行事などのお知らせ
入学・進級おめでとう！みんなで子ど もの安全を守りましょう！
！
４月は、学校園の入学（園）・進級の時期に当たります。子ども
達の登下校時間帯に合わせて、買い物や庭の水やりをするなど、
子どもたちの安全確保に「目配り」、
「気配り」、
「明るいあいさつ」
をお願いします。

安全・安心通信

京山地区地域安全パトロール隊（岡山市北区）
操明学区交通防犯協議会（岡山市中区）
旭操セーフティーズ（岡山市中区）
岡山東警察署少年警察協助員連絡会上道班（岡山市東区）
福田学区青色パトロール隊（岡山市南区）
高尾安全パトロールの会（津山市）
長尾駐在所地域安全推進パトロール隊（玉野市）
美作第一小ＰＴＡパトロール隊（美作市）
川面地区子どもを守る会（小田郡矢掛町）
円城駐在所管内安全パトロール隊（加賀郡吉備中央町）
東鶴山子ども安全見守り隊（備前市）
中和安全パトロール隊（真庭市）
土居っ子を見守る会（美作市）

2. 安全・安心岡山県づくり県民会議「登録会員」に登録を申
請してください。

〜 登録（結成）すると 〜
☆「子どもの見守り実施中！」のネックストラップを 配付します。
パパママ隊用ネックストラップ

２ページ
２ページ
３ページ
３ページ
４ページ
４ページ
５ページ
５ページ
６ページ
６ページ
７ページ
７ページ
７ページ

送るな。渡すな。許すな、 詐欺 ！
！
平成 27 年中の県下の 特殊詐欺被害 は、認知件数 248 件、被害額約 16 億 2,370 万円
（前年比＋77 件、＋約７億 5,790 万円・暫定値）で、被害額は過去最悪を更新し、人口 10 万人
当たりの被害額は、全国ワースト１となりました。

☆県から定期的に、安全・安心情報を受けとることができ
ます（無料）。

平成 27 年中の被害の特徴は次のとおりです。

※県が派遣するアドバイザーは、既に県民会議の登録を済ませている団体も
利用できますので、是非ご活用ください。
※詳しくは、下記お問い合わせ先までご相談ください。

◆ お詫びと訂正 ◆
安全・安心通信第２５号（平成２７年１２月発行）で、
「犯罪のない安全・安心
まちづくり表彰式」の記事を掲載していますが、誤りがありました。
正しくは、次のとおりです。
◇防犯栄誉銀章
【誤】塩田美知江（倉敷市）→【正】塩田美知江（笠岡市）
ご迷惑をお掛けしましたことをお詫びするとともに、ここに訂正させていただきます。

●被害者の 78.1％が 65 歳以上の高齢者、そのうち女性が 82.4％
●現金交付形態は、手渡し型と送付型で被害額全体の 82.1％
●3,000 万円以上の高額被害が 10 件（合計約７億 4,070 万円）被害額全体の 45.6.％
●秋頃から、スーパー等に付設の ATM に誘い出す還付金等詐欺が多発

特殊詐欺の撲滅に向けた取組
県と県警察では、２月 10 日（水）、県庁において、
過去最悪となった特殊詐欺被害の防止対策等を
協議するため、30 の関係機関、団体が集まり緊急
の「ネットワーク担当者会議」を開催しました。

玉島警察署と備中県民局では、２月 13 日（土）、玉島文化セン
ターにおいて、
「特殊詐欺撲滅決起大会」を開催しました。
約 800 人が参加し、犯罪手口別の寸劇や被害体験者の体験談な
どを熱心に聴講するとともに、特殊詐欺の撲滅を誓いました。

お問い合わせ

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
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岡山県マスコット

「ももっち」
・
「うらっち」と仲間たち

子どもの見守りや地域の安全確保で活躍されている防犯ボランティア１３団体をご紹介します。

1. 保護者が子どもを送迎している施設単位（保育・幼稚園）
で、
「送迎中に見守り活動をする」ことを決めて下さい。

〒700 - 8570 岡山市北区内山下2丁目4番6号

平成28年3月発行

防犯ボランティア特集号

〜 手続きは簡単です 〜

岡山県 県民生活部 くらし安全安心課

第26号

安全は地域のきずなと
あなたの意識

県では、保護者が子どもを送迎している幼稚園、保育所等の単
位による子ども見守り団体「パパママ隊」を募集しています。
活動内容は、子どもを送迎しながら地域の子どもを見守ること
で、
「あいさつ」をはじめとして、不審者（車）はいないかと見る「目
配り」、子どもを心配する「気配り」をすることですので、特別なこ
とではありません。
必要を感じれば遠慮せず１１０番通報をお願いいたします。

