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夏休み中も

ルールを守って安全！安心！
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見守りネットワーク通信は、平成29年度から年1回の発行になります。

皆さんの活動をご紹介します

山の手セーフティ・ネット
■活動内容■

■平賀さんからのお話し■

　山の手セーフティ・ネットは、「犯罪のない安全で安心に

暮らせるまち山の手」を目指して活動している、山の手地

区の小学校や町内会などの関係諸団体で構成された団体

です。

　平成16年２月の結成以降、ほぼ毎日休むことなく防犯パ

トロールを実施しており、子どもたちの安全を守り続けて

います。

　平成29年３月には、永年にわたる地域に根づいた防犯活

動が認められ、平成28年度札幌市安全で安心なまちづくり

功労者表彰を受賞しました。

　子どもたちには、自主的に身を守ることが大事だと教えています。

10年以上も活動しているため、子どもたちとはお互い顔見知りです。

パトロールをしているときなど、手をふってあいさつをする仲ですが、も

し、私たちが車でパトロールをしているときに車に乗らないかと誘った

としても断るように教えています。たとえ知っている人であっても、他人

の車にはのらないという「いかのおすし」を守るように約束しています。

　地域の皆さまの協力もあって、私たちが活動を開始してから、山の手地

区では、不審者が減少しています。また、子どもたちが巻き込まれるよう

な大きな事件も起きておりませんので、活動を続けていて本当によかったと思っています。

　これからも子どもたちをはじめ、地域の皆さまが安心して笑顔で暮らすことができる住みよいまちを目指して活

動を続けていきたいですね。

代表 平賀　典明さん

秋元市長から表彰状を受け取る平賀代表

パトロール用品のご案内

西区子どもの見守りネットワークに加入しませんか？

　西区役所では、加入団体の皆様の活動を支援するため、

見守り活動に使用するパトロール用品をご提供しています。

パトロール用品が必要な場合には、お気軽にご相談ください。

Ｑ.入会の条件は？
子どもの見守りを行う団体であれ

ば、どのような団体でも入会でき

ます。また、既に活動を行ってい

る団体だけではなく、これから活

動を始めようとしている団体でも

入会できます。

Ｑ.入会の方法は？
入会申請書を事務局である西区役所

総務企画課に提出していただくだけ

で入会できます。

　ご希望の団体には、活動に必要な

腕章やストラップ付名札などのパト

ロール用品をお渡ししています。

Ｑ.入会に伴う負担は？
入会によって入会金などの金銭的

負担はありません。また、見守り

活動の強制や報告書の提出などを

求めることもありません。

腕章
ストラップ付
名札車用マグネットシート

編集・お問い合わせ先 西区子どもの見守りネットワーク会議事務局（西区総務企画課内）
〒063-8612 西区琴似2条7丁目1－1　TEL 011-641-6921　FAX 011-612-5264
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