
各市町村等の取組

高知市

１　市内各小学校での登下校時の子ども見守り活動の実
施、地域安全協会による啓発活動・防犯パトロール・各種団
体への防犯教室の実施，各地区地域安全推進協議会やタ
ウンポリスによる青色回転灯装備車両を使用した地域安全
パトロールや従前からの防犯パトロールの実施、大学生に
よる子ども見守り活動等が行われている。

１　地域安全協会に対し，地域安全活動推進のための活動
助成（補助金の交付）
２　道路・公園等の安全や非行防止を目的として町内会等
が設置・管理する公衆街路灯について設置費補助、電気料
金を補助
３　犯罪の抑止効果を狙い，公用車へ「安全安心パトロー
ル」ステッカーを貼付

室戸市

１　毎月２０日に早朝街頭指導を行っている。（地域安全推
進協議会・地域安全協議会・民生児童委員・芸東更生保護
女性会等）
２　毎月１５日に高齢者世帯を訪問し、パンフレットを配布し
て防犯を呼びかけている。（地域安全協議会・芸東更生保護
女性会等）
３　市内小中学校の下校時の見守り及び公民館から見守り
協力の放送をしている。（室戸地区学校安全推進協議会）
４　夏休み等長期休暇中の夜間補導（地域安全推進協議会
等）
５　スクールガードによる巡回
６　保育所、小学校にて誘拐防止教室実施（地域安全協議
会）
７　民生児童委員強化週間による青色回転灯装備車を使っ
た防犯パトロール（民生児童委員協議会）

１　公用車使用時に「安全安心パトロール」のマグネットを貼
付し、広報に努めている。
２　毎月２０日に早朝街頭指導を行っている。

安芸市

１　地域住民及び地域活動団体の取組
（１）老人クラブによる悪徳商法の被害を未然防止することを
目的とした一人暮らし高齢者、高齢者のみ世帯の訪問事業
２　その他の団体等の取組
（１）交通安全指導員による交通安全街頭指導（毎月４日・２
０日）
（２）交通安全母の会が、交通安全期間中、（有）安芸自動車
学校の協力を得て地域住民を対象に「交通安全スクール」
を開校
（３）交通安全母の会による小学校入学前児童への保育所
交通安全教室実施
（４）青少年育成安芸市民会議を中心とした「はっぴいすまい
る運動」毎月２０日の声かけ、あいさつ運動の展開
（５）青少年育成安芸市民会議による清掃活動
（６）安芸地区安全運転管理者協議会によるカーブミラーの
清掃、街路樹の剪定

１　総務課
（１）交通安全運動期間中に、交通事故の危険性が高い箇
所に啓発旗（桃太郎旗）を設置
（２）公用車に「忘れないでシートベルト」のマグネットを貼付
し、広報啓発実施
２　まちづくり課
（１）防犯灯の新設・修繕
（２）自主防災組織の育成
３　市民課
（１）緊急通報装置の設置
　　 一人暮らし老人や独居の身体障害者の方を対象に、近
所で確認を行ってくれる人を登録することにより急病や災害
でも24時間緊急連絡ができるよう通報装置を設置し、安心し
て在宅生活が送れるように支援するシステム
（２）老人福祉電話の無償貸与
　　 一人暮らし老人や老人世帯の方について、安全確認、
家族等との連絡を目的として近所に近親者がいない方に福
祉電話を無償貸与（設置費用は市の負担）し、毎月の電話
料の基本料金の助成をする。（所得制限有り）
（３）電磁調理器、自動消火器、火災報知器の給付（日常生
活用具給付等事業）
　　 調理など火への安全管理対策として、一人暮らし老人、
寝たきり老人に給付

南国市

１　市内中央部に位置する駅前町班、西野田班、御免町班
で自治会による防犯パトロール
２　市内学校ごとに、児童の登下校時の安全を確保するボラ
ンティア組織見守り隊の活動

