
重点目標 基本的方策 平成21年度取組予定 平成21年度(上半期）取組結果 担当課

1  広報紙への掲載 1  広報紙への掲載
  (1)  県広報紙「さんＳＵＮ高知」   (1)  県広報紙「さんSUN高知」への掲載

  (2)  県民向け広報紙「安全安心まちづくりニュース」、「くらしネット」の発行　１回
  (3)  警察署所在地・交番・駐在所勤務員が作成した各種広報誌の発行
　　　　　◎月刊で発行している「ミニ広報紙」の発行

  (4)  各地域安全協（議）会の発行する「地域安全ニュース」   (4)  各地域安全協（議）会の発行する「地域安全ニュース」等により情報発信83回、約247,560部
2  あんしんFメールによる不審者情報の発信及び登録への働きかけを行う。 2  あんしんＦメールによる情報発信等（情報発信　95件、　登録者数　7,611人）
3  ホームページでの広報 3  ホームページでの広報（通年）

  (1)  県民生活・男女共同参画課ホームページ   (1)  高知県ホームページでの広報（通年）
  (2)  高知県警察ホームページ「こうちのまもり」   (2)  高知県警察ホームページ「こうちのまもり」での広報（不審者情報を掲載　145件）

4  テレビ・ラジオを利用した広報 4  テレビ・ラジオを利用した広報（テレビ２回、ラジオ２回）
5  県有車へのマグネットシート貼り付け（毎月５日、第３木曜日、地域安全運動期間中） 5  県有車にマグネットシート貼り付け（毎月５日、第３木曜日） 
6  「安全安心まちづくりハンドブック」の作成 6  安全安心まちづくりに関するポスターの募集（各小中高等学校へ配布）
7  安全安心まちづくりに関するポスターの募集及び配布 7  高知県警察本部安全安心まちづくりコーナーへの防犯効果のある機器の展示　　
8  高知県警察本部「安全安心まちづくりコーナー」での防犯機器の展示 8  安全安心まちづくりパネル展の実施
9  安全安心まちづくりパネル展の実施 9  リーフレット、グッズ等を利用した広報（振り込め詐欺被害防止チラシ等の配布）

10  リーフレット、グッズ等を利用した広報 10  防犯設備業者等との連携による情報発信
11  防犯設備業者との連携による情報発信 11  「犯罪の防止に配慮した生活環境の整備促進事業」の実施

12  無人駅において、犯罪被害防止ポスターを掲示

1  県民のつどい開催（１０月９日予定） 1  交通安全運動の期間中に、交通安全とあわせて安全安心まちづくりに関する啓発
2  全国地域安全運動期間中に街頭で啓発 2  地域における防災フェア等への参加
3  地域における街頭キャンペーンの実施 3  県有車にマグネットシート貼り付け（毎月５日、第３木曜日）（再掲）
4  地域における防災フェア等への参加 4  新聞、地域安全ニュース等で防犯活動団体の活動内容等を広報
5  県有車にマグネットシート貼り付け（毎月５日、第３木曜日、地域安全運動期間中）（再掲） 5  広報紙への掲載（再掲）
6  広報紙「さんＳＵＮ高知」「安全安心まちづくりニュース」での広報(再掲）   (1)  「安全安心まちづくりニュース」（構成員・協定締結団体用）での広報　１回
7  団体会報等による活動内容の公表を促進   (2)  「地域安全ニュース」等による情報発信  83回、　247,560部（再掲）
8  ホームページでの広報(再掲） 6  ホームページでの広報（通年）（再掲）

  (1)  県民生活・男女共同参画課ホームページ   (1)  高知県ホームページでの広報（通年）
  (2)  高知県警察ホームページ「こうちのまもり」         防犯活動団体の活動内容等を公表　32件

9  安全安心まちづくり活動の手引きの作成   (2)  高知県警察ホームページ「こうちのまもり」での広報(再掲）
10  安全安心まちづくりに関するポスターの募集及び配布(再掲）         ひったくり、振り込め詐欺等についての防犯対策掲示
11  タウンポリスの設立促進 7  ラジオを利用した広報　１回　(再掲）
12  タウンポリス等防犯団体への物品支援 8  安全安心まちづくりに関するポスターの募集（各小中高等学校へ配布予定）（再掲）
13  高齢者防犯教室の開催 9  活動用ベスト、腕章、帽子、マグネットシート、青色回転灯等を11団体に支援
14  スクールガード・リーダーの委嘱及びスクールガード養成講習会の開催 10  高齢者防犯教室の開催　277回
15  安全安心まちづくり担当者等研修会の開催 11  スクールガード・リーダーの委嘱及びスクールガード養成講習会の開催
16  青色回転灯装備車両運行団体の拡充   (1)  ５月１１日に委嘱式を行い、スクールガード・リーダーとして50人委嘱
17  事業者等の安全シェルター活動の促進   (2)  ８市町村においてスクールガード養成講習会を開催
18  高齢者に対する老人クラブへの加入促進 12  安全安心まちづくり担当者等研修会　４回
19  交通安全運転期間中（各期）に交通安全とあわせて安全安心まちづくりに関する啓発の実施 13
20  市町村・各種防犯活動団体等の会合における情報の交換と共有

