犯罪のない安全・安心岡山県づくり

昨年の「子ども対象の犯罪・不審者」情報について（H24.1〜12）
平成 24 年中、警察への通報は 949 件（前年対比＋38 件）でした。
このうち、犯罪として認知したものは 112 件（前年対比−10 件）、不審者情報として認知したのは 837 件（前
年対比＋48 件）でした。
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ひとりで下校中の児童が被害に遭いやすい傾向にあります。
子どもへの防犯教育と、地域ぐるみによる子どもの安全確保をお願いいたします。

お し ら せ
もうご覧になりましたか？

「くらし安全安心課のフェイスブック」
岡山県では、県政をより身近に感じていただくため、また岡山県の魅
力をより多くの方に知っていただくために、ソーシャルメディアによる
情報発信を行っています。
くらし安全安心課も時代の波に取り残されることなく、フェイスブッ
クによる情報発信を始めました。
犯罪や交通事故の未然防止などに関する各種イベントや関連する団体
の活動などの情報を、タイムリーに発信しています。
インターネットで「岡山県くらし安全安心課 フェイスブック」を検索していただくとすぐ探すことができま
す。下記のフェイスブック URL に直接アクセスしてもご覧になれます。
これだ！という記事には、ぜひ
「いいね！」を押して下さいね。
なお、イベントの告知などについては、今までどおり詳しい内容を下記ホームページでも公開しています。
フェイスブックで気になる記事を見つけたら、ホームページでの確認をお願いいたします。

自主パトロール団体の活動紹介第２弾！
平成 24 年 12 月 25 日発売「Ｏｓｅｒａ（オセラ）」初春号

岡山の大人のための生活情報誌「Ｏｓｅｒａ（オセラ）」初春号の誌面で、
地域の安全と安心確保のため活躍している自主パトロール団体の活動を
紹介しています。今回は、
津山っ子を守り育てる市民の会／青色防犯パトロール隊（津山市）
琴浦東小地域安全パトロール隊（倉敷市）
の皆さんの活動の様子です。是非ご覧ください。
お問い合わせ

岡山県 県民生活部 くらし安全安心課

〒700-8570 岡山市北区内山下2丁目4番6号

電 話 086−226−7259
F A X 086−225−9151

＜メールアドレス＞ anzenanshin@pref.okayama.lg.jp
＜ホームページ＞ http://www.pref.okayama.jp/ (岡山県) ▶ 組織で探す ▶ 県民生活部『くらし安全安心課』
＜フェイスブック＞ http://www.facebook.com/kurashianzenanshin
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安全は地域のきずなと
あなたの意識
岡山県マスコット

「ももっち」と「うらっち」

犯罪のない安全・安心岡山県づくり県民運動行動計画
岡山県では、毎年 10 月に開催する「犯罪のない安全・安心岡山県づくり県民推進大会」において、
安全・安心まちづくりに関して県・市町村・県民等が総ぐるみで取り組むべき１年間の重点活動
等を採択しています。本年も３つの統一県民運動を策定しました。

１「おはよう、おかえり」県民運動
・子どもたちの登下校時間帯に合わせて、庭掃
除、買い物等を行います。
・できるだけ子どもたちの安全確保に「目配り」
「気配り」を行います。
・子どもたちへ、明るく「おはよう、おかえり」
のあいさつをします。

2「声掛け合って、かぎ掛け」県民運動
・自主パトロール活動などにより、平素からお互いに
「かぎ掛け」の声を掛け合い、自転車、自動車や自
宅、事業所など、確実にかぎ掛けを行います。
・自転車やオートバイは、ワイヤー錠などで二重に施錠
し、盗難の防止に努めます。

3「犯罪を起こさせないまちづくり」
県民運動
・大人自らが模範となる行動を示すなど、地域全
体のモラルを高め、万引きや自転車盗などの少
年非行を防止します。
・通学路、公園、駐車場等をはじめ、自宅、店舗、
事務所などの「明るさ」や「見通し」を確保する
とともに、「ゴミ」や「落書き」を一掃し、犯罪を
起こさせない環境づくりを進めます。

犯罪のない安全・安心岡山県づくり

安全は地域のきずなとあなたの意識
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知事表彰受賞
知事表彰受賞 おめでとうございます
おめでとうございます
■犯罪のない安全・安心まちづくり知事表彰
◇功労賞

山陽新聞第二部販売所 セイフティーネット
備前警察署少年警察協助員連絡会和気中学校区班
すこやかハートランド
軽トラパトロール隊
齋藤 健司 高島新屋敷安全パトロール隊
猪原賢治郎 大野学区安全・安心ネットワーク
片山 文夫 玉野警察署管内少年警察協助員連絡協議会
小野 隆正 水島警察署管内自主パトロール隊連絡協議会
出口 祥三 玉島警察署管内地域安全推進員連絡協議会
赤田 範経 笠岡地域安全推進員協議会金浦班
風早 孝行 総社警察署管内地域安全推進員山手班
小川 治生 地域安全推進員川面班川面・高倉防犯パトロール隊
赤木
実 地域安全推進員本郷駐在所班
大澤
有 津山警察署管内少年警察協助員連絡協議会
山下 善教 美咲警察署地域安全推進協議会