１　公用車に「防犯パトロール」マグネットを貼付
２　既存防犯灯の電気料負担
３　新設防犯灯に補助金を支出

土佐市

１　青少年育成土佐市民会議が児童生徒の安全に対する
取組
（１）パトロール用ブルゾン・マグネットシートを作成し関係者
に配布
（２）防犯カード・挨拶啓発ポスターを作成し全家庭及び関係
者に配布
２　青少年育成土佐市民会議による地域の防犯パトロール
３　土佐地区地域安全協議会による地域安全活動
４　土佐地区地域安全協議会及び土佐署と連携し、不審者
情報を市内保育園、小中学校、高等学校にＦＡＸ送信し、情
報を共有する。
５　警察、学校、警察ボランティア、育成センターの協力の
下、高校生が小中学生に防犯教室、不審者侵入避難訓練
の実施等の防犯授業を行う「ふれあいサポート事業」
６　防犯灯の設置

１　青少年育成土佐市民会議の行う防犯グッズ作成に対し
て「土佐市子どもの安全に対する補助金」として対象経費の
１／２を補助
２　青色回転灯を装備したパトロール車での巡回
３　スクールガード（学校安全ボランティア）養成講習会
４　スクールガード・リーダー（警察ＯＢで県から委嘱を受け
た地域学校安全指導員）による子どもの登下校時の見守り
５　市内各自治会が設置する防犯灯について設置費用の一
部補助
６　土佐地区地域安全協議会が実施する地域安全活動へ
の補助金交付

市町村名
市町村の区域において行われている犯罪のない安全安心
まちづくり

市町村で取り組んでいる犯罪のない安全安心まちづくり
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須崎市

１　交通安全運動（春、秋）期間中において高齢者宅を訪問
し、交通安全、防犯に関するチラシ等を配布し啓発活動を実
施
２　学校、PTA、婦人会等による通学時の児童生徒の安全
指導の実施
３　地域住民等と道路の安全点検を実施
４　防犯灯の設置

１　スクールガード（学校教育課）
　児童生徒が安心して学べる学校環境の整備を目的とし、
児童生徒の安全確保のために登下校時の巡回指導並び
に、不審者の発見報告業務を推進した。
　委託については、教育委員会が55名に委嘱し、活動中で
ある。
２　防犯パトロール（生涯学習課）
　 現在、上分･浦ノ内地区において、青色回転灯装備車両
で登下校時に通学路周辺の防犯パトロールを実施（現在12
名で活動中）
３　防犯灯の設置費用の補助（１灯につき、15,000円補助）を
行っている。
４　広報車による広報啓発活動を行っている。

宿毛市

１　各小中学校区において「○○見守り隊」等の学校安全ボ
ランティアが定期的に活動しており、地域への啓発や子ども
達の安全確保に貢献している。
２　毎月２０日の「あいさつ・声かけ運動日」、第３木曜の「通
学路安全の日」には市内の全小中学校が早朝活動を実施
している。
３　夏期休暇及び夜祭り時に各中学校では地域・保護者・職
員による夜間補導活動を実施している。

１　４月～５月の新学期スタート時において、市独自の「宿毛
市スクールガード」が市内の学校内外及び通学路の巡回活
動を実施している。
２　５月のスクールガード・リーダー委嘱式以降は、「高知県
スクールガード・リーダー」が市内の学校内外及び通学路の
巡回活動を実施している。
３　青少年育成センターは、４月の新学期スタートから１ヶ月
間、市内を３ブロックに分け午前午後の毎日２回、マイク放
送による啓発巡回活動を実施している。
４　防犯ヨコのぼりを市内22箇所（総枚数110枚）に設置し、
防犯啓発活動に努めている。
５　不審者情報提供ネットワーク（教委・学校・西部地区補導
育成センター・警察）を構築し、迅速な情報伝達を実施して
いる。
６　月定例校長会及び教育委員会において、不審者情報の
詳細を報告している。
７　環境浄化活動の一環として、落書き消しや絵画制作を実
施している。
８　西部地区補導育成センター間において、月一回の学習
会を実施し、相互の情報交換と研修に努めている。
９　毎月４回、学校・警察・育成センターによる夜間補導を実
施している。
10 夏休み・夏祭り・地域イベントにおいて、地域・学校（保・
職）・補導員の協力のもと、一斉夜間補導を実施している。

土佐清水市

１　自主防犯組織「まんぼうパトロール土佐清水」によるパト
ロールの実施・スクールガード・リーダーによる巡回パトロー
ル・地域安全思想普及のため、地域安全協会から広報誌
「まんぼう」を発行
２　市内保育園・小中学校での防犯教室の開催・高齢者宅
への訪問、高齢者福祉施設への出前講演、夜間における高
齢者交通安全研修会、各幼稚園、小学校の交通安全教室
の開催