☆県が派遣するアドバイザーから、こども見守りについて
レクチャーを受けることができます（無料）。

犯罪のない安全・安心岡山県づくり
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京山地区地域安全パトロール隊（岡山市北区）
やさしく

団体のプロフィール
○結

成 ：平成11年４月

○ 結成の経緯
安全・安心で住みやすい京山学区を実現するため
○ 団体の構成等
（代表）吉本 喜一 氏
（構成）町内会、自治会、地域に所在する学校関係者、
施設管理者
○ 活動区域 ：岡山市立京山中学校区
○ 主な活動内容
・登下校時の見守り
・第３月曜日に、地域内の主要交差点にて啓発活動
・月に一度月例会を開き、地域の情報交換を実施

走ろう

京山

京山地区安全パトロール隊では、毎月第３月曜日に地域の主要な
交差点で、京山中学校の生活委員会や岡山工業高校、岡山商科大学
の学生とともに防犯啓発活動を行っています。
自転車に二重ロックの呼びかけや、特殊詐欺被害の防止に関する
啓発物を配布したり、声掛けを行っています。啓発物も京山中学校
美術部や岡山工業高校デザイン科にお願いして手作りしてもらっ
た物を配布することもあります。地域の中には多数の高校・大学が
あり、自転車の通行も非常に多いことから、
「やさしく 走ろう 京山」
を合言葉に、自転車の走行マナーアップ活動にも積極的に取り組ん
でます。自転車の後部に取り付けるプレートを作成し、パトロール
隊員の自転車のみならず、地域の希望者にも付けてもらっていま
す。ちなみに、このプレートのデザインは、岡山工業高校デザイン科
の力作です。外国からの留学生も多いので英語表記も入れて分り易
く作りました。残念ながら中学生からは「ダサい」と言われることも
ありますが、追い越していく自転車に、少しスピードを緩めて安全
運転してもらうきっ
かけになればと思っ
ています。

東鶴山子ども安全見守り隊（備前市）
地域の連携で地域の子どもを守ろう

団体のプロフィール

○ 結成の経緯
平成18年４月、少年の事件・事故が増加し、子ども
達を取り巻く厳しい社会情勢に対応するために結成
○ 団体の構成等
（代表）川西 三郎 氏（町内会、ＰＴＡ等

約 40 人）

○ 活動区域 ：東備地区（佐山・鶴海地区、東鶴山小学校区）
○ 主な活動内容
・徒歩パトロールと子ども見守り（毎日、登下校時）
・散歩や農作業時の見守り（その都度できる時）

東鶴山小学校区は、鶴海地区と佐山地区からなり、それぞれの地区に
約 20 人ずつ隊員がいます。
発足当初は、下校時の見守りをしていましたが、現在は、朝の通勤車両
が多い時間帯と重なる登校時の児童への付添いや、県道の横断指導も実
施するようにしました。
また、登下校時以外の時間帯においても、不審者等への抑止力と考え、
外出時に見守り隊のジャンパーを着用したり、学区内を車で移動する時
は、車両に防犯ステッカーを貼るようにしたりしています。
そのほか、毎年３月に総会を開き、１年間の活動を振り返って、次年度
に向けての課題や目標を話し合い、学校・警察・
ＰＴＡなどと連携して、子ども達にとって、より
安全・安心な地域づくりに取り組むことを確認
しています。
今後も、微力ですが、
「できるときに、できる場
所で、できることを」の心で続けていきます。

中和安全パトロール隊（真庭市）
雪にも負けず頑張ります！

団体のプロフィール

○ 結成の経緯
平成 23 年、治安の悪化に伴い、地域でも見守りをしよう
との気運が高まり結成
○ 団体の構成等
（代表）進 富長 氏（地域安全推進員等６人、青パト５台）
○ 活動区域 ：真庭市立中和小学校区内