14  事業者等の安全シェルター活動協定について、コンビニエンスストアと締結
15  （財）高知県老人クラブ連合会等に対して活動費補助金を交付

　　　　　◎「交番等速報」53部（前年同期マイナス26部）
　　　　　◎発行紙数は13,900枚（前年同期マイナス13,425枚）

 青色回転灯装備車両運行新規２団体が防犯パトロールを開始
 （６月末現在　50団体で 実施）

高知県犯罪のない安全安心まちづくり推進計画の平成２１年度取組予定及び平成２１年度上半期取組結果（要約版）

(1)県民一人ひとりの防
犯意識を高める

  (2)  犯罪の防止に配慮した生活環境の整備を行う団体の支援（モデル地区３箇所）に対する
     情報及び環境整備活動用資材を提供し、その団体の活動を県民生活・男女共同参画課広
     報紙「安全安心まちづくりニュース」で広報する。

     当該活動を行う団体（高知市・いの町）に対し、情報及び環境整備活動用資材を提供
　　（北川村、 津野町も順次実施予定）

  (3)  警察署所在地・交番・駐在所勤務員が作成し月刊で発行している「ミニ広報紙」「交番等
     速報」

１　県民の防犯意
識を高め、県民、
事業者、地域活動
団体による自主的
な活動を促進する

県民生活・男女共同参画課
(知事部局）
スポーツ健康教育課
（教育委員会）
生活安全企画課（警察本部）
地域課（警察本部）

高齢者福祉課（知事部局）
県民生活・男女共同参画課
スポーツ健康教育課
生活安全企画課

(2)県民、事業者、地域
活動団体による自主的
な活動を促進する
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重点目標 基本的方策 平成21年度取組予定 平成21年度(上半期）取組結果 担当課

高知県犯罪のない安全安心まちづくり推進計画の平成２１年度取組予定及び平成２１年度上半期取組結果（要約版）

1  安全安心まちづくりに関するポスターの募集及び配布(再掲） 1  安全安心まちづくりに関するポスターの募集（各小中高等学校へ配布予定 ）（再掲）
2  安全安心まちづくり推進会議構成員等にシンボルマーク等の活用の呼びかけ 2  シンボルマーク等の活用を安全安心まちづくり推進会議構成員等に呼びかけた。（通年）15団体
3  高知県ホームページでの広報(再掲）
4  安全安心まちづくり推進会議総会、幹事会の開催

    ◎総会（平成２２年２月）　◎幹事会（平成２１年６月、１２月） 3  高知県ホームページでの広報（通年）(再掲）
5  犯罪のない安全安心まちづくり市町村情報交換会の開催　（８月に４ブロックで開催予定） 4  安全安心まちづくり推進会議幹事会の開催
6  市町村との情報交換会の開催  　 ◎開催時期～６月　◎内容～県の取組の実績報告、全国地域安全運動期間中の取組
7  地域安全協（議）会の行う会議等に対して、市町村担当者の参加を要請 5  犯罪のない安全安心まちづくり市町村情報交換会の開催
8  市町村担当者への各種情報提供     開催時期～９月（４ブロックで開催）

6  各市町村における安全安心まちづくりの取組について
7  各警察署から市町村発行の広報紙への情報提供（記事の掲載　26回、　約126,000部発行）
8  地域安全協（議）会の行う会議等に市町村担当者の参加要請を行って双方の会議へ参加した

1  ホームページでの広報 1  ホームページでの広報（通年）
  (1)  地震・防災課ホームページ     地震・防災課ホームページで自主防災活動の事例を掲載
  (2)  県民生活・男女共同参画課ホームページ（再掲） 2
  (3)  高知県警察ホームページ「こうちのまもり」(再掲）

2  地域等を対象とした出前講座等で、防犯・防災活動等事例の紹介 3  防犯活動団体総会等での情報提供　56回
3  防犯活動団体総会での情報提供 4  防災フェア等への参加　２回
4  防災フェア等への参加(再掲） 5  広報紙への掲載（再掲）
5  「ミニ広報紙」、「交番等速報」等による情報等の提供（再掲）   (1)  警察署所在地・交番・駐在所勤務員が作成し月刊で発行している「ミニ広報紙」の発行
6  テレビ・ラジオを利用した広報の実施(再掲）
7  県域レベルでの地域の見守り協定の取り組みを推進
8  安全安心まちづくり協定の締結 6  テレビ・ラジオを利用した広報の実施
9  シェルター活動協定の締結 7  県域レベルの協定締結に向け、民間事業者と調整を行った。

