行事開催と参加募集のお知らせ

犯罪のない安全・安心岡山県づくり

自主防犯活動についてのイベントを開催します。

第２回「自主防犯★スタートアップ講座」
「防犯力診断」に参加しましょう！
○日時
○場所

平成２７年２月７日（土）
09：30〜12：30（自主防犯講座）
13：00〜14：10（防犯力診断）
岡山県生涯学習センター
（岡山市北区伊島町3-1-1）

「自主防犯★スタートアップ講座」
「防犯力診断」申込書

○内容
（１）自主防犯★スタートアップ講座
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、防犯活動を実施する上での必要な知識や効果的
な実践方法などを学べる講座を開催します。
今回は、東京都豊島区に拠点を置き、防犯ボランティア
が元気になるためのメッセージを発信している「うさぎマ
マのパトロール教室」を主宰する、武田信彦さんを講師に
迎え、講演やワークショップを行います。

申込年月日

平成２７年

参加区分

□「自主防犯★スタートアップ講座」
「防犯力診断」いずれも参加
□「自主防犯★スタートアップ講座」
のみ参加
□「防犯力診断」のみ参加
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地域安全マップとは、犯罪機会論に基づき、風景写
真を使って犯罪が起こりやすい 場所 を説明した地
図のことです。
県では、小学生と一緒に風
景を見ながら歩き、犯罪が起
こりやすい「入りやすい場所」
「見えにくい場所」を確認する
ことにより、子ども自身の危
険予測能力・危険回避能力を
養う事業を行っています。

倉敷市立連島北小学校での取り組み

犯罪から子どもを守る
犯罪から子どもを守る
e-learning
e-learning モデル事業
モデル事業

【講師】
うさぎママのパトロール教室 主宰
安全インストラクター 武田 信彦 氏

（プロフィール）
1997 年 大学在学中に国際的な犯罪防止 NPO の活動に参加し、東京都内の繁華街を中心に街頭パ
トロールを行う。
2006 年 フリーの安全インストラクターとして活動を開始
2008 年 市民目線で安全を伝えるためのプロジェクト『うさぎママのパトロール教室』を開設する。
「安全のコツを伝えて、安心の輪を広げたい！」をモットーに、全国で講演やワークショッ
プなどをとおして各世代へ安全のコツ、身を守るコツについて分かりやすく伝えている。
2010 年 演出家とともに開発・実施する安全ワークショップ「あんぜんパワーアップセミナー」で
第４回キッズデザイン賞優秀賞を受賞
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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

「地域安全マップづくり」は地域の方が協力
して取り組むことにより、住民同士のコミュニ
ケーションが活性化し、地域の連携が強まると
ともに、防犯に対する地域の関心が高まる効
果があります。特に、日頃、子どもの登下校
を見守ってくださる防犯ボランティアの方と児
童が一緒に活動することにより、子どもとのコ
ミュニケーションが図られたり、パトロール活動
に活かしたりすることができます。小学校だけ
でなく地域が主催している例もあります。
子どもたちが地域の良い点や
改善すべき点について理解し関
心が深まった。また、子どもと一
緒に活動することでより交流が
図れた。気づいた点は、今後の活
動に活かしていきたい。

【講演】
子どもたちの安全を守る！防犯パトロールのコツとは
〜防犯ボランティアが育む地域の安全と安心〜

●

子どもの安全をみんなで守ろう！

小学校での地域安全マップづくりを支援しませんか？

（中止等の緊急連絡用）

電話番号
（２）防犯力診断
防犯に関する条例、指針、マニュアルなどを楽しみなが
所属団体
ら学んでもらい、その成果を発揮するための５０問の○×
問題です。
（過去に防犯力診断を受けられた方のみ）
現在のランク
参加された方にはランク別の認定バッジを差し上げます。
級
テキスト「安全・安心まちづくり資料集」は、県庁又は
各県民局にてお配りしています。
○申込要領
平成２７年１月２８日（水）までに、下記くらし安全安心
課まで、郵送、ＦＡＸ、電子メール又はくらし安全安心課ホ
ームページの申込みフォームからお申し込みください。後日、
参加案内を郵送いたします。ＦＡＸでの申込は、上記申込書
１級
２級
３級
をそのまま御利用ください。
「自主防犯★スタートアップ講座」、「防犯力診断」どちらか一方の参加も可能です。

●
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安全は地域のきずなと
あなたの意識
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安全・安心通信

