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手づくり学区報

みつけホウレンソウが
名古屋市ホームページで紹介
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各学区で発行されている広報紙をより良くする
きっかけとなるよう、名古屋市は参考になる市内
１１学区の広報紙を選び、１２月からホームペー
ジで紹介しています。そのうち見付学区を含む４
学区についてはヒアリングが行われ、読みやすく
する工夫などが紹介されています。

［特集］地域で防犯・交通安全

住宅侵入盗
７年連続ワースト１位

政令指定都市中で
名古屋市は

平成28年の名古屋市の刑法犯数は27,558件で前年より10.5%減少。千種区も1,796件で13.2%の減少となりました。
しかし名古屋市は、「住宅への侵入盗」が７年連続、「自動車盗」も９年連続で政令指定都市中のワースト１位が続いています。
住宅侵入盗には、留守をねらう「空き巣」、睡眠中の「忍び込み」、昼の在宅中にこっそり入る「居空き」の３種類があります。

犯罪者はこんな街が好き

マンションも安全ではない

物色して侵入することも容易です。

犯罪者がいちばん怖れるのは、もち

不審者が外部から入りにくいオート

また、非常階段から屋上に上がり、

ろん見つかって捕まること。だから彼

ロック式のマンションも学区内には多

ロープでベランダに下りて窓から高層

らが好きな場所は「入りやすく、見え

くあります。しかし妄信するのは危険

階に侵入するという手口もあります。

にくく、逃げやすい場所」です。

です。例えば居住者が入る後に続いて

大都会には互いに関わりの薄いたく

部外者が一緒に入る可能性は十分にあ

住民の防犯意識が高い町づくり

さんの人が住み、見ず知らずの人も周

ります。いったん中に入ってしまえば、

囲から怪しまれずに自由に出入りする

顔見知りの少ないマンションでは監視

意識です。ちょっとした外出のときに

ことができます。

の目が届かないので、留守宅を自由に

「短時間だからだいじょうぶ」と鍵か

見付学区はどうでしょうか。幹線道

まず何より大切なのは各世帯の防犯

けをしなかったり、鍵の形式が古くて
その他 住宅侵入盗

路沿いを除き、高い塀に囲まれて道路
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から中が見えない住宅や人通りが少な
い地区も多く、忍び込み犯の格好の目

77 ほか侵入盗
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自動車・バイク盗

標になる危険があります。
また、ご近所づきあいを敬遠する世

自転車盗
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帯が多いため、不審者に気づきにくい

平成28年
千種区
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狙った窃盗団による連続空き巣被害が、

まう気持ち。犯罪者はその心のすきを
見逃しません。侵入しにくい家かどう
か、しっかり見直してみましょう。
マンション居住の方も隣近所とは顔

自動車部品・
車上ねらい

のも心配です。じっさい「高級住宅を

心配なのに、目をつぶって無視してし

学区の西から東に移動してきたので注

見知りになり、出会ったらあいさつで
きる関係づくりが大切です。不審な人
がうろついていたら、「どちらのお宅
にご用ですか」と声をかけましょう。

意するように」という警告が警察から
伝えられたこともありました。

千種区の主な刑法犯認知件数（平成28年）*

* 28年名古屋市内重点罪種（10種）・刑法犯認知件数より作成
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具体的な防犯対策は中面で！

【

みつけホウレンソウ
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［特集］地域で防犯・交通安全

参考資料：「住まいる防犯110番」 警察庁ホームページ

侵入者の行動を知って被害を防ごう。
侵入者は下見する。

侵入者は、犯罪の前に入念に下見をすることが知られています。

町内の下見ポイント

侵入する家を選ぶポイント

・人通りや人目が少ないか

・窓のクレセント錠を外せば入れる

・入りやすく逃げやすい町か

・人目につきにくい

・留守の家が多いか

・現金を置いていそう
・戸締まりをしていない

家の下見ポイント

・ベランダにのぼりやすい

・昼間に留守になる家か
見るからに泥棒らしい服装で下見をする
犯罪者はいません。彼らは営業マンや作
業員、時には町内の住人を装っています。

・入りやすく逃げやすい家か
・隣近所からの見通しは悪いか

ここから、こうして侵入する。

なんと半数近くが「施錠してない扉や窓」からの侵入です。
鍵を植木鉢の下やポストに隠すの
は危険です。特に４階建て以上の
共同住宅では、合い鍵による侵入
手口が第３位にランクアップ！

「すぐ戻るから」と無施錠のままの玄関、
鍵をかけ忘れた勝手口、開いたままの２
階ベランダの掃き出し窓など、無防備な
出入口からの侵入が半数近くとは驚き！
手口の第２位は窓からの侵入。窓ガラス
を破ってクレセント錠（写真）を外す手
口が目立ちます。

