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第２章 各 論 

 

第１節 犯罪防止に配慮した環境づくり 

 １ 対策の目的 

犯罪防止に配慮した環境づくりを推進することで犯罪の機会を減少させ、誰もが安心して生活で

きる空間を創出していきます。 

２ 町の取り組み                                       

町内全域の防犯上問題となる箇所を把握するとともに、道路や駐輪場、駐車場、公園、公衆トイ

レなどの公共施設において、犯罪が発生しにくい環境の整備に努めます。 

（１）防犯灯の質的充実 

①照度の向上 

 平成１８年度に防犯灯の新規設置の基準を見直し、従来市街化区域内はナトリウム灯（４０Ｗ）

を設置していましたが、１９年度以降については、より照度のあるインバータ式蛍光灯（３２

Ｗ）に切り替えていきます。なお、コスト面から見ても、初期設置費はナトリウム灯よりも若

干高くつきますが、ランニングコストは低減できるものです。  

②機能別防犯灯の導入検討 

 総論でも触れたとおり、宮代町においては、自転車盗やオートバイ盗が多いため、町営駐輪場

を始めとし、試験的に犯罪抑止効果があるといわれている青色蛍光灯（注）やセンサーライト

等の設置を検討していきます。    

③防犯灯の管理体制の強化 

 現在、紙ベースで管理している町内約２，５００灯の防犯灯を今後地図情報化、データベース

化し球切れなどの修繕を迅速に行うとともに、器具の交換など耐用年数に応じた交換ができる

システムの整備を図っていきます。 

（２）道路、地下道、駐車場及び駐輪場における安全対策 

   ①見通しの確保対策の実施 

道路、町営駐輪場等においては、周囲からの見通しの確保を図り、安全対策を向上させていき

ます。 

②照明等の適切な配置 

照明灯の適切な配置により、夜間における明るさの確保を行い、犯罪企図者の侵入防止に努め

ます。 

③地下道対策 

 地下道は薄暗く、特に夜歩くのには不安があり、特に出入り口における安全対策などが求めら

れていることから、防犯カメラや電光掲示板の設置などの対策を検討していくこととします。 

④駐輪場 

 町営駐輪場等においては、周囲からの見通しの確保を図り、安全対策を向上させていきます。

また、照明灯の適切な配置により、夜間における明るさの確保を行い、犯罪企図者の侵入防止

に努めます。さらに防犯カメラや電光掲示板の設置などの対策を検討していくこととします。 

 

（注）青色は波長が短く遠くまで光が届き広範囲を照明し易いこと（ブルキニ現象）に加え、青色は晴天や海の色なの

で、人は青色を見ると生理的に心が和み鎮静化（血圧の低下・脈拍の低下・癒しのホルモンといわれるセロトニ

ンの増加など）の効果があります。県内では、川越市が駐輪場に設置しています。 
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（３）公園、公衆トイレ等における安全対策 