10  防犯活動団体との合同パトロールの実施 8
11  助成事業の実施（要綱制定・市町村における広報・説明会の実施）
12  中山間総合対策本部における庁内の連携体制の構築 9  事業者等の安全シェルター活動協定について、コンビニエンスストアと締結（再掲）

10  タウンポリス等防犯活動団体との合同パトロール実施　172回
11  中山間地域生活支援総合補助事業の要綱制定、市町村に対する広報、説明会の実施

    ※ただし、地域における安心、安全の仕組みづくりにつながる取り組みの要望はなし

    防犯活動団体の活動に必要な物品の支援を行う際に、シンボルマーク等を貼付し、マークの浸透
 を実施

２　県民、事業者、
地域活動団体、行
政の連携を進める

(2)日常の生活の場に
おけるネットワークをつ
くる

(1)県民運動として取り
組むための仕組みをつ
くる

地震･防災課(知事部局）
地域福祉政策課（知事部局）
県民生活・男女共同参画課
（知事部局）
地域づくり支援課（知事部局）
生活安全企画課
地域課

県民生活・男女共同参画課
スポーツ健康教育課
生活安全企画課

 地域や自主防災組織を対象にした出前講座等で、自主防災組織が取組んでいる防犯・防災活動な
 どの事例を紹介

  (2)  「交番等速報」53部（前年同期マイナス26部）、発行紙数は13,900枚（前年同期マイナス13,425
     枚）を発行

 「高知県における地域見守り活動に関する協定」の活動ネットワークの更なる向上と県民へのPRの
 ため、ロゴマークを県民から公募し作成した。
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重点目標 基本的方策 平成21年度取組予定 平成21年度(上半期）取組結果 担当課

高知県犯罪のない安全安心まちづくり推進計画の平成２１年度取組予定及び平成２１年度上半期取組結果（要約版）

1  私立小中高等学校における危機管理マニュアル（教委等で作成）の有効活用 1  安全管理のためのマニュアルの作成状況を確認した。
2

2
3

3 4

4  教育委員会、スクールガード・リーダー、少年補導員等と連携し子どもの安全確保に取り組む。 5  放課後子どもプラン推進事業の実施
5  児童養護施設等に対する各種調査，確認及び指導の実施   (1)  各市町村の事業説明会、研修会等で安全管理マニュアルの配布や安全管理の指導を依頼

  (2)  「子どもの安全を守る研修会」の開催（６月２６日、２９日、３０日参加延べ数：127人）
6  防犯教室推進講習会の開催
7  スクールガード・リーダーの委嘱及びスクールガード養成講習会の開催（再掲）

7  放課後子どもプラン推進事業の実施
  (2)  ８市町村においてスクールガード養成講習会を開催

8
  (2)  指導員、行政担当者等への各種研修会の開催

8  防犯教室推進講習会の開催
9  児童に対する防犯教室の開催 9

10  スクールガード・リーダーの委嘱及びスクールガード養成講習会の開催（再掲）
11 10  幼稚園・保育所・認定こども園の園内研修で安全管理・安全教育について働きかけた。　58回

11
12  全市町村を訪問して、幼稚園・保育所・認定こども園の安全管理の推進
13  幼稚園・保・認定こども園の園内研修の充実 12  不審者対応訓練の実施　44回
14 13

15  不審者対応訓練の実施 15 安全マップの作成指導、安全マップの必要性を周知する講演を行った
16  運営管理マニュアル作成等に対する情報提供等の支援
17

18
16  私立学校の防犯施設、設備の整備に要する費用に対する補助事業を実施
17

19  安全マップの作成指導、安全マップの必要性の周知と講演の実施
20  私立学校の防犯施設、設備の整備に要する費用に対する補助事業実施
21  学校等の設置・管理者に対する整備・点検の働きかけ
22

  (1)  児童等対象の誘拐被害防止教室等の機会を捉えて「安全マップ」を作成し指導等を実施した
　　　 （４回）
  (2)  防犯推進講習会において、土佐清水市立幡陽小学校の事例発表や講義により、未作成の学校
　　　等の安全マップ作成についての働きかけを行った

 私立幼稚園長会や市町村で実施している園長会で、安全管理・安全教育の推進について園長・所長
 に働きかけた　　32回（再掲）

 安全管理・安全教育の推進について園長・所長への働きかけ （私立園長会や市町村立の園
 長会）

 子どもの安全安心に関する国からの文書の配布と周知
　　社会教育関係団体へ文書配布して周知さすとともに、地域全体での安全確保の取り組む
　　の依頼

 各学校の作成した危機管理マニュアルについて訓練を通して見直しを行うよう、防犯教室推進講習
 会で学校管理職及び教職員等に指導

 私立幼稚園長会や市町村で実施している園長会で、安全管理・安全教育の推進について園長・所長
 に働きかけた　　32回

 危機管理マニュアルを独自に作成している市町村等から情報提供を受けるとともに、未作成の市町
 村へは県の参考例を提供し、幼稚園・保育所・認定こども園及び認可外保育施設のマニュアル整備
 を推進した

