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施策１４．事故・犯罪を防ぐまちをつくる



１．    値    達成度

犯罪被害件数
（福岡県警データ） 件

677
a

    値達成度 a …目標 達成     ｂ…目標     達成      ｃ…目標 達成     

２．取り組み方針の実施状況と方向性

交通事故発生件数
（福岡県警データ） 件

423
a

成果指標 単位 基準値 最終実績値 実績値 年次推移 判定

日常  防犯対策 行    
町民 割合

（町民意識調査）
％

86.2
ｂ

施策評価表 後期 ≪平成28年度 令和2年度≫

後
期
基
本

計
画
体
系

政策 ５．安全で快適に暮らせるまち
【防犯・防災・住環境】 施策統括課 生活安全課

施策 １４．事故・犯罪を防ぐまちをつくる 関 係 課 学校教育課

目標

85.7

232

212

地域ぐるみの防犯活動の促進と防犯環境の整備 29位/19位
成果指標 単位 基準値 目標 区分 実績値 年次推移 判定H28 H29 H30 H31/R1 R2

防犯灯の設置数 灯 2,259

１４－１ 地域ぐるみの防犯活動の促進と防犯環境を整える 所管課

×

犯罪被害件数
（福岡県警データ） 件 677 ○

日常  防犯対策 行    
町民 割合

（町民意識調査）
％ 86.2 実績値 85.4 85.8 84.2 85.787.0

町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 生活安全課

○

実績値 464 386 271 241 232

実績値 2,384 2,509 2,544 2,565 2,564

成果指標達成度 ○ …目標 達成      ×…目標 達成     成果指標総合判定
成果指標総合判定 Ａ…成果指標判定    ○ Ｂ…半数以上 ○ Ｃ…半数未満 ○ B

○見守 隊登録者数 人 2,913 実績値 3,021 3,086 3,106 3,134 3,144

まちが取り組むべきこと①  安全 安心      地域防犯 拠点    地域 防犯対策  支援 行     犯罪情報 発信  地域 
防犯機能を強化します

5年間 取 組 状況

・地域防犯の拠点として「安全・安心センター」内に志免交番があり、定期的に交番連絡協議会に参加し、粕屋警
察署管内 志免交番管内 犯罪及 交通事故    情報共有 行   
・地域へは「防犯ふくおか」による防犯活動等、また、「交番だより」による管内の状況と注意をお知らせするために、町
内会での回覧を依頼した。
・かすや中南部広域消費生活センターでは消費者問題の相談に対応した。

残された課題
 町民一人    防犯意識 向上 
・増加する高齢者への犯罪被害。

令和4年度取 組 方針

 町民一人    防犯対策     粕屋警察署 志免交番 協力  取 組  防犯指導員   出前講座 
消費生活相談員   出前講座 広報誌 回覧等  自助 共助  方法     啓発 行  
 犯罪被害 受  年齢層 多  高齢者    高齢者 狙  犯罪 手法等 周知  犯罪  警戒心 喚起
する。
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 地域    犯罪防止     継続  町内会 設置  防犯灯  支援 行  

取り組み方針の達成状況

まちが取り組むべきこと② 地域の防犯灯の設置を促進することで、防犯環境を向上させます

5年間 取 組 状況
 地域    犯罪防止    町内会 設置  防犯灯 設備費及 電気料金 一部 支援 行   

・なし

令和4年度取 組 方針

残された課題

令和4年度 取 組 方針 方向性

１４－２ 交通安全 対  意識 高  所管課
町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 生活安全課交通安全  意識向上 19位/39位

×交通安全教室の参加者数 人 1,051 実績値 1,001 1,070 1,012 912 －

×交通安全活動 行    箇所数 箇所 9 実績値 9 9 8 8 8

5年間 取 組 状況
 小学校入学時          交通安全標語入 連絡帳入  児童 配布  交通安全 啓発 行   
 粕屋警察署交通課 交通安全指導員  小学1年生 対象   交通安全教室 小学4年生 対象   自転
車安全運転教室 通   交通安全指導 行   （令和2年度    禍   中止）

残された課題
・なし

令和4年度取 組 方針
 小学1年生 対象   交通安全教室 小学4年生 対象   自転車安全運転教室 通  交通安全指導 
継続  行  

成果指標達成度 ○ …目標 達成      ×…目標 達成     成果指標総合判定
成果指標総合判定 Ａ…成果指標判定    ○ Ｂ…半数以上 ○ Ｃ…半数未満 ○

