
基本的方策基本的方策基本的方策基本的方策 内　　容内　　容内　　容内　　容

（警察本部生活安全企画課調べ)

    (警察本部生活安全企画課調べ)

出所：

　②平成20年度『保育所等における
　安全管理の取組状況に関する調
　査』（教育委員会幼保支援課）

（上記①②）

（上記①②）

（上記①②）

　（上記①）

（上記①②）

　 （上記①）

　（上記①）

幼幼幼幼････小小小小････中中中中････
高等学校高等学校高等学校高等学校 65.3%65.3%65.3%65.3%

保育所保育所保育所保育所 33.7%33.7%33.7%33.7%

93.9%93.9%93.9%93.9% 100%100%100%100%
幼幼幼幼････小小小小････中中中中････
高等学校高等学校高等学校高等学校

幼幼幼幼････小小小小････中中中中････
高等学校高等学校高等学校高等学校

平成２１年度平成２１年度平成２１年度平成２１年度

保育所保育所保育所保育所

幼幼幼幼････小小小小････中中中中････
高等学校高等学校高等学校高等学校

幼幼幼幼････小小小小････中中中中････
高等学校高等学校高等学校高等学校 100%100%100%100%

保育所保育所保育所保育所

平成２０年度平成２０年度平成２０年度平成２０年度

保育所保育所保育所保育所 69.7%69.7%69.7%69.7%

幼幼幼幼････小小小小････中中中中････
高等学校高等学校高等学校高等学校

79.0%79.0%79.0%79.0% 保育所保育所保育所保育所 100%100%100%100%

100%100%100%100%

100%100%100%100%

平成２１年度平成２１年度平成２１年度平成２１年度

平成２１年度平成２１年度平成２１年度平成２１年度

100%100%100%100%

100%100%100%100%

平成２１年度平成２１年度平成２１年度平成２１年度

保育所保育所保育所保育所

幼幼幼幼････小小小小････中中中中････
高等学校高等学校高等学校高等学校 100%100%100%100%

平成２１年度平成２１年度平成２１年度平成２１年度

保育所保育所保育所保育所 100%100%100%100%

幼幼幼幼････小小小小････中中中中････
高等学校高等学校高等学校高等学校 100%100%100%100%

70団体70団体70団体70団体

平成２１年度平成２１年度平成２１年度平成２１年度

目　標　値目　標　値目　標　値目　標　値
平成２３年９月末平成２３年９月末平成２３年９月末平成２３年９月末

12,000名12,000名12,000名12,000名

平成２３年９月末平成２３年９月末平成２３年９月末平成２３年９月末

100件100件100件100件

平成２３年９月末平成２３年９月末平成２３年９月末平成２３年９月末

39.6%39.6%39.6%39.6%

71.5%71.5%71.5%71.5%保育所保育所保育所保育所

隔年調査隔年調査隔年調査隔年調査

隔年調査隔年調査隔年調査隔年調査

54.6%54.6%54.6%54.6%

平成２０年度平成２０年度平成２０年度平成２０年度

保育所保育所保育所保育所 88.0%88.0%88.0%88.0%

幼幼幼幼････小小小小････中中中中････
高等学校高等学校高等学校高等学校 隔年調査隔年調査隔年調査隔年調査

平成２１年度平成２１年度平成２１年度平成２１年度
平成２２年３月末平成２２年３月末平成２２年３月末平成２２年３月末
現在現在現在現在

　8,083名　8,083名　8,083名　8,083名

通学路等における児童等の
安全を確保する

地地地地域域域域ボボボボラララランンンンテテテティィィィアアアアにににによよよよるるるる校校校校
内内内内外外外外のののの巡巡巡巡回回回回等等等等実実実実施施施施率率率率((((小小小小学学学学
校のみ)校のみ)校のみ)校のみ)

通通通通学学学学路路路路のののの安安安安全全全全点点点点検検検検実実実実施施施施率率率率
(小学校のみ)(小学校のみ)(小学校のみ)(小学校のみ)

