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目 
的 

対 象 市内にいるすべての人 
意 図 安心して生活できる安全な環境をつくる 

◇施策の方向 

市民一人一人の身近な犯罪に対する防犯意識の向上と防犯行動の促進，地域ボランティアによる防犯活動の促進，市
民，地域，警察，行政の協力体制の維持・向上により，市民が安心して生活することができる犯罪のないまちづくり
を目指します。 

 

まちづくり指標 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 目標値 
平成30年度 

１ 治安の面で自分の住んでいる地域

が安心して暮らせると感じている市

民の割合【☆，◎】 

81.0％ 80.4％ 84.４％ 83.3％ 80.0％ 

２ 市内刑法犯認知件数（暦年）【☆，

◎】 2,002件 1,790件 1,576件 1,721件 1,900件 

 

◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 治安の面で自分の住んでいる地域が安心して暮らせると感じている市民の割合【☆，◎】 

  前年度（平成29年度）調査より１．１ポイント減少ですが，目標値を達成しています。 

  「防犯対策」については，市民意識調査の結果において，市民が普段のくらしの中で感じている市政全般に関す

る優先度として常に上位に入る市民の関心の高い取組であることから，令和元年度を初年度とする基本計画の重

点プロジェクトに位置付けました。 

 

２ 市内刑法犯認知件数（暦年）【☆，◎】 

  平成２９年の刑法犯認知件数に比べ１４５件の増加ですが，目標値を達成しています。 

  凶悪犯，粗暴犯は減少した一方で，自転車盗や万引き，特殊詐欺の件数が増加しました。 

 
《参考》基本計画（令和元年度～令和４年度）における「まちづくり指標」 

まちづくり指標 まちづくり指標の考え方 現状値 目標値 

１ 治安の面で自分の住んでいる地

域が安心して暮らせると感じてい

る市民の割合 

市民一人一人の防犯意識の向上と防犯活動の推進を図

り，市民の大多数が安心して暮らせると感じられるこ

とを目標とした。（調布市民意識調査） 

83.3% 

（平成30年度） 

90.0% 

（令和4年度） 

２ 市内刑法犯認知件数（暦年） 

過去5年間の市内刑法犯認知件数の推移を勘案し，市

民がより安心して生活できる環境づくりを目指す目標

値とした。（警視庁資料） 

1,721件 

（平成30年） 

1,450件 

（令和4年） 

  

１ 平成３０年度の振返り — 現状把握  



（施策02 防犯対策の推進） 

 

◆施策の成果向上に向けた主な取組実績【基本計画（令和元年度～令和４年度）の基本的取組毎に記載】 

０２－１ 身近な犯罪に対する防犯意識向上と防犯活動の推進 

身近な犯罪に対する防犯意識の向上のため，犯罪の発生状況や防犯対策などの生活安全に関する情報
を，市報，ホームページ，ツイッター，防災・安全情報メール，調布ＦＭ，ケーブルテレビなどの各種媒
体を活用して情報発信に努め注意喚起を図るとともに，ふれあい給食や出前講座，駅頭防犯キャンペーン
など市民とふれあう様々な機会を捉えた，防犯意識の醸成を図る啓発活動に取り組みました。 
特殊詐欺の被害撲滅に向け，刻々と変化する詐欺手口や被害発生状況，被害防止対策などについて，各

種媒体を活用した情報提供や具体的な犯罪事例による注意喚起により，被害防止に努めました。また，調
布警察署，調布地区防犯協会と連携して「防犯のつどい」や「振り込め詐欺撲滅キャンペーン」をはじめ
とする各種イベント，出前講座やふれあい給食を活用した啓発活動により被害防止に取り組みました。そ
の他，東京都と連携して６５歳以上の世帯を対象に自動通話録音機の貸し出しや落語や演劇を通して防犯
意識を醸成する「生活安全講演会」の開催，市で作成した振り込め詐欺防犯対策ＤＶＤの自治会，地域団
体等への貸し出しやホームページでの動画公開などの被害防止を図りました。 
防犯教育の推進としては，公立小・中学校におけるセーフティ教室や児童館における不審者訓練及び防

犯教室において，これまでの発生事件から予想される事案に基づき，犯罪に巻き込まれない心構えや自ら
が犯罪者とならない防犯意識の向上を図りました。 
安全・安心マップの作成支援では，子どもが不審者を見分けることは困難であることを踏まえ，不審者