１　公用車に「防犯パトロール実施中」のマグネットを貼付
し、青色回転灯をつけ、学校の登下校時に、警察署が委嘱
した地域の指導員と職員が一緒にパトロールを実施してい
る。
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四万十市

１　総務課関係
　　中村地区地域安全協会（四万十市と黒潮町等で設立し
た任意団体に常勤アドバイザーを１名配置し、市町の分担
金にて運営。中村警察署事務局を置く。）において、防犯に
関する自宅訪問活動、キャンペーン、小中学校、保育所、老
人ホームなど幅広く訪問し、防犯安全教室を実施している。
また、会員にあっては全国地域安全運動の期間にあわせて
防犯パレードに参加。月１回防犯回覧を各地区区長へ配布
し、防犯意識の高揚を図っている。
２　人権啓発課関係
　　社会を明るくする運動の一環で、四万十市民祭実施の際
に少年補導と防犯活動を実施（参加者４０人）
３　教育委員会関係
（１）スクールガード・リーダー（４人）による登下校時の青色
回転灯装備車両による巡回事業（高知県地域ぐるみの学校
安全体制整備推進事業）
（２）西土佐タウンポリス（地域全体の防犯：交通安全活動）
による青色回転灯装備車両による登下校時の巡回
（３）学校ごと地域ごとに保護者、地域を組織化したスクール
ガード活動（登下校時の声掛け、夜間パトロール、見守り）
　　　例　中村地域：中筋タウンポリス子ども見守り隊（中村
中筋小中学校児童生徒対象）西土佐地域：西土佐タウンポ
リス（西土佐村青少年育成村民会議）
（４）学校独自の防犯訓練の実施を多数の学校で行っている
　　　例  東山小１８年度、ＰＴＡと合同で不審者侵入対策等
（ネットランチャー、サスマタの訓練等）
（５）学校ごとの定期的な交通安全街頭指導（ＰＴＡ独自ある
いは警察と連携による）

１　教育委員会での取組
　　公用車に「防犯パトロール実施中」のマグネットを貼付し
て広報・啓発に努めている。

香南市

１　交通安全母の会で各保育所・幼稚園・小中学校単位に
おける通学路等の危険箇所の実態把握している。（交通危
険箇所の実態把握データを集計し、配布及び関係管理者に
改善を要請している。）
２　交通安全母の会で高齢者世帯550世帯を対象に訪問実
施している。（高齢者世帯訪問は、粗品を支給した。）
３　旧町村単位で、のいちタウンポリス（野市町）・オレンジポ
リス（香我美町）・ヤシィポリス（夜須町）・レインボーポリス
（吉川町）で防犯パトロールを実施している。（防犯パトロー
ルは、ＰＴＡに出席していただき職員が公用車運転し、移動
手段の提供や懐中電灯等の貸与している。）
４　シルバーポリス（夜須町）の高齢者が通学・通園の見守
り活動している。

１　公用車に「防犯パトロール実施中」のマグネットを貼付し
て広報・啓発に努めるとともに、公用車走行中に不審な行動
等を見かけた場合は、積極的な警察への通報、避難誘導な
ど地域の安全の確保に努めている。
２　市内67箇所の民家を「子供安全の家」に指定し、玄関に
ステッカーを貼っている。
３　週１～２回スクールガード・リーダーによる登下校時の児
童生徒の見守り活動を行っている。

香美市

１　毎月５日18：00～19：00に香北タウンポリス、香美署、地
域安全協会等による防犯パトロール
２　毎月第3木曜日7：30～8：30、15：30～16：30に地域ボラ
ンティア、学校関係者、香美署等による通学路見守り
３　香美署、地域安全協会による各小学校（保育園等を含
む。）における誘拐防止教室、不審者対応訓練
４　香美署、地域安全協会による老人クラブ等地区高齢者
の集まりにおける地域安全教室実施
５　香美署、地域安全協会による高齢者宅個別訪問実施
６　社会福祉協議会、民生委員による75歳以上の単身者の
見守り活動を行い、今後は障害者、外国人など孤立しがち
な方へと対象を広げていく予定
７　社会福祉協議会、ホームセンター、学校等が参加した災
害ボランティアセンターの体制作り
８　社会福祉協議会による毎月第二金曜日の認知症よりそ
い相談実施

