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○雑踏事故防止対策要綱の制定について（例規通達） 

 
地域課 

平成14年10月29日 

本部（地）第70号 

 

〔沿革〕 平成15年３月本部（機改）第９号、20年３月本部（企）第16号、23年７月本部

（地）第35号改正 

 

 雑踏事故防止対策要綱を別添のとおり制定し、平成14年11月１日から実施することとし

たので、誤りのないようにされたい。 

 なお、雑踏警備計画策定報告要領の制定について（平成11年12月24日付け本部（地）第

55号）は、廃止する。 

 

別添 

雑踏事故防止対策要綱 

第１章  総則 

第１ 趣旨 

この要綱は、雑踏事故防止に係る行事等の主催者（以下「主催者」という。）に対す

る指導、警察の措置、事故防止体制の確立その他雑踏事故防止に必要な事項を定めるも

のとする。 

第２  雑踏事故防止の基本的考え方 

一般的に、主催者及び警察の責務についての基本的な考え方は、それぞれ次のとおり。 

１ 主催者は、行事等の開催により雑踏を生じさせる原因者として、自主警備を実施す

べきであり、雑踏の影響が及ぶと認められる範囲については、会場内だけでなく会場

外においても、また、そこが公道であるか否かを問わず、必要な事故防止対策を講ず

ることにより、雑踏事故の未然防止を図る。 

２ 警察は、警察法第２条に定められた責務を果たすため、主催者に対して必要な指導

を行うとともに、警察部隊の投入が必要と判断される場合には、事前には実査等必要

な準備の上、雑踏警備計画（以下「警備計画」という。）を作成し、当日には主催者

等と連携して必要な事故防止対策を講ずることにより、雑踏事故の未然防止を図る。 

第２章 事前措置 

第３ 主催者に対する事前指導 

１ 主催者に対しては、次の事項について、その理解が得られるよう必要な指導に努め

るものとする。 



(1) 主催者は、会場等の安全許容人数を把握の上、う回路、避難場所及び立入り・停

滞等の禁止区域の設定、警備員の配置、広報手段等について、雑踏事故を防止し得

る警備計画を作成すること。 

(2) 主催者は、十分な警備員を配置して動線の安全を確立すること。特に、参集者が

過密となった場合に、う回路の誘導体制及び分断規制による警備体制を確立できる

よう十分な警備員を配置すること。 

(3) 主催者は、当日の警備員の配置状況並びに誘導及び規制に必要な資機材の活用状

況について、計画どおり実施されているかを確認すること。 

また、当日、天候の変化等の事情により計画を変更する場合には、雑踏事故を防

止し得るものとし、その変更どおり実施されているかを確認すること。 

(4) 主催者は、当日、警備員を運用して、参集者の動向及び群集密度を的確に把握し

た上、拡声器、案内看板、ロープ等の資機材を活用して、無秩序な人の往来や滞留

を防止すること。 

また、参集者が過密となった場合は、警備員をして、参集者の分断、進入規制、

う回等適切な措置を講じ、参集者の圧力を緩和させて雑踏事故の発生を未然に防止

すること。 

２ 行事等の開催計画自体の早期把握に努め、主催者が適正な警備計画を作成するよう

指導を行うものとする。 

３ 主催者が作成した警備計画については、事故防止の見地から十分な検討を加え、そ

の計画に不備な点がある場合は、是正を指導し、警察の指導事項を確実に遵守させる

ように努めるものとする。 

第４ 実地踏査の実施 

１ 雑踏警備は、年ごとに条件や事情に変化が生じていることを前提として、その都度

実地踏査を行うものとする。 

２ 実地踏査に当たっては、次の事項を中心に綿密に調査を行い、事件・事故等の原因

となる事象の発見及び危険の除去に努めるものとする。 

(1) 現場及び付近の地形・地物、現場周辺の交通機関、交通量、道路の幅員及び照明

度並びに気象の状況 

(2) 建物又は施設の構造及び周辺の状況、特に収容能力、非常口、退避路及び退避場

所 

(3) 警備本部の設置及び部隊の配置に適切な地点 