操明学区交通防犯協議会（岡山市中区）
団体のプロフィール
○結

成 ：平成18年

○ 結成の経緯
大阪府の池田小学校児童殺傷事件をきっかけに、
地域の安全を守る組織を作ろうと立ち上げた。
○ 団体の構成等
（代表）中川 高志 氏
（構成）学区内役員等

約 50 人 青パト７台

○ 活動区域 ：岡山市立操明小学校学区内
○ 主な活動内容
・ 青パトでのパトロール
・ 登下校の見守り（毎日）
・自転車や徒歩でのパトロール
・防犯広報

○ 主な活動内容
・スクールバス乗降時の見守りと登下校時の付き添い
・青パトでのパトロール 等

青パト、そして徒歩・自転車で！

操明学区には細い道が多く、現在、問題となっている用水路が縦
横に走っているため、青パトでのパトロールだけでなく、徒歩・自
転車も活用し、特に登下校時の見回りに力を入れています。
学区を６ブロックに分けて、各ブロックをパトロールし、細かい
所にも目が届くように心がけています。児童の登下校時にはあいさ
つ運動を行っており、最近では、児童が大きな声であいさつができ
るようになっていますが、保護者等の大人からは、あいさつが返っ
てこないこともあるので、引き続き、あいさつ運動に力を入れてい
こうと思っています。
青パトでのパトロール時にはなるべくゆっくりと走り、学区内に
おける交通のペースメーカーになることを心掛けて運転していま
す。時にはクラクションを鳴らされることもありますが、制限速度
を守り、気持ちにゆとりを持って活動しています。残念ながら青パ
トの台数が減少しているので、今後も地域住民に働きかけて、パト
ロールの参加人数の増加に力を入れ、地域の安心安全を作っていき
たいと思います。

2

活動区域の小学校は全校児童数が約 40 人の小さな学校であるため、
全児童の顔と名前が一致します。
ほとんどの児童がスクールバスでの登下校となっているので、見守り
も学校の前などに限られますが、毎日声掛けを実施し、極力コミュニ
ケーションを取るようにしています。また、徒歩で通学する児童に対し
ては付添いを行っています。
あいさつ運動にも力を入れており、４月には恥ずかしさで下を向く児
童も、ゴールデンウィークが終わるころにはしっかりと返事をしてくれ
るようになります。
日中にも青パトで地域内のパトロールを実施し、その際に
は地域の高齢者と会話する機会を多く摂
るように心がけて活動しています。
冬季の間は積雪もありますが、無理のな
い範囲で頑張って活動しています。学校の
運動場にある大きな杉の木と共に、子ども
達を温かく見守っていきたいと思います。

土居っ子を見守る会（美作市）
青パトにドライブレコーダー装備

団体のプロフィール

○ 結成の経緯
平成 17 年 12 月、
子どもを取り巻く不審事案の増加を
受けて、
登下校の見守り、
青少年の健全育成を目的に結成
○ 団体の構成等
（代表）山本 寿 氏（地域の有志 22 人 青パト３台）
○ 活動区域 ：美作市立土居小学校区内
○ 主な活動内容
・青パトによるパトロール（毎週金曜日）
・学校周辺での見守り（随時）

通常の活動は、下校前に地域の見回りを青パト３台で分担して行い、
児童の通学路の安全を確認してから、学校周辺での見守り活動を実施し
ています。
学校行事にも積極的に参加し、地域に根差した活動を実施すること
で、地域との連携が取れるようになってきました。地域の高齢者からも、
「姿を見ると安心する」との嬉しい言葉もいただいております。
また、青パトには美作市防犯連合会から提供していただいたドライブ
レコーダーを装備し、いざという時の情報提供ができるように備えてい
ます。
平成 21 年の台風９号による豪雨災害を経験し、防災活動にも力入れ
るようになり、さらに、地域との連携、役割分担の大切さを認識するとと
もに、防犯・防災活動の大切さと難しさを痛感しています。
子ども・高齢者関係なく地域が一体となって安全・安心が保たれる
よう、防犯・防災活動を活発化させていきます。
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川面地区子どもを守る会（小田郡矢掛町）
地域全員で見守ります