第22号

電 話 086−226−7259
FAX 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

大阪教育大学が開発した安全
学習プログラムで、パソコンを
使って日常生活にある危険を知
り、安全に行動するにはどう対
処したらよいかを学びます。
今年度は、県内２０校の小学校
で実施し、体調が悪い人に「荷
物を持って家までついてきて」
と言われた時にどうするかとい
った事例などを、児童同士で話
し合いながら学習しています。

東畦学区安全パトロール隊

県警察の取り組み
県警察の取り組み

土肥研二さん

県教育委員会の取り組み
県教育委員会の取り組み

県警察では、青色回転灯を装
県教育委員会では、平成２３年
着した防犯パトロール車「青パ
から保護者を対象に参加者同士
ト」で子どもたちの見守りを呼
が 話 合 い 、交 流しな がら学 ぶ
びかけるメッセージを作成しま 「親育ち応援学習プログラム」
した。
を作成しています。
「子どもが安 全で安心して暮
今年度、新たに「考えよう！子
らせる社会を目指しましょう」な
どもの安全安心」が追加されま
どのメッセージがカセットテープ
した。子どもの安全に関して、保
と SD カードに録音されており、 護者ができること、地域ができ
登下校時にメッセージを流しな
ることを考える内容になってい
がらパトロールします。
ます。

犯罪のない安全・安心岡山県づくり

安全・安心通信
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犯罪のない安全・安心まちづくりを目指して
犯罪のない安全・安心まちづくり表彰式を開催
10月11日から20日までの「安全・安心まちづくり旬間」に先立ち、10月10日（金）県庁で、
「平成26年度
犯罪のない安全・安心まちづくり表彰式」を開催しました。
式では、知事のあいさつ、県議会議長の祝辞の後、防犯活動に功績のあった団体、個人の方々に対する
表彰が行われました。受賞された皆さんは、今後も地域の安全を守るために一層活躍したいと決意を新た
にしていました。

知事表彰・県民生活部長表彰受賞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
美咲町亀甲ルック隊（美咲町）
◇功労賞
株式会社山陽セフティ（岡山市）
福島学区安全・安心ネットワーク協議会（岡山市）
大野学区自主防犯パトロール隊（岡山市）
芳明見守り隊（岡山市）
芳泉学区安全・安心ネットワーク芳泉町班（岡山市）
赤磐警察署管内地域安全推進員協議会瀬戸班（岡山市）
備前警察署管内地域安全推進員協議会伊里班（備前市）
地域安全推進員里庄東班（里庄町）
田井小学校防犯パトロール隊（玉野市）
巨瀬地域安全推進委員会（高梁市）
五福地区社会福祉協議会青色パトロール隊（倉敷市）
美咲警察署管内地域安全推進員協議会加美班（美咲町）
神島外浦こどもを守る会（笠岡市）
筒井 暉久（岡山市）清輝学区地域安全パトロール隊相談役
美川地区安全安心を守る会（矢掛町）
大畑 國光（岡山市）中仙道新屋敷安全パトロール隊隊長
高梁警察署管内地域安全推進員協議会津川班（高梁市）
中田 歳光（倉敷市）第三福田小学校区見廻組代表
阿波地域防災防犯会（津山市）
山﨑 元明（笠岡市）新山地域安全パトロール隊隊長
東苫田地区青少年健全育成会（津山市）
平田 照男（総社市）総社警察署管内地域安全推進員協議会豪渓班班長
廣田 省吾（岡山市）牧石学区安全・安心ネットワーク会長
小池 悦夫（高梁市）高梁警察署管内地域安全推進員協議会高梁駅前交番班
瀬戸伸次朗（笠岡市）笠岡地域安全推進員協議会城見班班長
芦田 有正（真庭市）真庭警察署管内少年警察協助員会落合班班長
山本 昭政（真庭市）真庭警察署管内少年警察協助員会北房班
□特殊詐欺被害防止知事表彰
髙原 將暢（美咲町）美咲警察署少年警察協助員会副会長
ヤマト運輸株式会社岡山主管支店（岡山市）
吉備信用金庫本店営業部（総社市）
◇まちづくり賞
礒野トミ子（玉野市）玉野少年警察協助員
鯉山学区安全・安心ネットワーク（岡山市）