３ 実地踏査は、主催者と合同で行うように努め、主催者の安全措置及び警備措置を点

検し、主催者に対して不備な点を是正するよう指導するものとする。 

第５ 関係機関・団体等との連携 



雑踏事故防止対策は、主催者と警察のみでは万全を期すことが困難な場合もあること

から、交通機関、医療・救護機関、自治体、消防本部（署）、消防団、警備業者等の関

係機関・団体等とも事前に十分な打ち合わせを行って連絡体制を確立し、安全の確保に

努めるものとする。 

第６ 幹部による検討 

署長は、雑踏警備対策の万全を期すため、地域、交通、刑事等関係部門の幹部による

会議を開催するなどして、対象行事に関する問題点等を抽出するとともに、その解消策

等について検討するものとする。 

第３章 警備体制 

第７ 指揮体制の確立（警備本部の設置等） 

１ 警備本部等の設置 

署長は、署に警備本部を、現地に現地警備本部をそれぞれ設置し、警備本部につい

ては署長自らが、現地警備本部については次長又は課長以上の幹部がそれぞれ現地警

備本部長又は現地指揮官として指揮に当たるほか、所要の人員を配置するものとする。 

２ 臨時交番の開設 

警備区域が広く、現地警備本部の体制では区域内の警戒警備に支障を来たすおそれ

がある場合は、補助的な活動拠点として、臨時交番の開設についても配慮するものと

する。 

３ 現地指揮官の配置 

雑踏警備の指揮は、署長自ら当たることを基本とするが、実施対象行事の規模が小

さく全署員体制で対処する必要がないと認められる場合は、警備本部及び現地警備本

部を設置せず、現地指揮官を配置して指揮に当たらせることができる。この場合にお

いて、現地指揮官には必ず警部補以上の幹部を指定し、警備実施の万全を期さなけれ

ばならない。 

第８ 幹部の心構え等 

１ 署長等の幹部は、主催者に対する指導内容及び実地踏査の結果を把握の上、警備要

点を見極め、警備計画に反映させるとともに、当日は、警備本部において、組織的に

情報を集約し、一元的な指揮を執り、部隊を的確に運用することにより、雑踏事故の

未然防止に当たるものとする。 

２ 署長等の幹部は、部隊員に対して、個々の任務を具体的に指示するとともに、群衆

心理の特性、受傷事故の防止等に関する教養を行い、活動要領及び関係法令の周知を

図るものとする。 

第４章 警備計画の策定 

第９  警備計画策定上の基本 



１ 行事等の内容、性格、規模等を勘案して、警察部隊の投入が必要と判断される場合

には、あらかじめ警備計画を策定するものとする。 

２ 警備計画は、実地踏査の結果を踏まえ、部隊の配置、指揮命令系統、主催者等との

連絡体制、装備資機材の配備、突発事案発生時の措置要領等について、周到かつ適切

なものでなければならない。 

３ 警備計画の策定に当たっては、行事の内容、人出予想、地形・地物、交通の状況、

主催者の警備体制、予想突発事案等を総合的に判断し、かつ、過去の教訓等を十分活

用するものとする。 

第10 警備計画策定上の配意事項 

警備計画の策定に当たっては、おおむね次の事項に配意するものとする。 

１ 危険予防措置 

(1) 部隊の配置に当たっては、著しい雑踏が予想される場所又は人の転倒しやすい場

所等雑踏による事故の発生の危険性の高い場所を重点とすること。また、突発事案

に対処するため、必要により署の警備本部、現地警備本部又は臨時交番に予備部隊

を配置しておくこと。 

(2) 部隊員個々に具体的な任務を付与し、現場の状況に応じて弾力的に配備を強化す

ること。 

(3) 多数の観衆が入場口にい集し、入場開始と同時に殺到するおそれのある場合は、

ただ漫然と入口扉を開けることなく、主催者側の整理員と協力して入場者を誘導整

理するなどの措置を講ずること。 

(4) 棚、ロープ等を効果的に活用するなど現地の実情に即した危険防止措置を講ずる

こと。 

２ 群衆整理の措置 

(1) 雑踏事故の発生が予想されるときは、予想される人出に応じて、合理的な整理対

策を立て、必要な範囲にわたる人又は車両の制限、通行禁止その他の交通規制を行