団体のプロフィール
○結

成 ：平成16年

○ 結成の経緯
地域の安全や環境は地域の力で守っていこうとの気運の
高まりを契機として結成

○ 団体の構成等
（代表）池田 喬 氏
（構成）子どもの保護者（祖父母が中心）、町内会役員
主たる活動員 50 人

青パト 15 台

○ 活動区域 ：矢掛町立川面小学校区内
○ 主な活動内容
・青パトによるパトロール（毎日３台以上実働）
・毎日の登下校時の付添い
・下校時の見守り・パトロール
・有線放送で見守り依頼（下校時間帯）

旭操セーフティーズ（岡山市中区）

川面地区子どもを守る会では、下校時に、町の有線放送で各家庭
に見守りの協力をお願いする放送を実施し、地域全員での見守りを
心掛けています。また青パトも 15 台と、地域の規模の割には多く
保有し、活動員個々の負担を少なくする代わりに、毎日、きめ細かな
防犯活動を実施することを心掛けています。
三世代の家庭が多く、見守り活動は、子ども達のおじいちゃん・
おばあちゃんが中心となって活躍しています。
他の地域に自慢できることは、何よりチームワークの良さです。
不審者事案が発生すると、横の連絡を速やかに行い、より多くの活
動員が参集できる態勢を取っています。児童数は 98 人と少ないの
ですが、児童一人一人がしっかりとあいさつできるのも、この地区
の自慢です。中学生になっても、登下校時にはしっかりとあいさつ
してくれるので、日々の活動にやりがいを感じます。
今後は、子どもの見守りだけでなく、地域全体の見守り活動も活発
化させます。
川面地区は蛍の生息地でもあり、地域ぐるみで保護と繁
殖に取り組んでいます。
機会が有れば、
是非訪れてみてください。

○結

平成 17 年、広島県呉市での女児殺害事件の発生に伴い、
岡山市が各学区に「安全安心ネットワーク」を組織し、犯
罪の防止を図ることとなったことから、同隊を設立した。

○ 団体の構成等
（代表）難波 英治 氏
（構成）旭操学区連合町内会、PTA 等18 団体、青パト７台

○ 活動区域

岡山市立旭操小学校区内通学路（青パトは旭操中学校区）

○ 主な活動内容

・青パトによるパトロール（毎日登下校時）
・ 校門前及び通学路 18 地点での見守り、あいさつ運動
・操南中学校区内のパトロール
・幼稚園前での見守り活動

○結

成 ：平成17年10月

○ 結成の経緯
大阪府の池田小学校児童殺傷事件があり、駐在さん
との話し合いの中で、地元有志で地域の安全安心を
守ろうとの想いで結成
○ 団体の構成等
（代表）草地 之治 氏
（構成）地元有志 青パト 14 台
○ 活動区域 ：吉備中央町立円城小学校区内
○ 主な活動内容
・登下校の見守り
・青パトでの防犯パトロール
・月１回の定例会議
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旭操セーフティーズは、旭操小学校区内の通学路 18 地点を 58
人でオレンジ色の揃いのユニフォームを着用し、登下校時の見守り
を行うとともに 7 台の青パトで、小学校区はもとより操南中学校区
もパトロールしています。
特に青パトは、毎日、登下校時に通学路で見守り活動をした後、小
学校へ集まり、校門前の見守りとあいさつ運動を行っています。
その後も学区内のパトロールに出かけています。下校時も２〜３
台で学区内のパトロールを実施しています。
毎年６月には小学校児童全員が、会員への日頃の感謝の意を表す
「ありがとう会」を開催していただいてます。その際に児童から、
「オ
レンジのユニフォームを見ると安心して登下校が出来ます。」と、嬉
しい言葉ももらえました。
活動の成果により、大きな事件・事故は発生していません。今後
は、会員の高齢化に歯止めをかけるべく、新しい会員の募集や入会
の依頼を行っていくとともに、地域安全マップの導入や「青パト巡
回中」看板の設置などを計画しています。

岡山東警察署少年警察協助員連絡会上道班（岡山市東区）

のんびり・無理せず・垣根なく
「のんびり・無理せず・垣根なく」をモットーに活動しています。
過疎化により児童数も減っていることから、児童に対する見守りパ
トロールのみならず、防犯・防災の垣根なく地域の安全に関するこ
とは、すべて隊に相談があり、地域の安全に関する「なんでも屋」的
な存在になっています。
青パトの活動資金としては、道の駅に設置させていただいている
支援自動販売機のおかげで、大きな負担なく活動できており、活動
範囲が広い地域でのパトロールに非常に助かっております。
地域全体への見守り活動として、警報が発令されるような荒天時
にも、青パトでパトロールを実施しており、一人暮らしの高齢者か
らは、
「見守ってもらえてありがたい」との言葉もいただいて励みに
なっています。
今後も、
「何かしなければ」
との焦りの気持ちを持たずに、のんびりと
永く続けていけるように、地域の声
を聴きながら活動をしていきます。

