
 
 

地 域 安 全 係 

１ 防犯活動 

 

活動区分 活動内容 

各種防犯活動 

・防犯広報資料等の作成配布 

・防犯ＰＲ広報紙への掲載 

・各種防犯ポスタ－掲示 

・防災無線、ふっさ情報メールによる防犯広報 

・青色回転灯パトロール車（公用車）による「防犯パトロール」実施 

・不審者情報による「防犯パトロール」実施 

・福生警察署による「福生駅東口飲食店街環境浄化防犯合同パトロー

ル」に協力 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

・福生警察署による「福生駅西口及び東口周辺における防犯合同パト

ロール」に協力 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

・防犯講習会（福生市民会館小ホール） ※新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため中止 

防犯対策会議 
・福生市安全安心まちづくり協議会 ※新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため第１回は中止、第２回は書面開催 

青少年健全育成活動 
・第72回福生警察署管内防犯協会少年野球大会（８月20日 あきる野

市民球場） ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

女性防犯指導員活動 

・「ほたる祭」における防犯活動（６月20日） ※新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のため中止 

・「七夕まつり」における防犯活動（７月２日から４日まで 福生駅

西口駅前） ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

・防犯広報活動 万引き防止、振り込め詐欺防止キャンペーン（６月

19日、10月20日、令和３年２月19日 西友福生店前） ※新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止のため中止 

防犯連絡所活動 

・役員会 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

・「七夕まつり」における防犯活動（７月２日から４日まで 福生駅

西口駅前） ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

・防犯広報活動（９月５日 熊川地区） ※新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため中止 

・年金支給日キャンペーン（４月15日、６月15日、10月15日） ※新

型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

・ふっさ健康まつり（10月25日） ※新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため中止 

・視察研修会 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

全国地域安全運動 

（令和２.10.11～20） 

・防犯ＰＲを広報紙に掲載 

・防犯の集い（10月３日 福生市民会館） ※新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため中止 

・防犯広報車によるパトロール 10月12日、16日 

・自転車駐車場防犯対策（10月12日 福生駅東口、10月16日 牛浜

駅）  

・自動車防犯パレード（10月17日 羽村市コミュニティセンター） 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

その他 

・福生警察署管内防犯協会役員会 ４回 

・令和２年度福生警察署管内防犯協会定期総会（６月18日 瑞穂町ス

カイホール） ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 



 
 

２ 交通安全対策  

 

活動区分 活動内容 

春の全国交通安全運動 

（令和２.４.６～15） 

・2020 春の交通安全フェスティバル（４月４日 羽村市ゆとろぎホール）

 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

・市内小学校新入学児童にランドセルカバーを 430 部配布 

・市内 29 か所に各町会で交通安全テントの張り出し ※新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止のため中止 

・広報車による市内巡回広報及び街頭指導 ※新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため中止 

秋の全国交通安全運動 

（令和２.９.21～30） 

・2020 秋の交通安全フェスティバル（９月 瑞穂町スカイホール） ※新

型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

・市内 29 か所に各町会で交通安全テントの張り出し ※新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止のため中止 

・広報車による市内巡回広報及び街頭指導 ※新型コロナウイルス

感染症拡大防止のため中止 

交通安全対策会議 

・福生市交通安全対策協議会  １回（書面開催） 

・福生警察署管内交通安全対策協議会連合会  ３回（内２回は書面

開催） 

・福生市交通安全推進委員会臨時役員会 ６回（理事会に代わり人

数規模を縮小した役員会を実施） 

交通安全推進委員会 

昭和 63 年４月１日発足 

・委員 交通安全協会福生支部の役員のうち支部長が推薦した委員 48 名、町

会・自治会長が推薦した委員30名 

主

な

活

動 

・毎月 10 日の「交通安全日」に、黄色小旗の掲出及び市内巡回

広報 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

・交通安全講習会（秋）９月 10 日・（春）令和３年３月 18 日 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