学校の安全点検の実施率学校の安全点検の実施率学校の安全点検の実施率学校の安全点検の実施率

※保育所の初期値は、平成17年
度の高知県独自調査『保育所に
対する安全対策調査』（中核市
である高知市の保育施設を除
く。）による。

※保育所の現状値は、平成20年
度の高知県独自調査『保育所等
における安全管理の取組状況に
関する調査』（高知市の保育所
を含むが、無認可保育所につい
ては除く。）による。 教教教教職職職職員員員員にににに対対対対すすすするるるる防防防防犯犯犯犯にににに関関関関すすすす

る訓練や研修等の実施率る訓練や研修等の実施率る訓練や研修等の実施率る訓練や研修等の実施率

安安安安全全全全ママママッッッッププププのののの作作作作成成成成率率率率（（（（小小小小学学学学
校のみ）校のみ）校のみ）校のみ）

家家家家庭庭庭庭････地地地地域域域域････団団団団体体体体ととととのののの間間間間でででで協協協協
力力力力要要要要請請請請やややや情情情情報報報報交交交交換換換換をををを行行行行ううううたたたた
めに開催する会議の開催率めに開催する会議の開催率めに開催する会議の開催率めに開催する会議の開催率

子子子子どどどどももももにににに対対対対すすすするるるる防防防防犯犯犯犯教教教教室室室室やややや
防犯に関する訓練の実施率防犯に関する訓練の実施率防犯に関する訓練の実施率防犯に関する訓練の実施率

危危危危機機機機管管管管理理理理ママママニニニニュュュュアアアアルルルルのののの策策策策定定定定
率率率率

①『学校の安全管理の取組状況に
　関する調査』（平成19年度実績）

（文部科学省）

学校等における児童等の安
全を確保する

※幼･小･中･高等学校には特別支
援教育学校を含む。

平成２１年９月平成２１年９月平成２１年９月平成２１年９月

平成２０年度平成２０年度平成２０年度平成２０年度

100%100%100%100%

平成２１年度平成２１年度平成２１年度平成２１年度

平成２０年度平成２０年度平成２０年度平成２０年度

78.3%78.3%78.3%78.3%

100%100%100%100%

平成２１年度平成２１年度平成２１年度平成２１年度

保育所保育所保育所保育所

幼幼幼幼････小小小小････中中中中････
高等学校高等学校高等学校高等学校 100%100%100%100%

平成２０年度平成２０年度平成２０年度平成２０年度

平成２０年度平成２０年度平成２０年度平成２０年度

県民、事業者、地域で活動
する団体による自主的な活
動を促進する

防防防防犯犯犯犯活活活活動動動動団団団団体体体体のののの活活活活動動動動内内内内容容容容等等等等
の公表件数の公表件数の公表件数の公表件数

青青青青色色色色回回回回転転転転灯灯灯灯装装装装着着着着車車車車両両両両運運運運行行行行団団団団
体数体数体数体数

(知事部局県民生活・
男女共同参画課調べ)

　　　35件　　　35件　　　35件　　　35件

指標及び状況確認指標一覧指標及び状況確認指標一覧指標及び状況確認指標一覧指標及び状況確認指標一覧

県民一人ひとりの防犯意識
を高める

あんしんＦメール登録者数あんしんＦメール登録者数あんしんＦメール登録者数あんしんＦメール登録者数

【指標の一覧】

平成２２年３月末平成２２年３月末平成２２年３月末平成２２年３月末
現在現在現在現在

平成２０年度平成２０年度平成２０年度平成２０年度

　　62団体　　62団体　　62団体　　62団体

平成２２年３月末平成２２年３月末平成２２年３月末平成２２年３月末
現在現在現在現在



基本的方策基本的方策基本的方策基本的方策 内　　容内　　容内　　容内　　容

(警察本部生活安全企画課調べ)
13131313 20202020

シシシシンンンンボボボボルルルルママママーーーークククク及及及及びびびび標標標標語語語語のののの利利利利用用用用
団体数団体数団体数団体数

（知事部局県民生活・男女共同参画課調べ) 10101010 28282828

（知事部局県民生活・男女共同参画課調べ)
46464646 46464646

(知事部局県民生活・男女共同参画課調べ)
16161616 件件件件 18181818 件件件件

(警察本部生活安全企画課調べ)