成 ：平成18年６月

○ 結成の経緯

円城駐在所管内安全パトロール隊（加賀郡吉備中央町）
団体のプロフィール

あいさつ運動を通して安全見守り

団体のプロフィール

継続は力なり

団体のプロフィール
○結

成 ：平成21年４月

○ 結成の経緯
上道中学校が荒れていたことや学校付近の通学路が
通勤車両の抜け道となっていたことから、交通安全
も兼ねて子どもの見守りを行うために結成
○ 団体の構成等
（代表）藤原 清 氏
（構成）少年警察協助員ほか有志６人
○ 活動区域 ：岡山市立上道中学校区内
○ 主な活動内容
・登下校時の見守り
・あいさつ運動
・学校付近の危険個所での声掛け

青パト４台

以前の上道中学校は荒れていましたが、朝夕の見守り活動時にあ
いさつ・声掛けを徹底的に、そして継続的に続けてきました。
その結果、現状は、ほぼ全員が返事をするようになり、それに伴っ
て学校も落ち着きを取り戻してきました。まさしく、「継続は力な
り」を体現できたものでした。
また、以前から学校近くの橋の上が、通勤車両と通学児童の往来
で危険であるとの話があり、その場所でのあいさつ運動を実施した
ところ、通学自転車及び通勤車両の運転マナーの改善が見られたの
で、頑張って雨の日も見守りを実施しています。
活動当初は、揃いのユニホームが無く、班員の統一感もありませ
んでしたが、昨年念願のパトロールベストを新調しました。班員間
の気持ちの連携と地域の安心感に繋がればと思っています。
今後も「継続は力なり」を合言葉に、地域の見守り活動を続けてい
きます。
見守ってくれて
ありがとう
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犯罪のない安全・安心岡山県づくり
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長尾駐在所地域安全推進パトロール隊（玉野市）

福田学区青色パトロール隊（岡山市南区）
明るく犯罪のない福田学区

団体のプロフィール
○結

成 ：平成18年

○ 結成の経緯
岡山市の安全安心ネットワーク構築の呼びかけに
応じて結成
○ 団体の構成等
（代表）正保 弘行 氏
（構成）地域住民等 約 90 人
○ 活動区域 ：岡山市立福田小学校区内
○ 主な活動内容
・登下校の見守り
・青パト隊 11 班編成で、各班月４回パトロールを実施

福田学区青色パトロール隊では、11 班編成の 84 人で防犯パトロー
ルを実施しており、各班とも月に４回を目安に、学区内をパトロー
ルしています。
活動時間は登下校時や夕方、そして夏休みなどには、夜間パト
ロールも実施しています。
学区内を国道２号線バイパスが走るなど、外部からの人、車の流
入が多くコンビニ、アミューズメント施設などがあり、過去は深夜
における少年のたむろなども見受けられましたが、パトロールを始
めてからは、比較的落ち着きました。
シニア世代の隊員が多く、思うような活動ができませんが、でき
ることをできる範囲で、そして安全に行うことが大切だとの共通認
識で頑張っています。今後も、防犯・防災・環境美化など色々な視
点から、地域の安全安心なまちづくりに活躍していきます。

○ 結 成 ：平成12年４月
○ 結成の経緯
自分たちの街の安全・安心は自分たちで守るという
信念のもとに結成
○ 団体の構成等
（代表）
竹原 明道 氏
（構成）長尾駐在所管内の地域安全推進員を中心とした
有志

○ 活動区域 ：玉野警察署 長尾駐在所管内
○ 主な活動内容
・毎日の登下校時の見守り
・青パト２台による巡回パトロール
・地域のスーパーマーケットでの防犯活動の広報活動・
見守り活動
・あいさつ運動
・清掃パトロール活動