が好む犯罪が発生しやすい危険な場所を判断する学習を，児童館・学童クラブを対象に，１６箇所の地域
で実施し，子ども自身の犯罪予防能力の向上に努めました。作成した地図は，各施設で展示するとともに
縮小版を作成し配布することで，家庭等での防犯意識の向上も図りました。 
地域における防犯力の向上を目指し，地域の防犯ボランティア団体やペットとの散歩の時間を活用した

見守り活動（わんわんパトロール）に対し，パトロール用ベストや防犯灯，防犯バンダナなどの防犯用品
の貸与，ボランティア保険の加入補助など自主的な防犯活動を支援しました。年末年始には２１の地域団
体と合同パトロールを実施し，日頃の活動に感謝を伝えるとともに，活動士気を高めることに取り組みま
した。また，防犯ボランティア団体に青色回転灯を貸与して実施する自主青色防犯パトロールについては，
犯罪が発生しにくい環境づくりに対する高い意識と，地域の安全は地域で守る高いボランティア精神に支
えられ，安全安心なまちづくりに多大な貢献をしていただいています。その活動に対し燃料費の一部を補
助するとともに，合同パトロールの実施や，警視庁の青パト講習会への参加など，活動の充実，技術面の
支援により活動の活性化，参加団体の増加に取り組みました。 
小学校通学路を中心に不審者から逃れて助けを求めてきた子どもを保護する避難場所として，地域の協

力者，商店，事業所などに登録いただいている「こどもの家」について，説明会等の周知を行い，継続を
含めて2，870件の登録がありました。 
 

０２－２ 犯罪抑止対策の推進 

犯罪抑止対策として，青色回転灯を装着した専用車両による子ども安全・安心パトロール及び夜間安
全・安心パトロールを実施しました。子ども安全・安心パトロールは，車両４台，警備員８人により小・
中学校，児童館施設を基本にその通学路までの地域を重点的に，下校時間の始まる時間帯から午後 9時
３０分まで実施しました。下校時間帯には降車して声掛けを行うなど，地域の見守りボランティアとの連
携を図り，児童・生徒の安全確保に努めました。また，平成３０年度から学校の長期休校期間の日中に拡
充して実施しました。夜間安全・安心パトロールは，車両２台，警備員４人により，年間を通じて午後９
時３０分から翌朝までの深夜帯を重点的に，交番から遠い地域や明かりの少ない道路などを中心に実施
し，犯罪抑止に努めました。効果的かつ効率的なパトロール業務の遂行に向け，調布警察署，委託業者，
行政による連絡会を月１回定期的に開催し，犯罪発生状況の把握と抑止活動に向けた情報共有に努めまし
た。また，市民からのパトロール要請について，市職員による確認，点検を行い適宜重点パトロール地区
として指定することや，地域の自主的な防犯パトロールとの連携により，まちの声をパトロール業務に反
映させるなど，生活環境における不安軽減に努めました。さらに，職員を対象とした青パト講習会を開催
し，青色回転灯を装着した庁用車両を使用する際の防犯意識向上に努めました。 
子どもの犯罪被害抑止対策として，引き続き登下校時等に携帯できる防犯ブザーを小学校の新入学生に

配布するとともに，安全安心マップ作りを通じて，「こどもの家」に関する周知を図ったほか，学校開校
日の月曜日と金曜日の週２回，防災行政無線による子どもの見守り放送や調布ＦＭ放送により，地域の見
守り活動を呼びかけることで被害防止に努めました。子どもが事件に巻き込まれることを防ぐため，不審
者発生状況などを，調布市防災・安全情報メールにより保護者の皆さんに情報提供し注意喚起を促すなど，
子どもの安全確保に努めました。 
 犯罪の発生しにくいまちづくりについては，犯罪抑止に向けた環境整備について，調布警察署と連携し，
各地域での防犯指導に取り組むとともに，自治会や商店街などの地域団体に対し，東京都と連携した防犯
設備設置における補助制度の活用について広報啓発に取り組みました。 

 

２ 平成３０年度の振返り — 取組実績（ＤＯ）  



（施策02 防犯対策の推進） 

 
◆平成３０年度における施策の成果についての総括 
・犯罪認知件数は１，７２１件，平成２９年に比べ１４５件増となった。凶悪犯，粗暴犯は減少し，特殊詐欺の件数が増加した。 

