
○ 佐賀県防犯あんしん計画

○ 地域安全対策に係る指針
・学校等における児童等の安全確保のための指針

・通学路等における児童等の安全確保のための指針

・犯罪の防止に配慮した公共空間等の構造、設備等に関する指針

・防犯カメラの適正な設置及び利用に関する指針
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第１章 計画の取組⽅針

佐賀県では、県民の皆様が犯罪の被害に遭わずに安全で安心して暮らせる社会づ
くりを進めていくとともに、人と人との絆を大切にしてお互いに支え合い、守り合

うことのできる地域社会を築くため、「佐賀県犯罪の起きにくい安全で安心なまち

づくり条例」（以下「条例」という。）を平成26年４月１日に施行しました。

この条例に基づき、平成27年度から平成30年度までの４年間を計画期間として

「佐賀県防犯あんしん計画」を策定し、犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくり

の推進に関する総合的な施策の展開を図ることとしました。

Ⅰ 計画策定の趣旨

条例第８条に規定する推進計画であり、施策の方向性等以下の内容について定め
たものです。

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき安全安心なまちづくりに関する施策の取組方針

(2) 前号に掲げるもののほか、安全安心なまちづくりに関する施策を総合的かつ計

画的に推進するために必要な事項

Ⅱ 計画の位置付け

佐賀県は、条例が目指す県民総ぐるみによる自主的な防犯活動の拡大や犯罪の防

止に配慮した生活環境の整備など、犯罪の防止のための取組を定め、県民、事業者、

地域の活動団体等と連携し、犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくりを実現して

いきます。

Ⅲ 計画の目標

計画期間は、平成27年度から平成30年度までの４年間とします。

Ⅳ 計画の期間

１
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Ⅰ

犯罪の防止のた
めの自主的な活
動の促進

１ 防犯ボランティア活動の活性化のための支援

２ 佐賀県防犯ボランティア支援センターの指定等

３ 広報及び啓発

４ 高齢者、子ども、女性等の安全確保

１ 学校等における安全確保

２ 通学路等における安全確保

３ 規範意識の向上と安全に関する教育の充実

１ 犯罪の防止に配慮した公共空間等の整備

２ インターネットの安全な利用

３ 防犯カメラの適正な運用

４ 自転車盗難防止のための施錠等の促進

１ 犯罪の防止に配慮した事業施設の整備等

２ 防犯責任者の設置等

関係機関への通報その他適切な措置

１ 犯罪被害者等の援助を行う民間団体への活動支援

２ 犯罪被害者等の支援ネットワークの充実等

Ⅱ

学校等における
児童等の安全
確保等

Ⅲ

犯罪の防止に
配慮した環境等
の整備

Ⅳ

事業活動におけ
る防犯への配慮
等

Ⅴ

安全・安心に関
する通報その他
の措置

Ⅵ

犯罪被害者等
に対する支援

２



Ⅰ 犯罪の防止のための自主的な活動の促進

(1) 要旨

(2) 具体的施策の内容

項目 具体的施策 条文 関係課

防犯ボラン
ティア活動の
活性化のため
の支援

安全安心なま
ちづくりに関
する情報提供
及び助言

① 不審者情報等のメール配信による情報提供

県民が地域の不審者情報や身近な犯罪情報がタ
イムリーに手に入るよう携帯電話等へのメール配
信や県警安全サポート情報等の広報紙により情報
提供を行うとともに、あんあんメールの登録者数
の増加を目指します。 9条

生活安全企画課

② 防犯ボランティア団体等に対する支援

防犯ボランティア団体や青色防犯パトロール団
体等の活動をハード・ソフトの両面から支援する
ように努めます。

生活安全企画課

佐賀県防犯ボランティア支援
センターの指定等

③ 佐賀県防犯ボランティア支援センターの設置
及び支援

防犯ボランティア活動の支援や新たな防犯ボラ
ンティア団体の立ち上げの援助などハード、ソフ
トの両面による支援ができる団体を知事が指定し、
支援センターの業務運営に係る支援を行い、講習
会等の開催により、防犯ボランティア活動の活性
化を目指します。

10条 生活安全企画課
くらしの安全安心課

広報及び啓発

安全安心なま
ちづくりに関
する広報・啓
発活動の実施

④ 県の広報媒体等を通じた広報・啓発の充実

安全安心なまちづくりについての理解を深めて
もらうことや県民一人一人の自主的な防犯意識を
高めてもらうため新聞、テレビ、ラジオ、県の広
報媒体等を活用し、防犯ネットワークの拡充等に
より安全安心なまちづくりに関する広報・啓発を
行います。

11条

生活安全企画課
くらしの安全安心課

⑤ 県民に身近な犯罪被害防止に関する情報提
供

自分の身を守るための防犯への取組の必要性が
広く県民に理解されるようホームページへの防犯
情報の掲載や安全サポート情報等の広報紙による
積極的な情報提供を行います。

生活安全企画課
くらしの安全安心課

安全安心なまちづくりには、防犯ボランティア活動の果たす役割が大きいことから、
県民等による自主的な防犯活動（広報・啓発、防犯パトロール、環境美化など）の促進
を図るとともに、自主防犯ボランティア団体の活動を支援する支援センターを設置し、
また、高齢者、子ども、女性等が、振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺、性犯罪、虐待
等の被害を受けやすいことから、地域ぐるみによる安全確保を促進しようとするもので
す。

３



項目 具体的施策 条文 関係課

広報及び啓発

「安全・安心
の日」及び
「安全安心な
まちづくり旬
間」の設置

⑥ 「安全・安心の日」の設置

毎月26日の「安全・安心の日」に、防犯に関す
る各種イベントや広報・啓発を行い、防犯情報等
の提供を行います。

11条

生活安全企画課
くらしの安全安心課

⑦ 「安全安心なまちづくり旬間」の実施

毎年10月11日から10月20日までの間を「安
全安心なまちづくり旬間」とし、効果的な防犯の
ためのキャンペーン等を展開します。

生活安全企画課
くらしの安全安心課

高齢者、子ど
も、女性等の
安全確保

高齢者等の犯
罪被害防止の
ための情報提
供及び助言そ
の他必要な支
援の実施

⑧ 高齢者等が被害に遭いやすい犯罪に関する情
報提供及び支援

高齢者が被害に遭いやすい悪質商法等や子ども
・女性が被害に遭いやすい事案等の発生状況等に
関する情報を提供します。

また、高齢者に身近な民生委員・児童委員の研
修会等で高齢者等の犯罪被害防止のための情報提
供を行います。

12条

生活安全企画課
くらしの安全安心課
地域福祉課
長寿社会課

⑨ 地域包括支援センターの活動支援

地域包括支援センターを中心とする高齢者に関
する行政機関、地域住民と連携し、高齢者の安全
を支える活動の促進や情報提供を図ります。

くらしの安全安心課
長寿社会課

⑩ ＤＶ被害防止対策及び被害者保護の充実

関係機関や民間支援団体と連携し、ＤＶ防止等
のための広報啓発や被害者の相談、保護、自立支
援等の取組強化に努めるとともに、DV防止・被
害者支援に関する講演会の開催や若年者にDV予
防教室を実施します。