１　平日の7：20～8：30、11：00～12：00、15：30～17：00に、
公用車での防犯の広報・啓発を努めるとともに、通学の見守
りを実施している。
２　各自治会設置防犯灯への電気使用量を2分の1程度補
助している。

東洋町
１　一人暮らしの高齢者宅への世帯訪問実施
２　７月、８月は補導員による夜間パトロール実施

１　補導センターと連携して、広報・啓発に努めている。

奈半利町

１　平成１５年に設立された「なはりポリス」が、月３回の夜間
パトロールを行っている。
２　年金支給日など随時要請等があれば、青色回転灯パト
ロール車が出動している。

１　公用車に「防犯パトロール実施中」のマグネットを貼付し
て広報・啓発に努めている。
２　奈半利町青少年育成会議が教育委員会と合同で、毎週
水曜日の下校時間帯に町内のパトロールを実施している。

田野町

１　青少年町民会議、PTA、教育委員会、教職員等による登
下校児童の見守りを行っている。

１　公用車（教委、保健福祉課等）に「犯罪パトロール実施中
のマグネットを貼付して、広報・啓発に務める。
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安田町

１　ＰＴＡによる自転車パトロール「見守っチャリ隊」活動（下
校夕暮時）
２　月２回（１５日と２０日、土日祝日の場合は翌平日）通学
路の安全を図るための街頭指導

１　公用車へ「交通安全運動実施中」「防犯パトロール実施
中」のマグネットを貼付

北川村

１　ＰＴＡ・交通安全母の会・地域安全協会・交通安全協会が
小中学校の登校時、見守り活動を行っている。
２　地域安全協会が自家用車に「防犯パトロール実施中」の
マグネットを貼付して広報・啓発に努めるとともに、走行中に
不審な行動等を見かけた場合は、積極的な警察への通報、
避難誘導等、地域の安全の確保に努める。

１　週４日、公用車に青色回転灯を設置し、小中学校下校時
間にあわせ村内の巡回を行っている。
２　公用車に「防犯パトロール実施中」のマグネットを貼付し
て広報・啓発に努めるとともに、公用車走行中に不審な行動
等を見かけた場合は、積極的な警察への通報、避難誘導
等、地域の安全確保に努める。

馬路村

１　婦人グループによる子どもの登下校時の見守り、教育委
員会主体の児童放課後教室の実施（委託）
２　独居高齢住宅への声かけ訪問（保健師、社会福祉協議
会職員）
３　自主防災組織及び村との合同防災訓練の実施
４　道路・河川等の美化活動

１　児童放課後教室への報償費支給
２　婦人グループへのジャンパー支給、看板等の配置
３　美化活動時の小道具等の支給

芸西村

１　防犯パトロールの実施
２　声掛け活動を広める会による、村内の見回り
３　老人クラブ等が一人暮らし高齢者宅への世帯訪問(悪徳
商法等)

１　防犯パトロールを実施し、広報・啓発に努め、他町村で
の不審者情報等の迅速な提供
２　通学路において見守り活動

本山町

１　本山警察署と連携し交通安全指導員、交通安全母の会
会員の活動の一環として、高齢者世帯への訪問や声かけ、
見守りを実施している。
２　青色回転灯付パトロール車での地域安全推進委員等ボ
ランティア団体による子どもの見守り活動が行われている。

１　公用車に「防犯パトロール実施中」のマグネットを貼付し
て広報・啓発・犯罪防止に努めている。地域安全協議会構
成団体の町内事業所にもマグネットを配布し協力をいただ
いている。
２　教育委員会では、夏休みを重点として教師と保護者と連
携し、週１～２回町内巡回を行い、青少年の健全育成に努
めている。また、教育委員会委嘱のスクールガードによる子
ども下校時の見守りを行なっている。
３　町防災行政無線による地域安全対策情報・悪徳商法等
についての注意等の情報発信

大豊町

１　交通安全指導員、交通安全母の会等の協力の下、登下
校時の街頭指導や高齢者宅への訪問活動等を交通安全運
動にあわせて実施している。

１　空き巣被害やその他の犯罪及び不審人物等の情報があ
る場合には、警察署と連携し、ゆとりすと放送で情報を発信
し、また、公用車によるパトロール及び広報を実施すること
で啓発を行っている。

