
  平成29年度 御野学区安全安心ネットワーク事業報告

１、防犯・⻘少年健全育成
①自主パトロール
 ◇毎週下校時と夜間等に各町内会輪番で⻘⾊回転灯装備⾞ ・連合町内会
  によるパトロール

     （連合町内会ー24町内会）
  北東部ー宿・宿南・三野・三軒屋本町・半田町元町
  北⻄部ー津島⼟⽣・津島東町・⻘葉・津島みどり・東江道・⻄江道
  南東部ー北⽅東本町・北⽅⻄本町・北⽅ﾏﾝｼｮﾝ・北⽅四⽇市・中井町⼀丁目

  中井町二丁目・ｸﾞﾗﾝﾍﾞﾙﾃﾞ南⽅
  南⻄部ー学南町⼀丁目・学南町中央・北富・学南町三丁目・⼤和町⼀丁目

  ⼤和町二丁目
 ◇⻘パトを町内会の⾜りない週に協⼒ ・婦人会・愛育委員会
 ◇⻘パトを第5週目に協⼒ ・老人クラブ連合会
 ◇毎月1回 PTA役員と各町内会の人と⼀緒に各町内をパトロ ・岡北中学校PTA補導交通部
  ール ・御野小学校地域活動部

・各町内会
（安全パトロール隊の事業として実施）
 安全パトロール隊ー14協⼒団体
  連合町内会・岡北中学校PTA・御野小学校PTA・⺠⽣委員児童委員協議会
  少年警察協助員・交通警察協助員・婦人会・愛育委員会・老人クラブ連合会
  体育協会・交通安全対策協議会・交通安全⺟の会・消防御野分団・北⽅交番

 ◇まつりパトロール ・岡北中学校・岡北中学校PTA
・御野小学校・御野小学校PTA

（⻘少年育成協議会の事業として実施）
 ⻘少年育成協議会ー14協⼒団体
  連合町内会・岡北中学校・岡北中学校PTA・御野小学校・御野小学校PTA
  少年警察協助員・交通警察協助員・消防御野分団・⺠⽣委員児童委員協議会
  主任児童委員・交通安全対策協議会・交通安全協会・交通安全⺟の会
  社会福祉協議会

 ◇学区内パトロール（夏季休業中） ・岡北中学校
 ◇随時 自主パトロール ・少年警察協助員
 ◇担当地区のパトロールに参加 ・⺠⽣委員児童委員協議会
 ◇年末夜警 ・町内会によって

具体的事業 実施団体



②登下校の子どもの見守り
 ◇毎週下校時に⻘パトで⾒守り ・連合町内会・婦人会・愛育委員会

・老人クラブ連合会
 ◇始業式の⽇の登校時に場所を決めて、⾒守り ・婦人会
 ◇登校時にラブの前の交差点で町内会が出ない⽇に⾒守り
 ◇小・中学校登校⽇の全ての⽇。月・水・金に危険2か所で ・各町内会
  ⾒守り
 ◇毎⽇登校時にくすりのラブ東の交差点等を中心に近隣
  町内会が輪番で⾒守り
 ◇ほぼ毎⽇下校時に岡北⼤橋交差点で⾒守り
 ◇わかたけ児童下校時に⾒守り
 ◇毎⽇登校時交差点において子どもたちの安全を⾒守り ・交通警察協助員
  （⻘年館前・須々⽊自転⾞南・幼稚園⻄）
 ◇毎月10⽇25⽇の交通安全⽇に⾒守り ・交通安全⺟の会
 ◇毎月10⽇25⽇を安全⽇と定め、登校・下校指導を全職員 ・御野小学校
  が交代で行う
 ◇毎週水曜⽇を「てくてくデー」とし、親子で手をつないで ・御野幼稚園
  徒歩通園し、通園路の危険個所の確認を呼び掛けた。
 ◇園⻑・副園⻑が毎朝、園門にて、安全の⾒守りとあいさつ。 ・津島保育園

③防犯講習会の実施
 ◇特殊詐欺防止講習会 ・各町内の老人会等
 ◇非行防止教室（2年⽣を対象に夏休み前⻄警察署から講師） ・岡北中学校
 ◇薬物乱⽤防止・防犯教室（全学年対象冬休み前に⻄警察署