・自転車マナーアップキャンペーン（４月７日 福生駅・４月８

日 牛浜駅・４月９日 拝島駅北口）※新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため中止 

・七夕まつり特別警戒 ７月２日から４日まで ※新型コロナウ

イルス感染症拡大防止のため中止 

・春、秋の全国交通安全運動  市内交差点にて啓発テント設

営・立哨 ※例年より規模縮小して実施 

・高校生自転車マナーアップキャンペーン（10 月 福生高校） 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

・交通安全新年街頭指導出動式（令和３年１月） ※新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止のため中止 

交通安全教室 
・中学生交通安全教室（福生第一中学校） ※新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため令和３年度に延期 

交通安全講習会 
・高齢者向け交通安全講習会（１月 福生市役所第１棟２階） ※新

型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 



 
 

３ 自転車等対策 

(１) 撤去自転車保管場所整備状況 

保管場所名 所在地 土地 面積 収容能力 備考 

福生市自転車保管場所 
大字福生 977 番地 20 
(福生駅西口自転車駐車場) 

市有地 729 ㎡ 336 台 平面式 

 

 (２) 駅周辺の自転車等指導状況 

公益社団法人福生市シルバー人材センターへ委託 

実施駅 人数 指導日数 内容 

福生駅 ４人 

281日 

・委託期間 

令和２年４月１日から令和３年３月31日まで 

（日曜日、祝日及び年末年始を除く。） 

・時間 

  福生駅 

   東西口 午前８時30分から午前11時30分まで 

   東西口 午前11時30分から午後２時00分まで 

   西口  午後３時00分から午後６時00分まで 

   東口  午後３時30分から午後６時00分まで

（月・金・土曜日のみ） 

  熊川駅・拝島駅北口 

       午前６時30分から午前９時00分まで 

（火・木・土曜日のみ） 

  牛浜駅 

   東西口 午前８時00分から午前10時30分まで 

   東西口 午後１時30分から午後４時00分まで 

  東福生駅 

   東西口 午前７時00分から午前９時30分まで 

熊川駅・拝島駅 １人 

牛浜駅 ２人 

東福生駅 １人 

合計 ８人 

 

 (３) 駅周辺の放置自転車等の撤去、保管及び返還状況 

ア 公益社団法人福生市シルバー人材センターへ委託 

区分 内容 

撤去実施駅 福生駅、牛浜駅、熊川駅、拝島駅、東福生駅 

人 数 撤去２名 保管場所管理２名 

日 数 撤去作業 280 日 保管場所管理 292 日 

委 託 期 間 
令和２年４月１日から令和３年３月 31 日まで 

（日曜日、祝日及び年末年始を除く。） 

時 間 午前９時から午後６時まで 

 



 
 

  イ 駅周辺別放置自転車等撤去台数及び返還台数 （単位：台） 

区分 年度合計 

 

前年度合計 

福生駅 
東口 37 145 

西口 55 84 

牛浜駅 
東口 21 48 

西口 19 17 

熊川駅 ４ ８ 

拝島駅 
北口 12 13 

南口 ７ 46 

東福生駅 
東口 20 34 

西口 ４ 11 

撤去台数合計 179 406 

返還台数合計 103 234 

 

ウ 返還方法 

所有者へはがきにより通知し、放置自転車等撤去保管手数料（自転車１台 1,000 円、原動

機付自転車１台 2,000 円）を徴収の上、引き渡した。 

なお、盗難被害により所有者に自転車を放置した過失が認められない場合は、撤去保管手

数料は免除となる。 

 

返還内訳 103 台（返還台数） 

自転車 94 台  

原動機付自転車 ０台  

免除 ９台  

 

(４) 撤去自転車のリサイクル 

  条例の規定に基づき廃棄処分する自転車のうち、必要な補修等を加えることにより再利用が可

能であると認められる自転車について、市内小中学校へ計 11 台、公民館へ１台譲渡し、公用自

転車とするとともに、リサイクル業者へ自転車を計 368 台、原動機付自転車を計４台売却した。 

 


