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CASE REPORT OF AOPATO

― 広げよう地域の輪 ―

青色回転灯
青色回転灯は、警察から地域防犯を託された証。青い光は、
安全・安心をもたらす輝き。人の心を鎮め、犯罪減少への
効果を発揮する。当財団の回転灯は、装着型。この青色
回転灯を装着することから青パト活動は、スタートする。
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青パト+ 〜広げよう地域の輪〜

Equipment

車載拡声器

「青パト」を知っていますか。

マイクを通して地域の人々に呼びかける。
地域を想う声は、
みんなの安心感につながっている。何気ないひと言が地
域の絆を強くする。
心に響く声を届けてくれる魔法の道具。

雨の日も、風の日も、地域や子どもたちのために、
まちの見守りをしています。
「日本は安全な国だ」と言われるけれど、
それは、いつも誰かが見守ってくれているから。

Aopato + Equipment

青パト活動に参加する人は、ほとんどがボランティア。

青パトの装備ついて

ありがとうって言われるだけで、

当財団の青パトは、警察庁の協力で白

頑張れるんだって言葉が印象的です。

黒塗装の許可を得ています。そのビジュ

日本財団は、そんな人たちを
応援しています。

アルは、まさにパトカー！ 絶大な防犯
効果を発揮します。車を止めて、青色
回転灯を回すだけでも、迫力がありま
す。洗練された白黒デザインは、統一
感があるものの、実は、車種によって
微妙に白と黒の割合が違ったり、ドア
に入れる言葉が違ったりと、同じよう
に見えて１台１台すべて違うのも、特
徴です。各団体のこだわりが青パトの
塗装や装備に表れています。地域の子
どもたちに愛される『かっこいい正義の
味方』になれる車両、それが当財団の青
パトです。
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日本財団のロゴ
この顔のマークは、シェアマークといって、
みんなで一緒に頑張ろうという意味がある。
現在、このマークを付けた青パトは、全国
180台。全国各地に、仲間がいることを再
認識させてくれる。
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青パト活動 + 学校

瀬谷さくら小学校学援隊
神奈川県横浜市
ある時は青パト隊、ある時は学習サポーター
しかしてその実態は、子どもたちのヒーロー
瀬谷さくら小学校学援隊！！！
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青パト活動 + まちづくり協議会

日南市とまちづくり協議会
宮崎県日南市
自然豊かな山や海に囲まれて
パワーみなぎる9地区まちづくり協議会
日南市は、海岸、飫肥杉の山、棚田等の地域資源
に恵まれているだけでなく、そこに住む人の笑顔

「おはようございます！」
「おはよう！ 今日もがん

もたえない南国パラダイスです。しかし、少子高

ばって」
。瀬谷さくら小学校の朝の開門は、学援

齢化は進み、廃校になった学校や空き家が増えま

隊と子どもたちとの元気な挨拶で始まります。毎

した。自然災害も心配です。そんななか、市町村

朝、通学路に立ちながら子どもたちの見守り活動

合併後に９地区のまちづくり協議会は発足しまし

を続けています。算数の練習問題の丸つけ係も学

た。東郷地域協議会、酒田地区むらおこし推進協

援隊の仕事のひとつ。
「ここをこうしたらどうだ

議会、細田地域づくり協議会、鵜戸倶楽部、北郷

い？」
「そっか！ ありがとう」
。教室のあちこちで、

まちづくり協議会、城下町飫肥まちづくり協議会、

こんなやりとりがごく自然にされています。顔見

なんごう活気粋協議会、油津地域協議会、吾田地

知りだと安心して学ぶことができるだろうという

区地域連系組織と地区ごとに特徴のある名前をつ

想いから、授業のお手伝いをしています。問題が

けました。
「人と人との間に、境界線はないように、

できた時の子どもたちの笑顔に、学援隊も元気を

それぞれの地区を超えて活動を行おう」と、市全

もらっています。地域で、地域の子どもを育てて

体でチームワークを強化しています。地域の枠を

いく。昔はあたり前のようにあった風景を、学援

超えて、手を取り合う時、とてつもないパワーが

隊は大切にしたいと考えています。

宿るのではないかと感じています。
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青パト活動 + 福祉施設