 ◇ おれおれ詐欺の防止講習会 ・北公⺠館・老人クラブ連合会

④子ども110番の普及
    ◇地域の⽅にお願いして「子ども110番シール」を貼り、 ・御野小学校PTA
  子ども110番シールマップを作成。
 ◇「子ども110番シール」普及に協⼒ ・各町内会
 ◇「110番シール」を目立つところに貼り、子どもが駆け ・保育園 ・御野小学校
   込んできた時のマニュアルを職員室に掲示している。

⑤防犯リーダーなどの育成

具体的事業 実施団体

から講師）



 ◇毎月、北⽅交番と情報交換を通して ・連合町内会
 ◇⻄警察署での会議を通して ・地域安全推進会・防犯協⼒会

⑥あいさつ運動の推進
 ◇随時、積極的に子どもに声かけ・あいさつ推進 ・連合町内会・各町内会
 ◇毎朝登園時に園門の所で、⺠⽣児童委員さんと園⻑と親子 ・⺠⽣委員児童委員協議会
  ⼀組とで、あいさつ運動を行う。 ・御野幼稚園・御野幼稚園PTA
 ◇⽣活委員会の児童が中心となって、朝、校門前であいさつ ・御野小学校
  運動を行った。
 ◇岡北中学校正門で毎週⽊曜⽇にあいさつ運動を実施。 ・岡北中学校・岡北中学校PTA
 ◇園内外で保護者や子どもたちや地域の⽅に声かけ。 ・津島保育園
 ◇「笑顔とあいさつが⾶び交う北公⺠館」をキャッチフレー ・北公⺠館
  ズにして来館者にあいさつ声かけ。

⑦スポーツを通じて健全育成
 ◇剣道部・ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部各育成指導 ・スポーツ少年団
 ◇スポーツ少年団育成指導 ・体育協会
 ◇町内別夏休みラジオ体操実施
 ◇ｷｯｸﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ⼤会実施（7月23⽇）4チーム120名
 ◇ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ⼤会実施（9月25⽇）7チーム200名
 ◇第75回市⺠体育⼤会（10月10⽇）総合5位
 ◇おかやまマラソン（11月12⽇）ボランティア20名
 ◇ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ⼤会（11月19⽇）50名
 ◇ｳｫ-ｷﾝｸ⼤会（12月3⽇）30名
 ◇小学校体育館⼀⻫清掃（2月18⽇）75名
 ◇体育協会の事業に協⼒ ・連合町内会・各町内会
 ◇運動会実施 ・三野町内会
 ◇運動部活動（通年） ・岡北中学校
 ◇ジュニア・北ベビー３B体操 ・北公⺠館

⑧不審者情報などの情報の共有化
 ◇警察や学校からの不審者情報などは必要に応じて各町内会 ・連合町内会
  ⻑や各種団体⻑へ連絡
 ◇毎月⼀回、北⽅交番と情報共有
 ◇町内会⻑が受けた情報は必要に応じて、組（班）に伝達し、 ・各町内会
  町内会員へ伝達する。
 ◇電子町内会の⼀⻫メール配信で会員へ配信。 ・電子町内会

具体的事業 実施団体



 ◇岡北地区⻘少年健全育成協議会及びｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ岡北における ・岡北中学校
  情報の共有
 ◇不審者情報は配布物及びウサギメールによる発信 ・御野小学校・岡北中学校PTA
 ◇メール、FAX等による情報は教職員で共通理解し、降園時 ・御野幼稚園
  の連絡、掲示板等で保護者に伝える。
 ◇不審者情報など学校園や市・警察等から通達があったもの ・津島保育園
  は、すぐに、職員や保護者に知らせ、注意喚起する。
 ◇毎月⼀回、北⽅交番と交流会をして情報交換。 ・北公⺠館
 ◇年3回の定例会の時に情報の共有化を実施した。 ・交通安全⺟の会