    植栽の適正な配置や剪定等による周囲からの見通しの確保、夜間における照明灯による明るさ

の確保により犯罪企図者の侵入防止に努めていきます。 

（４）住宅に対する防犯性の向上対策 

    住宅に対する防犯性を高めるため、誰でもできる防犯診断の実施やパンフレットの配布、ある

いは必要に応じて説明会等を開催します。 

（５）１戸１灯運動の推進 

町で防犯灯を町域にくまなく設置していくことは限りもあることから、１戸１灯運動など具体 

的な取り組み事例を周知するとともに、例えば、自治会等と協定を結び、実施した地区には、（仮

称）１戸１灯運動ステッカーを配付するなどして普及を図ります。 

（６）携帯電話を活用した犯罪情報の収集の推進 

   警察による犯罪情報メールについて、広報やホームページ等で周知し、登録の普及を図ります。 

（７）町有地及び河川敷の適正な維持管理 

   植栽の適正な配置や剪定等による周囲からの見通しの確保を行い、定期的な除草や清掃活動の

実施など安全で快適な環境を維持します。 

３ 町民の取り組み                                      

犯罪防止に配慮したまちづくりの推進のため、私有地及び建物の適正な維持管理を推進します。 

（１）私有地及び建物の適正な維持管理 

    植栽の適正な配置や剪定等による周囲からの見通しの確保を行います。また、定期的な除草や

落書き消しで快適な環境を維持することにより、防犯性の向上を図ります。 

（２）１戸１灯運動の実施 

地域ぐるみで１軒１軒が門灯などを夜間常時点灯し、夜間の監視性を高めることにより、地域

の防犯体制を高め、犯罪企図者へ抑止力を向上させます。 

（３）携帯電話を活用した犯罪情報の収集の実施 

   埼玉県警による犯罪情報メールについて、積極的に登録を行い、地域の犯罪情報を収集し、防

犯対策の向上を図ります。 

４ 事業者の取り組み                                     

事業所や管理する駐車場等における防犯対策を高めることにより、事業所全体としての防犯対策の

強化を図るとともに、地域の防犯環境の向上に努めます。 

また、地域住民と連携を図り、様々な防犯活動に積極的に取り組み、地域の防犯対策の向上に協力

します。 

（１）事業用地及び建物の適正な維持管理 

    植栽の適正な配置や剪定等による周囲からの見通しの確保を行い、定期的な除草や清掃活動の

実施など安全で快適な環境を維持します。 

（２）地域住民と連携した、防犯活動への積極的な参加 

防犯パトロール、情報交換など地域と連携した活動の実施により、地域の防犯対策を向上させ

ます。 
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５ 土地建物所有者等の取り組み              

   土地所有者等は、所有又は管理する土地、建物その他工作物に関して、死角、暗がり、放置等

の発生により、防犯上危険箇所にならないよう、防犯対策を実施に努めます。 

（１）空地、空家等の危険箇所の点検 

    空地、空家等の危険箇所の点検を実施し、改善活動を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）夜間に各家庭の玄関などの明かりをつけておくことにより、防犯灯を補完し、町全体を明るくすることにより、犯

罪を防止するものです。１ヶ月あたりの電気代は、缶ジュース１本程度と言われています。 

防犯灯 
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第２節 町民等及び事業者の防犯活動への支援 

１ 対策の目的 

町民や事業者の防犯活動に積極的に支援を行うことで、犯罪を未然に防止し、地域の防犯力を高

めます。 

２ 町の取り組み                                       

地域におけるコミュニティ活動や犯罪を未然に防止し安全を確保するための防犯活動への積極

的な支援に努めます。 

（１）地域活動への支援 

    防犯における地域の活動が活発に行われるように、自主的な防犯組織の設立や活動の中心とな

るリーダーの養成を支援します。 

（２）地域防犯活動のネットワ－ク化 

    警察、町、地域自主防犯組織、学校、商工業者等による犯罪防止活動が効率的かつ的確に展開

されるよう、防犯組織等の連携・連絡体制の充実を図ります。 

また、自主防犯組織の連絡会議を設立し、地域の防犯体制の情報交換等を行います。その後、

意見を集約し、防犯のまちづくり推進協議会に情報を提供し、対策を講じます。 

 （３）自主防犯活動に対する支援 

    現在、地区を単位とした自主防犯活動を行う組織に対し、防犯パトロール用品や地区で購入す

る資機材に対しての補助金を交付していますが、今後も継続して支援活動を行うことにより、継

続性のある防犯活動ができるよう間接的に支援を行っていきます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
自主防犯活動の様子 
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第３節 学校等における防犯対策の推進 