また、アバンセにおいて、女性総合相談、男性
総合相談等の相談を受け付けます。

生活安全企画課
男女参画・県民協働課

⑪ 障害者相談窓口の充実

各市町が設置している障害者総合相談窓口、専
門の相談窓口や障害福祉サービス事業所等と連携
し、障害者の安全・安心の確保のための支援促進
や情報提供を図ります。

くらしの安全安心課
障害福祉課

⑫ 児童等虐待防止活動・保護対策の推進

ホームページや各種イベントによる児童等虐待
防止の広報啓発活動や児童相談所の支援強化・連
携に努め、児童等の安全の確認及び安全の確保を
最優先とした対応を行います。

少年課
母子保健福祉課

４



Ⅱ 学 校 等 に お け る 児 童 等 の 安 全 確 保 等

児童等が被害を受ける犯罪の発生を防止するため、学校や通学路等の安全確報
を推進するとともに、児童等が犯罪による被害を受けない、犯罪を起こさせない
ようにするための教育を充実させ、児童等の健全育成を促進しようとするもので
す。

(1) 要旨

(2) 具体的施策の内容

項目 具体的施策 条文 関係課

学校等におけ
る安全確保

学校等におけ
る児童等の安
全確保のため
の情報提供及
び助言等の実
施

⑬ 安全管理のためのマニュアル策定への助言

学校等における児童等の安全確保、事故防止に
関するマニュアルの策定の促進や策定状況の把握、
作成時の助言等を行います。

13条

生活安全企画課
こども未来課
母子保健福祉課
障害福祉課
学校教育課

⑭ 職員に対する各種研修の実施

職員の安全確保等に関する意識・対応の向上を
図るため、児童等の安全安心確保に関する情報提
供を行うとともに、研修会等を開催します。

こども未来課
母子保健福祉課
障害福祉課
学校教育課

⑮ 不審者対応訓練の実施

児童等や職員を対象とした不審者の侵入等を想
定した防犯訓練の実施を促進します。

生活安全企画課
学校教育課

学校等におけ
る児童等の安
全確保のため
の指針の策定

⑯ 学校等における児童等の安全確保のための指
針の策定及び周知

学校等における児童等の安全が確保されるよう、
学校等における児童等の安全確保のための指針を
策定します。

策定後は、新聞・テレビ等のマスメディアへの
発表、ホームページへの掲載のほか、県の広報媒
体等により県民への周知に努めます。

生活安全企画課
くらしの安全安心課
こども未来課
母子保健福祉課
障害福祉課
学校教育課

通学路等にお
ける安全確保

通学路等にお
ける児童等の
安全確保のた
めの体制の整
備

⑰ 通学路等における児童等の見守り活動の促進

学校、保護者、地域住民、事業者等と連携した
通学路等における見守り活動などが促進されるよ
う、効果的な安全確保のための必要な情報提供及
び助言を実施します。

また、学校、保護者、地域住民、事業者等の関
係者が連携して危険箇所などを把握することがで
きるよう、その改善に向けた取り組みを行います。

14条

生活安全企画課
こども未来課
障害福祉課
学校教育課

５



項目 具体的施策 条文 関係課

通学路等にお
ける安全確保

通学路等にお
ける児童等の
安全確保のた
めの体制の整
備

⑱ 通学路等の環境整備の促進

学校、保護者、地域住民、事業者、道路等の管
理者、警察署など関係者が連携協力して、通学路
の合同点検を行い、危険箇所などを把握するとと
もにその改善に向けて取り組むよう働きかけます。

14条

生活安全企画課
こども未来課
母子保健福祉課
障害福祉課
まちづくり推進課
道路課
学校教育課

通学路等にお
ける児童等の
安全確保のた
めの指針の策
定

⑲ 通学路等における児童等の安全確保のための
指針の策定及び周知

通学路等における児童等の安全が確保されるよ
う、通学路等における児童等の安全確保のための
指針を策定します。

策定後は、新聞・テレビ等のマスメディアへの
発表、ホームページへの掲載のほか、県の広報媒
体等により県民への周知に努めます。

生活安全企画課
くらしの安全安心課
こども未来課
母子保健福祉課
障害福祉課
まちづくり推進課
道路課
学校教育課

規範意識の向
上と安全に関
する教育の充
実

児童等が犯罪
の被害にあわ
ないための教
育の充実

⑳ 誘拐や連れ去り等の被害に遭わないための防
犯教室の開催等

児童等が誘拐や連れ去り事案等の被害に遭わな
いために身を守る方法等を体験できる防犯教室の
開催を促進します。

「地域安全マップづくり」に関して必要な情報
提供及び助言を行います。

15条

生活安全企画課
こども未来課
学校教育課

児童等が犯罪
を起こさない
ための教育の
実施

㉑ 非行防止対策の推進等

児童等の健全育成を図るため、非行防止対策を
推進するなど規範意識の向上に努めます。

少年課
こども未来課
学校教育課

６



Ⅲ 犯罪の防止に配慮した環境等の整備

道路、公園、駐車（輪）場等の公共の場所における犯罪、サイバー空間におけ
る犯罪など、県民の身近なところで発生する犯罪を防止し、また、公共の場所に
設置する防犯カメラについて、適正な運用を促進しようとするものです。