２、防災・交通安全
①防火・交通安全パトロール
 ◇毎週、⻘パトでパトロール ・連合町内会
 ◇町内会の当番がない週に⻘パトでパトロール協⼒ ・婦人会・愛育委員会・老人クラブ連合会
 ◇各町内会で防犯灯や消火器点検等のためパトロール ・各町内会
 ◇年末警戒「火の⽤心」等のパトロール ・町内会によって
 ◇担当地区のパトロールに参加 ・⺠⽣委員児童委員協議会
 ◇自転⾞無灯火指導（法界院駅交差点〜⼤和町交差点） ・交通安全対策協議会・交通安全⺟の会

・地域安全推進員・交通警察協助員
 ◇要望のあった危険個所を巡視し、要望書を提出 ・交通安全対策協議会
 ◇3月・11月火災予防週間パトロール ・消防団御野分団
 ◇⾞輌清掃点検及び担当地区巡視
 ◇駐⾞違反の取り締まり…子どもの送り迎えのために駐⾞ ・御野幼稚園PTA
  違反する保護者に対し⾒回り立ち当番を行う。

②防火訓練・交通安全指導の実施
 ◇防火ポスター、広報紙等を配布して防火啓発 ・防火委員会
 ◇交通安全対策の推進 ・交通安全対策協議会
 ◇学区の交通関係要望書を取りまとめ、行政に提出
 ◇交通安全の啓発のぼり旗を配布
 ◇各町内の交通危険個所に交通安全のぼり旗を設置 ・連合町内会・各町内会
 ◇消防啓発広報紙等を町内回覧 ・各町内会
 ◇町内に消火器設置・管理
 ◇住宅⽤火災報知器設置を推進
 ◇防災訓練 ・自主防災会を立ち上げ町内会等
 ◇広報活動（春・秋火災予防週間、歳末夜警⾞輛点検時広報） ・消防団御野分団

実施団体具体的事業



 ◇警備・行事参加5回（初出式・総会・花火⼤会・ ・消防団御野分団
  みのサマーフェスタ等）
 ◇教養訓練12回・操法訓練34回・会議11回・その他
 ◇毎月避難訓練を実施（火災・地震・津波・不審者等） ・御野幼稚園
 ◇岡山市⽣活安全課に依頼し、親子交通安全教室年3回実施
 ◇年3回の避難訓練と6月の⼟曜参観⽇には保護者への引渡し ・御野小学校
  訓練。6月に交通安全教室を全学年で実施。
 ◇避難訓練（年3回）、登下校の交通指導 ・岡北中学校
 ◇春・秋の交通安全市⺠運動 ・交通安全⺟の会
 ◇御野幼稚園交通安全教室（年3回）
 ◇御野小学校運動会自転⾞指導
 ◇御野小学校交通安全教室（年2回）
 ◇毎月避難訓練。不審者訓練、交通安全指導は年3回。 ・津島保育園
 ◇防災講演会 ・愛育委員会
 ◇クラブ代表者会後、避難の⽅法について共通理解。 ・北公⺠館
  各クラブで避難経路・避難⽅法・消火器の設置場所の確認
 ◇担当地区で災害時要援護者避難支援台帳を活⽤して⾒守り ・⺠⽣委員児童委員協議会
  活動の推進

③防災・交通安全マップの作成と活用
 ◇通学路マップを作成し、全保護者に配布した。 ・御野小学校PTA
 ◇マップを利⽤して、地区懇談会でPTAと地域の⽅と⼀緒に ・御野小学校・御野小学校PTA
  危険個所を確認 ・パトロール隊

④防災・交通危険個所の点検
 ◇随時点検して、必要に応じて改善策や安全対策を行う。 ・各町内会
 ◇町内会と連携して危険個所を点検し、行政に要請して ・交通安全対策協議会
  安全対策。
 ◇随時警報発令時及び必要時に学区巡回パトロール ・消防団御野分団
 ◇⽤水路の水位監視・管理・⽤水路の樋門管理 ・⽤水管理
 ◇町別集会で危険個所の確認（交通・不審者等） ・岡北中学校
 ◇PTAや交通安全⺟の会と連携し、交通安全指導の実施 ・御野小学校
 ◇地区懇談会で通学路の危険個所を地域の人と⼀緒に確認。 ・御野小学校PTA
 ◇年度初めに地区懇談会を開催し、通園路地図をもとに、 ・御野幼稚園PTA
  各自、登降園中に気付いた危険個所をあげ、安全確認。
 ◇担当地区において協⼒参加 ・⺠⽣委員児童委員協議会
 ◇随時行う ・津島保育園