土佐町

１　自主防犯組織「さめうらポリス」や、老人クラブ連合会に
よる子どもたちの登下校時の見守り活動を行っている。特に
「さめうらポリス」では毎月６回、防犯パトロールを行ってい
る。
（１）５日：地域安全活動強化日
（２）第３木曜日：通学路安全の日
（３）第３金曜日：少年補導強化日
（４）２０日：県民交通安全の日
（５）毎月２回：不定期に夜間パトロール

１　防犯パトロール活動を行う団体に、反射腕章・蛍光反射
マグネット・サインライト（ブルー）・蛍光ジャケット等を提供し
ている。

大川村

１　各地区の住民同士が安否確認、情報交換を行っており、
異常があった場合や危所箇所を発見した場合には、部落長
さんに情報が入るよう連絡を取りあっている。
２　交通安全運動期間中に各関係団体協力の下、小中学生
の登校時に街頭指導を実施している。

１　警察と連携し、情報がはいった場合、村内の全戸へオフ
トーク放送で情報を発信している。各集落の集い、行事にお
いてチラシ・反射材を配布している。

いの町

１　自主防犯組織（いのみなみタウンポリス・枝川地区安全
パトロール隊）による登下校時の児童の見守りや青色回転
灯巡回車での呼びかけ
２　音楽を通して、安全安心を呼びかける春まつりの開催
３　地域安全協会による高齢者宅への戸別訪問
４　スクールガード・リーダーによる登下校時の児童の見守
り

１　地域内での不審者情報や事件の共有化（メールやFAX
で連絡）
２　タウンポリスやパトロール隊と共同で駅周辺の清掃や駐
輪場での広報活動

仁淀川町

１　あいさつ運動（毎月第１水曜日に、児童の登校にあわせ
て地域住民の方が通学路に立ち見守る運動）
２　スクールガード（地域での見守り隊）
３　登下校の児童を見守ってもらうため、各地域に委員を選
任し、腕章をつけて指導を実施（町内４９人）
４　防災パトロール
    毎年６月に区長、消防団、県、町で防災パトロールとして
台風等の災害に備え、危険箇所の点検を実施している。
５　地域安全診断
    毎年２、３月に地域安全協会、佐川警察署、社会福祉協
議会、消防団、女性防火クラブ、町の連携で地域の一人暮
らしの老人を対象に、火の回り確認、日頃の押売り、詐欺等
の注意喚起等を実施

１　青色回転灯を公用車につけ、パトロールを登下校時に実
施している。
２　関係機関、住民から不審者等の情報が入った場合は、
防災行政無線で放送している。
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各市町村等の取組

市町村名
市町村の区域において行われている犯罪のない安全安心
まちづくり

市町村で取り組んでいる犯罪のない安全安心まちづくり

中土佐町

１　青色回転灯装備車による町内巡回
２　自主防犯組織による登下校の見守り、パトロール
３　ＰＴＡを中心とした「子ども見守り隊」の巡回活動
４　防犯灯の設置

１　公用車へ青色回転灯を装着し、パトロールを実施
２　防犯灯の設置

佐川町

１　教育委員会・ＰＴＡ・地域安全協会等の行う子供の登下
校時の見守り、一人暮らし高齢者宅への世帯訪問、防犯灯
設置補助、町内会等の行う危険箇所点検・環境美化活動等

１　青少年補導育成センター補導員による週２回の子供の
下校時を中心とした「防犯パトロール」を実施。その際には、
公用車に「防犯パトロール実施中」のマグネットを貼付して
広報・啓発等にも努めている。
２　防災無線による放送を毎日行い、子供たちの下校時の
見守りを実施している。
３　夜間補導、町内の行事等の際に行われる特別補導など
を実施し、不審な行動等を見かけた場合は警察へ通報する
等、地域の安全確保に取り組んでいる。