１ 対策の目的 

施設等の防犯対策をすすめることで犯罪の機会を減少させ、子どもたちの安全確保を図ります。 

また、子供たちへの防犯活動を通じた地域住民の参加・協力により、地域コミュニティの向上を

図り、学校を含んだ地域の防犯性を向上させます。 

２ 町の取り組み                                       

子どもの安全確保を図るため、通学路など地域全体の安全を点検し、教職員や施設の職員が地域

住民と協働して学校等の防犯管理体制の整備を図ります。また、子ども自身の危機管理能力の向上

を図ります。 

（１）学校等の防犯管理体制の強化 

    各学校の実情に応じた防犯マニュアルを策定し、校内の安全体制の充実に取り組みます。 

（２）侵入者の防止対策 

    小中学校に学校監視員を配置し、学校の敷地や校舎内を巡回し、不審者の侵入を防ぎ、万一校

内で不審者を発見した時は、直ちに警報を発し、子ども達の安全確保に努めていきます。 
（３）保護者、地域、関係諸機関等との連携 

    防犯のまちづくり推進協議会等で情報交換の場を提供し、保護者、地域、関係諸機関等との連

携を強化していきます。 

（４）安全教育の充実 

子どもたち自身が人権意識をしっかり持ち、暴力から自分を守るための知識や技能(スキル)を

持つＣＡＰプログラム（注）を町内全小学校で実施していますが、その取り組みをさらに充実し

ていきます。 

（５）通学路の安全対策 

    通学路等の安全対策として危険箇所について子どもとともに学習し、ＰＴＡ、教職員、地域が

協力して地域安全マップを町内全小学校で作成しており、その作成を通じて、さらに子ども並び

に関係者の危機管理意識の高揚を促していきます。 

（６）下校時における安全対策 

    小学校は、ＰＴＡ、地域と連携し、児童・生徒の下校時の安全を守るため、スクールガードを

整備します。 

（７）「子供１１０番の家」の充実 

   子供たちを防犯上あるいは自然災害が生じた時の一時的な避難所として地域の住民の方に「子

供１１０番の家」として現在１３０件以上の方に登録していただいていますが、今後さらに一歩

進めて、協力していただいている方と子供たちや保護者を交えた交流をさらに推進するとともに、

協力者側の家庭の事情が変化することも想定し、一定期間を経た場合の協力者の更新など体制の

充実を図っていきます。    

    

（注）エンパワメント、人権意識、コミュニティの考えを柱にした子どもへの暴力防止／人権教育プログラムです。 

ＣＡＰ（Child Assault Prevention）プログラムは、大きく２つに分けて子どものためのプログラムと親や教職員、

地域の大人へのプログラムがあり、これらのプログラムに共通する理念は「エンパワメント」（内なる力を引き出す）

です。その中で、行政から支援を受けて、学校の授業の中でCAPプログラムを取り入れているところもあります。 
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（８）新入学児童全員に防犯ブザーを配布 

    小学校に新たに入学する児童生徒に対し、自らの身を守るため、防犯ブザーの配布を継続的に 

行っていきます。 

３ 町民の取り組み                                     

   子どもの安全確保を図るため、ＰＴＡや保護者会が中心となって、地域住民とともに通学路の安

全点検や、防犯パトロールを実施しているが、さらに、学校・保育園等や教職員との連絡体制を強

化することが望まれます。 

（１）家庭と学校と地域の連携 

    日頃のコミュニケーションを密にし、地域の中で子どもを守り育てるという環境づくりを進め

るため、学校、保護者、区長（自治会長）との意見交換の場を設けていきます。 

（２）「子供１１０番の家」への協力 

   子どもの安全を守るため、積極的に「子供１１０番の家」の登録に協力をするとともに、子ど

もを持つ世帯にあっては、「子供１１０番の家」への協力者に対し、子どもを交えた訪問活動な

どコミュニケーションを保ち、いざというときのための円滑な協力が得られるよう努めていきま

す。 

（３）防犯パトロールの実施 

    子どもの帰宅時間に合わせた散歩、わんわんパトロール、買い物パトロールなども含めた軽度

の負担で行える防犯パトロール（ながらパトロール）を積極的に実施します。 

（４）あいさつ運動等の実施 

    あいさつ運動等を通じ、地域の暖かい人間関係を築き、地域で弱者を守る体制を強化します。 

また、地域コミュニティを強化するため、防犯推進に関する活動に自主的かつ積極的に取り組

むことにより、相互扶助の精神に基づいた地域社会を創造するよう努めます。そのために、地域

の行事やイベント等に積極的に参加するよう努めます。 

４ 事業者の取り組み                                     

   子どもの安全確保を図るため、地域を巡回する際に防犯パトロール等の実施により防犯活動の強

化に努めます。また子どもたちが犯罪に遭遇した場合の避難場所としての事業所の活用を図ります。 

（１）防犯パトロールの実施 

    配達などの地域巡回の際に併せて防犯パトロールを実施します。 

（２）見守り活動の実施 

夜間などは子どもの動向に注意し、非行防止等の見守りを行うとともに、犯罪に遭遇した場合

の避難場所としての事業所の活用を図ります。 

（３）「子供１１０番の家」への協力 

   事業者として、子どもの安全確保を図るため、積極的に「子供１１０番

の家」に登録を行っていきます。 
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第４節 高齢者、障がいのある人を対象とした防犯対策の推進 

 １ 対策の目的 

防犯に必要な情報（犯罪状況等）を提供することや、見守りを実施することで高齢者や障がい

のある方の自己防犯力を高め、犯罪に遭わないように支援を行います。また、地域が一体となる

ことで弱者への配慮を高め、地域コミュニティの活性化を図ります。 

 ２ 町の取り組み                                       

高齢者や障がいのある人たちが犯罪の被害に遭わないように、防犯上必要な知識や情報を提供す

るとともに、関係機関との連絡体制の強化・充実を図り、サポ－ト体制の整備に努めます。 

（１）関係機関等による見守り活動の充実 

犯罪の標的になりやすい高齢者や障がい者に対して、訪問による声かけや民生委員等への連絡

調整などの見守り活動を行い、今後、特に増加が予想される一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯

などができるだけ犯罪に遭いにくい環境を整備します。 

（２）啓発活動の推進 

    犯罪に遭遇した際の対処の仕方や万が一犯罪にあってしまった場合の対応策などを事前に周

知、啓発し、知識及び意識を高めることで犯罪被害を減らします。 

３ 町民の取り組み                                      

高齢者や障がいのある人たちが犯罪の被害に遭わないように、地域のコミュニティづくりを進め

ることで不審者の発見または、地域の目があることをＰＲします。また、自己の防犯力の向上を図

ります。 

（１）あいさつ運動等の実施 

    あいさつ運動等を通じ、地域の暖かい人間関係を築き、地域で弱者を守る体制を強化します。 

また、地域コミュニティを強化するため、防犯推進に関する活動に自主的かつ積極的に取り組

むことにより、相互扶助の精神に基づいた地域社会を創造するよう努めます。そのために、地域

の行事やイベント等に積極的に参加するよう努めます。 

４ 事業者の取組み                                     

高齢者や障がいのある人たちが犯罪の被害に遭わないように、業務巡回中に犯罪や不審者を発見

した場合の積極的な通報や事業用車両へのステッカー貼付による防犯のまちづくりのＰＲ及び犯

罪に遭遇した場合の避難場所としての事業所の活用を検討が望まれます。 

（１）配達、出前等での見守り活動 

    配達や出前などの地域巡回の際に併せて防犯パトロールを実施します。また、不審を感じたと

きは、直ちに警察等へ通報するよう心がけます。 
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第５節 防犯意識高揚のための啓発、情報提供及び知識の普及 

１ 対策の目的と効果 

防犯に必要な情報（犯罪状況等）を提供し、防犯意識高揚のための知識の普及・啓発を町民等に

実施することにより防犯活動及び危機管理の必要性や重要性を認識でき、速やかに適切な対策を講

じます。 

２ 町の取り組み                                        

町民等に防犯活動の必要性や重要性を認識してもらうため、防犯に必要な情報の提供及び防犯意

識高揚のための知識の普及・啓発を実施します。そのため、ＩＴ技術等を活用し、より防犯に必要

な町内外の情報を収集し、速やかに提供するとともに、その対策を講じていきます。また、低年齢

化する犯罪を防止するため、学校や地域と一体となった青少年健全育成に努めます。 

（１）広報活動の推進 

    町内の犯罪状況や犯罪被害の防止対策などを広報みやしろや町ホームページ等を通じ提供し、

注意を促します。 

（２）行事における啓発活動 

    町民まつりや敬老会など多数の町民が集まる場所を中心に身近な情報を提供することで犯罪

防止に対する注意を促します。 

（３）街頭キャンペーン等への参加 

街頭犯罪の抑止力向上のために、警察や防犯団体等が実施する街頭キャンペ－ン等の防犯活動

に、積極的に協力・参加します。 

（４）青少年の健全育成 

学校、警察、関係機関、地域住民と連携して青少年の健全育成を推進します。 

３ 町民の取り組み                                       

犯罪を防止して安全で安心して暮らせる住みよいまちを実現するために、町や警察、関係団体等

だけでなく、町民一人ひとりが「自分たちのまちは自分たちで守る」という意識を持ち、地域の諸

状況に応じて、自主的かつ積極的に防犯活動に取り組み、犯罪の抑止力向上に努めることが必要で

す。 
そのため、身の回りや地域における安全対策として「安全を守ってもらう」という考えを捨て、

「自らの安全は自ら守る」という自助と「自分たちの地域はお互いに守る」という共助の精神で周

囲の安全点検を行うことが大切です。 

また、地域のコミュニティを活性化することにより、町民相互の協力体制を充実し、犯罪を行お

うとする者を入り込みにくくさせる地域づくりが望まれます。 

（１）身の回りや地域における安全点検 

    地域で地域安全マップ（注）を作成し、領域性と監視性についての意識と能力を高めます。 

（２）地域の防犯活動への参加 

    地域での防犯パトロールへの積極的な参加や地域とのコミュニケーションを深めることによ

り、犯罪の起こりにくい地域づくりを進めます。 

（注）犯罪が起こりやすい場所を表示した地図で、領域性と監視性の視点から、地域社会を点検・診断し、犯罪に弱い場

所、すなわち、領域性や監視性が低い場所を洗い出したものです。 
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（３）知識習得のための防犯講演会、研修会等の開催 