(1) 要旨

(2) 具体的施策の内容

項目 具体的施策 条文 関係課

犯罪の防止に
配慮した公共
空間等の整備

犯罪の防止に
配慮した公共
空間等の構造
設備

㉒ 犯罪の防止に配慮した道路、公園、自動車駐
車場、自転車駐輪場等の整備

道路等について、犯罪の防止に配慮し、道路照
明灯の適切な設置や防犯灯設置による明るさの確
保、草刈り等による見通しの確保及び防犯設備の
設置などの防犯性の向上に努めます。

また、防犯に配慮した公共空間等の普及・重要
性について啓発に努めます。

16条

まちづくり推進課
建築住宅課
道路課

㉓ 犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する
指針の策定及び周知

防犯性の高い道路、公園、自動車駐車場、自転
車駐輪場等が普及していくよう、犯罪の防止に配
慮した道路等の構造、設備等に関する指針を策定
します。

策定後は、新聞・テレビ等のマスメディアへの
発表、ホームページへの掲載のほか、県の広報媒
体等により県民への周知に努めます。

生活安全企画課
まちづくり推進課
建築住宅課
道路課

インターネッ
トの安全な利
用

県民等に対す
るサイバー犯
罪の被害防止
に関する情報
提供及び助言
等の実施

㉔ サイバー犯罪被害防止教室の開催等

サイバー犯罪の被害防止対策について、県内の
小中学生や高校生、保護者等に対して、フィルタ
リング等を含めたサイバー犯罪防止講話を実施す
るとともに、ホームページに掲載し県民が安全に
安心してインターネットを利用することができる
よう情報提供を行います。

17条

生活環境課
こども未来課
学校教育課

㉕ サイバー犯罪被害防止対策の推進

インターネットや携帯電話等にかかる犯罪被害
防止教室の開催や、関係団体との連携による情報
リテラシー・セキュリティの普及啓発、児童等に
有害なサイトをブロックするフィルタリングの普
及促進に努めます。

生活環境課
情報・業務改革課
こども未来課

７



項目 具体的施策 条文 関係課

防犯カメラの適正な運用

㉖ 防犯カメラの適正な設置及び利用に関する指
針の策定及び周知

公共の場所に設置されている防犯カメラについて、
個人のプライバシーや肖像権等への人権配慮の観点
から防犯カメラの設置及び運用管理者等が守るべき
事項を示した指針を策定します。

策定後は、新聞・テレビ等のマスメディアへの発
表、ホームページへの掲載のほか、県の広報媒体等
により県民への周知に努めます。

18条

生活安全企画課
くらしの安全安心課
まちづくり推進課
建築住宅課
道路課

自転車盗難防止のための施錠
等の促進

㉗ 施錠重点対象駐輪場の指定

自転車駐輪場における自転車盗難の発生を防止す
るため、施錠重点対象駐輪場を指定して盗難防止措
置を推進し、自転車盗難の減少を目指します。

19条

生活安全企画課

㉘ 自転車の盗難防止に関する情報提供

自転車盗難の発生状況や盗難防止対策等について、
広報紙やホームページ等を通じて周知・広報を図り
ます。

生活安全企画課

８



Ⅳ 事業活動における防犯への配慮等

事業所は、強盗、窃盗（事務所荒し、出店荒し、万引きなど）等の犯罪の対象
となりやすいことから、犯罪の防止に配慮した事業施設の整備に努めるとともに、
従業員への防犯教育や防犯設備の管理等を行う防犯責任者の設置に努めるなどし
ていただき、事業所における犯罪による被害の防止を図ろうとするものです。

(1) 要旨

(2) 具体的施策の内容

項目 具体的施策 条文 関係課

犯罪の防止に配慮した事業施
設の整備等

㉙ 事業所の構造、設備等に関する情報提供、助
言等
犯罪又は非行の発生場所となることが懸念される

夜間の駐車場の暗がり、建物の死角等を排除するた
めの適切な照明設備や防犯カメラの設置、駐車場な
どで使用しない時間帯の出入口の施錠や警備員等に
よる施設の巡回など、防犯に配慮した事業所が整備
されるよう、情報提供や助言などに努めます。

20条
生活安全企画課
商工課

防犯責任者の設置等

㉚ 防犯責任者の設置・育成
事業所における犯罪の発生や犯罪の未然防止を図

るため、事業所の規模や事業内容にあわせ防犯に関
する責任者の設置を推進するとともに、防犯教育等
の実施に努めます。

21条
生活安全企画課
商工課

９



Ⅴ 安全・安心に関する通報その他の措置

県民が、日常生活の中で、法に抵触すると思われる行為を見聞きした場合にお
いては、速やかに警察や学校その他関係機関に通報したり、その他適切な措置を
講じるよう努めていただくものです。

(1) 要旨

(2) 具体的施策の内容

項目 具体的施策 条文 関係課

関係機関への通報その他適切
な措置

㉛ 法令に抵触すると思われる行為を見聞きした場
合の通報等

法令に抵触すると思われる行為を見聞きした場合
に警察や学校その他関係機関に通報がなされるよう
広報啓発に努めます。

22条 生活安全企画課他
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Ⅵ 犯罪被害者等に対する支援

犯罪被害者等が、平穏で安心して暮らすことができる温もりある社会形成を促
進しようとするものです。

(1) 要旨

(2) 具体的施策の内容

項目 具体的施策 条文 関係課

犯罪被害者等の援助を行う民
間団体への活動支援

㉜ 民間支援活動の活性化

民間における犯罪被害者等支援団体が主催する被
害者支援員養成講座への講師派遣をはじめとした団
体の活動基盤強化のための支援を行うとともに、必
要な助言、指導、情報提供等により、団体活動の活
性化を図ります。

23条

広報県民課
くらしの安全安心課

犯罪被害者等の支援ネット
ワークの充実等

㉝ 犯罪被害者支援に係る広報啓発活動の推進

犯罪被害者支援について広く県民の認識や理解を
深めるため、啓発イベントやキャンペーンの開催の
ほか、様々な広報媒体やあらゆる機会を通じた被害
者支援の広報啓発に努めます。

広報県民課
くらしの安全安心課
男女参画・県民協働課
学校教育課

㉞ 犯罪被害者等支援ネットワークの充実強化と個
別事案への対応

犯罪被害者等に対する支援のための連絡協議会
（通称：VS協議会）、犯罪被害者等支援庁内連絡
会議及びその他の犯罪被害者等支援を行う機関・団
体において情報を共有し、支援ネットワークの充実
強化を図るとともに、個別の事案発生時には、各機
関、団体が連携して、被害者のニーズや心情に配意
した支援活動を行います。