具体的事業 実施団体



⑤空家・空地の地域での見守り
 ◇随時、各町内会で注意・⾒守り ・各町内会

⑥災害時の高齢者・障害者への見守り
 ◇あんしんカプセル使⽤により⾒守り推進 ・安全安心ネットワーク
 ◇あんしんカプセル使⽤による⾒守り実施 ・各町内会
 ◇地域活動を通じて随時⾒守り
 ◇⺠⽣児童委員の事業として⾒守り ・⺠⽣委員児童委員協議会

⑦災害時の緊急連絡などの情報の共有化
 ◇会⻑に⼊った緊急連絡は副会⻑（学区4ブロック⻑）へ、 ・連合町内会
  ブロック⻑から各町内会⻑へ連絡。
 ◇町内会⻑が受けた緊急連絡は組（班）⻑へ伝達し、町内会 ・各町内会
  員へ伝達。へ伝達。
 ◇町内会で放送設備がある所は町内放送で緊急連絡
 ◇災害時等緊急連絡は⼀⻫メール配信で会員全員へ配信。 ・電子町内会
 ◇担当地域で必要に応じて連絡 ・⺠⽣委員児童委員協議会
 ◇不審者情報等、地域内学校への緊急連絡メール配信 ・岡北中学校
 ◇災害発⽣時緊急連絡は配布物及びウサギメール配信 ・御野小学校
 ◇随時行う ・津島保育園

３、環境と美化
①ゴミや不法投棄の監視
 ◇随時、ゴミ不法投棄⾒守り ・各町内会
 ◇毎週当番を決めて、可燃ごみ、不燃ごみ、資源化物等の
  適正出しに務めた。
 ◇廃品回収実施
 ◇⽤水のごみや不法投棄の監視 ・⽤水管理
 ◇食器のリユースコーナー常設 ・北公⺠館
 ◇資源化物回収場所提供（空缶・空瓶・ﾄﾚｰ・蛍光管）

②用⽔などの⼀⻫清掃・草刈り
 ◇学区クリーン作戦（岡山市統⼀⽇9月24⽇）学区⼀⻫清掃、 ・環境衛⽣協議会
  24町内会参加、人数4,215人

具体的事業 実施団体



 ◇岡山市クリーン作戦に協賛 ・各町内会
 ◇それ以外に年２〜3回⽤水・排水路泥上げ、草取り
 ◇公園の清掃 ・公園がある町内会
 ◇旭川みの広場の清掃・管理 ・連合町内会（旭川みの広場を愛する会）

③河川などの自然環境保護
 ◇河川・⽤水路の護岸、周辺の管理 ・⽤水管理
 ◇必要に応じて、川・⼟手・山等等自然環境保全活動 ・各町内会
 ◇旭川源流の碑展示 ・北公⺠館

④花いっぱい運動
 ◇北区役所より年4回10町内会に花の苗配布。 ・連合町内会
 ◇岡山市配布のコンクリ―トフラワーポットに連町より配布 ・10町内会
  された花の苗を植替え・管理

10町内会；三野・宿・三軒屋本町・東江道・北⽅⻄本町・北⽅東本町・北⽅四⽇市
津島みどり・中井町⼀丁目・⼤和町⼀丁目

 ◇独自に花いっぱい運動 ・町内会によって
 ◇独自に花壇を作り、植栽して、花いっぱい運動 ・三軒屋ふれあい推進協議会
 ◇緑のカーテン事業実施、その他植栽管理 ・北公⺠館
 ◇園庭に花壇やプランターで花植え、野菜作り ・津島保育園・御野幼稚園・御野小学校

