
地域安全課（防犯）の業務

小金井市役所総務部地域安全課
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防犯対策の心構え（抜粋）

資料４



子どもの見守り活動

（安全・安心パトロール）
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子どもの見守り活動
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ＣＯＣＯパトロール隊の結成

子どもを狙った悲惨な犯罪が後を絶たない

「安全・安心まちづくり」の旗印の下、「小金井市CoCoパトロール隊」を結成。

各地でボランティアパトロール隊が立ち上がるなど防犯についての市民の意識は非常に高い。

小金井市としても何かやらなければ・・・
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ＣＯＣＯパトロール隊

小金井市職員により結成され、隊員は令和２年度で２２１名

隊員になるためには、小金井警察署による講習会の受講が必須

「パトロール実施者証」が交付され、隊員と認定されます。

パトロールを実施する際には、「パトロール実施者証」が必携
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ＣＯＣＯパトロール隊出動

・４月と９月の始業式に全ての青色回転灯装備車両（１３台）が出動。

・市内小学校（全校）周辺で、安全・安心パトロール（こきんちゃんあいさつ運動）を実施

・市長と教育長も参加
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安全・安心パトロール
（こきんちゃんあいさつ運動）

毎週月曜日 毎週火曜日と木曜日

通期 あいさつ運動推進月間（４月・９月）

毎週火曜日と木曜日 毎週月曜日～金曜日

②下校パトロール（雨天中止）
下校時間に合わせ、１時間実施（１２時３０分～１５時３０分）

①登校パトロール（雨天中止）
７時３０分～８時３０分

7



あいさつ運動実施場所
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標語・ポスターコンクール（３年毎）

・ポスターコンクール（最優秀賞） ・標語コンクール（最優秀賞）

あ
い
さ
つ
で

つ
な
が
る
笑
顔

あ
か
る
い
未
来

平成３０年度実施（第４回）

応募数

ポスター：５点

※中学生以下限定

標語：４４点

※一人２点まで可
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自動通話録音機の貸与
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自動通話録音機
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自動通話録音機（設置後）

電話がかかってくると、発信者に対して「この電話は振り込め詐欺等の犯罪被害防止の
ため、会話内容が自動録音されます」との警告メッセージを流します。
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貸与にあたって

貸与対象

市内在住のおおむね６５歳以上の方が居住する世帯

※警視庁が運用する自動通話録音（警告）機を設置している世帯を除きます。

貸与目的

・高齢者を狙った振り込め詐欺等の被害を防ぐため無料で貸与しています。

・発信者に警告メッセージを流すことにより、被害を未然に防ぐ効果が期待できるものです。
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防犯カメラの設置補助
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防犯カメラの設置目的

市内における安全で安心なまちの実現に寄与することを目的とする。

市は、地域団体が該当地区の公共空間のおける防犯のための見守り活動の推進を図るこ
とに支援を行う。

参考 小金井市で設置した防犯カメラの設置件数

① 通学路 ４３台

② 公共施設など １２３台
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地域団体による防犯カメラの設置件数
16