また、個別事案への対応については、性暴力被害
者救援センターさが（さがmirai）、犯罪被害者相
談電話、精神保健福祉センター等事案に応じた関係
機関において、相談者等の要望に応じた適切な対応
を行います。

広報県民課
くらしの安全安心課
母子保健福祉課
長寿社会課
障害福祉課
国民健康保険課
雇用労働課
建築住宅課
学校教育課
労働委員会事務局

11



体系

12

指針は、それぞれの主体が自身の役割を十分かつ効果的に行うことができるよ

う、基本的な考え方や具体的方策を示すことで、県、市町及び県民の相互の連携

による犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくり目指します。

目標

学校等における児童等の安全確保

※ 佐賀県防犯あんしん計画 Ⅱ－１－⑯

通学路等における児童等の安全確保

※ 佐賀県防犯あんしん計画 Ⅱ－２－⑲

犯罪の防止に配慮した公共空間等の構造、設備等

※ 佐賀県防犯あんしん計画 Ⅲ－１－㉓

防犯カメラの適正な設置及び利用

※ 佐賀県防犯あんしん計画 Ⅲ－３－㉖



Ⅰ 学校等における児童等の安全確保のための指針

第１ 通則

１ 目的

この指針は、佐賀県犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくり条例（平成26年佐

賀県条例第17号）第13条第４項の規定に基づき、乳幼児、児童及び生徒（以下

「児童等」という。）の安全を確保するための方策を示すことにより、学校等にお

ける児童等の安全確保を図ることを目的とする。

２ 基本的な考え方

(1) この指針は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の学校及び保育所等の児童

福祉施設等（以下「学校等」という。）を設置し、又は管理する者（以下「学校

等の管理者等」という。）に対して、学校等における児童等の安全を確保するた

めの具体的方策等を示すものであり、何らかの義務を負わせ、または規制を課す

ものではない。

(2) この指針は、関係法令等を踏まえ、学校等の管理体制の整備状況等、地域や学

校等の実情に応じて運用するものとする。

(3) この指針は、社会状況の変化等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。

第２ 具体的方策等

学校等の管理者等は、児童等の安全を確保するため、その担当者の設置及び教職

員等による校内組織の整備を行い、安全管理体制を確立するとともに保護者、地域、

関係機関及び関係団体との連携を図り、当該学校等の実情に応じた安全推進体制の

整備に努めるものとする。

１ 安全確保対策

学校等の管理者等は、平常時における安全体制を確立するため、次のような対策

に努めるものとする。

(1) 正当な理由なく学校等に立ち入ろうとする者（以下「不審者」という。）の侵

入防止対策

13



ア 出入口の限定

イ 普段使用しない門扉の施錠等

ウ 関係者以外の立入りを禁止する旨の立て札、看板等の設置

エ 来訪者用の入口及び受付の明示

オ 来訪者誘導用ラインの表示

カ 来訪者の名簿への記入及び来訪者証の使用

キ 来訪者への挨拶及び声掛けの励行

ク 防犯カメラ等の効果的な運用

ケ 不審者の侵入防止や死角の排除等を目的とした教室、職員室等の配置

コ 不審者が侵入しようとし、又は侵入した場合に対処するための防犯ベル等の

緊急通報装置の設置

サ 教職員等による学校内外の巡視

(2) 校外活動時における安全確保対策

ア 防犯ブザーの貸与及び携行

イ 校外活動訪問先等との連絡及び連携

ウ 安全確保に必要な人員の配置及び連絡通報体制の確立

(3) 休日等における安全確保対策

ア 始業前、放課後、休日等（以下「休日等」という。）の活動における防犯体

制の確立

イ 学校等の開放時における安全確保に必要な人員の配置

(4) 「不審者侵入時の危機管理マニュアル」の策定

２ 施設・設備の点検及び整備

学校等の管理者等は、学校等の安全管理を徹底するため、次のような施設・設備

の点検及び整備に努め、毀損や問題点がある場合は、速やかに整備に努めるものと

する。

(1) 校門、囲障、外灯、校舎の窓、校舎の出入口、施錠設備等

(2) 防犯警報装置（警報ベル、ブザーなど）、防犯カメラ等の防犯設備
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(3) 校内放送設備、インターホン、電話等の通報装置、警察等への非常通報装置等

の防犯設備等

(4) 刺股、防犯スプレーその他の不審者が侵入した場合に対処するための防犯用具

等

(5) 死角の原因となる立木等の障害物の有無

３ 緊急時に備えた安全体制の確立

学校等の管理者等は、不審者が侵入し、児童等に危害が及ぶおそれがある場合等

の緊急時に備えるため、次のような対策に努めるものとする。

(1) 教職員等の危機管理意識の向上を図るための研修・訓練

(2) 学校等の近隣において児童等に危害が及ぶおそれのある事案が発生した場合の

保護者への連絡や登下校方法の決定

(3) 緊急時の避難通路の妨げとなる障害物の除去又は移動

(4) 緊急通報装置等の設置場所や使用方法等の熟知

(5) 児童等の避難誘導方法の熟知

(6) 遠足等校外での教育活動における緊急時の連絡通報体制の確立

(7) 警察署、消防署等の関係機関への通報方法の確立

(8) 休日等の緊急連絡方法の確立

(9) 校内連絡体制の整備

４ 安全教育の充実

学校等の管理者等は、児童等が日常生活全般における安全確保のために必要な事

項を実践的に理解し、犯罪の被害者にならないための知識を習得し、かつ様々な危

険を予測できる能力を育成するため、次のような対策を推進するとともに、保護者

に対する啓発に努めるものとする。

(1) 不審者侵入時の対処方法を習熟させる避難訓練及び防犯訓練の実施

(2) 地域における危険個所、「子供110番の家」等の周知
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(3) 「地域安全マップづくり」等を通じて、地域社会の安全に関し、児童等が主体