４、支え合う地域福祉
①⼀人暮らし老人などの地域での見守り
 ◇毎月在宅福祉部会、隔月理事会を開催し、高齢者⾒守り ・社会福祉協議会（23協⼒団体）
  事業を推進
 ◇10回/年概ね80歳以上高齢者を対象に元気の出る会
 ◇1回/年70歳以上⼀人暮らし高齢者会食会
 ◇1回/年80歳以上⼀人暮らし配食、1回/年80歳以上のみ
  世帯配食
 ◇100歳祝賀訪問
 ◇高齢者活動助成、高齢者いきいきサロン助成

23協⼒団体：連合町内会・⺠⽣委員児童委員・婦人会・愛育委員会・栄養改善協議会
体育協会・老人クラブ連合会・交通安全対策協議会・交通安全協会御野支部
交通安全⺟の会・消防団御野分団・岡北中学校・岡北中学校PTA・御野小学校
御野小学校PTA・御野幼稚園・御野幼稚園PTA・津島保育園・北公⺠館

具体的事業 実施団体



岡山県⻘年館・⾝体障害者代表・介護者代表・ままかりの会
 ◇あんしんカプセルを配布して、高齢者の⾒守り活動 ・安全安心ネットワーク
 ◇社会福祉協議会の事業に協⼒ ・連合町内会
 ◇各町内会であんしんカプセルを配布、又は独自で高齢者 ・各町内会
  の⾒守り活動
 ◇いきいきサロン実施
 ◇社会福祉協議会の事業(元気の出る会・ふれあい会食 ・⺠⽣委員児童委員協議会
  ふれあい配食等）に協⼒参加
 ◇行政機関等への紹介、ケアマネージャーへの相談
 ◇担当地域で訪問し、悩みを聞いたり、情報伝達、⾒守り。

②高齢者・障害者などの地域の支え
 ◇元気の出る会等事業を通して ・社会福祉協議会

 ◇社会福祉協議会の事業に協⼒参加 ・連合町内会
 ◇いきいきサロン、友愛訪問など高齢者を支える事業を通し、 ・各町内会
  近隣同士の声かけ、⾒守り
 ◇①と同様 ・⺠⽣委員児童委員協議会
 ◇社会福祉協議会の事業に協⼒参加 ・ままかりの会
 ◇公⺠館いきいきサロンひまわりに協⼒参加
 ◇いきいきサロンひまわり（シニア対象）…主催講座 ・北公⺠館
 ◇ジェントルマン⽣きがい喫茶…主催講座
 ◇しゃべりばきたカフェ…主催講座
 ◇シニア研修旅行
 ◇社会福祉協議会の事業に協⼒参加、地域での⾒守り ・婦人会
 ◇社会福祉協議会の事業に協⼒参加、地域での⾒守り ・愛育委員会
 ◇元気の出る会・ふれあい会食会・ふれあい配食の弁当作り ・栄養改善協議会
 ◇男性料理教室指導
 ◇町内老人会で目配り、気配りして支えている ・老人クラブ連合会
 ◇行事を通して支え合っている
 

③子育て支援
 ◇毎月第3月曜⽇午後1時30分〜⾚ちゃんすこやか相談、 ・愛育委員会
 ◇4か月までの⾚ちゃん家庭訪問活動
 ◇毎月子育てサロン「あったかひろば」に協⼒
 ◇親子クラブや幼稚園の保護者会・総会等で託児活動
 ◇0歳児の離乳食講演会 ・栄養改善協議会・愛育委員会
 ◇親子クラブや幼稚園の保護者会・総会等で託児活動 ・⺠⽣委員児童委員協議会



 ◇子育てパパ・プレパパ応援「メンズ子育てひろば〜パパが ・北公⺠館
  作るおうちごはん」
 ◇毎月子育てサロン「あったかひろば」
 ◇毎月子育てひろばOrange Room
 ◇年11回、未就園児を対象に、のびのび親子広場開催 ・御野幼稚園
 ◇保育終了後(平⽇15：00〜16：30）⻑期休業中（9：00〜
  16：30⼟⽇祝以外）の園舎・園庭解放。
 ◇子育て相談の受付
 ◇園主催の「のびのび親子広場」の受付を行い、 ・御野幼稚園PTA
  未就園児のいる保護者への参加を促す。
 ◇園庭解放を実施している。 ・津島保育園