・特殊詐欺被害は93件，約1億8,100万円で平成29年に比べ被害件数は41件増，被害額は約7,800万円増加した。 

・調布警察署との連携により，市報に特殊詐欺防止コラムの掲載を開始。 

・自動通話録音機の貸し出し台数は，５７８台。事業開始から累計約1,200台を設置。 

・警視庁，調布警察署，調布地区防犯協会と連携した各種の防犯キャンペーンや防犯イベントなどに協力・支援を行った。 

・防犯ボランティア団体２１団体と年末年始合同パトロールを実施した。 

・安全安心マップの作成支援において，児童館の子どもたちを対象に，１６ヶ所の地域で実施した。 

・防犯対策，特殊詐欺被害防止対策として，調布警察署と連携し，出前講座（10回191人），ふれあい給食（６回８９人）での

啓発活動のほか，小中学校，児童館，幼稚園，保育園で不審者訓練等を実施した。 

・青色自主防犯パトロールの協力団体の増加に取り組み新規に１団体増加し，５団体となった。 

・防犯設備補助金制度を活用し，１商店街および１地域団体に計１６台の街頭防犯カメラの設置を支援した。累計8団体９3台設

置。 

・通学路への街頭防犯カメラの設置台数が100台となった。 

・こどもの家の登録件数が，継続を含めて2，870件となった。 

 

評価 Ａ 
【評価区分】平成３０年度の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

Ｓ 
◎ 

Ａ 
Ｂ ○ 
Ｃ 

△ 
Ｄ 

＊平成３０年度行政評価における施策の成果についての評価：３段階 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」，○：「概ね達成した。概ね成果が得られた。」，△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

 
◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における取組状況・課題・今後の方向 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 

（基本計画で予定した成果が十分得られた） 

今後の取組の方向   

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①治安の面で自分の住んでいる地域が安心して暮らせると感じて

いる市民の割合 

②犯罪認知件数の減少 

 

③犯罪が発生しにくいまちへの環境整備 

 

①安全・安心パトロールの事業検証を含め，更なる品質確保に向 

け，満足度9割を基準として取り組む。 

②警察機関や関係機関，地域の防犯ボランティア活動と連携を深

め，更なる犯罪発生の減少に向け官民一体となり取り組む。 

③商店街や地域団体が補助金制度を活用して設置する街頭防犯カ

メラについて，周知啓発する。また，行政が設置する街頭防犯

カメラの増加に向け引き続き取り組む。 

計画に対して進捗に遅れが生じた取組等 

（基本計画で予定した成果が得られなかった） 

左記の理由や今後に向けた対応課題等 

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①計画内の個別事項ではないが，特殊詐欺被害が増加した。 

 

 

 

①特殊詐欺被害防止対策として，自動通話録音機の貸出など様々

な啓発活動などを実施しているが，現状被害が後を絶たない。 

この状況を踏まえ，警察機関と連携し，最新の被害事例の広報

など更なる効果的な啓発活動が必要である。 

 
  

３ 平成３０年度の振返り及び基本計画期間（平成２７～３０年度）の取組状況 — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策02 防犯対策の推進） 

◆基本計画期間（平成２７～３０年度）における施策の成果についての総括 
（平成２７～30年度） 

・基本計画事業「地域での防犯パトロールの支援」において，市民に貸し出すパトロール用品の品目の充実を図るとともに，活動の

安全対策として，ボランティア保険の加入支援を実施したほか，自主青色防犯パトロール活動に対し，活動費の一部補助制度を整

備し，地域防犯力の強化充実を図った。 

・基本計画事業「安全・安心パトロール事業」において，小学校の下校時間帯から夜間時間帯にかけて青色回転灯の搭載車両による

安全安心パトロールを実施しており，平成16年の事業開始から犯罪認知件数が年々減少した状況から，犯罪抑止効果と共に，ま

ちづくり指標１「治安の面で自分の住んでいる地域が安心して暮らせると感じている市民の割合」が8割を超えた結果においても，

市民生活に安心感を与える事業として，一定の効果が認められる。 

（平成２７～２８年度） 

・青色防犯パトロール車両への AED，ドライブレコーダーの搭載，警視庁の青色防犯パトロール講習会への定期的な参加など，青

色防犯パトロール事業の品質確保に向け，装備品の充実，技術の向上に努めた。ドライブレコーダーの装備は，事故や事件発生時

の証拠として有効であるとともに，移動式防犯カメラとしての犯罪抑止効果も期待できることから，青色防犯パトロール登録して

いる庁用車を中心に，関係部署とも連携し，安全安心なまちづくりに活かしていく。 

（平成２９年度） 

・「調布市が設置する街頭防犯カメラの管理及び運用に関する要綱」（平成29年12月施行）にて，その撮影及び映像データの管理

に関する基本的事項を定め，街頭防犯カメラの適正な運用を図り，市民等のプライバシーその他の権利利益を保護するとともに，

街頭防犯カメラの設置による安全・安心なまちづくりに向けた環境整備を推進した。 

（平成３０年度） 

・特殊詐欺は，被害件数，被害額ともに増加しており，効果的な対策が急務である。市報，出前講座やふれあい給食，年金支給日キ

ャンペーン等において啓発活動を展開したほか，有効な被害防止対策として，65歳以上の世帯を対象に自動通話録音機の貸し出

しを行っており，平成30年度は578台を貸し出した。事業開始（平成27年度）からの累計貸し出しは，約1,200台となった。 

 