となって学ぶ教育の実施

(4) 防犯ブザーの携帯と使用方法の周知

５ 関係団体、関係機関等との連携

(1) 保護者、地域及び関係団体（ＰＴＡ、自治会、防犯ボランティア団体、青少年

育成団体等）との連携

学校等の管理者等は、保護者、地域及び関係団体と連携し、児童等の安全を確

保するため、次のような対策に努めるものとする。

ア 学校等の敷地内及び周辺パトロールの協力体制の確立

イ 「子供110番の家」との連絡・協力

ウ 不審者を発見した場合の学校等への通報体制の確立

エ 不審者情報等の周知の方法の確立

オ 児童等の登下校時等における見守り活動

(2) 市町、警察署、消防機関その他関係機関との連携

学校等の管理者等は、市町、警察署、消防機関その他関係機関との連携を図り、

児童等の安全を確保するため、次のような対策に努めるものとする。

ア 学校等の内外の巡回及び安全確保のための協力体制の確立

イ 関係機関の協力による安全教室、防犯訓練、緊急救命訓練等の実施

ウ 緊急時の連携体制の確立

エ 医療機関等との連携による心のケアを含めた対応

オ 近隣学校を含めた関係機関による不審者情報等の相互連絡体制の確立

16



Ⅱ 通学路等における児童等の安全確保のための指針

第１ 通則

１ 目的

この指針は、佐賀県犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくり条例（平成26年佐

賀県条例第17号）第14条第２項の規定に基づき、乳幼児、児童及び生徒（以下

「児童等」という。）の安全を確保するための方策を示すことにより、通学の用に

供される道路及び児童等が日常的に利用する公園、広場等（以下「通学路等」とい

う。）における児童等の安全確保を図ることを目的とする。

２ 基本的な考え方

(1) この指針は、通学路等における児童等の安全を確保するための具体的方策等を

示すものであり、何らかの義務を負わせ、又は規制を課すものではない。

(2) この指針は、関係法令等を踏まえ、通学路等の状況、地域住民の意見等、地域

や学校等の実情に応じて運用するものとする。

(3) この指針は、社会状況の変化等を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。

第２ 具体的方策等

１ 地域ぐるみの安全確保の取組

学校等を管理する者、児童等の保護者、地域住民、通学路等を管理する者及び通

学路等の所在する地域を管轄する警察署長は、連携して、通学路等の安全を確保す

るため、次のような対策に努めるものとする。

(1) 推進体制の整備

安全確保に向けた情報・意見の交換及び活動を推進するための協力体制を整備

する。

(2) 不審者情報の共有化等

ア 通学路等における不審者のはいかい、児童等の未帰宅等の事案に関する情報

を早期に警察へ通報する。

イ 地域における情報共有化のための連絡体制や、これらの情報に応じたパト

ロール実施等の迅速な対応を講ずるための情報共有システムを整備する。
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(3) 通学路等の安全点検・パトロール活動の実施

通学路等における犯罪を防止するための地域ぐるみの体制の整備による安全点

検やパトロール活動を実施する。

(4) 関係者への協力要請

犯罪を防止する上で特に配慮すべき事項や危険個所を把握した場合、その管理

者等に対する改善要望及び関係者への協力要請を行う。

(5) 安全情報の周知

児童等の安全確保に係る情報提供及び注意喚起を図るための取組に努める。

２ 学校等の体制の整備等

学校等の管理者は、児童等の安全を確保するため、次のような対策の推進に努め

るものとする。

(1) 安全管理体制の確立

ア 担当者（安全主任等をいう。）を設置する。

イ 教職員等の校内組織を整備する。

ウ 保護者、地域及び関係機関・団体（以下「関係機関等」という。）と連携し

た体制を整備する。

(2) 通学路の設定

学校等の管理者は、保護者及び関係機関等と連携し、地域の実情に応じた安全

な通学路を設定する。

３ 学校等における安全教育等の推進

学校等の管理者は、保護者及び関係機関等と連携し、次のような安全教育等の推

進に努めるものとする。

(1) 実践的な安全教育の実施

ア 危険を予測し回避する能力や、危険に遭遇した場合の具体的な対処方法を身

に付けさせるための実践的な指導を行う。
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イ 地域安全マップづくりへの児童等の参画及び地域安全マップづくりを通じて

児童等が犯罪の被害に遭わないための意識の高揚を図る。

ウ 不審者に遭遇した場合等における警察への通報及び保護者や学校等への速や

かな連絡や複数名による登下校等について指導を行う。

(2) 保護者に対する要請等

家庭における安全教育の実施及び児童等が不審者に遭遇した場合や児童等の未

帰宅事案が発生した場合の警察等への速やかな通報について要請を行う。

第３ 通学路等における犯罪防止に配慮すべき事項

通学路等が安全な環境となるよう、学校等の管理者、保護者、地域住民、関係機

関等は協力して、以下の整備が図られるよう努めるものとする。

１ 明るさの確保

防犯灯設置者は、周辺の状況等を勘案し、光害に注意しつつ、防犯灯等を適切に

設置すること。また、可能な限り夜間において人の行動を視認できる程度以上の照

度（※注）を確保すること。

２ 見通しの確保

死角となる物件又は箇所がある場合は、死角を解消するためのミラー等を設置す

るなど、周囲からの見通しを確保すること。

３ 歩車道の分離等

道路については、構造上可能な場合は、歩道と車道を分離すること。また、歩道

の設置が困難な場合は、防護柵、車道分離標（ラバーポール）等の設置や路肩のカ

ラー舗装化などの工夫により安全を確保すること。

４ 緊急時の児童等の保護拠点の設置

通学路等の周辺に「子供110番の家」等の緊急時に児童等を保護する拠点が設け

られていること。
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５ 児童等の安全確保上特に注意を払うべき通学路等への防犯設備の設置

地下道等の児童等の安全確保上特に注意を払うべき箇所には、可能な限り、防犯

ベル等の防犯設備を設置すること。

６ その他の安全対策

通学路等の実情に応じ、危険箇所の注意表示、施設の安全点検、駐車禁止、車の

進入規制等の措置を講ずること。

（注） 「人の行動を視認できる程度以上の照度」とは、４メートル先の人の

挙動、姿勢等が識別できる程度以上の照度をいい、平均水平面照度（床

面又は地面における平均照度をいう。）がおおむね３ルクス以上のもの

をいう。
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Ⅲ 犯罪の防止に配慮した公共空間等の構造、設備等に関する指針