④子どもと高齢者との交流
 ◇御野幼稚園児と交流会（昔遊び・七夕会等年3回） ・老人クラブ連合会
 ◇御野小学校1年⽣と昔遊び交流会(竹馬・あはじき・
  ドングリコマ作り等11種類の遊び）
 ◇老人会との交流会（昔遊び・七夕会など年3回） ・御野幼稚園
 ◇野菜作り（2年⽣）、昔遊び（1年⽣）を通して、で地域の ・御野小学校
  人や老人会の⽅と交流。
 ◇愛育委員さんと交流会 ・親子クラブ

⑤まつり行事など
 ◇2017みのサマーフェスタ開催(7月29⽇） ・連合町内会・安全安心ネットワーク
  地域住⺠、各種団体が⼀体となったふれあい祭り ・社会福祉協議会
 ◇北公⺠館まつり（10月28⽇〜29⽇） ・北公⺠館
  講座⽣と地域の各種団体が協⼒した文化祭 ・連合町内会・社会福祉協議会・婦人会

・愛育委員会・栄養改善協議会・老人会
・ままかりの会・電子町内会

 ◇神社の夏・秋まつり、水神まつり ・各町内会
 ◇七夕まつり、餅つき⼤会、盆踊り、とんど祭り等
 ◇自衛隊と共催で盆踊り⼤会 ・三軒屋ふれあい推進協議会
 ◇岡山理科⼤学と共催で七夕国際交流祭り

⑥敬老会
 ◇御野学区敬老会（11月5⽇、ロイヤルホテルにて） ・社会福祉協議会・連合町内会・婦人会

 ◇各町内会で独自に敬老会実施 ・各町内会
 ◇保育園で敬老行事実施 ・津島保育園

具体的事業 実施団体

  300人参加して盛⼤に開催



⑦地域福祉情報の共有化
 ◇「社協だより御野」 年2回発行 全⼾配布 ・社会福祉協議会
 ◇町内会会報紙の回覧。配布。掲示板等 ・町内会
 ◇岡山市連合町内会会報年2回発行、町内回覧 ・連合町内会
 ◇連合町内会ホームページで情報開示 ・電子町内会
 ◇「健康だより」毎月発行、町内回覧 ・愛育委員会
 ◇岡山市連合婦人会だより 配布 ・婦人会
 ◇北公⺠館だより毎月発行、町内回覧 ・北公⺠館
 ◇公⺠館受付前に各種情報紙
 ◇公⺠館ホームページ、Facebookで情報開示
 ◇「育てよう」年1回発行、町内回覧 ・⻘少年健全育成協議会
 ◇「岡北だより」 ・岡北中学校
 ◇「みのっ子のくらし」「風だより」毎月発行 ・御野小学校
 ◇⺠⽣委員児童委員と愛育委員会と交流会をして情報交換 ・⺠⽣委員児童委員協議会・愛育委員会

５、地域での健康づくり
①みの健康２１推進の会
 ◇健康について隔月⼀回話し合い、事業を推進 ・みの健康２１推進の会（14協⼒団体）
 ◇給食試食会年２回（御野小学４年⽣と岡北中学１年⽣）
 ◇みのサマーフェスタで健康チェックコーナー
 ◇北公⺠館まつりで健康チェックコーナー
 ◇ええとこ発⾒図作成し、健康ウォーキング

14協⼒団体：連合町内会・社会福祉協議会・⺠⽣委員児童委員協議会・婦人会・愛育委員会・
栄養改善協議会・交通安全⺟の会・老人クラブ連合会・ままかりの会・岡北中学校

②その他の健康事業
 ◇町内会の各事業を通じて ・各町内会
 ◇夏休みラジオ体操実施
 ◇癌検診受付手伝い ・愛育委員会
 ◇元気で⻑⽣きを目指す…主催講座 ・北公⺠館
 ◇介護予防教室（毎月1回） ・北公⺠館・老人クラブ連合会
 ◇認知症予防講座…主催講座

具体的事業 実施団体