 各私立学校を戸別訪問し、防犯訓練、安全教室等の開催等を確認した。
 （指針の周知については十分な対応ができなかったため、１月に各校の訪問を予定）

 上半期は、利用者の安全を確保するためのマニュアルとして、事故防止マニュアルや､感染症予防
 マニュアル、防災マニュアルなどが策定されているか等の確認を実施指導において実施した。
   （1～2月に事業者全体を集めた説明会を予定）

私学・大学支援課
（知事部局）
障害保健福祉課
(知事部局）
児童家庭課（知事部局）
幼保支援課（教育委員会）
生涯学習課（教育委員会）
スポーツ健康教育課
生活安全企画課

３　高齢者、障害
者、女性、子ども
の安全を確保する

（1)学校等における児
童等の安全を確保する

 各私立学校を訪問し、指針の周知を図るとともに防犯訓練の実施等、学校における安全確保
 体制・安全教育の実施状況の確認と安全教育に関する情報提供を行う。（８月～１０月）

　　危機管理マニュアルをそのまま活用しているため、実際の現場で活用できるよう日頃の意
　識喚起に努める。
 障害者施設への実地指導の際に、安全管理(事故防止・感染症予防・防災）マニュアルの策定
 や不審者侵入の防止訓練を行っているかを確認するとともに、事業者向けの説明会等で周知
  ・啓発を行う。

 児童養護施設等に対して指導監査時に、児童の安全確保に関する体制整備について確認した。
 （２施設実施　残りの施設については下半期実施予定）

  (1)  「児童福祉施設等における児童の安全の確保について」の点検項 目の取り組み状況の
     調査にあわせて指針の周知を図る。

  (1)  ５月１１日に委嘱式を行い、スクールガード・リーダーとして50人委嘱　250校（内195小学校）で
      巡回指導を実施

 全市町村を訪問し、幼稚園・保育所・認定こども園の安全管理・安全教育の実施状況についてヒアリ
 ングを実施

 学習塾に対する児童等の安全の確保について、県内の学習塾に対する周知
　（新たに国の通知等がある場合）

 危機管理マニュアルの参考例を各市町村に配布するなど、幼稚園・保育所・認定子ども園及
 び認可外保育施設のマニュアル整備の促進

  (1)  市町村を通じ、各「放課後子ども教室」及び「放課後児童クラブ」に安全管理マニュアルの
     作成及び点検について周知

  (2)  防犯のための避難訓練等の実施、安全確保の取組状況の確認と指導
  (3)  安全 教育の実施状況の確認と指導

 学校の作成した危機管理マニュアルについて、訓練を通して見直しを行うよう市町村教育委
 員会への働きかけ

3



重点目標 基本的方策 平成21年度取組予定 平成21年度(上半期）取組結果 担当課

高知県犯罪のない安全安心まちづくり推進計画の平成２１年度取組予定及び平成２１年度上半期取組結果（要約版）

1  全市町村を訪問し、幼稚園・保育所・認定こども園の安全管理・安全教育を推進する。（再掲） 1
2  幼稚園・保育所・認定子ども園の園内研修の充実（再掲）
3  放課後子どもプラン推進事業(再掲） 2  幼稚園・保育所・認定こども園の園内研修で安全管理・安全教育について働きかけた　　58回（再掲）

3  放課後子どもプラン推進事業の実施（再掲）
  (1)  各市町村の事業説明会、研修会等で安全管理マニュアルの配布や安全管理の指導を依頼

  (2)  指導員・行政担当者等への各種研修会の開催   (2)  「子どもの安全を守る研修会」の開催（６月２６日、２９日、３０日参加延べ数：127人）
4  防犯教室推進講習会の実施(再掲） 4  防犯教室推進講習会の開催（再掲）
5  スクールガード・リーダーの委嘱及びスクールガード養成講習会の開催（再掲）
6

5  スクールガード・リーダーの委嘱及びスクールガード養成講習会の開催（再掲）
7  通学路安全の日(三もくの日）の取組の推進
8  高知県警察スクールサポーターの活動の充実・推進
9  「こども１１０番のいえ」の見直し及び拡充   (2)  ８市町村においてスクールガード養成講習会を開催

10  「ちょきちゃんの店」等の緊急避難所との連携を強化 6
11  道路照明設置（通学路等10基）
12  ロードボランティア活動の促進（団体数530団体、活動日数6,044日） 7  通学路安全の日(三もくの日）の取組
13