第１ 通則

１ 目的

この指針は、佐賀県犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくり条例（平成26年佐

賀県条例第17号）第16条第３項の規定に基づき、道路、公園、駐車場その他不特

定多数の者が出入りする公共の場所（以下「公共空間等」という。）について、犯

罪の防止に配慮した構造、設備等に関する方策を示し、防犯性の高い公共空間等を

普及させることにより、犯罪を未然に防止する環境を整備することを目的とする。

２ 基本的な考え方

(1) この指針は、公共空間等を設置し、又は管理する者及びこれらの者以外の者で

公共空間等に防犯対策を講じようとする者に対し、防犯性の向上に係る企画・設

計及び施設整備上配慮すべき事項を示し、その自発的な取組を促すものであり、

何らかの義務を負わせ、又は規制を課すものではない。

(2) この指針の規定は、公共空間等に占有物件を設置し、又は管理する者（公共空

間等の管理者等を除く。）においても配慮すべきものである。

(3) この指針の適用に当たっては、関係法令の制約等に配慮し、対応が困難と判断

される項目については除外する。また、この指針に基づく施策の推進に当たって

は、公共空間等における犯罪の発生状況、地域住民等の要望等を勘案するととも

に、関係者と協議し、特に犯罪の防止への配慮が必要な公共空間等を選定した上

で実施することとし、県民等との協働による取組により一層の防犯性の向上に努

めるものとする。

(4) この指針は、社会状況の変化や技術の進展等を踏まえ、必要に応じて見直すも

のとする。

第２ 犯罪防止に配慮すべき事項

１ 道路
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(1) 歩道と車道の分離

道路の構造や周辺の状況等を勘案し、可能な限り、縁石、防護柵、植栽等によ

り、歩道と車道を分離すること。

(2) 見通しの確保

ア 工作物等（看板、道路標識等をいう。）を設置しようとする場合には、工作

物等が道路の見通しを妨げないように設置すること。

イ 道路の植栽の下枝等が周囲から道路への見通しを妨げないようにせん定・伐

採を行うこと。

(3) 明るさの確保

防犯灯設置者は、光害、周辺の環境等を配慮しつつ、可能な限り、防犯灯等を

適切に設置すること。また、夜間において人の行動を視認できる程度以上の照度

（注１）を確保すること。

(4) 防犯設備の設置

地下道等の防犯上特に注意を払うべき箇所においては、可能な限り防犯ベル等

の防犯設備を設置すること。

２ 公園

(1) 配置

公園を新設する場合は、住宅、道路、駐車場等からの視認性が期待できる位置

に配置すること。

(2) 見通しの確保

植栽については、園内に極力死角をつくらないよう配置するとともに、見通し

を確保するため、適宜下枝のせん定等の措置をとること。

(3) 見通しに配慮した遊具の設置

遊具については、周辺から見通すことができるような配置とすること。
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(4) 防犯設備の設置

公園内に防犯ベル等の防犯設備を設置すること。

(5) 明るさの確保

夜間、通路として日常利用される園路については、光害に注意しつつ、公園灯

等により、人の行動を視認できる程度以上の照度（注１）を確保すること。

(6) 公園内に便所を設置する場合の配意事項

ア 園路及び道路から近い場所など、周囲からの見通しが確保された場所に設置

すること。

イ 建物の入口付近及び内部において、人の顔及び行動を明確に識別できる程度

以上の照度（注２）を確保すること。

ウ 個室等で非常事態が発生した場合に備え、防犯ベル等を設置すること。

３ 駐車場及び駐輪場

(1) 周囲との区分

駐車場及び駐輪場（以下「駐車場等」という。）の外周に見通しが確保できる

フェンス等を設置し周囲と区別すること。

(2) 見通しの確保

フェンス等は、道路、駐車場等からの見通しの妨げにならない構造であること。

(3) 具体的措置

駐車場等の管理に当たっては、その規模に応じて次の防犯対策のうち必要と考

えられる措置を講じるものとすること。

ア 管理者の常駐又は巡回

イ 管理者がモニターするためのカメラの設置

ウ 死角をなくすためのミラーその他の防犯設備の設置

エ チェーン用バーラック、サイクルラック等の設置等の自転車の盗難防止措置
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(4) 明るさの確保

夜間においては、周辺への光害に注意しつつ、人の行動を視認できる程度以上

の照度を確保すること。（注１・注３）

ただし、これらの照度の確保に代えて、門扉等による閉鎖その他の防犯対策を

講じる場合はこの限りでない。

（注１） 「人の行動を視認できる程度以上の照度」とは、４メートル先の人の挙動、

姿勢等が識別できる程度以上の照度をいい、平均水平面照度（床面又は地面

における平均照度をいう。）がおおむね３ルクス以上のものをいう。

（注２） 「人の顔及び行動を明確に識別できる程度以上の照度」とは、10メートル

先の人の顔及び行動が明確に識別でき、誰であるか明確にわかる程度以上の

照度をいい、平均水平面照度がおおむね50ルクス以上のものをいう。

（注３） 駐車場法施行令第13条では、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500

㎡以上の建築物である路外駐車場の照明装置に関して、自動車の車路の路面

10ルクス以上、自動車の駐車の用に供する部分の床面２ルクス以上と規定し

ている。
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１ 目的

この指針は、佐賀県犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくり条例（平成26年佐

賀県条例第17号）第18 条第２項の規定に基づき、道路、公園、駐車場その他の不

特定多数の者が出入りする公共の場所の防犯カメラについて、設置及び利用の基準

を示すことにより、防犯カメラの適切な運用を図ることを目的とする。

２ 基本的な考え方

(1) この指針は、防犯カメラの有用性に配意しつつ、人権を保護するために防犯カ

メラの設置者に対して、その設置及び利用に関し、配慮する必要がある事項を示

すものとする。

(2) この指針は、社会状況等の変化を踏まえ、必要に応じて見直すものとする。

３ 定義

(1) 防犯カメラ

防犯カメラとは、犯罪の予防を目的として設置される映像機器及びこれに附属

する機器をいう。

(2) 画像

画像とは、防犯カメラにより撮影し、記録されたものであって、それによって

特定の個人を識別することができるものをいう。

４ 管理体制

(1) 管理責任者の設置

防犯カメラの設置者（以下「設置者」という。）は、その管理及び利用を適切

に行うため、管理責任者を置くものとする。

Ⅳ 防犯カメラの適正な設置及び利用に関する指針
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(2) 取扱者の指定