越知町

１　地域ボランティア団体の行う登下校の見守り
２　地区消防団等の行う危険箇所点検
３　中学校ＰＴＡ校外指導部で毎年夏休みを中心とした期間
中、毎週（火）（金）に４～５名ごとの班編成により夜間広報
車による非行防止の呼びかけ及び補導活動を実施
４　小学校ＰＴＡによる街頭指導活動で夏休み期間中、毎週
土曜日の夜、ＰＴＡ会員が学校周辺及び町内商店街等の夜
間パトロールを実施

１　定期的に子どもの登下校時に、放送による見守り、啓発
２　広報等で緊急情報提供
３　少年育成センター補導員により、月別（定例）夜間街頭
補導活動として、週１回程度２名１組のグループで実施
４　昼間及び夜間の補導活動で、育成センター職員及び補
導専門職員による昼間の街頭巡回補導及び不審者に対す
る警戒活動を、週３～４回程度実施
５　教育委員会の公用車に青色回転灯パトロール車として
申請・認可され、防犯及び子どもの安全を守るパトロール活
動を実施
６　子どもＳＯＳのステッカーを公用車に貼って啓発に努めて
いる。

檮原町

１　梼原町交通安全町民会議、青少年健全育成会議、ＰＴＡ
等による見守り
２　自主防災組織率100％、各自がお互いに気をつけあい見
守り
３　定期的な町内の清掃活動（ゴミ拾い等）
※お互いが顔見知り、というコミュニティの力を活かし対応し
ている。

１　公用車に啓発用の「防犯パトロール実施中」のマグネット
等を貼付
２　不審な訪問販売などの情報については、行政放送、配
布物などでの広報
※地域の自発的な取組を助けられるよう、状況に応じて町
補助金を充てるなどの柔軟な対応を図っている。

日高村

１　高齢者対象の防犯、交通安全教室、高齢者宅訪問活
動、自転車盗難防止啓発活動、地域安全功労者表彰、小学
校における防犯教室、広報啓発キャンペーン活動、児童の
登下校の見守り等。
※上記の活動は主に、交通安全協会主催で行っている。（
「平成20年　地域安全白書」による。）

１　毎月第３木曜日を「通学路安全の日」とし、地域安全サ
ポーターとともに、広報車による広報と通学路付近で児童の
下校を見守る活動を行っている。
２　公用車に、高知県から支給されたマグネットを貼付して
いる。

津野町

１　津野っこ見守り隊の行う児童・生徒の登下校時等の見守
り実施　（津野っこ見守り隊：消防団員、民生児童委員、地
域安全推進員、役場職員等）
２　夏休み期間中、ＰＴＡを中心とした夜間パトロールの実施

１　町内の集会所等で開催されている高齢者の集い（福祉
サロン）時に、須崎警察署高齢者アドバイザー、駐在所員に
来て頂き、悪徳商法、交通安全啓発を行う。
２　津野町老人大学での広報・啓発
３　社会福祉協議会主催で行っている福祉パトロール時に、
町内の高齢者に、詐欺商法等のチラシを配り、広報･啓発に
努めている。あわせて、安心・安全見守り台帳の更新を行
う。
４　関係機関から連絡が入った場合、全戸へ防災行政無線
放送で注意を呼びかける。
５　地区が事業主体で行う、津野町生活環境林整備事業の
実施　（地区で、町道等で見通しの悪い箇所、暗い箇所の樹
木等地域に悪影響を及ぼす木々の伐採事業に町が助成す
る。）

四万十町

１　タウンポリス、地域安全推進員、町職員による登下校時
の子どもの見守りの実施
２　タウンポリス、地域安全推進員による夏場の夜市会場と
その周辺にて夜間パトロールを実施（子どもへの声掛け、無
灯火の自転車への注意等）
３　タウンポリス、地域安全推進員による海開き会場とその
周辺への乗物盗・車上ねらい盗防止活動の実施（チラシ等
の配布）
４　タウンポリス、地域安全推進員による量販店の駐車場に
て住宅を対象とする進入犯罪の防止の広報啓発活動の実
施（チラシ等の配布）
５　タウンポリス、地域安全推進員によるＪＲ・土佐くろしお鉄
道の各駅で駐輪場の防犯点検等の実施
地域安全推進協議会職員、町職員等による一人暮らし高齢
者宅への世帯訪問や高齢者ふれあいサロン事業、老人クラ
ブ集会へ参加し、悪質商法被害防止と高齢者交通安全の
推進
６　タウンポリスによるATM巡回の実施