(警察本部生活安全企画課調べ)

（知事部局観光政策課調べ)

県県県県管管管管理理理理道道道道路路路路のののの自自自自転転転転車車車車・・・・歩歩歩歩行行行行者者者者道道道道
設置延長キロ数設置延長キロ数設置延長キロ数設置延長キロ数

道路照明灯の設置基数道路照明灯の設置基数道路照明灯の設置基数道路照明灯の設置基数

        (知事部局道路課調べ)

　　　　(知事部局道路課調べ)

件件件件 件件件件

(知事部局建築指導課調べ) 件件件件 件件件件

(警察本部生活安全企画課調べ)

※平成○年中・・・平成○年1月～同年12月までの年単位を集計したもの

※平成○年度・・・平成○年4月～翌年3月までの年度単位を集計したもの　

※平成○年○月末現在・・・取組開始時から平成○年○月末までを累計したもの

83%83%83%83%

平成２１年３月末現在平成２１年３月末現在平成２１年３月末現在平成２１年３月末現在

共同住宅用共同住宅用共同住宅用共同住宅用 85858585

戸建住宅用戸建住宅用戸建住宅用戸建住宅用 162162162162

平成２１年３月末現在平成２１年３月末現在平成２１年３月末現在平成２１年３月末現在

30市町村30市町村30市町村30市町村

89路線89路線89路線89路線
153箇所153箇所153箇所153箇所

14,904基14,904基14,904基14,904基

平成２１年４月１日現在平成２１年４月１日現在平成２１年４月１日現在平成２１年４月１日現在

516団体516団体516団体516団体

9,849人9,849人9,849人9,849人

平成２０年４月１日現在平成２０年４月１日現在平成２０年４月１日現在平成２０年４月１日現在

左:350.402㌔左:350.402㌔左:350.402㌔左:350.402㌔
右:411.538㌔右:411.538㌔右:411.538㌔右:411.538㌔

平成２０年４月１日現在平成２０年４月１日現在平成２０年４月１日現在平成２０年４月１日現在

509509509509 件件件件

平成２０年中平成２０年中平成２０年中平成２０年中

（調整中）（調整中）（調整中）（調整中）

平成２０年中平成２０年中平成２０年中平成２０年中

322322322322 件件件件

平成２０年中平成２０年中平成２０年中平成２０年中

90%90%90%90%

平成２０年度末現在平成２０年度末現在平成２０年度末現在平成２０年度末現在

平成２０年中平成２０年中平成２０年中平成２０年中

団体団体団体団体

平成２１年３月末現在平成２１年３月末現在平成２１年３月末現在平成２１年３月末現在

団体団体団体団体

平成２１年３月末現在平成２１年３月末現在平成２１年３月末現在平成２１年３月末現在

団体団体団体団体

平成２１年３月末現在平成２１年３月末現在平成２１年３月末現在平成２１年３月末現在

※基本的方策の「学校等における児童等の安全を確保する」及び「通学路等における児童等の
　 安全を確保する」の内容については、前年度の数値を毎年10月末に調査するため、平成20
   年度が現時点での最新の数値となる。