い、これを事前に広報して一般に徹底すること。 

(2) 群衆に対して、警察の整理方法、事故防止上の諸注意等についての広報活動を活

発に行い、その徹底を期すること。 

(3) 道路上を移動する群衆が路面の収容限界を超えて混雑するときは、う回させるな

どの方法により歩行距離を延長し、収容能力の増大を図ること。 

(4)  その他群衆整理に必要な措置を講ずること。 

 ３ 一般犯罪の予防検挙 

(1) 雑踏の整理と並行して、必要に応じて私服の警戒員を配置し、すり、ひったくり、

たかり、痴漢等雑踏中において発生しやすい犯罪の予防検挙に努めること。 



(2) 広報活動を活発に行い、被害予防上の注意、被害を受けた場合の早期届出等につ

いての周知徹底を図ること。 

(3) 犯罪発生のおそれのある場所については、主催者に連絡し、あらかじめ照明設備

を設置するなど未然防止対策を講ずること。 

(4) その他犯罪予防上必要な措置を講ずること。 

第５章 広報 

第11 広報活動の実施 

会場及びその周辺における広報活動の実施に当たっては、特に、危険な事態が発生し、

又は発生のおそれがある場合において、主催者と協力して実施し、不穏な群衆心理の発 

現を未然に防止し、併せて事故防止の注意を促すものとする。 

第６章 雑踏事故発生時の措置 

第12 事故発生時の措置 

１ 雑踏警備に際しては、主催者と連携して常時かつ組織的に参集者の動向及び雑踏密

度を把握し、危険な事態が発生した場合に直ちに必要な措置を講ずることができるよ

うにしておくものとする。 

２ 参集者が過密となるなど雑踏に伴う危険が具体的に予想される状態になった場合に

おいては、部隊を指揮して、参集者の分断、誘導、進入禁止等の措置により、参集者

の圧力を緩和させて、雑踏事故の発生を防止するものとする。 

また、秩序を乱す者については、主催者に必要な措置を採らせるほか、事態に応じ、

指導、警告、制止等を行うなど、事故防止の措置を講ずるものとする。 

３ 具体的に危険な事態が発生した場合は、的確な部隊運用、広報、交通規制等の措置

により、その拡大防止を図るとともに、負傷者を救護し、事態の早期収拾に当たるも

のとする。 

(1) 部隊運用に際しては、直ちに警察力を集中させ、迅速かつ適切な現場措置を講ず

るものとする。 

(2) 広報に際しては、混乱の制止と人心の安全を図るため、主催者と連携して、速や

かに状況を周知し、事故の拡大防止に対する協力を得るよう努めるものとする。 

第７章 雑踏事故防止体制 

第13 雑踏事故防止に関する体制の確立 

１ 県本部に雑踏警備実施指導官を置き、地域部地域課の警部以上の階級にある警察官

のうちから地域部地域課長が指定する者をもって充てる。 

２  雑踏警備実施指導官の任務は、次のとおりとする。 

(1) 雑踏事故防止に関する平素の措置 

ア  過去の雑踏警備実施における問題点等の分析 



イ  アの分析結果を踏まえた、署に対する指導 

ウ  関係機関・団体等との連携（アの分析結果の提供、指導等） 

エ  警備業主管課との連携 

(2) 雑踏警備実施に関する署への指導（警備計画の策定、部隊員の配置運用、主催者

への事前指導等に関する指導） 

(3) 雑踏警備実施主任者及び雑踏警備に従事する警察官に対する指導・教養 

３ 署に雑踏警備実施主任者を置き、地域課長（地域第一課長、地域第二課長及び地域

第三課長が配置されている署にあっては署長が指定するいずれかの課長）をもって充

てる。 

４ 雑踏警備実施主任者の任務は、次のとおりとする。 

  (1)  雑踏事故防止に関する平素の措置 

ア 過去の雑踏警備実施における問題点等の分析 

イ 行事等が行われることが予想される施設の管理者等との連携（平素の指導、開

催予定の行事等に関する指導等） 

(2)  実施計画の企画・立案 

(3)  実地踏査の実施 

(4)  主催者への事前指導に関する窓口的業務 

(5)  雑踏警備に従事する警察官に対する指導・教養 

第８章 報告 

第14 雑踏警備の事前報告 

１  警備計画案による事前報告 