１　本庁、各支所間を巡回する公用車に「防犯パトロール実
施中」のマグネットを貼付し、青色回転灯を装着して２日に
一度巡回し、広報・啓発に努めるとともに、公用車走行中に
不審な行動等を見かけた場合は、積極的な警察への通報、
避難誘導など地域の安全の確保に努めている。
２　防犯灯整備・修繕を進めるため、町内各自治会に対して
新規設置20,000円、修繕10,000円の補助金の交付を行って
いる。
３　町役場・ＪＡ四万十・ＪＡ高知はた大正支所・ＪＡ高知はた
十和支所・町内タクシー業者等の所有する車両に「こども
110ばんのくるま」のステッカーを貼付して広報・啓発に努め
ている。
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各市町村等の取組

市町村名
市町村の区域において行われている犯罪のない安全安心
まちづくり

市町村で取り組んでいる犯罪のない安全安心まちづくり

大月町

１　大月町は､宿毛地区地域安全協会の地域安全アドバイ
ザーが、毎月実施している高齢者宅を訪問、更に「振り込め
詐欺」「悪質商法」等の被害防止、呼びかけのチラシ配布な
どで､防犯に対する意識を高めている。
２　婦人会による老人世帯への交通安全の訪問指導。
３　センターママによる、愛の一声運動として夏休み期間
中、毎週土曜日の午後９時に町内へ防災無線により、子ど
もの帰宅を呼びかけている。
４　春・秋の交通安全期間中の街頭指導

１　大月町少年補導センターが、定期的に巡回補導活動や
啓発活動

三原村

１　民生児童委員
（１）小中学校の登下校の見守り
（２）交通安全街頭指導（小・中学校正門）（毎月２０日前後）
（３）１人暮らし高齢者世帯見守り、訪問実施（２ヶ月に１回）
（４）環境美化活動（空き缶拾い等）（2ヶ月に1回）
２　スクールガード・リーダー
　　小中学校での７時から登校時までと午後３時から４時ま
での見守りと村内パトロール
３　婦人会
　　高齢者世帯を訪問し、悪質商法による被害の未然防止
を図る。
４　青少年健全育成村民会議
　　安全・安心見守り隊（日々の生活の中で声かけし見守る）
５　地域安全協議会・地域安全委員
　　村内の水泳場の草刈り・夏休みの夜間パトロール
６　小中学校PTA役員
　　春・秋の交通安全期間時に交通指導と声かけ運動
７　小学校児童会
　　防災行政無線による小学生の下校時見守りの呼びかけ

１　職員が、公用車で村内を走行中に不審者を見かけたら、
避難誘導と駐在への通報及び巡回をお願いする。
２　悪質業者らしき手口がみられる業者への注意の呼びか
けを、広報・村内放送で周知する。
３　保健師による高齢者宅への訪問と健康管理を行う。
４　社会を明るくする運動三原実施委員会委員による村内
啓発パレードを行いパトロールを実施する。

黒潮町

１　老人クラブやPTAの防犯パトロール（防犯の帽子やジャ
ンパーを着て子供の登下校時の見守りをする。）
２　青色回転灯車でスクールガード・リーダーにより、子ども
の登下校時に巡回する。
３　婦人会による高齢者世帯訪問により、悪徳商法や振込
め詐欺の被害を未然に防ぐ。
４　社協による「ふれあいサロン」等で犯罪や交通事故等に
遭わないよう地域安全アドバイザーの方の講話を聞く。
５　町内の水泳場の草刈や夏休みの夜間パトロール等（小
中学校のPTA等）
６　春・秋の全国交通安全期間時に交通指導と声かけ運動
７　防犯灯を青色蛍光灯にして、夜の安全安心を守る取組
の実施(早咲)

１　防犯灯について、平成２１年度四国電力より５灯の寄贈
があります。その他に黒潮町の防犯灯設置補助として、新
設の申請があった地区に対して設置に対する補助金を交付
している。
２　駐在所、補導センター等と情報を共有し、不審な行動等
を見かけた場合は、学校や保育所等へ連絡をして安全の確
保に努めている。
３　保育所や小学校の交通安全教室、地域のデイサービス
等の時に地域安全協会より地域安全アドバイザーの講話を
聞き、広報・啓発活動を行っている。
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