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平成 17 年度総会を開催
（ひょうご防犯まちづくり推進協議会活動指針を決定）
去る平成 17 年 12 月 14 日(水)に平成 17 年度ひょ
うご防犯まちづくり推進協議会総会が兵庫県公館に
おいて開催され、役員の選任、当協議会の活動指針
の策定について審議を行いました。
役員の選任では、副会長の前兵庫県町村会会長の
中田耕一郎氏の退任により、後任に現兵庫県町村会
会長の爲則政好氏が選任されました。
また、会員団体が連携、広く県民に向けた防犯意
識の啓発を行うなど、具体の取組を進める際の参考
としていただくように、次の４本柱を活動の基本と
する「活動指針」を策定しました。

活動の基本
Ⅰ 県民一人ひとりの防犯意識の涵養
Ⅱ 地域・団体等の実情に応じた防犯活動の推進
Ⅲ 子ども・高齢者等を犯罪に巻き込まない取組の充実
Ⅳ 防犯に配慮した生活環境の整備
議事に続いて、現在、兵庫県が制定を検討している「地域安全まちづくり条例（仮称）」の骨子（案）を
示し、会員の皆様から活発なご意見をいただきました。

地域安全まちづくりセミナーを開催
総会に引き続き、同会場で兵庫県との共催により、当協議会会員をはじめ県議会
議員、市町防犯担当課、まちづくり防犯グループなど地域で防犯活動に取り組む
方々等、約 250 人の参加を得て「地域安全まちづくりセミナー」を開催しました。
来賓を代表して兵庫県議会の内藤議長よりご挨
拶をいただいた後、兵庫県警察本部生活安全部生
活安全企画課調査官 築添史一警視が「兵庫県内の犯罪情勢」と題して、
刑法犯認知件数や街頭犯罪・侵入犯罪の発生状況、少年非行の現状、県警
察による防犯対策等を説明。その後、特定非営利活動法人日本ガーディア
ン・エンジェルス理事長 小田啓二氏を講師としてお招きし、
「地域ぐるみ
で取り組む防犯のまちづくり」と題して、日頃から防犯ボランティアとし
て実践されている、地域総ぐるみで総力を挙げて隙のないまちづくりをす
るためのノウハウなどについて、ご講演をいただきました。
※ セミナーの開催状況は、兵庫県インターネットプロバイダ連絡協議会のご
協力により、ワープインターネット神戸のホームページ内の下記アドレスに
て公開しております。

http://www.hyogo117TV.jp/
また、後日に当協議会のホームページでも公開をいたします。

神 戸 新 聞 販 売 所 の防 犯 活 動
平成 17 年９月 30 日(金)に兵庫県庁において、株式会社神戸
新聞社、神戸新聞神戸市専売会、兵庫県神戸新聞専売会、兵庫
県警察及び兵庫県は、県民が安全で安心して暮らせる地域社会
づくりを目的として、県下全域を対象とした神戸新聞販売所の
防犯活動に対する支援に関して、協力体制を確立することを内
容とした協定を締結しました。
すでに、神戸新聞販売所による防犯活動は、平成 17 年 10 月
１日(土)から開始されており、各地域の活動の内容や取組など
が新聞紙上でも紹介されています。
神戸新聞販売所の活動内容
１
２

配達などの業務中に不審者や犯罪などを発見した場合の警察への通報
子どもや女性、高齢者らが救護を求めてきた場合の可能な範囲での応急の措置と警察
等への通報
３ 業務に支障がない範囲での、犯罪・防犯情報チラシの無償折込み
４ 警察との情報交換と地域住民の防犯意識の高揚、防犯活動団体との連携
会報第１号でも紹介しましたが、様々な団体が広範囲な防犯ネットワークを構築するなど防犯に関する
様々な取組が展開されています。各会員団体の皆さんにおかれても、前ページで紹介した当協議会の「活
動指針」にのっとり、できることから取り組んでいただきますようお願いします。当協議会としてもこう
した取組が全県に広がっていくよう、一層の情報提供などに努めてまいります。

兵庫のまつり〜ふれあいフェスティバル 2005〜
平成 17 年 10 月 29 日(土)、30 日(日)に兵庫県三木市の三木総合防災公園
で開催された第 17 回兵庫のまつり〜ふれあいフェスティバル 2005〜におい
て、兵庫県と特定非営利活動法人兵庫県防犯設備協会の三者により、共同出
展をしました。
会場においては、防犯意識啓発冊子
や防犯ブザーなどの防犯グッズの配
布のほか、防犯意識に関するアンケー
トや住宅用のカギや防犯カメラの展示などを実施し、多くの県民の
皆さんにお立ち寄りいただきました。
今後もこういった場を活用して、当協議会の活動をアピールし、
防犯に関する全県的な県民運動が展開されるよう、啓発に努めてま
いります。

ひょうご防犯ネット 発信中!!