評価 Ａ 
【評価区分】基本計画期間４年間の取組状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「十分に取組成果が得られた。     計画以上に目標を達成した。」 
Ａ：「予定した取組成果が得られた。    計画どおりに目標を達成した。」 
Ｂ：「一定の取組成果が得られた。     概ね計画どおりに目標を達成した。」  
Ｃ：「予定した取組成果が得られなかった。 目標達成にはやや至らなかった。」 
Ｄ：「期待した取組成果が得られなかった。 目標達成までには至らなかった。」 

 
◆施策を取り巻く状況（計画策定後の施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

①国内において東京 2020大会をはじめとする国際的なスポーツイ

ベントの開催を見据えた，国際的なテロ対策の推進 

②都内での被害が増加している特殊詐欺対策の強化 

 

 

 

③子どもの安全確保対策 

 

 

④サイバー空間において，先進技術や機密情報の搾取や，行政機関，

重要インフラ事業者のシステムを狙ったサイバー攻撃などの脅威

への的確な対応 

⑤総合的な組織犯罪対策の推進 

①東京2020大会の開催に向け，開催地としての安全安

心の確保を図るための連携及び体制の構築。 

 

②特殊詐欺対策は，警察，関係機関との連携をさらに深

めるとともに，被害事例の周知による注意喚起など継

続した啓発活動を図る。 

③こどもが被害者となる犯罪や事故防止は，社会全体で

守る取り組みが必要であり，庁内横断的な連携や情報

共有による各種施策の検討が不可欠である。 

④⑤テロへの脅威，サイバー犯罪の増加，暴力団対策な

どの事案に対する情報の共有と迅速な連絡体制の構

築。 

 

都
や
近
隣
自
治
体
等
の
動
向
等 

①ラグビーワールドカップ，東京２０２０大会に向けた諸対策の推進 

 

 

 

 

 

②特殊詐欺被害防止対策 

 

③犯罪抑止対策の推進 

 犯罪の起きにくいまちづくりに向けた環境整備 

④｢テロ対策東京パートナーシップ推進会議｣によるテロの未然防止

やテロ発生時の協働対処体制の強化に向けた各種対策を推進 

⑤サイバー空間の脅威に対する総合対策の推進 

⑥総合的な組織犯罪対策 

①警視庁，組織委員会，東京都，関係団体，関係自治体

等により，各種の連絡協議会が開催され，具体的な安

全対策等について協議が重ねられている。不測の事態

を想定した様々な安全対策について，警察機関などの

関係機関や地域との連携をさらに深め，官民一体とな

った防犯対策による，安全安心の確保が必要である。 

②特殊詐欺被害防止対策として，東京都と連携し，平成

27年度から自動通話録音機の貸し出し事業を開始。 

③④⑤⑥安全で安心できる生活環境の保持に向け，様々

な犯罪事案に対し迅速な対応と柔軟な対処が求められ

る中で，警察機関との円滑な情報交換や連携した啓発

活動を実施する必要がある。 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ）  



（施策02 防犯対策の推進） 

 
◆基本計画期間（令和元年度～令和４年度）における中期的な取組の方向 
※基本計画の期間において重点的に取り組むべき事項（引き続き／より一層／新たに／ 推進すべき取組等） 

※2019年・2020年を契機としたまちづくりやレガシーの創出に向けた取組は，冒頭に「○印」を記入 

身近な犯罪に対する防犯意識向上と防犯活動の推進 

・警察，行政と連携した地域防犯力の充実として，警察機関における防犯指導や行政との合同パトロールの実施のほか，防犯パトロ

ールの支援用品の貸し出しなど，地域防犯活動の推進につながる支援を行う。 

・市民一人一人の防犯意識の向上を図るため，出前講座等の機会を通じて啓発活動を行う。 

・特殊詐欺被害に遭う割合が高い高齢者への啓発活動および自動通話録音機の貸し出しを促進し，特殊詐欺被害の減少を図る。 

・防犯教育の推進として，小・中学校におけるセーフティ教室や児童館における防犯教室の実施等子どもたちの防犯教育に取り組む。 

 

