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❶ 学校等及び通学路等における児童等の安全の確保に関する指針

栃木県の大人たちが一致団
結して安定的・継続的に子
どもたちを守る体制等を整
備するために必要な事項を
示して、学校等及び通学路
等における児童等の安全の
確保を図ります。

❷ 犯罪の防止に配慮した道路・公園・駐車場に関する指針

犯罪の防止に配慮した道
路・公園・駐車場の構造や設
備、使用等に関する必要な
事項を示して、犯罪の防止
に配慮した道路等の普及を
図ります。　

❸ 犯罪の防止に配慮した住宅に関する指針

犯罪の防止に配慮した住宅
の構造、設備等に関する必
要な事項を示して、犯罪の
防止に配慮した住宅の普及
を図ります。

❹ 犯罪の防止に配慮した深夜営業の小売店舗に関する指針

犯罪の防止に配慮した深夜
営業の小売店舗の構造、設
備及び防犯体制等に関する
必要な事項を示して、深夜
営業店舗における犯罪の防
止を図ります。



　近年、都市化、国際化及び情報化の進展などに伴う社会情勢の変化や社会的な規範意識の低下、地域社会の連
帯感の希薄化などを背景として、日常生活が営まれる身近な場所での犯罪が増加し、私たちの暮らしを脅かすに
至っています。
　このような状況を改善し、安全で安心なまちづくりを推進するためには、県民の皆様との協働による「犯罪の防
止のための自主的な活動」及び「犯罪の防止に配慮した環境の整備の推進」に取り組まなければなりません。
　県では、安全で安心なまちづくりの基本的方向、推進施策に関する事項を示した「栃木県安全で安心なまちづ
くり推進指針」を定めています。その中では、さらに、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する施設等の具体
的なガイドラインを示した個別指針を定め、県民の皆様へ周知を図ることにより犯罪に強いまちづくりを目指すこ
ととしています。
　これらの指針により、県民、事業者、県及び市町村が連携を図りながら協力して推進し、安全で安心して暮らせ
る栃木県の実現を目指すこととしております。

●安全で安心なまちづくりは、県民一人ひとりが自主自立の精神と相互扶助の精神による良好な地域社会
を築いていくことにより推進します。
●安全で安心なまちづくりは、県民、事業者及び県が適切に役割分担した上で、相互に連携を図りながら協
働することにより推進します。                           
●県民及び事業者は、安全の確保に自ら努めるとともに、県の施策に参加・協力するよう努めます。
●県及び市町村は、それぞれの施策が円滑かつ効果的に推進されるよう相互に連携・協力します。
●県は、犯罪の防止に配慮した施設等の環境整備を推進するとともに、安全で安心なまちづくりの推進に関
する各種施策を総合的に策定し実施します。
●県は、国、市町村、関係機関･団体と連携し、本県の状況に応じた犯罪被害者等に対する必要な支援を行い
ます。
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栃木県安全で安心なまちづくり推進指針
目 的

内 容
基本的方向

安全で安心なまちづくりの推進施策
中を開いて

4つの個別指針も
見てね！

●地域における犯罪防止のための自主的な活動の推進
   ・自主防犯意識の高揚等
   ・お互いに支え合う地域づくりの推進        　　

●犯罪の防止に配慮した環境整備の推進      　　　　　　
   ・児童等の安全対策                     　　　　　　　　
   ・犯罪の防止に配慮した施設等の普及           
   ・繁華街の犯罪防止対策                       
   ・犯罪被害者等への支援 とちまるくん