設置者 設置日 台数

①小金井市中央商店街協同組合、②本町一丁目第一町会、③本町六丁目第一町会 H25.3.21 ４台

東小金井駅南口商店会 H29.2.28 ６台

東町協和会 R2.3.4 ７台

東町二丁目町会（増設含む） H30.1.9 ４台

前原町五丁目町会 H30.2.13 ６台

①貫井北町商工振興会、②貫井北町一丁目町会、③松風会、④桜友会、⑤北部自治会、⑥中央会、⑦西ノ台自治会 H30.2.28 ２１台

新小金井西口商店会 H27.3.16 ２台

合計 ５０台



補助金交付要件

補助率（令和２年度～）

主な補助金交付要件

①防犯に関する見守り活動を月１回以上継続して行うこと。

②商店会のみからなる団体が行う事業ではないこと。

③事業を実施する地域において住民の合意形成がなされている、又は事業開始までにその見込みが
ある事業であること。

④この補助金の申請年度において、当該年度の「東京都地域における見守り活動支援事業補助金交
付要綱」により東京都からの補助金の交付が受けられるものであること。

など
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防犯カメラと監視カメラ

防犯カメラ

犯罪を未然に防ぐことを目的としたカメラ

・設置場所に、防犯カメラが設置してある旨を表示する。

・カメラの存在を気付かせることにより、犯行を抑止する。

監視カメラ

特定の場所における犯罪行為を見張る目的としたカメラ

・目立たない場所や小さく隠されて設置している。

・犯罪行為の決定的瞬間を記録する。

犯罪不安の軽減

犯罪行為の確認
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設置例
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防犯資機材の支給
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地域による防犯パトロール

①泥棒などに犯罪の機会を与えないことが最大の目的です。

②地域住民が力をあわせ、防犯活動を積極的に行っていることをアピールするのが犯罪抑止につながっ
ています。

③パトロールをする時は、蛍光色のジャンパー（反射材付）を着用したり、携帯誘導灯など光を発する
もの、拍子木や鈴（ハンドベル）などを携行すると存在感を強く示すことができ、効果があります。

④日常的に住民同士のあいさつ（声かけ）なども高い効果があります。

地域住民の皆さんによる防犯パトロールは、地域住民の皆さんが、自ら、地域ぐるみで街の安全を見
守っていることをアピールすることで、犯罪者の側から見れば、その地域で通行人とすれ違うだけでも、
自分が「見られているのではないか。通報されてしまうのではないか。」との危機感を抱かせて、犯罪
者が寄り付きにくくなる、という大きな抑止効果があります。
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防犯パトロールを実施する際には

① 昼や夜を問わず、蛍光色等の目立つ服装にしましょう。

② できるだけ、帽子・ジャンパー・腕章・たすき等を着用し、統一的な服装にしましょう。

③ 靴は活動しやすい運動靴等を着用しましょう。

・犯罪を行おうとする者や不審者に警告を発することになります。

・地域の皆さんにパトロール中であることをアピールすることができます。

・皆さん自身を交通事故等から守ることができます。
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防犯資機材の支給

市では、

①原則として月に２回以上かつ将来にわたって継続して防犯パトロールを行う団体等であること。

②活動の目的が市民の安全で安心なまちづくりに寄与するものであって、営利を目的としたもの
でないこと。

③原則として構成員が10人以上で、かつ、その過半数が市内に在住、在勤又は在学している者で
あること。

以上の要件を満たす地域団体に防犯資機材を支給しています。
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防犯資機材の種類
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令和元年度 支給実績

 支給団体数 ５団体

 支給数 ４０

 内訳

25

ベ ス ト 3着 合 図 灯 7本

帽 子 0個 ウインドブレーカー 14着

腕 章 15本 防犯ブザー 0個

た す き 0本 強力ライト 0個

自転車用表示 0枚 拍 子 木 1組



市民防犯講習会
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市民防犯講習会

市民防犯講習会は、一人でも多くの市民の方に防犯意識を持っていただくことが重要と考え、
毎年実施しています。

（令和元年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため中止）

平成３０年度の主な内容

①ネット利用犯罪被害防止講習会

②特殊詐欺被害防止のためのプロ劇団による実演劇

③市内犯罪情勢及び犯罪被害防止等について

参加者：３９人

27



安全・安心メールの配信
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配信内容

市民の生活安全に関する情報・市民生活に支障が出る恐れ
のある情報

①防犯情報

・犯罪情報

・不審者情報

②気象情報

・台風や竜巻、大雨等の注意喚起

③その他

・Ｊアラート試験 など

特殊詐欺（近年では、市からの還付金、キャッシュカード
預かり など）

児童への声掛け、児童の撮影。近隣地域を徘徊。露出者。
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具体的な配信内容
 