安全・安心
まちづくり

○結

成 ：平成21年２月

機動力を活かす

○ 結成の経緯
津山市内での不審事案が続き、地元を自分たちの
手で守ろうとの気運の高まりから結成
○ 団体の構成等
（代表）井川 敏夫 氏
（構成）地区有志 約 120 人 青パト 26 台
○ 活動区域：津山市立佐良山小学校区等
○ 主な活動内容
・ 青パトを活用した機動力あるパトロール活動
・ 登下校時の見守り活動
・ 国道における横断時の安全確保

高尾安全パトロールの会は、学区内の一町内会の防犯パトロール
隊ですが、自らの町内会だけでなく、学区全体のパトロールを実施
しています。
現在青パト 26 台を保有し、登下校時の見守り活動、青パトによる
パトロール活動を行っています。地区の中を国道 53 号線が走り交
通量も多いため、登下校時の横断歩道での安全確保も重要な活動と
なっています。
青パトでのパトロール中には、ＪＲ踏切付近での火災発生をいち
早く発見し、消防と連携して早期の消火を行い、消防署から表彰も
受けました。
また、青パトには広報用スピーカーを設置し、様々な犯罪防止の
広報活動も行っています。青パトの活動資金の確保のために、平成
24 年に活動支援自動販売機を導入し、積極的に活動できるように
工夫をしています。
今後も「無理をしない・できることをできる範囲で・可能な限り」
を継続し、さらに地域での協力者を増やしていきたいと思います。
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長尾駐在所地域安全推進パトロール隊では、荘内小学校・荘内中
学校の児童生徒の通学路の安全安心の見守りと、声掛けを活動の中
心としています。愛するこの街が、犯罪や事故のない安心して住め
る街になるよう、現在、12 人の隊員で活動をし、12 人の瞳「二十四
の瞳」で地域の安全安心を見守っています。
倉敷女児誘拐事件をきっかけに、さらに活動を活発化させるべ
く、青パトを追加導入し、地域の隅々まで子ども見守りや犯罪の防
止のため、広報活動を展開しています。
また、地域住民の方へ防犯パトロール活動を広く知っていただ
き、協力をお願いするために、独自に広報ビラを作成し、ポケット
ティッシュと一緒に学区内のスーパーマーケットで配布し、活動へ
の理解と防犯意識の高揚に努めています。
隊員の高齢化（最年長 88 歳、最年
少 68 歳）が大きな問題となってい
ますが、若手の勧誘を継続し、今後
も自身の健康維持も兼ねて、積極的
な活動を行い、地域の安全・安心に
貢献していきたいと思っています。

美作第一小ＰＴＡパトロール隊（美作市）

高尾安全パトロールの会（津山市）
高尾安全パトロールの会（津山市）
団体のプロフィール

「二十四の瞳」で見守ります

団体のプロフィール

継続は力なり

団体のプロフィール
○結

成 ：平成17年

○ 結成の経緯
津山市の小学生女児殺害事件を受けて「地元の
子どもたちは地元で守ろう」という気運が高まり
児童の保護者が中心となって発足
○ 団体の構成等
（代表）鳥越 重一 氏
（構成）ＰＴＡ役員、交通安全協会役員等 約 80 人
○ 活動区域 ：美作市立美作第一町学校区内等
○ 主な活動内容
・登下校時の安全見守り
・校門及び通学路でのあいさつ運動

美作第一小ＰＴＡパトロール隊では、児童が自ら取り組んでいる
「あいさつ運動」に連動し、
「笑顔」
「目線」
「気持ち」を意識したあいさ
つを積極的に実施し、子どもとのコミュニケ―ションを大切に、地
域全体で温かな雰囲気づくりを心掛けています。
スクールバスの導入により子どもとの接点が減る中、校門前での
「あいさつ、ハイタッチ運動」を実施するなど各種学校行事にも積極
的に参加し、子ども達との交流を深めています。
また、学区内に設けている「こども 110 番の家」が形骸化しないよ
う、登下校の時間をお知らせするなどして、日々、意識して取り組ん
でいただけるけるように協力をお願いしています。
我が町は観光地でもあり、他の地域からの出入りが多く、危険が多
く潜む地域だと認識して、日々の見守り活動に力を入れ、活動の活性
化を図り、地域全体で「あいさつ」を
通し安全・安心に暮らせる街づくり
を行っていきたいと思います。
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