犯罪抑止対策の推進 

・補助制度を有効活用した商店街や地域団体による街頭防犯カメラの設置支援 

・犯罪に巻き込まれることを防ぐ，こども安全安心パトロール，夜間安全安心パトロール事業の品質確保・充実 

・犯罪が発生しにくいまちづくりに向け，通学路等への街頭防犯カメラの設置など防犯環境の整備を進める。 

 
◆令和２年度における重点的取組，新規又は拡充の検討を要する取組 
※重点プロジェクトに関連する取組は，冒頭に「☆印」を記入 

※新規の取組は，冒頭に「◎印」を記入 
☆犯罪抑止対策として，不特定多数が集う施設や駅周辺などへの街頭防犯カメラの設置。 

☆◎防犯設備整備（街頭防犯カメラ）に関する補助制度の周知及び有効活用に加え，東京都の補助制度を活用した防犯設備の維持管

理経費（保守点検及び，修繕費）に関する新たな補助制度の整備。 

☆青色防犯パトロールの協力団体や気軽にできる地域見守り活動であるわんわんパトロールの登録者増による，地域の見守り活動の

強化充実。 

 

  

そ
の
他 

①安全・安心パトロール事業の品質の確保，充実に向けた検討。 

 

②地域の防犯力の充実に向けた支援体制の維持 

 

 

③警察署からは，特殊詐欺対策への協力や街頭防犯カメラの設置促進

を求められている。 

④空き家対策については，個別対応の情報共有による対応としている

が，法整備に伴う具体的な体制の整備が必要である。 

 

①事業継続に向けた予算確保。 

地域パトロールと連携した合同パトロールの実施。 

②防犯用品の貸し出しなどの支援を継続する中で，防犯

指導や合同パトロールなどソフト面の支援充実を図る

必要がある。 

③自動通話録音機の貸し出し及び街頭防犯カメラの効果

的な活用と整備を進める。 

④空き家担当部署を中心に具体的な対策について検討。 

 



（施策02 防犯対策の推進） 

◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 

 
○施策の成果向上に向けた庁内横断的な連携や多様な主体と連携した取組，それに向けて今後調整・検討すべき事項 

・青色防犯パトロール，地域の防犯パトロール，ながら見守り活動に関する協定団体等との連携 

・地域の防犯パトロールへの支援や青色防犯パトロールの協力団体及びわんわんパトロール登録者の増への取組 

・街頭防犯カメラの設置においては，庁内横断的な連携体制による設置促進 

・特殊詐欺被害防止に向けては，警察署や福祉部門等との連携により，特殊詐欺グループが標的とする高齢者への啓発活動を推進

するほか，幅広い世代への啓発を図る 

・空き家対策においては，都市整備部との情報共有を図り，青色防犯パトロール車両による巡回を実施 

・事件・事故等の情報共有および情報提供の在り方については，安全面を踏まえた確実性，速報性の観点から検討 

 
≪重点プロジェクトを横断して取り組む４つの連携テーマの推進≫ 

 ■連携テーマ3 「2019年・2020年を契機としたレガシーの創出」 

・犯罪の起きにくいまちを目指し，警察署や関係団体，地域の防犯ボランティアが相互に連携し，官民一体となった防犯対策

を推進するため，各団体における意見要望の把握に努める。 

・街頭防犯カメラ等の防犯設備の整備や地域の見守り活動の充実により，犯罪の起きにくいまちとしての環境整備を進めるに

当たっては，庁内横断的な協力体制や情報共有が必要である。  

 

 
 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆施策とＳＤＧｓの１７の目標との関係 

         

         

        

 

      ● ●  

※ＳＤＧｓの１７の目標（ゴール）や１６９のターゲットと基本計画の各施策を構成する基本的取組等の方向との関連性（参考資料⑦

を参照）を踏まえ，施策と１７の目標との関係を示しています。 
 
 
◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
・市民は，犯罪や事故を未然に防ぐために必要な知識を身につけるとともに，地域における自主的な防犯活動に積極的に参加・協

力します。 

・事業者は，防犯まちづくりについて理解を深め，地域と協力して犯罪が発生しにくい環境づくりに努めます。 

 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 

（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 

・犯罪認知件数における青色回転灯の搭載車両による安全安心パトロール事業の効果 

・ラグビーワールドカップ，東京２０２０大会に向けた安全対策としての街頭防犯カメラの設置 

 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 

・警察署との積極的な情報共有による効果的・効率的なパトロールの実施 

 