クレセント錠

こうすれば、あきらめる。
侵入に手間取って５分以上かかると侵入

侵入に手間取らせるのが防犯のポイントです。

今日からすぐできる侵入盗の防ぎ方

者の約７割はあきらめます。10分以上か
かると、ほとんどの侵入者があきらめる
といいます。
「侵入に時間をかけさせる」のが、侵入
されるかどうかの大きなポイントになり
ます。

(1) すべての出入口や窓をとにかく施錠。少しの油断も禁物です。
２階ベランダ、風呂場や部屋の窓もお忘れなく。
(2) 狙われやすいのは「掃き出し窓」。窓破りへの対策が必要です。
侵入に時間をかけさせるダブルロック、防犯フィルムは有効です。
(3) ２階のベランダに登る足がかりになるものを撤去しましょう。

犬がいるからあきらめたというケースも
ありますが、猛犬注意のウソの張り紙は、
かえって犬がいないのを知らせます。
掃き出し窓の対策も重要です。

(4) 数日間留守にするときには新聞や郵便物の配達を止め、どこか
の部屋の電灯やテレビをつけておくのもよい方法です。
(5) 夜間の忍び込みに気づいても寝たふりをして騒がないこと。顔を
見られると居直り強盗に変身し、危害を受けるおそれがあります。
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平成28年10月までの主な活動をまとめました。

侵入者が敬遠する「住民が目を光らす町」になろう
侵入者は近所づきあいのある町を嫌う。
侵入者が町内を下見して、人の目が多く、会えばあい

防犯意識の高い町内とは

さつを交わすような近所づきあいの良い町だと感じる
と、犯行を敬遠します。

● 顔見知りが多く、会えば「あいさつ」

もし侵入者が近所の人からジロジロ見られたり、声を

● 住民が明るくにこやかで、子どもたちが元気

かけられたりしたら、さっさとあきらめて引き下がる
こと請け合いです。

● 町内の共同ルールがよく守られている
● 防犯パトロールや登下校の見守りが盛ん
● 夜は街路灯や各戸の門灯で道が明るい

見付学区の防犯・交通安全活動
学区の防犯協力会・交通安全協力会が活躍
学区連協にも所属する団体で、木下靖雅会長のもと、各自治会・町内
会から１名以上の委員が参加して活動しています。

【主な活動】
● 毎月第二木曜日に、学区の東部・西部の二手に分かれて防犯パトロール
を行っています。
● １２月下旬に年末夜警パトロールを行います。（東部・西部）
● 毎月１０・20・３０日の「交通事故死ゼロの日」には、学童の通学時に学区
内４ヵ所の交差点に立って交通指導を行っています。
● 年に３～４回の「集中街頭大監視」のほか、警察署や区役所が行う各種
キャンペーン・催事の実施に協力しています。
● 千種区の「交通・安全協議会」や「安心・安全で快適なまちづくり協議会」
に会長が出席しています。

毎月第二木曜日に防犯パトロールを実施

見付小の校長先生
「交通事故死ゼロの日」の学童登校時に、交差点に立って安全指導をしています。
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みつけコミュニティ活動アルバム
通学路をみんなでゴミ拾い・雑草取り
クリーンキャンペーン２０１７

■ 見付学区連絡協議 平成28年度収支決算報告

6月3日（土）
【収入の部】

【支出の部】

単位：千円）

学区の大人と子ども、学区保健環境委員、連協参加の
前年度繰越金

2,401 事務費

に集合。見付小学校までと元三菱東京ＵＦＪ銀行研修

学区費

1,614

所までの二手に分かれて清掃活動を行いました。

まちづくり助成金

団体メンバー、名大祭実行委員ら約200名が東山換気所

1,512

会議費・学区負担金・印刷・通信費等

339

550

防犯灯電気代・施設光熱水費等

122

集団回収協力金

530

見付コミセン運営補填金

その他補助金・助成金

140 事業費

寄付金

10

2,327

社会教育活動費（敬老会・成人式等）

949

市民運動費（夏祭り等）

その他収入

428

各種団体助成金

772

預かり金

750

備品費

144

その他（慶弔費・防犯灯ＬＥＤ化ほか）

276

総収入

7,372 総支出

7,372

(注）千円未満の数字を省略して表記したため合計は誤差が出ます。

8月5日（土）

学区住民のほか、見付小の卒業生と連れ立った城山中
学校の生徒や他学区の住民たちが、開始時間前から
続々と集まりました。
夏まつりの開催には学区の総力を結集。夏祭り実行委
員会（岩田委員長）を中心に、区政協力委員会、学区
連絡協議会や見付小PTA・おやじの会をはじめ学区にか
かわる多数の協力団体が連携。企画、会場設営、広報、
防犯・警備、ゴミ管理、チケット販売などを分担して、
まつりを支えています。