管理責任者は、防犯カメラ、モニター又は録画装置の操作や画像の視聴を行う

取扱者を指定し、指定された取扱者以外の操作を禁止するよう努めるものとする。

５ 防犯カメラの撮影区域

防犯カメラの設置及び運用に当たっては、犯罪の予防効果の向上と人権保護との

調和を図るため、撮影区域を必要な範囲に限定するよう努めるものとする。

６ 防犯カメラの設置の表示

設置者は、防犯カメラの設置及び運用に当たって、設置区域の入口やその区域内

の見やすい場所に、防犯カメラを設置していることを表示するものとする。

７ 画像の適正な取扱い

(1) 秘密保持

設置者、管理責任者及び取扱者（以下「設置者等」という。）は、当該防犯カ

メラの画像から知り得た情報をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために使

用しないものとする。

(2) 画像の利用等の制限

設置者等は、次の場合を除くほか、画像を設置目的以外の目的に利用し、又は

第三者に提供しないものとする。

ア 画像から識別される特定の個人の同意がある場合

イ 人の生命、身体又は財産に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性があ

る場合

ウ 法令に基づく手続により照会等を受けた場合
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(3) 画像の適正管理

設置者等は、画像の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の画像の適正

な管理のために次の点に留意し、必要な措置を講じるものとする。

ア 画像を保存する場合には、当該画像を加工してはならない。

イ 画像の保存期間は、短期間とするものとし、おおむね１か月以内で必要な保

存期間を定める。

ウ 画像は、保存期間が終了した後、速やかに消去する。

エ 画像が記録された媒体等は、設置者等があらかじめ定めた管理上安全な場所

に保管する。

８ 苦情の処理

設置者等は、その取り扱う防犯カメラの設置等に関する苦情に誠意をもって対応

するものとする。

９ 管理・運用基準の作成

設置者は、当該防犯カメラの管理、運用等に関する基準（以下「運用基準」とい

う。）を策定し、防犯カメラの設置及び利用が適正なものとなるよう努めるものと

する。

なお、運用基準には、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

(1) 防犯カメラの設置目的に関すること

(2) 防犯カメラの適正な設置に関すること

(3) 防犯カメラの管理責任者その他の防犯カメラの運用に従事する者の指定に関す

ること

(4) 画像の利用等の制限に関すること
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(5) 画像の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他画像の適正管理の措置に係

る次の事項に関すること

ア 画像の保存期間及び廃棄方法

イ 画像の記録された媒体の保管

(6) 苦情処理に関すること

(7) その他防犯カメラの設置、画像の取扱いを適正に行うために必要な事項

10 その他

設置者は、この指針に定めるもののほか、関係法令等を遵守するとともに、業務

を委託する場合には、委託業者に適切な管理、運用を徹底させるものとする。
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佐賀県犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくり条例

目次

第１章 総則（第１条－第８条）

第２章 犯罪の防止のための自主的な活動の促進（第９条－第12条）

第３章 学校等における児童等の安全確保等（第13条－第15条）

第４章 犯罪の防止に配慮した環境等の整備（第16条－第19条）

第５章 事業活動における防犯への配慮等（第20条・第21条）

第６章 安全・安心に関する通報その他の措置（第22条）

第７章 犯罪被害者等に対する支援（第23条）

附則

〈第１章 総則〉

【目的】

第１条 この条例は、犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくり（以下「安全安心なま

ちづくり」という。）に関し、基本理念を定め、県の責務並びに県民及び事業者の役

割を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、安全安心なま

ちづくりを総合的かつ計画的に推進し、もって県民が安全に安心して暮らすことがで

きる社会の実現に寄与することを目的とする。

【基本理念】

第２条 安全安心なまちづくりは、自らの安全は自ら守り、また、地域の安全は自分達

で守るという認識の下に、県民、事業者又はこれらの者が組織する団体（以下「県民

等」という。）による犯罪の防止のための自主的な活動（以下「防犯ボランティア活

動」という。）を基本として推進されなければならない。

２ 安全安心なまちづくりは、県、市町及び県民等の相互の連携の下、推進されなけれ

ばならない。

【県の責務】

第３条 県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、安

全安心なまちづくりに関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有す

る。

２ 県は、前項の施策の実施に当たっては、国及び市町との連絡調整を緊密に行うもの

とする。
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【県民の役割】

第４条 県民は、基本理念にのっとり、安全安心なまちづくりについて理解を深め、日

常生活における自らの安全の確保とともに、安全安心なまちづくりの推進に努めるも

のとする。

２ 県民は、県が実施する安全安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努めるも

のとする。

【事業者の役割】

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、安全安心なまちづくりについて理解を深め、

その所有し、又は管理する事業施設及びその事業活動に関し、自ら安全の確保に努め

るとともに、安全安心なまちづくりを推進するよう努めるものとする。

２ 事業者は、県が実施する安全安心なまちづくりに関する施策に協力するよう努める

ものとする。

【市町への支援】

第６条 県は、市町が実施する安全安心なまちづくりに関する施策について、情報の提

供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

【推進体制の整備】

第７条 県は、市町及び県民等と連携して、安全安心なまちづくりに関する施策を総合

的かつ効果的に推進するために必要な体制を整備するものとする。

【推進計画】

第８条 県は、安全安心なまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため

の計画（以下「推進計画」という。）を策定するものとする。

２ 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき安全安心なまちづくりに関する施策の取組方針

(2) 前号に掲げるもののほか、安全安心なまちづくりに関する施策を総合的かつ計画

的に推進するために必要な事項

〈第２章 犯罪の防⽌のための⾃主的な活動の促進〉

【防犯ボランティア活動の活性化のための支援】

第９条 県は、県民等が行う防犯ボランティア活動を促進するため、県民等に対し、情

報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。



【防犯ボランティア支援センターの指定等】

第10条 知事は、公安委員会と協議の上、営利を目的としない法人であって、次項に規

定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、

県に一を限って、防犯ボランティア支援センター（以下「支援センター」という。）

として指定することができる。

２ 支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 防犯ボランティア活動を行う県民等に対し、情報の提供、相談への対応その他の