今すぐ
アクセス！

兵庫県警察本部では、平成 17 年 10 月１日(土)より、不審者による子どもへの声かけ事案の発生に関す
る情報やひったくりの発生情報、その他防犯に関する情報をメールで配信する「ひょうご防犯ネット」を
スタートしました。

ひょうご防犯ネットで発信される情報
・子どもを対象とした不審者による声かけ、つきまとい事案
・ひったくり、路上強盗等重要または特異な事件
・各種防犯対策（街頭犯罪・侵入犯罪、振り込め詐欺の防犯対策）
・防犯に関する県警の施策等（地域安全運動、ご近所の防犯運動等）
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携帯電話またはパソコンのイ
ンターネットから
http://hyogo-bouhan.net/
へアクセス

spport@hyogo-bouhan.net
から携帯電話またはパソコン
にメールが届きます

◆お知らせメール◆

お知らせメール登録
お知らせメールの登録・変
更・削除ができます。

ひょうご防犯ネット
information
【お知らせ】
● 緊急情報
● 防犯情報
● これまでの履歴
● 関連リンク集
◆お知らせメール◆
→登録／解除

クリック

兵庫県警察携帯サイト

◆お知らせメール◆
（前文省略）
■利用規約
(必ずお読み下さい)
クリック
お知らせメール
登録・変更・解除
（利用規約に同意する）
＊上記の操作でメールが送
れなかった方はこちら
（以下省略）

regist1@hyogo-bouhan.
net へ空メールを送信。

→会員情報の登録

クリック

ひょうご防犯ネット
トップページへ
下記ＵＲＬよりアクセスし
てください。
http://hyogo-bouhan.net/ クリック
am.php?amn=*********
◆お知らせメール◆
（以下省略）
ご自身の情報を選択又は入
力してください。

入 力

■お住まいの地域
◆お知らせメール◆

■所属団体

情報を希望される地域を選
択して下さい。

選 択

■生年

→地域の登録・変更
登録地域の確認

選 択

■性別

クリック

→会員情報の変更
（以下省略）

選 択

神戸ブロック
阪神ブロック
東播ブロック
西播ブロック
いずれか
但馬ブロック
選択
淡路ブロック
■前警察署管内を登録する

クリック

次へ
戻る

◆お知らせメール◆
情報を希望される地域を選
択して下さい。

選択・入力

■職業

◆お知らせメール◆
□
□
□
□

東灘警察署
灘警察署
生田警察署
兵庫警察署

いずれか
警察署を選択

戻る
登録
クリックで
登録完了

多様な防犯活動の取組
兵庫県では、自治会などによる地域の防犯活動団体を「まちづくり防犯グループ」として登録していた
だき、グループに対して、立ち上げ経費等の助成や防犯活動に必要なジャンパーや帽子、腕章などの支給、
各種防犯情報などの提供を実施しています。
平成 17 年 12 月末で、兵庫県下に 1,231 グループが登録され、県下の 4,593 自治会(県下の 44.7％)で防
犯パトロールや子どもの見守り活動など、各地域の実情に応じた防犯に関する活動を展開されています。

神戸市垂水区

「上高丸まちづくり防犯グループ」の活動紹介

神戸市垂水区の「上高丸まちづくり防犯グループ」では、神戸市立千鳥が丘小学校区内の 16 自治会を中
心に垂水防犯協会上高丸支部や婦人会、ＰＴＡ、青少年育成協議会、民生児童委員協議会など 10 団体で構
成されており、各団体が一丸となって、地域の安全・安心のための様々な活動が展開されています。
主な活動

発

●夜間防犯パトロール

…

●登下校時の子どもの見守り

…

●下校後の子どもへの
声かけパトロール

…

●違法駐車排除パトロール

…

●夜間門灯点灯運動

…

●安全・安心宅急便

…

●防犯研修会の開催

…

●わんわんパトロール

…

行

〒650-8567

月に２回程度、約 40 人が参加してパトロールを実施してい
ます。
子どもの登下校時間に通学路の交差点などで見守り活動を
実施しています。
子どもが下校した後に公園などをパトロールし、子どもに
対する注意喚起を実施しています。
地域内の路上駐車など違法駐車を排除するパトロールを実
施しています。
地域内の全戸に夜間の門灯点灯を呼びかけ、明るいまちづ
くりを実施しています。
高齢者宅を戸別に訪問し、悪質商法等の被害防止を目的に
意識啓発を実施しています。
防犯研修会を実施し、活動の見直しや意識啓発を実施して
います。
愛犬家を募り、愛犬の散歩を兼ねて地域内のパトロールを
実施しています。

神戸市中央区下山手通５-10-１ 兵庫県県民政策部地域協働局地域安全課内
ひょうご防犯まちづくり推進協議会事務局
電話：078-362-3205
ＦＡＸ：078-362-4465