御笠青色パトロール隊と
ケアマネージャー
福岡県筑紫野市
現場を知っているからこそ
できることがある
高齢者も安心して暮らせるまちへ
ある刑事ドラマで「事件は会議室で起きているん
じゃない。現場で起きているんだ！」という名セ

06

青パト活動 + ご当地キャラ

成和校区自治連合会
大阪府東大阪市
見た目は可愛く、想いは熱く
トライくんで繋がる青パトネットワーク

リフがあります。まさに現場における高齢化は深

「地域の安全は地域で守るんや」
。そんな熱い想い

刻であり、認知症を患う方々の徘徊は年々増加し

で、成和校区自治連合会は、青パト活動をスター

ています。行方不明者は、基本的に72時間以内に

トさせました。念願であった白黒デザインの青パ

探し出さなければ、生存率がぐんと下がると言わ

ト出発式は、ご当地キャラのトライくんも駆けつ

れています。御笠青色パトロール隊は、他の青パ

け成和小学校で盛大に行われました。子どもたち

ト隊やケアマネージャー等と連携して、行方不明

も地域の方々も大喜び。
「みんなが知っとるトライ

者を捜す訓練を行いました。地域を熟知する青パ

くんやからこそ防犯活動にも生かしたいんや」青

ト隊員だからこそできる、迅速かつ効率的な対応

パトとトライくんをデザインしたシール・缶バッ

が、今必要とされています。徘徊している方に遭

ジ・マグネットシートを作成し、今後もトライく

遇した時、どんな風に声をかけるのか。誰に助け

んと共に防犯啓発を継続的に行っていきます。青

を求めればいいのか。御笠青色パトロール隊は、

パトといえばトライくん。そう住民に認知される

一住民として青パト隊ができることに取り組んで

ことで、さらに、青パト隊のネットワークは広が

います。

り、可能性も広がっていくのです。
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青パト活動 + 警察

青パト活動 + 企業

ブルーライン
神奈川県厚木市

08

じゃがいもの会と
山口県警察本部
山口県山口市
山口県山口市から岩手県陸前高田市へ
東日本大震災復興のため、出張パトロール

企業の目線を防犯活動に活かす
あくなき挑戦を続ける青パト隊

東日本大震災発生後、
「なんとかせんにゃいけん。
」

ネオン輝くまちの中を、さっそうと走る青い光！

警は警察庁へ、特別パトロール許可書の発行を依

それがブルーラインの青パトです。厚木市警察署

頼しました。結果、期限付きで許可が出ることに

管内企業50 社の協力を得て専用車を導入。厚木

なりました。山口県山口市から岩手県陸前高田市

青年会議所のまちづくり委員長経験者を中心とし

までの距離は、およそ1,400キロ。被災してがれ

たメンバーで結成されたブルーラインは、夜の厚

きの風景になったまちを走るパトロールの青い光

木を守っています。Win Winの関係づくりは、

が、人々に安心感を与えてくれたことでしょう。

ブルーラインのモットー。こども110番ひなん場

数週間の滞在予定は、いつの間にか数ヵ月になっ

所シールを作成し、企業に子どもの避難場所と

てしまいました。現地の方々とよく話し合い、が

なってもらうと同時に、協力企業の社会貢献を

れきの中を登校する小学生の見守りや、お年寄り

PRしています。さらに、イオンの「幸せの黄色い

の通院をお手伝いする等のサポート活動を行うこ

レシートキャンペーン」への参加、日産自動車や

とになりました。どこにいても、助けに行くから。

厚木市と連携した超小型モビリティ青パト車によ

復興に時間がかかっても、そばにいて寄り添って

る実証実験等、自主防犯の牽引者として、ブルー

くれる。そんな青パトは、真の安心感を与えてく

ラインのあくなき挑戦は続きます。

れるのではないでしょうか。
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と、山口県警察へすぐ連絡を入れました。山口県
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広域な範囲で連携した活動を実施