威勢の良い尾張太鼓の演奏

女の子は射的好き
恒例の「子ども菓子まき」

盆踊りには子どもの姿が目立ちました
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2,323

2,341

幅広い年代が交流する学区のメインイベント「夏まつり」は、ますます盛んに
２０１７ 納涼「みつけ夏まつり」

3

夏まつり模擬店売上

次年度繰越金

昨年は実施しなかった雑草
取りも行いました。

1,050

どの模擬店も大盛況でした
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長寿をお祝いし、華やかなマリンバ演奏をプレゼント
平成２９年度 見付学区敬老会

9月１0日（日）

学区の高齢者をお迎えし、恒例の敬老会が催さ
れました。今年の対象者759人のうち286人（代
理者含む）が出席。学区連協や民児協のスタッ
フ36人が運営をお手伝いしました。
第二部はマリンバデュオ「風雅」の演奏を楽しんでいただきました

受付は民生委員が担当

原田連協会長の主催者あいさつ

「風雅」の熱演に、会場からは大きな拍手

見付小学校校長 林先生

東山動物園正門前から元気に出発
親子一万歩あるく会 10月9日（月）体育の日
この会は小学校PTAが担当。連休中にもかかわらず受付は
大賑わい。受付を済ませた親子たちが、次々と東山一万歩
見付学区の受付には、他学区に増して
たくさんの参加者がやってきました

コースに出発していきました。

見付小の校長先生

健康寿命をのばすための簡単な方法

７つのロコモチェック

中高年健康教室 「ロコモ予防教室」 10月13日（金）

□

片脚立ちで靴下がはけない

講師：荒深裕規先生（日本福祉大学准教授）

□

家の中でつまずいたり滑ったりする

□

階段を上がるのに手すりが必要

□

横断歩道を青信号で渡りきれない

□

15分くらい続けて歩けない

□

２kg程の買い物をして持ち帰るのが困難

□

掃除機かけや布団の上げ下ろしなどの仕事が困難

手足などの運動器官の障害のために移動機能が低下した状態を
ロコモ（ロコモーティブシンドローム）といいます。進行する
と要介護のリスクが高くなるため、これを予防する簡単な運動
を教えていただきました。体がほぐれて気分もよくなりました。

ひとつでも当てはまったらロコモの心配があります。

百円均一のお店で売られている突起の
あるゴムボールを使う動きも行いました。
ボールを握ったりすることで、手や足に
刺激を与える効果もあります。
あまり強すぎない運動を、無理せずにできる範囲で行います
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防 災 NEWS
学区の中にある減災の体験学習施設です
名古屋大学「減災館」見学会

3月4日（日）

名古屋大学「減災館」は、平常時
には減災に向けた学びや活動の場
として、災害時には災害対策拠点
として十分な機能を果たせるよう、
設備や工夫が盛り込まれています。
※ 減災館は四谷三丁目交差点から南
に約150mにあります。白い三角形
の建物です。

参加の皆さん （次回見学会は回覧でお知らせします）

減災館の南側にある入口

阪神淡路大震災の生きた知恵を体験学習
2017年度 防災研修バスツアー

6月11日（日）

今 回 の 見 学 先 は 、 神 戸市 にあ る
「人と防災未来センター」です。
センターでは、阪神・淡路大震災
の経験を次世代に語り継ぐ語り部
の話や、大地震の瞬間と震災直後
の町のリアルな模擬体験、様々な

センター前で記念撮影

展 示 や 映 像 に よ っ て 「生 きた 教
訓」を学ぶことができます。
小学生４人と70才以上10人を含

画面に見入る参加者

む総勢44人が参加し、約2時間の研修コースを受講。
午後からは、神戸港のメリケンパークで昼食のあと、菊正宗酒
造記念館に立ち寄ってお酒の試飲や買い物を楽しみ、遠足気分
で帰途につきました。
阪神・淡路大震災から25年。当時を知らない若者や子どもたち
が増えました。都市地震の恐ろしさや教訓を語り伝えるために、
ぜひ「人と防災未来センター」を訪れてください。
次回のツアーは５月ごろに回覧でお知らせする予定です。

震災の過酷さを語る様々なモノや写真を見学

バスツアー参加者も交え、
避難所運営の困難さを体験
避難所運営ゲーム（HUG）講習会

6月24日（土）

防災研修バスツアーに初参加した学区住民の方にも呼びかけて、
非常用給水栓開設訓練と避難所運営ゲーム（HUG)を実施しました。
このゲームを通じて避難所で起こる様々な問題や運営の難しさを
体験し、ツアーで得た防災意識をさらに高めることができました。
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HUGの前に三角巾の扱い方を練習（消防団が指導）