防犯ベル配備防犯ベル配備防犯ベル配備防犯ベル配備

カラーボール配カラーボール配カラーボール配カラーボール配
備備備備

犯罪の防止に配慮した店舗等
の普及

深深深深夜夜夜夜ススススーーーーパパパパーーーーににににおおおおけけけけるるるる防防防防犯犯犯犯設設設設備備備備
の整備率の整備率の整備率の整備率

平成２０年１２月末現在平成２０年１２月末現在平成２０年１２月末現在平成２０年１２月末現在

防犯ベル配備防犯ベル配備防犯ベル配備防犯ベル配備 84%84%84%84%

カラーボール配カラーボール配カラーボール配カラーボール配
備備備備

11,269人11,269人11,269人11,269人

平成２２年３月末現在平成２２年３月末現在平成２２年３月末現在平成２２年３月末現在

30市町村30市町村30市町村30市町村

92路線92路線92路線92路線
167箇所167箇所167箇所167箇所

平成２１年度平成２１年度平成２１年度平成２１年度

共同住宅用共同住宅用共同住宅用共同住宅用 9999

戸建住宅用戸建住宅用戸建住宅用戸建住宅用 73737373

平成２１年１２月末現在平成２１年１２月末現在平成２１年１２月末現在平成２１年１２月末現在

85%85%85%85%

観光旅行者等の安全を確保す
る

県民、事業者、地域で活動す
る団体による自主的な活動を
促進する

設設設設立立立立ままままたたたたはははは活活活活動動動動をををを支支支支援援援援ししししたたたた防防防防犯犯犯犯
活動団体数活動団体数活動団体数活動団体数

平成２２年３月末現在平成２２年３月末現在平成２２年３月末現在平成２２年３月末現在

平成２１年中平成２１年中平成２１年中平成２１年中

（調整中）（調整中）（調整中）（調整中）

553553553553 件件件件

団体団体団体団体

左:354.260㌔左:354.260㌔左:354.260㌔左:354.260㌔
右:418.029㌔右:418.029㌔右:418.029㌔右:418.029㌔

ロロロローーーードドドドボボボボラララランンンンテテテティィィィアアアアのののの登登登登録録録録団団団団体体体体
数数数数

平成２１年度末現在平成２１年度末現在平成２１年度末現在平成２１年度末現在

平成２２年３月末現在平成２２年３月末現在平成２２年３月末現在平成２２年３月末現在

平成２1年中平成２1年中平成２1年中平成２1年中

平成２２年３月末現在平成２２年３月末現在平成２２年３月末現在平成２２年３月末現在

団体団体団体団体

団体団体団体団体

平成２１年４月１日現在平成２１年４月１日現在平成２１年４月１日現在平成２１年４月１日現在

390390390390

平成２１年４月１日現在平成２１年４月１日現在平成２１年４月１日現在平成２１年４月１日現在

件件件件

平成２１年中平成２１年中平成２１年中平成２１年中

平成２１年中平成２１年中平成２１年中平成２１年中

15,284基15,284基15,284基15,284基

平成２２年４月１日現在平成２２年４月１日現在平成２２年４月１日現在平成２２年４月１日現在

559団体559団体559団体559団体

犯罪の防止に配慮した住宅を
普及する

日常的な生活の場における
ネットワークをつくる

 ( ( ( (出所：平成21年度『高知県の
道路状況』(知事部局道路課))

高高高高齢齢齢齢者者者者をををを対対対対象象象象ととととすすすするるるる防防防防犯犯犯犯教教教教室室室室のののの
開催回数開催回数開催回数開催回数

高齢者、障害者、女性の安全
を確保する

従従従従業業業業員員員員研研研研修修修修のののの中中中中でででで防防防防犯犯犯犯教教教教育育育育をををを
行った観光事業者数行った観光事業者数行った観光事業者数行った観光事業者数

 ( ( ( (出所：平成21年度『高知県の
道路状況』(知事部局道路課))

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

地地地地域域域域にににに委委委委託託託託ししししてててていいいいるるるる道道道道路路路路維維維維持持持持
（草刈り）（草刈り）（草刈り）（草刈り）

建建建建築築築築確確確確認認認認時時時時のののの防防防防犯犯犯犯にににに関関関関すすすするるるるリリリリーーーー
フレットの配布数フレットの配布数フレットの配布数フレットの配布数

【状況確認指標一覧】

地域における推進体制設置数地域における推進体制設置数地域における推進体制設置数地域における推進体制設置数

事事事事業業業業者者者者、、、、地地地地域域域域活活活活動動動動団団団団体体体体とととと締締締締結結結結しししし
た協定・覚え書数た協定・覚え書数た協定・覚え書数た協定・覚え書数

防防防防犯犯犯犯活活活活動動動動団団団団体体体体とととと合合合合同同同同パパパパトトトトロロロローーーールルルル
を実施した回数を実施した回数を実施した回数を実施した回数

県民運動として取り組むため
の仕組みをつくる