❶ 学校等及び通学路等における
児童等の安全の確保に関する指針

具体的な対策

¡安全対策の会議等の開催
¡教職員等の研修及び訓練　
¡危機管理マニュアルの策
　定・見直し

¡通学路等の安全点検と要注
　意箇所の周知等の徹底
¡登下校時の児童等の安全確保

¡学校等における安全教育
¡家庭及び地域における安
　全教育

¡速やかな伝達システムの確立
¡適切な避難・誘導等
¡実践的な防犯ノウハウや防御
　・退避スキル等

¡敷地内への不審者の侵入防止
¡敷地内での不審者の発見・排
　除及び建物内侵入の防止
¡不審者の侵入に備えた用具や
　施設・設備の点検整備

¡学校等・保護者
¡地域住民・事業者
¡警察署・関係機関

学校管理者、教職員、
保護者、学校安全ボランティア、
地域住民、スクールガードリーダー、
警察、県、市町村、関係団体等が
連携・協力して子どもたちを

守っていきます。

幼児・児童・生徒の安全の確保

教職員等の危機管理
意識の高揚と学校等
における体制整備

関係機関・団体との
連携体制の整備等

不審者の学校等侵入
防止対策

緊急時の対策等 
児童等に対する
安全教育の充実等

通学路等における児
童等の安全確保対策



❷ 犯罪の防止に配慮した
道路・公園・駐車場に関する指針

配慮すべき事項等

地域住民の維持管理活動への
積極的な参加

街路樹や工作物の配置等を
考慮した見通しの確保

フェンス及び柵等による外周部との区分
管理人の常駐、巡回及び防犯設備の設置
自動ゲート管理システム及び管理人の配置による車両の出入りの管理

公園の見通しの確保・公園
外周部との境界の明確化

非常ベル・赤色灯・緊急通報
装置等の設置

境界ブロックや縁石等に
よる歩道と車道の分離

道　路

照明設備による夜間の照度
の確保

公　園

駐車場
・「人の目」及び見通しの確保
・地域の共同意識の向上
・犯罪を行おうとする者の接近の防止
 がポイントです。

W.C



❸ 犯罪の防止に配慮した
住宅に関する指針
構造、設備等に関する事項

共用部分 住戸専用部分

玄関 窓

オートロックシステムの
導入

侵入に強い玄関扉 インターホン等の設置外部から見える、通報
装置のあるエレベーター

「防犯性能の高い建物部品」
がおすすめです。

侵入犯罪の防止を図
ることを目的に、平成
14年11月、警察庁、国
土交通省、経済産業省
と住宅生産者団体、建

物部品関連団体等により「防犯性能の高
い建物部品の開発・普及に関する官民合
同会議」が設置され、各種建物部品の防犯
性能評価方法とその運用に関する検討を
行った後、建物部品の防犯性能試験を実
施、平成16年4月より「防犯性能の高い建
物部品」として目録が公表されています。

・周囲からの見通しの確保

・居住者の帰属意識の向上

・犯罪を行おうとする者の接近制御

  及び住宅部材･設備等の強化･回避

  がポイントです。              

共同住宅

一戸建て住宅

破壊･開錠が困難な玄関扉
ドアスコープ、ドアチェーンの設置、
インターホンの設置

錠つきクレセント、補助錠の設置、
合わせガラスや防犯フィルム
を貼付する等の措置 http://www.cp-bohan.jp/



❹ 犯罪の防止に配慮した
深夜営業の小売店舗に関する指針

店舗の構造等

防犯体制

深夜営業店舗では、強盗等の犯罪に備え
・店舗の構造や設備　・防犯体制  
・警戒の方法　　　　・現金管理
がポイントです。

来客感応機 防犯ミラー

防犯ベル、通報装置

カラーボール

防犯カメラ

見通しのよい
カウンター

10,000
円

防犯責任者の指定と任務
・各店舗ごとに指定
・防犯マニュアルの備え付け
・店舗近隣居住者への協力依頼

・防犯設備の点検整備
・警察等との防犯情報の交換
・防犯指導及び防犯訓練の実施 

現金管理
・高額紙幣の固定式金庫等への保管
・レジ未使用時の確実な施錠
・固定式金庫の異常通報装置設置の検討

・レジ内現金の必要最小限度内の保管
・固定式金庫の鍵の確実な管理･保管
・複数人員による多額現金の搬送 

・常時警戒による不審者の発見
・来客に対する顔を見ての声かけの励行
・深夜における複数勤務員の確保

警戒の方法



問い合わせ内容 電話番号各指針に関する問い合わせ先

栃木県県民生活部くらし安全安心課 推進指針全般について 028-623-2154

栃木県教育委員会事務局学校教育課

栃木県経営管理部文書学事課

栃木県保健福祉部こども政策課

公立学校について

私立学校について

児童福祉施設について

028-623-3390

028-623-2056

028-623-3063

栃木県県土整備部

道路の建設について

道路の維持管理について

駐車場について

028-623-2415

028-623-2430

028-623-2465

道路整備課

道路保全課

都市計画課

都市整備課 公園について 028-623-2474

栃木県県土整備部
住宅について

建築基準等について

住宅課

建築課

028-623-2483

028-623-2514

栃木県警察本部生活安全部生活安全企画課 防犯対策等について

※栃木県安全で安心なまちづくり推進指針は平成18年４月から運用開始。

028-621-0110（代）

栃木県安全で安心なまちづくり推進指針

学校等及び通学路等における児童等の安全の確保に関する指針

犯罪の防止に配慮した道路･公園･駐車場に関する指針

犯罪の防止に配慮した住宅に関する指針

犯罪の防止に配慮した深夜営業の小売店舗に関する指針

栃木県県民生活部くらし安全安心課

安全で安心なまちづくりホームページ
栃木県ホームページ http//www.pref.tochigi.lg.jp/ から

☎ 028-623-2154

くらし・環境 防犯・交通安全 防犯・被害者支援 栃木県安全で安心なまちづくり
ホームページ