こがねい安全・安心メール 

配信日 平成３０年７月１１日 配信時刻  

配信内容 市内－不審電話－その他 

本文（以下の内容で配信します） 

市内にカード預かり詐欺の電話！ 

 

■現在、小金井市内に、小金井警察署の警察官をかたる者からウソの電話が入っています。 

 

■電話の内容 

・住所や名前を教えてください 

・郵便局の口座に残金が残っています 

・亡くなったご主人の残金が見つかりました 

・今から家に行きます 

 

■この後、犯人はキャッシュカードについて質問し、預かりに来て、お金を引き出します。 

 

★不審な電話は、すぐ１１０番！ 

【問合せ先】小金井警察署 042-381-0110 (内線2162)  

 

●被害に遭わない有効な手段 

・他人（＝犯人）には絶対にキャッシュカードを渡さない。 

・常に「留守番電話」にしておき、直接犯人とは話さない。 

・お金の話が出たら、必ず家族や警察に相談する。 

 

※この情報は、「メールけいしちょう」で配信された情報を元に配信しています。 

※返信メールは受け付けておりません。 

 

担当部署：小金井市地域安全課 

 

携帯電話からの配信停止はこちら 

https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=sh-shm-1282dfa8b587f6572bc294764c04a549 

パソコンからの配信停止はこちら 

https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=sh-sgt-c69e3836235ecc3f686eb8bfa111d990 

こがねい安全・安心メール 

配信日 平成３０年６月５日 配信時刻  

配信内容 市外－子どもの安全－その他 

本文（以下の内容で配信します） 

不審者による声かけ等の事案が発生！！ 

  

【小金井警察署からの情報】 

6月 5日(火)、午前 7時 50分ころ、小金井市本町１丁目の路上で、児童(女)が登校途中、男に

声をかけられました。 

 

■声かけ等の内容 

・自分は、かっこいい？ 

・自分は、何歳位に見える？ 

・6月28日に映画を見に行かない？ 

 

■不審者の特徴 

・性別・男、年齢50歳代、身長165センチ位、体格太め、白色無地Tシャツ 

 

○対策 

ご家庭におきましても、「防犯ブザーを鳴らす」「大声を出して近くの人に知らせる」「子どもを

見守る家（カンガルーのポケット）に避難する」「すぐに１１０番する」等、危険を感じた時の

対処法を、日頃から子どもたちと話し合っておきましょう。 

 

※ この情報は「メールけいしちょう」で配信された情報を元に配信しています。 

※ 返信メールは受け付けておりません。 

 

担当部署：小金井市地域安全課 

 

携帯電話からの配信停止はこちら 

https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=sh-shm-1282dfa8b587f6572bc294764c04a549 

 

パソコンからの配信停止はこちら 

 

こがねい安全・安心メール 

配信日 平成３０年２月１日 配信時刻  

配信内容 一般－気象情報 

本文（以下の内容で配信します） 

大雪に関する東京都気象情報 

 

【気象庁予報部からの情報】 

東京地方では、１日夜遅くから２日昼前にかけて雪や雨が降り、多摩地方の山沿いを中心

に大雪となる見込みです。雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。 

 

◎今後発表される気象情報に留意してください。 

 

※返信メールは受け付けておりません。 

 

担当部署：小金井市地域安全課 

 

携帯電話からの配信停止はこちら 

https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=sh-shm-1282dfa8b587f6572bc294764c04a549 

 

パソコンからの配信停止はこちら 

https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=sh-sgt-c69e3836235ecc3f686eb8bfa111d990 
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令和元年度 配信実績
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 全４０件

 内訳

詐欺等の犯罪情報（拘留犯逃走を含む）：１９件

台風等の気象情報：１３件

コロナ情報：２件

Ｊアラート訓練情報：４件

その他（ドローン紛失、防災訓練）：２件



周知方法

配置
図書館、公民館、集会施設に配置する。

配布
保育園、幼稚園、小学校、中学校の新
入生や転入生の保護者に配布する。

登録者数
約１２，３００件

もっと
登録してもらおう。

32