第16号

平成29年12月発行

学童約50人が参加し、命を守る基礎訓練

震度６強に耐えたあとに地震火災の危険が

見付小トワイライトスクール防災訓練 10月5日（木）

地区別防災講習

体育館1階のプレイルームで、見付消防団の指導のもと、まず

今年度は見附第一と見附南町内会が対象。ビデオ「大地震、初

シェイクアウト＊を行ったあと、ヘルメットの着脱法を習いま

めの３分間を生き延びる方法」上映のあと、「ほんとうは恐

した。次に避難誘導でプールサイドに移動し、初期消火訓練

い！家が持ちこたえた後」と題する減災講話、阪神淡路大震災

を行いました。

の体験談（原田連協会長）、AED実習、ビニール袋で炊飯した

＊ 地震の揺れに備えて、「姿勢を低く」「頭を守り」「じっとする」訓練

ごはんによるカレーライスの試食などを行いました。

見付小特活室 10月22日（日）

出張先から神戸の自宅
に帰る電車がない…

避難所ともなる名大附属の訓練に参加
名大教育学部附属学校 防災訓練 10月26日（木）
四谷インター付近に集合した住民たちは、大学西門から避難
所の体育館脇に移動。避難者名簿に登録し、煙道体験をした
あと、生徒たちと共にグランドへ避難しました。訓練後には
体育館前で非常食のカレーライスを試食しました。

大雨で初めは少なかった参加者も
その後、子ども連れの方などが加わって少し賑やかになりました

子ども時代に学んだことは忘れない！
「防災Jr.リーダー養成講座」 10月28日(土)・29日(日)
(左) 煙道体験
(下) グランドに避難

今年も４年生以上の児童が見付コミセンに集合しました。毛布
を使った担架づくりやロープ結びを実習し、非常用の照明具を
習った後は、寝場所づくりに挑戦して避難所で一泊。翌朝は
6時に起床し、朝食に非常用のアルファ米を食べてみました。

幼児がいる家庭には自宅避難を勧めたい
子育てママの防災教室
子育てママが集まる"ふれあい

「どこにいますか？用紙」に記入

毛布の担架で負傷者を運ぶ

震災の後も自宅にいるのがいちばんだよ。
でも避難所に行くことになったら、休む時
は休み、寝る時には寝るようにね（小塚氏）

11月20日（月）
消費期限と賞味期限の
違い、わかりますか？

サロンみつけ"で防災教室が行
われました。
子育て中の家庭では、子ども
の成長が早いので、防災備蓄
が対応しているかを3〜6ヶ月
ごとにチェックすべきだと教
わりました。
幼児が遊び回る中、なごやかに講習

避難所の長机をシートで覆い、
段ボールと毛布を敷いた暖かい寝場所づくり
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市が６年ぶりに
「なごやのごみ減量・
資源化ガイド」を配布

１月７日（日）
見付小学校体育館
10:30～12:30

ごみ減量と資源化をさらに促進することをめざし、

10時から受付開始

名古屋市は今年10月に「資源化ガイド」を全戸に
配布しました。（広報なごやと同時配布）
プラ容器や紙容器、布製品などリサイクル資源の
分け方・出し方が「分りやすく」説明されています。
また、蛍光管、水銀温度計、水銀体温計の出し方

消防団員急募

が変わりました。

プラ容器・包装や紙類・布類などは
「可燃物」に混ぜず
正しく分別して資源化しましょう。

街を守る地域密着の消防・救命活動に参加しませんか。

処遇： 年額報酬、出場手当を支給
公務災害補償、退職報償金制度あり
入団資格： 日本国籍を有し、見付学区内に居住、
勤務または在学する18～65歳の心身共に健康な男女

ごみ・資源で分らない点は
「資源化ガイド」で確認しましょう。

問合せ：見付消防団団長 近藤 守 ☎ 781-6265
見付学区保健環境委員会

ふれあいサロンみつけ

老人クラブ会員募集

０才から未就園のお子様をお持ちの方が自由に集い

仲間で楽しい時間を過ごしたり
地域社会に参加して
元気な毎日を過ごしましょう！

子育て相談や保護者同士の交流を行うサロンです。

親子１組５０円

(保険料含む）

午前１０時～１１時３０分 （出入り自由です）

第８回

２月２８日（水） 在宅サービスセンター
「親子遊びをしませんか？Part２」

第９回

３月２６日（月） 見付コミセン
「みんなでお話しましょう」

集

● 趣味の作品展 ● グランドゴルフ
● 演芸大会 ● 社交ダンス ● 学区催事参加ほか
問い合わせ： 松竹やよい会
中島 和明 ☎ 080-5168-5176

防犯も防災も、まずは自分で自分を守り、その上で被害が起きにくいコミュニティづくりを進める点がよく似ています。
結局は「意識」と「実行」でしょうか。【編集室】tel: 090-1754-3229 (黒岩) e-mail：Hourensou@lincom.co.jp
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