14
8  高知県スクールサポーターによる学校等における児童等の安全を確保する活動の実施

15  関係機関との情報交換の強化

9  「子ども110番のいえ」の見直し、拡充を図った
10  「ちょきちゃんの店」等の緊急避難所との連携の強化を図った
11  ロードボランティア活動の推進（団体数５３０団体）
12

道路課（知事部局）
公園下水道課（知事部局）
幼保支援課
生涯学習課
スポーツ健康教育課
生活安全企画課
少年課（警察本部）

  (1)  ５月１１日に委嘱式を行い、スクールガード・リーダーとして50人委嘱　250校（内195小学校）で
       巡回指導を実施

 青色回転灯を使用した防犯パトロールを行っている団体の発足及び活動について各署発行の「地域
 安全ニュース」等で紹介することにより、地域住民に活動の周知徹底を図った

 全市町村を訪問し、幼稚園・保育所・認定こども園の安全管理・安全教育の実施状況についてヒアリ
 ングを行った（再掲）

 都市公園台帳管理システム研修会（８月２０、２１日）において、安全安心まちづくりに関する指針の
 説明を行った
　（指定管理者との協議については後日に行う予定）

 公園台帳管理システム研修会での安全安心まちづくりに関する指針の周知、及び指定管理
 者との防犯に配慮した維持管理を行う。

     ◎学校等周辺のパトロール　4,968回   ◎学校等への訪問・指導助言　305回
     ◎学校等の施設・設備の点検及び助言　136回  ◎不審者者侵入訓練の指導支援　９回
　　◎非行防止教室、犯罪被害防止教室等の指導支援　433回

 危険箇所について、スクールガード、スクールガード・リーダーによる学校への通報、市町村
 教委への連絡と整備・改善の働きかけ

    毎月第三木曜日を「通学路安全の日」と定め、スクールガード・リーダー、地域ボランティア、地域
 住民、保護者、市町村等と 連携して地域における児童等の登下校時の見守り、通学路の安全点検
 等を強化した

 スクールガード・リーダー、青色回転灯装備車両運行団体及び防犯活動団体等に対する「地
 域安全ニュース」等を活用した指針の周知

(2)通学路等における
児童等の安全を確保
する

  (1)  市町村を通じて、各「放課後子ども教室」及び「放課後児童クラブ」に安全管理マニュア
      ルの作成について周知

    教職員や子どもの安全対応能力の向上を図る「防犯教室」の開催を推進するために、７月２３日に
 防犯教室推進講習会を開催　154人参加

３　高齢者、障害
者、女性、子ども
の安全を確保する

4



重点目標 基本的方策 平成21年度取組予定 平成21年度(上半期）取組結果 担当課

高知県犯罪のない安全安心まちづくり推進計画の平成２１年度取組予定及び平成２１年度上半期取組結果（要約版）

1  広報紙への掲載（再掲） 1  広報紙への掲載（再掲）
  (1)  県広報紙「さんＳＵＮ高知」   (1)  県広報紙「さんSUN高知」への掲載
  (2)  県民生活・男女共同参画課広報紙「安全安心まちづくりニュース」

2  ホームページでの広報(再掲）
  (1)  教育委員会ホームページ   (2)  県民向け広報紙「安全安心まちづくりニュース」の発行（１回）
  (2)  高知県警察ホームページ「こうちのまもり」 2  ホームページでの広報(再掲）

3  テレビ・ラジオを利用した広報(再掲）   (1)  教育委員会ホームページ
    テレビ・ラジオでのスポット放送による虐待通告義務等の広報 　　   防犯教室推進講習会の開催要項等を掲載

4 各市町村の民生委員・児童委員の活動費に対する助成と資質向上を目的とした研修の実施   (2)  高知県警察ホームページ「こうちのまもり」による不審者情報の提供
5 3  テレビ・ラジオを利用した広報（テレビ２回、ラジオ２回）(再掲）
6     女性子ども対策班の活動等を紹介
7 4  各市町村の民生委員・児童委員の活動費に対する助成を行った。

5  民生委員・児童委員の資質向上を目的とした研修を実施した。
8 問題を抱える子ども等の自立支援事業の実施
9 生徒指導総合連携推進事業の実施

10 スクールソーシャルワーカー活用事業の実施 6  問題を抱える子ども等の自立支援事業：県内高知市他14市町村、学校組合で実施
11 人権教育総合推進地域指定事業の実施 7  生徒指導総合連携推進事業：安芸市（安芸中学校）で実施
12 保育士・教員を対象に資質･専門性を高める研修の実施 8  スクールソーシャルワーカー活用事業：室戸市ほか１７市町村で実施
13 警察署各地区における児童虐待等に関する研修会の実施 9  人権教育総合推進地域指定事業（国）：須崎中学校区で実施
14 虐待やいじめから地域ぐるみで子どもを守るネットワーク代表者研修会等の実施 10
15 幼稚園・保育園・認定子ども園の園内研修の充実（再掲）
16 県内各地区での子育て講座の開催 11  警察署（全１６署）管内の各地区における研修会の実施　　４回