支援を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、安全安心なまちづくりの推進のために必要な業務を行

うこと。

３ 県は、支援センターに対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供、助言その他

の必要な支援を行うものとする。

【広報及び啓発】

第11条 県は、安全安心なまちづくりに関し、必要な広報活動及び啓発活動を行うもの

とする。

２ 県は、県民等の安全安心なまちづくりへの関心及び理解を深めるため、安全･安心の

日及び安全安心なまちづくり旬間を設けるものとする。

３ 安全･安心の日は毎月26日とし、安全安心なまちづくり旬間は毎年10月11日から

同月20日までとする。

【高齢者等の安全確保】

第12条 県は、高齢者、子ども、女性その他特に防犯上の配慮を要する者（以下「高齢

者等」という。）が犯罪による被害を受けないようにするため、市町及び県民等が連

携し、地域ぐるみで高齢者等の安全が確保されるように、市町及び県民等に対し、情

報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

〈第３章 学校等における児童等の安全確保等〉

【学校等における安全確保】

第13条 幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の学校及び保育所等の児童福祉施設等

（以下「学校等」という。）を設置し、又は管理する者は、当該学校等において、乳

幼児、児童及び生徒（以下「児童等」という。）が犯罪による被害を受けないように

するための安全の確保（以下「安全確保」という。）に努めるものとする。
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２ 学校等を設置し、又は管理する者は、地域の実情に応じて、児童等の保護者、地域

において防犯ボランティア活動を行う県民等及び警察署その他の関係機関の職員と連

携を図り、当該学校等における児童等の安全確保のための体制の整備に努めるものと

する。

３ 県は、学校等を設置し、又は管理する者に対し、当該学校等における児童等の安全

確保対策の実施について、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

４ 知事、教育委員会及び公安委員会は、共同で、学校等における児童等の安全確保の

ための指針を定めるものとする。

【通学路等における安全確保】

第14条 通学の用に供される道路及び児童等が日常的に利用する公園、広場等（以下

「通学路等」という。）を管理する者、児童等の保護者、学校等を管理する者、学校

等の所在する地域の住民及び警察署長は、連携して、当該通学路等における児童等の

安全確保に努めるものとする。

２ 知事、教育委員会及び公安委員会は、共同で、通学路等における児童等の安全確保

のための指針を定めるものとする。

【児童等の規範意識の向上と安全に関する教育の充実】

第15条 県は、学校等、家庭及び地域と連携して、児童等が犯罪による被害を受けない

ようにするための教育及び犯罪を起こさないようにするための教育の充実を図るよう

努めるものとする。

〈第４章 犯罪の防⽌に配慮した環境等の整備〉

【犯罪の防止に配慮した公共空間等の整備】

第16条 道路、公園、駐車場その他の不特定多数の者が出入りする公共の場所（以下

「公共空間等」という。）を設置し、若しくは設置しようとし、又は管理し、若しく

は管理しようとする者は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する公共空間等の

整備に努めるものとする。

２ 県は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する公共空間等の普及及び重要性に

ついての啓発に努めるものとする。

３ 知事及び公安委員会は、共同で、犯罪の防止に配慮した公共空間等の構造、設備等

に関する指針を定めるものとする。
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【インターネットの安全な利用】

第17条 県民は、インターネットの安全な利用に努めるものとする。

２ 県は、インターネットを利用する犯罪による被害を防止し、及び県民が安全に安心

してインターネットを利用することができるようにするため、県民等及び関係機関に

対し、必要な情報の提供、助言等を行うものとする。

【防犯カメラの適正な運用】

第18条 知事及び公安委員会は、共同で、防犯カメラ（犯罪の防止を目的として設置さ

れる映像機器及びこれに附属する機器をいう。以下同じ。）の適正な設置及び利用に

関する指針を定めるものとする。

２ 公共空間等に防犯カメラを設置し、又は利用する者は、前項の指針に基づき、適正

な運用に努めるものとする。

【自転車盗難防止のための施錠等の促進】

第19条 自転車の利用者は、自転車を駐車する際、確実に施錠するものとする。

２ 駐輪場の管理者は、当該駐輪場の利用者に対し、自転車を駐車する際、施錠するよ

う注意を促すものとする。

３ 自転車の販売業者は、盗難防止に配慮した施錠装置等を有する自転車の普及に努め

るものとする。

４ 警察署長は、自転車の盗難被害の発生状況に鑑み、自転車の盗難を防止する必要性

が高いと認められる駐輪場を施錠重点対象駐輪場として指定することができる。

５ 前項の規定による指定を受けた施錠重点対象駐輪場の管理者は、次に掲げる盗難防

止措置を行うことができる。

(1) 当該駐輪場に駐車された自転車の施錠の有無を確認し、施錠されていないものに

施錠すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、自転車の盗難防止のために必要な措置を講じること。

６ 警察署長は、前項に規定する駐輪場の管理者に対し、自転車の盗難防止に必要な情

報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

〈第５章 事業活動における防犯への配慮等〉

【犯罪の防止に配慮した事業施設の整備等】

第20条 事業者は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する事業施設の整備に努め

るものとする。

２ 警察署長は、事業施設を設置し、又は管理する者に対し、犯罪の防止に配慮した事

業施設の構造、設備等について、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものと

する。
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【防犯責任者の設置等】

第21条 事業者は、その所有し、又は管理する事業施設及びその事業活動における防犯

上の安全の確保のため、事業所ごとの実情に応じて、従業員に対する防犯に関する指

導及び防犯設備の維持管理等を行う責任者の設置など、犯罪の防止のための措置を講

じるよう努めるものとする。

〈第６章 安全・安⼼に関する通報その他の措置〉

第22条 法令に抵触すると思われる行為を把握した者は、警察、学校その他関係機関へ

の通報その他適切な措置を講じるよう努めるものとする。

〈第７章 犯罪被害者等に対する⽀援〉

第23条 県は、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為により被害を受け

た者並びにその家族又は遺族（以下「犯罪被害者等」という。）の権利利益の保護を

図るため、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の活動を促進するための支援その他

の犯罪被害者等の支援に関する施策を講じるものとする。

２ 県は、前項の施策の実施に当たっては、必要に応じ、国、市町その他の関係機関及

び関係団体と連携して行うものとする。

附 則

この条例は、平成26年４月１日から施行する。
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