他の防犯団体

ブルーライン

ご当地キャラの無償貸出
キャラクターを使用した物品の製作・配布

実証実験

他の防犯団体

小型モビリティ貸出

和小学校

﹁幸せの黄色いレシート﹂
キャンペーン

成

Win Win

企業

市内の企業

イオン

・社会福祉協議会
・介護施設

（ケアマネージャー）

・民生委員
・消防団 他

連携

青パト活動+警察

合計180台

助成内容

東北・北海道エリア ４台

青森

岩手
１台

秋田

（任意保険料や燃料費等は、経費として含められません）

審査のポイント

富山８台

行うこと。

石川

週５日以上の活動を行うこと。

福井

鳥取１台
島根
広島
２台

②要請
山口県警

大船渡警察

じゃがいもの会
〈現地活動では〉

①相談

山口
6台

申請方法や提出書類等の詳細につきましては、
ブログ「チーム青パト」をご覧ください。
http://teamaopato.wix.com/aopato

長崎
4台

注）Internet Explorer 8 以前のバージョンでは
ご覧いただけません。
Internet Explorer 9 以上でご覧ください。

沖縄 ４台

福岡
16 台
佐賀
6台

大分

岡山
２台
香川３台

岐阜
15台

栃木
２台
群馬
茨城
２台
３台
埼玉３台
長野
２台
東京５台 千葉
４台
山梨
神奈川
８台

愛知
京都 滋賀
５台
2台
兵庫 1台
10台
三重
大阪15台 奈良 1台
3台

徳島
３台
愛媛 高知２台
３台

宮城

新潟
２台

自治体やPTA等といった様々な団体と協力して活動を

九州・沖縄エリア 58台

山形

福島

中国・四国エリア 22台

2015年９月頃の申請受付を予定しております。

岩手県警
④発行

※対象経費：車両購入費、塗装費、青色回転灯に係る費用等

2015年度申請について

警察庁

③依頼

中部エリア 33台

限金額は130万円です。

地域や団体の特性を生かした工夫や計画があること。

じゃがいもの会と
山口県警察本部

運行証明書の発行について

ブルーライン
物資の提供

東大阪市

青色パトロール隊

他の防犯団体

REPORT

社会貢献企業
として紹介

イベントの情報共有等

2014年度末までの実績

（２年程度の活動実績が必要になります）

※御笠青色パトロール隊が中心となって結成した筑紫野市内の青パト連合体

06

青パト活動+企業

他の防犯団体
こども110番
シール掲示

成和校区
自治連合会

Aopato+

※車両の管理・運用に関する内容で、車検や車両保険料については、市の補助でカ
バーされる。

REPORT

REPORT

「青パト活動から、地域の輪を広げていきたい」
そんな想いで日本財団は、地域の青パト活動を
助成しています。

対象 任意団体・法人格のある団体

情報共有

青パト
ネットワーク
ふくおか※

各まちづくり協議会（９地区）

05

北海道
３台

助成金の補助率 事業費総額の80％以内で、助成金の上

車９台の貸出

学援隊部会代表、地域コーディネーター等

10

行政・警察関係者

日南市防犯協会

瀬谷さくら小学校学援隊

成和校区自治連合会

御笠青色パトロール隊と
ケアマネージャー

使用貸借契約書の締結※

活動内容を議論・協働

青パト活動+ご当地キャラ

青パト活動+福祉施設

日南市

学校運営協議会（内部組織）
※
（校長、自治会長、PTA代表、学援隊部会代表等）

※2004年から文科省の認定校に設置され、学校や住民で構成される。瀬谷さくら小
学校の場合は、本協議会の部会として、学援隊部会他５部会が設置されている。

03
REPORT

瀬谷さくら小学校

04

Project
Concept

静岡
１台

関東エリア 27台

和歌山
４台

関西エリア 36台

熊本
２台 宮崎
19台
鹿児島
７台

情報共有・協働

陸前高田ボランティアセンター 社会福祉協議会
Aopato+ 11

System of
Aopato’s
cases

Aopato + System of Aopato’s cases

Aopato + Project Concept

青パト+しくみ

01
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Aopato+ 11

【青パトに関するお問合せ】

日本財団コールセンター

☎03-6229-5111

【青パト専用ホームページ】
チーム青パト
http://teamaopato.wix.com/aopatoa

PLUS

CASE REPORT OF AOPATO

― 広げよう地域の輪 ―