  (1)  子育て支援者研修会の開催（５回） 12  虐待やいじめから地域ぐるみで子どもを守るためのネットワーク代表者研修会等の実施
  (2)  家庭教育出前講座の開催

17 非行防止教室の実施
18 薬物乱用防止教室の実施 13
19 防犯教室推進講習会の実施(再掲）
20 犯罪被害防止教室の実施 14  県内各地区での子育て講座の開催
21 インターネットと人権に関する研修、モラル教育の実施   (1)  子育て支援者研修交流会を10月に開催予定　３回
22 電話による相談・相談援助活動を委託により実施し、家庭と地域の児童養育を支援   (2)  家庭教育出前講座の実施　15回
23 15  非行防止教室の実施

  (1)  警察本部　　◎小学校　113校　286回　15,322人　　◎中学校　64校　91回　7,338人
24 少年相談による支援 　　　　　　　　　　  ◎高校　9校　14回　1,646人
25 放課後子どもプラン推進事業(再掲）

16  薬物乱用防止教室の実施
  (2)  指導員、行政担当者等への各種研修会の開催 　　◎小学校15校　18回　852人　　◎中学校14校　14回　822人　　◎高校19校　19回　2,635人

17  防犯教室推進講習会の開催（再掲）

18

19

20

21

22  保育士･教員、保護者に対し、子育て支援に関する講話・研修を実施  31回
23

24

25  少年相談による支援、保護者のための出前講座実施　11回
26  放課後子どもプラン推進事業(再掲）

  (1)  各市町村の事業説明会、研修会等で安全管理マニュアルの配布や安全管理の指導を依頼

        ５月号　各市町村児童家庭相談窓口での相談受付
        （児童虐待関係については下半期に実施予定）

 （県法定民生委員児童委員協議会会長等研修、中堅民生委員児童委員研修、新任民生委員児童委
   員研修会、ブロック別研修会）

    教職員や子どもの安全対応能力の向上を図る「防犯教室」の開催を推進するために、７月２３日に
 防犯教室推進講習会を開催　154人参加

 園内研修を通して、きまりの必要性に気付き、自分の気持ちを調整する力の育成について教職員の
 資質・専門性の向上を図った　　87回

  (2)  県立学校52校において、主に薬物乱用防止、携帯電話（サイバー犯罪防止を含む）、喫煙・飲酒
       防止等をテーマに実施

 　 講演会６回、チラシ等の配布活動　４回
     （ネットワークは16警察署で構築149団体、12,090人、７団体）

 人権教育参観日や校内研修等において、インターネットと人権をテーマにインターネット・モラル教育
 を実施

 犯罪被害防止教室の実施
　　◎小学校114校　182回　14,679人　◎中学校21校　22回　2,115人　◎高校７校　10回　1,123人

 非行防止教室等の機会を捉えて、インターネットの危険性及び携帯電話使用上の注意事項等につい
 ての講話実施　15回

 子育て支援アドバイザー派遣事業を実施し、幼稚園・保育所等における子育て・親育ち支援の充実
 を図った。（22回、312人の保護者が参加）

  (2)  指導員、行政担当者等への各種研修会の開催　７回
        ６月２６日、２９日、３０日「子どもの安全を守る研修会」の開催　参加延べ数：指導員等127人

 電話による相談・相談援助活動を委託により実施し、家庭と地域の児童養育を支援した。
    電話件数　128件

児童家庭課
地域福祉政策課
県民生活・男女共同参画課
幼保支援課
小中学校課（教育委員会）
高等学校課（教育委員会）
特別支援教育課
（教育委員会）
生涯学習課
スポーツ健康教育課
人権教育課（教育委員会）
生活安全企画課
少年課

  (1)  市町村を通じ、各「放課後子ども教室」及び「放課後児童クラブ」に安全管理マニュアルの
     作成について周知

子どもの安全安心に関する国からの文書を社会教育関係団体に配布し周知するとともに、地域
全体で安全確保について取り組むよう依頼（再掲）
高知県保幼小中高ＰＴＡ連合体連絡協議会を開催し、虐待やいじめの発生状況や今後の取り組
み等についての協議実施

 保育実践スキルアップ推進事業（公開保育を１回実施、59人参加）を実施し、教職員の資質・専門性
 の向上を図った。

 幼稚園・保育所等における子育て支援研修会を実施し、教職員の資質・専門性の向上を実施
  　85人参加

子育て・親育ち支援に係る事業を実施
   育児不安の解消や良好な親子関係の構築を支援する。

３　高齢者、障害
者、女性、子ども
の安全を確保する

(3)子どもの安全を確保
する
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重点目標 基本的方策 平成21年度取組予定 平成21年度(上半期）取組結果 担当課

