2154

安全で安心なまちづくりホームページ 
http://www.pref.tochigi.jp/anzen/

監修 樋村恭一（大妻女子大学） 

住民による 
防犯活動 

行政や警察などによる 
防犯活動 