◇まちづくり賞

陵南学区安全・安心ネットワーク
赤磐警察署管内地域安全推進員協議会 町苅田班・笹岡班
早島交番自主パトロール隊
美咲町 あさひみまわり隊
中仙道新屋敷安全パトロール隊
曽根学区安全パトロール隊
玉津地区孫を守り育てる会
用吉地区ご近所スクラム隊
水島臨海工業地帯防犯協力会
美の浜児童スクールパトロール
阿曽地区地域安全推進協議会
鏡野町奥津地域安全推進者協議会
河本
忠 赤磐警察署管内地域安全推進員協議会
塩田美知江 セーフティーアップ北川作戦
笠岡地域安全進員協議会
川上
實 高梁駅前地域安全パトロール隊
玉川安全安心サポーター

岡山県内の刑法犯認知件数が10年連続で減少したぞ！
10年も減少し続けるなんてすごいですね。
平成24年末の刑法犯認知件数は22,006件じゃった。
なんと！戦後最多だった平成14年の45,386件からすると半分以下じゃ！
そして、今回で10年間連続して認知件数が減少したことになるのじゃ！
それもこれも、県内各地で、自主防犯ボランティアの方々が、昼夜を問わず活動
してくださっている効果が大きいのじゃ。

■振り込め詐欺被害防止知事表彰
福田
橋本

顕・吉田
正一

一宏

三勲学区さわやかパトロール隊
倉敷市社会福祉協議会ボランティアセンター

「子ども見守り宣言」
を行いました
「子ども見守り宣言」
を行いました
県では、県・教育委員会・警察本部が一体となり、子どもの安全確保を
はじめ、地域の安全・安心の確保に向けて様々な取組を進めています。
こうした中、平成 20 年から、これまで 29 団体の業界団体や民間企業が、
それぞれの業態などを生かした「子どもの安全・安心見守り」活動の活発化・
充実化を図っていくことを宣言しています。
昨年 10 月の県民推進大会では、
株式会社中国銀行
岡山県防犯設備業防犯協力会
が子ども見守り宣言を実施し、今後さらに子どもの安全・安心への取組を
進めることを誓いました。

自主防犯★スタートアップ講座と防犯力診断を開催しました
自主防犯★スタートアップ講座と防犯力診断を開催しました
10月13日㈯、岡山市北区伊福町の岡山県生涯学習センターにおいて、「子どもの見守り
活動」や「自主パトロール活動」など、自主防犯活動に関わる方や関心のある方であれば
誰でも参加でき、先進的な実践事例などを学べる講座を開催
しました。
また、午後からは防犯力診断を開催し、安全・安心まちづくり
に関係する○×問題50問に挑戦していただきました。参加者に
は防犯力診断２級又は３級のバッジが贈呈されました。

「子ども110
「子ども110番の家のコーン」
番の家のコーン」が寄贈されました
が寄贈されました
県では、平成 18 年から「子ども 110 番の家」に「ももっちの黄
色いコーン」を設置する事業を実施していますが、破損による交換
希望や新規設置希望などが多数寄せられていました。
このたび、県警の「犯罪の起きにくい社会づくり応援企業」に登
録されている株式会社山陽セフティから、御津小学校、中山小学校、
国府小学校の防犯ボランティア団体等に、黄色いコーンとステッカーを寄贈していただ
きました。9 月から 12 月にかけて、それぞれの小学校では贈呈式が開かれ、子どもた
ちがコーンを制作して「子ども 110 番の家」の代表者へ渡しました。

じゃあ、安心していいですね。
ところが、昨年末ころから

駐車した自動車内から物が盗まれる

という被害が多発傾向にあるのじゃ。

車って、普通、鍵かけてますよね。
どうやって盗むんですか。

鍵をしていない車が被害に遭う例がとても多いのじゃ。

なんと！

カギかけの１秒を惜しんではいかんのぉ。
また、ガラスを割ってドアを開ける犯人もおるのじゃ。

何が盗まれるのですか？

カーナビや現金が狙われておる。

ガラスを割られたうえ、カーナビがなくなっているマイカーを想像する

と、悲しくなるわい。
被害を防止するためには、車に防犯センサーを取り付けることが有効じゃ
が、さらに有効なのは、犯人が盗みにくい場所に駐車することじゃ。
岡山県では、防犯性の高い駐車場の普及のため、「人の行動を視認できる
程度以上の照度を確保すること」「防犯カメラの設置等により見通しを補完する対策をとること」
などの取組を促しておる。
多くの駐車場にセンサーライトや防犯カメラを設置してもらって、安心に暮らしたいものじゃ。