高知県犯罪のない安全安心まちづくり推進計画の平成２１年度取組予定及び平成２１年度上半期取組結果（要約版）

1  県民へのＤＶ問題の広報啓発・相談カードの設置 1  県民へのＤＶ問題の広報啓発・相談カードの設置
2  特別養護老人ホーム等の実地指導において高齢者虐待防止を周知・啓発   (1)  県広報媒体の活用
3  市町村や事業者向け説明会において高齢者虐待防止を周知・啓発         広報番組（ラジオ）読み上げ（年間）
4  高齢者の見守り活動を行う方を対象とする消費者サポーター養成講座の実施   (2)  市町村への啓発素材の提供と広報依頼
5  地域で活動する団体等（高齢者世帯の訪問活動を行う団体等）への情報提供の実施   (3)  地域団体や行政機関等で研修に講師派遣
6  高齢者訪問活動の実施         女性相談支援センター14件、ソーレ2件
7  悪質商法被害防止教室の開催   (4)  民間団体との協働で相談カード等の配布
8  日常における地域警察活動の強化         県内の量販店・事業所・公共施設等にＤＶ相談カード、チラシを配布
9  市町村職員や地域包括支援センター職員への高齢者見守り活動に対する情報提供   (5)  「デートＤＶ」啓発資料の活用

10  障害のある人が安全で安心して生活できる地域づくりの推進         高知女子大学生と協働でデートＤＶカードの作成・配布
11  視聴覚障害を有する方への理解や行政サービスのあり方に関する庁内向け研修会の開催 2
12  障害特性に配慮した情報の提供
13 3  市町村初任者対象に介護保険事業、虐待防止法に対する説明会を行った。

4  消費者サポーター養成講座の実施

5  地域で活動する団体等への情報提供

6  高齢者宅訪問活動の実施　87回（再掲）
7  悪質商法被害防止教室（高齢者教室）の開催　277回（再掲）
8  日常における地域警察活動の強化（再掲）

  (2)  巡回連絡の実施世帯数は164,264世帯（前年同期プラス19,109世帯）
  (3)  高齢者世帯実施数は15,332世帯（前年同期プラス1,817世帯）

9

10

11

12

13  高知県警察ホームページ「こうちのまもり」によるひったくり防止対策を掲載
14  「地域安全ニュース」等による情報発信　　83回発行（再掲）
15  スクールガード養成講習等で不審者への声かけ要領及び護身術の講習実施　４回

1  高知県警察ホームページ「こうちのまもり」による不審者情報の提供(再掲） 1  高知県警察ホームページ「こうちのまもり」による不審者情報の提供
2  高知県旅館ホテル生活衛生同業組合等に対して情報の発信を行う 2
3  観光事業者の団体（旅館組合）総会で研修実施の依頼

 地域自立支援協議会未設置の市町村への設置の指導を行ってきたが、上半期は進展がなかった
    障害のある方が安心して暮らせる地域づくりのためには、自立支援協議会の設置等は必要である
 ので、引き続き取り組みを進めていく
 視聴覚障害を有する方の理解や行政サービスのあり方に関する庁内向け研修会については、場所
 や日程の調整ができず実施できなかった（来年度の実施に向け、再検討していく）
 視覚障害のある方に悪質商法や犯罪被害防止の情報が提供できるよう、県民生活・男女共同参画
 課ホームページを読み上げ機能に対応できるようにした

     高齢者世帯の訪問活動等で活用していただくため、高知県交通安全母の会や民生委員児童委員
 等に、悪質商法の手口や相談窓口の情報を盛り込んだ啓発チラシを配布した。配布先　高知県交通
 安全母の会、民生委員児童委員　配布枚数　79,090枚

    地域で活動する消費者サポーターを養成するため、高齢者の見守り活動を担う方々を対象として
 消費生活に関する講座を実施　受講者数６人

  (1)  振り込め詐欺の撲滅や高齢者の交通死亡事故等の抑止を図るため、上半期は防犯教室や交
       通安全教室等を461回（前年同期プラス258回）開催した

 市町村のヒアリングを通じて、市町村職員や地域包括支援センター職員への見守り活動に対する情
 報提供や他機関との連携についての支援を行った

 高知県警察ホームページ「こうちのまもり」によるひったくり、強制わいせつ等の犯罪情報の提
 供(再掲）

 特別養護老人ホーム等の実地指導における虐待防止の周知･啓発を行った。また、虐待防止等につ
 いて研修会を実施した。

(4)高齢者、障害者、女
性の安全を確保する

障害保健福祉課
高齢者福祉課(知事部局）
県民生活・男女共同参画課
生活安全企画課
地域課

観光振興課（知事部局）
生活安全企画課 高知県旅館ホテル生活衛生同業組合総会において、高知県安全安心まちづくり条例についての情報

 提供を行った

(5)観光旅行者等の安
全を確保する

３　高齢者、障害
者、女性、子ども
の安全を確保する
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重点目標 基本的方策 平成21年度取組予定 平成21年度(上半期）取組結果 担当課