C

まちが取り組むべきこと① 小学校で交通安全教室等を開催し、交通ルールの周知をはかります

まちが取り組むべきこと② 地域防犯     (青  ) 街頭指導    交通安全意識 啓発      

5年間 取 組 状況

 通学路 中心  防犯指導員   青色回転灯付          防犯      登下校時間 行   
  四季 交通安全運動期間中   交通安全指導員 協力団体 連携              （啓発活
動）及 街頭指導 行   
 登下校時 通学路 危険箇所 通学保護員 配置  交通誘導等交通安全 指導 実施   
 運転 不安 持 高齢者 交通事故減少 図    高齢者運転免許証自主返納支援事業 行   

残された課題
 交通安全指導員 担 手不足 

令和4年度取 組 方針
 交通事故 防止    事故件数 減少 向   継続  交通安全 飲酒運転撲滅 啓発活動 行  
・交通安全指導員の高齢化、また、定員を満たしていないため、交通安全指導員の活動内容を周知し、交通安全
活動に従事する交通安全指導員を確保する。

取り組み方針の達成状況

令和4年度 取 組 方針 方向性

H28 H29 H30 H31/R1 R2

○

成果指標 単位 基準値 目標 区分

実績値 406 377 305 296 212交通事故発生件数
（福岡県警データ） 件 423

実績値 年次推移 判定

方針に沿った取り組みを実施し、ほぼ目標どおりの成果をあげている
方針に沿った取り組みを実施したが、成果があがっていない
方針に沿った取り組みを実施できず、成果があがっていない

重点
維持
その他

方針に沿った取り組みを実施し、ほぼ目標どおりの成果をあげている
方針に沿った取り組みを実施したが、成果があがっていない
方針に沿った取り組みを実施できず、成果があがっていない

重点
維持
その他



３．施策の総括と今後の展開

４．施策の達成状況
※めざそう値の判定ですべてがa
※めざそう値の判定で半数以上がa
※めざそう値の判定で半数未満がa
※めざそう値の判定ですべてがｂまたはｃ

    中南部広域消費     消費生活相談員 配置   悪徳商法 架空請求 利殖商法   相談事業
 行   
    中南部広域消費     事業内容等 広報誌         掲載 町 行事  啓発物資 配布
により広く周知した。

消費者トラブルを防止する相談・啓発活動 53位/23位
目標 区分 実績値 年次推移 判定

5年間 取 組 状況

・消費生活相談員の確保及び消費者問題の多様化に対応するためのスキルアップ。

実績値 896 912 895 1,060 1,066

○

残された課題

まちが取り組むべきこと① 消費者トラブルに対する相談事業や消費者が被害にあわないための周知・啓発活動などを実施します

A

件 677

消費生活相談件数 件 259

成果指標達成度 ○ …目標 達成      ×…目標 達成     成果指標総合判定

○

実績値

・消費生活相談員を維持し、また、多様化する消費者問題に対応できるよう消費生活相談員のスキルアップのために
研修会等の参加を促す。
 高齢者 狙    電話詐欺   事案 含  相談事業 内容等 広報誌        掲載  町 行事
参加者へ啓発物を配布し、周知する。

    値 日常  防犯対策 行    町民 割合       目標値86.2％  上 対  最終実績値85.7％ 目標 達成 
きなかったが、「犯罪被害件数」の目標値677件より下に対し、最終実績値232件、「交通事故発生件数」の目標値423件より下に対
  最終実績値212件 目標 達成         町 取組     防犯指導員   青色回転灯付          防犯 
      交通安全指導員   交通安全活動 行        犯罪被害件数 交通事故発生件数 減少傾向 繋     
と考えられる。
今後 防犯 交通安全 周知 啓発活動 行  第6次総合計画 沿  町民１人    防犯 交通安全 意識 高  町民 主
体的 地域 防犯 交通安全活動 展開     支援 行     

取り組み方針の達成状況

令和4年度 取 組 方針 方向性

令和4年度取 組 方針

241 232犯罪被害件数
（福岡県警データ）

成果指標総合判定 Ａ…成果指標判定    ○ Ｂ…半数以上 ○ Ｃ…半数未満 ○

464 386 271

１４－３ 消費者トラブルを防止する相談・啓発活動を充実させる 所管課

H28 H29 H30 H31/R1 R2成果指標 単位 基準値

町民意識調査    重要度/満足度 順位（57項目中） 生活安全課

方針に沿った取り組みを実施し、ほぼ目標どおりの成果をあげている
方針に沿った取り組みを実施したが、成果があがっていない
方針に沿った取り組みを実施できず、成果があがっていない

重点
維持
その他

目標をすべて達成できた
目標   程度達成   
目標をあまり達成できなかった
目標を達成できなかった
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