    講演会や研修会で知識を習得することで防犯知識や意識を高め、犯罪に対する適切な対策を実 

施できるよう取り組みます。また、地域での研修会等の開催の支援を行います。 

４ 事業者の取り組み                                      

様々な業種や業態を有する事業者が、地域に根ざした防犯活動を推進するため、その規模や事業

形態に応じて、防犯意識や知識の普及・啓発活動に取り組みます。 

また、町内在住者はもとより町外からの通勤者に対して、宮代町内の犯罪の発生状況や犯罪への

取り組み対策等を周知し、防犯意識や知識の高揚を図ることにより、地域の一員としての、防犯対

策の必要性についての認識を深めます。さらに、事業者が活動中に得た犯罪情報を地域に提供する

ことにより犯罪を抑止します。 

（１）知識習得のための防犯講演会、研修会等への参加 

    防犯講演会や研修会に参加することで知識を習得し、防犯の認識を新たにし、適切な対策を実

施できるよう取り組みます。 

（２）地域の防犯活動への参加と地域への情報の提供 

    地域での企業活動、防犯パトロール中に得た情報を警察や町等の機関へ積極的に提供すること

により、犯罪の発生や再発を防止します。 

（３）従業員への啓発 

    啓発パンフレットを従業員に配布し、防犯意識の高揚に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者による見守り活動 

防犯パトロール（青色回転灯設置車）
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第６節 人材の育成 

１ 対策の効果（成果） 

地域の防犯リーダーの育成を図り、防犯意識の高いリーダーが地域に存在することで地域での意

識高揚や防犯パトロールの活性化を図ります。 
 ２ 町の取り組み                                       

地域での防犯活動を様々な形で推進していくために、地域をまとめる防犯リーダーの育成を図っ

ていきます。 

（１）研修会の開催、県等の研修の周知、呼びかけ 

    防犯に関する研修会を開催したり、関係機関で行われる研修等への参加を自主防犯組織や防犯

団体を中心に広報みやしろや町ホームページを活用して呼びかけていきます。 

（２）認定制度の創設 

    町で主催する（仮称）自主防犯組織リーダー養成講座を修了された方を宮代町地域防犯リーダ

ーとして認定し、広報や町ホームページで公表し、自主防犯組織の設立、育成に努めていきます。 

 ３ 町民の取り組み                                      

防犯意識を高揚するためには、犯罪の発生状況を把握した上で、その緊急性・重要性を理解する

ことが必要です。そして、町民一人ひとりが防犯に対する認識や知識を習得して安全な環境づくり

に努めることが望まれます。 

（１）知識習得のための防犯講演会、研修会等への参加 

    防犯意識を高め、犯罪企図者につけこまれない自己防犯力の高い市民になるために防犯講演会

や研修会へ積極的に参加します。 

４ 事業者の取り組み                                     

防犯意識を高揚するためには、犯罪の発生状況を把握した上で、その緊急性・重要性を理解する

ことが必要です。そして、従業員一人ひとりが防犯に対する認識や知識の習得に努めることが望ま

れます。 

（１）知識習得のための防犯講演会、研修会等への参加 

    地域の事業者として防犯活動を推進するために防犯講演会や研修会へ積極的に参加します。 

５ 学校の取り組み（高校、大学）              

   高校生や大学生は、場合によっては、犯罪から守られる立場から、守る立場に変わることがあり

ます。そのため、登下校等に不審な人物や事件に遭遇した場合の対処方法等を学び、地域の一員と

して防犯活動の参加の機会を増やします。 

（１）防犯講習会の開催 

    防犯講習会により、犯罪に巻き込まれない知識を得るとともに、犯罪防止活動の推進を図りま

す。 

（２）携帯電話・メール等を活用した犯罪情報の収集・発信 

    携帯メール等を活用し、犯罪情報を警察に送ることにより、犯罪の防止、犯人検挙等に役立た

せます。 

 

 



 25 

第２章 各 論 

 

第７節 推進体制の整備 

１ 対策の効果（成果） 

防犯に対する町としての推進体制を整備することで、町、町民、事業者等の関係機関の意思疎通

を図ることにより、全町的な防犯体制の充実を図ります。 
 ２ 町の取り組み                                        

   犯罪のない安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するため、町、町民、事業者、土地建物所

有者等、警察及びその他の関係団体がお互いに連携し合い、一体となった活動しやすい体制を整備

します。 

（１）推進体制の整備（協定の締結など） 

    町内では多くの企業・団体が活動を行っています。その団体と防犯に関する協定や覚書を交わ

すことで、防犯の実効性を高め、より協力体制を強化していきます。 

 （２）参加しやすい活動等の創設 

    防犯の第一歩は、地域のコミュニティの育成です。町では、コミュニティが地域に根ざすよう

様々な活動を検討、提案していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