ももパト隊、ももっちが「安全・安心まちづくり旬間」啓発キャンペーンを実施
10月15日(水）午前７時30分から、
ＪＲ岡
山駅東口広場で「安全・安心まちづくり旬間
」啓発キャンペーンを行いました。学生防犯
ボランティア団体「ももパト隊」のメンバー
等が通勤客に、啓発グッズを配布しました。
また、岡山県マスコット「ももっち」が岡
山電気軌道の路面電車「ＭＯＭＯ」号に乗
車し、利用客に旬間の啓発を行いました。

特殊詐欺被害防止で
「とにかく
特殊詐欺被害防止で
「とにかく！
！お金を
お金を
送っちゃあおえませんべぇ」
を作製
送っちゃあおえませんべぇ」を作製
県では、依然として多発し
ている特殊詐欺被害を防止す
るため、
「とにかく！お金を送っ
ちゃあおえませんべぇ」とメッ
セージを焼き付けた特大せん
べいを作製しました。10月15
日（水）
ＪＲ岡山駅東口での街
頭啓発キャンペーン等のイベ
ントで配布しました。

県民総ぐるみで地域の安全・子ども守りましょう！
「おはよう、おかえり」県民運動を新見市立刑部小学校で実施
「おはよう、おかえり」県民運動の一環として、10 月 22 日（水）朝、新見市立刑部小学校において、
「あ
いさつ運動」を実施しました。
校長先生をはじめとした教職員の方々、ももっち、新見市教育委員会、新見警察署、県、県教育委
員会や地域のボランティアの皆さんが、登校してくる子どもたちとあいさつを交わしました。
あいさつ運動の後は、防犯教室が行われ、新見公立大学の学生ボランティア「ももパト隊」による
紙芝居や警察署による「相手との安全な距離の取り方」などを通して、児童が自分の身を守ることの
大切さを学びました。

「子ども１
を寄贈
「子ども１１
１０番の家セーフティーコーン」
０番の家セーフティーコーン」
を寄贈
岡山県では、平成 18 年度から「子ども１１０番の家」に岡山県マスコット「ももっち」が描かれた
黄色のセーフティーコーンを小学校に設置しています。７月に倉敷市内で発生した児童誘拐事件を受
け、子どもの安全を確保するために役立ててほしいと、株式会社岡山マツダ、ＪＡ岡山共済連から、セー
フティーコーンの寄贈がありました。
10 月 30 日（木）には、株式会社岡山マツダの関係者が出席して知事室で、11 月 29 日 ( 土）には、
ＪＡ岡山共済連の関係者が出席して岡山市立石井小学校で、それぞれ贈呈式が行われました。

（株）岡山マツダによる贈呈

ＪＡ岡山共済連による贈呈

「今こそ子どもの安全確保
！
「今こそ子どもの安全確保！
！
！岡山
岡山
県緊急防犯対策出発式」
を開催
県緊急防犯対策出発式」
を開催
子どもの安全確保を図るため、防犯対策の更なる強化を
図り、県民総ぐるみによる子どもの見守り活動を推進する
ため、10 月１日（水）県庁前広場で、防犯ボランティア団体、
行政機関等による出発式が行われました。
式では、知事が激励した後、団体を代表して「とみやま
安全パトロール隊」の小野田利正隊長が決意表明を行い、
青パト車両でパトロールに出発しました。

「石井いきいきパトロール隊」
「石井いきいきパトロール隊」
が子ども１
が子ども１１
１０番の家を訪問
０番の家を訪問
７月に岡山市立石井小学校児童により
発足した「石井いきいきパトロール隊」が、
地域の「子ども１１０番の家」を訪問し、
日頃の感謝を伝えるとともに、ＪＡ岡山共
済連から寄贈を受けた「子ども１１０番
の家セーフティーコーン」を届けました。

防犯パネル展を県庁で開催
防犯パネル展を県庁で開催
10月14日（火）から31日（金）まで、県庁１階県民
室で「防犯パネル展」を開催しました。
防犯ボランティア団体の皆さんの活動や子どもの
安全確保、特殊詐欺被害防止ネットワーク発足式の
様子などを紹介しました。

歳末警戒合同パトロールを実施
年末・年始における犯罪及び交通事故等の防止に向け、12
月 12 日（金）、知事、警察本部長、教育長等が出席し、ＪＲ岡
山駅西口２階タクシー乗り場前広場において、「歳末警戒合同
パトロール」が行われました。出発式では、知事のあいさつ、
防犯・交通ボランティア代表者による決意表明の後、駅利用者
に「犯罪や事故のない明るい年末・年始を過ごしましょう」と
声をかけながら、グッズやチラシの入った袋を配布しました。