高知県犯罪のない安全安心まちづくり推進計画の平成２１年度取組予定及び平成２１年度上半期取組結果（要約版）

1  商工業関係団体への周知の依頼 1  高知県ホームページでの広報、市町村担当者会等を通じ指針の広報を行った
2  県民生活・男女共同参画課ホームページによる指針の広報 2  道路行政担当者会等で犯罪の防止に配慮した道路等の構造、設備等に関する指針を周知した
3  市町村との情報交換会、道路課等の担当者会等を通じ指針の広報活動の実施 3  市町村都市計画主管課長会（５月２２日）において、安全安心まちづくり推進計画の取組内容を説明
4  担当者会等で犯罪の防止に配慮した道路等の構造・整備等に関する指針の周知 4
5

6 5  地域安全ニュース等により指針の広報を実施した
6  防犯セキュリティアドバイザー等との連携を強化した

7  地域安全ニュース等による指針の広報 7
8  防犯セキュリティアドバイザー等との連携強化
9  ロードボランティア活動の促進（団体数530団体、活動日数6,044日）（再掲） 8  ロードボランティア活動の促進　団体数　530団体

10  道路照明の設置　（117基、うち通学路等10基）（再掲） 9  道路照明の設置　77基
11  都市計画道路の設置 10  都市計画道路

　　◎高架側道１号、２号、７号、８号の各線　　 60基　　◎都市計画道路　上分大谷線　　17基

1 1

2  ホームページによる情報提供 2  ホームページによる情報提供

  (2)  高知県警察ホームページ「こうちのまもり」による防犯に関する情報の提供 3  集合住宅等において、侵入犯罪被害防止を目的とした講話等を行い、防犯意識の高揚を図った
3  地域安全ニュース等による指針の広報 4  安全安心まちづくりコーナーへの防犯機器の展示（常設）
4  防犯セキュリティアドバイザー等との連携を強化する   （警察本部正面玄関ホールに住まいの安全に係る防犯機器を多数展示）
5  安全安心まちづくりコーナーへの防犯機器の展示（常設） 5  犯罪防止に配慮した県営住宅（介良団地）第４期工事60戸を整備している
6  県営住宅の整備（介良団地） 6  高齢者宅訪問活動の実施　87回
7  巡回連絡、高齢者宅訪問時の防犯指導等の実施     訪問を通じて防犯診断、外出時の鍵掛けの励行等防犯指導等を実施

1  金融機関等における強盗模擬訓練 1  強盗模擬訓練実施　７回
2  防犯設備設置に対する促進 2
3  深夜スーパー等への非常ベル設置の促進
4  深夜スーパー等へのカラーボールの配備促進

  (1)  住宅課ホームページで犯罪防止に配慮した住宅の構造、設備等に関する指針の情報
     提供

(3)犯罪の防止に配慮
した店舗等を普及する

 「高知県犯罪のない安全安心まちづくり指針（共同住宅編・一戸建て住宅編）」のリーフレットの
 配布

(2)犯罪の防止に配慮
した住宅を普及する

経営支援課(知事部局）
県民生活・男女共同参画課
道路課
都市計画課(知事部局)
公園下水道課
生活安全企画課
施設整備担当各課

 都市公園台帳管理システム研修会（８月２０、２１日）において、安全安心まちづくりに関する指針の
 説明を行った
    ※指定管理者との協議については行う予定（再掲）

４　犯罪の防止に
配慮した生活環境
の整備を促進する

 無人駅において発生した強盗未遂事件を受けて、鉄道業者との緊急会議を開催し、防犯対策を推進
 するとともに、無人駅において、犯罪被害防止ポスターを掲示した

(1)犯罪の防止に配慮
した道路、公園、駐車
場及び駐輪場を普及
する

 市町村都市計画主管課長会（５月２２日）や市町村担当者会において、安全安心まちづくり推
 進計画の取組内容を説明
 公園台帳管理システム研修会での安全安心まちづくりに関する指針の周知及び指定管理者
 との防犯に配慮した維持管理の協議（再掲）

生活安全企画課

 建築確認の際に建築指導課、住宅課、高知市建築指導課を通じ「高知県犯罪のない安全安心まちづ
 くり指針（共同住宅編・一戸建て住宅編）」のリーフレットを配布した

    住宅課ホームページで犯罪防止に配慮した住宅の構造、設備等に関する指針に関する情報を提
 供した

 深夜スーパー等への非常ベル設置を促進するとともに、深夜スーパー等へのカラーボールの配備
 促進を図った

県民生活・男女共同参画課
住宅課(知事部局）
建築指導課(知事部局）
生活安全企画課
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