(1)  報告の対象行事 

署長は、雑踏警備を予定している行事が次に該当する場合は、警備計画案を策定

の上、事前に本部長に報告（地域部地域課長経由。以下同じ。）しなければならな

い。 

ア 祭礼、花火大会、興行、博覧会、見本市その他の行事で、参集人員、群衆の質、

地形又は建造物の状況、行事の内容・特質等から総合的に判断して、警備本部を

設置して警備を要するもの 

イ プロ野球、サッカー（Ｊリーグ及び国際的な大会）、競馬、競輪その他別に指

示するもの 

(2)  報告の項目 

警備計画案の報告項目は、次のとおりとする。 

ア 行事に関する事項 

(ｱ) 行事の名称 



(ｲ)  行事の概要 

(ｳ) 人出の日時及び予想参集人員（最も人出の多い時間帯及び人員を併記する。）

並びに群衆の質 

(ｴ) 参集場所の面積、最高参集人員と収容能力の関係 

(ｵ)  雑踏警備上特に注意を要する事項 

(ｶ)  主催者及び関係機関との連絡協議状況 

(ｷ)  交通機関利用状況 

(ｸ)  これまでの事故の有無、あればその概要 

イ 警備計画に関する事項 

(ｱ) 警備方針及び目的 

(ｲ)  警備本部及び部隊編成の状況 

(ｳ)  部隊の任務及び配置並びに勤務要領 

(ｴ)  広報活動及び通信連絡の状況 

(ｵ)  事故発生の際の対策 

(ｶ)  群衆整理の方法 

(ｷ) 消防団、警備員（警備業者が雇用している警備員のほか、主催者側の自主警

備員を含む。） 

(ｸ) 警備本部等との連絡方法 

(ｹ) 警察官の配置状況その他必要事項を記載した見取図（必要により現場の写真

を添付） 

(ｺ)  その他参考事項 

ウ 主催者に対する事前指導事項 

(ｱ)  警備計画に関する事項 

(ｲ)  その他指導した事項 

２ 雑踏警備事前調査報告書による事前報告 

署長は、１の警備計画案による事前報告を要する行事には該当しないが、警備要員

を配置して雑踏警備を予定している行事については、雑踏警備事前調査報告書（別記

様式第１号）に必要事項を記載して報告しなければならない。 

３ 報告期限 

警備計画案及び雑踏警備事前調査報告書の報告期限は、次表のとおりとする。 



 報 告 期 限 備     考 

恒 例 的 行 事 開催の10日前まで 
 競輪、競馬等同一行事が反復継続される

場合で、警備計画に変更がないときは、最

初に行われる行事についてのみ報告する

こと。 
その他の行事 可能な限り早く 

 

４ 報告内容の変更 

署長は、行事内容の変更等により、事前報告した警備計画の内容を大幅に変更した

ときは、警備計画案又は雑踏警備事前調査報告書の内容を修正して、報告しなければ

ならない。 

第15 警備実施結果の報告 

１ 結果報告  

署長は、第14の規定により事前報告した雑踏警備の実施結果を雑踏警備実施結果報

告書（別記様式第２号）により、雑踏警備終了後５日以内に報告しなければならない。 

２ 報告書作成上の留意事項 

雑踏警備実施結果報告書の作成に当たっては、形式に流されることなく、次の点に

留意して具体的に記載すること。 

報 告 項 目 留 意 す べ き 点 等 

人 出 延 べ 人 員  行事の始めから終了するまでの延べ人員を記載すること。 

最 高 時 の 人 出 
 行事開催地に最も多くの人が参集する時間帯及び参集人

員を記載すること。 

群 衆 の 質 
 群衆の年齢層、男女の別、職業別、飲酒者の有無等を記載

すること。 

警備上特に注意を

要した事項及び措

置 

 参集人員、群衆の質、行事の内容・特質、地形、建造物の

状況等からして警備上特に注意を要した事項とその措置に

ついて簡記すること。 

延べ警備警察官数 
 行事の全期間を通じての出動警察官の総延べ人員を記載

すること。 

警察官以外の警備

員数 

 主催者警備員数は、現に任務を付与され、実際に配置され

た数を記載すること。 

主催者に対する指

導事項実施結果 
 事前指導で主催者に要請し、主催者が実施した事項を記載

すること。 

 


