
みよし市では、交通安全や防犯のため、地域ぐるみで連携・協働した様々な活動を実施して
います。交通安全では、市内における交通事故ゼロを目指して、商業施設の店頭などでの
啓発活動や、幼児から高齢者まで年齢に応じた交通安全教室を開催しています。防犯で
は、犯罪のない・犯罪に遭わないまちを目指して、小中学校における防犯教室やワーク
ショップの開催、自主防犯パトロール隊の育成、防犯カメラ設置を推進しています。交通事
故や犯罪のない、安全で安心して暮らせる住みよい「みよし市」を実現していきます！

interview

安全、安心、
優 し さ
あ ふ れ る
" こ の ま ち "
が 好 き

I like "this town" which is full of safety, security and kindness

私たちの生活を犯罪や交通事故などから守り、地域住民の防犯意識を高める
ために、行政区や東海学園大学、自主団体などの団体が、防犯パトロールや小
学生の登下校の見守り(スクールガード)などの自主防犯活動を行っています。

Do you know?
In order to protect our lives from crimes and traffic accidents and raise the 
awareness of crime prevention among local residents, organizations such as 
admin ist rat ive d is t r ic t s ,  Tokai Gakuen Univers i t y,  and vo luntary 
organizations are conducting crime prevention patrols and watching over 
elementary school students going to and from school (school guards). We 
are engaged in voluntary crime prevention activities.

ご存知ですか？

みよし市安全安心大作戦などのイベン
トに参加して市内の消防・防災・交通
安全・防犯に対する意識の高揚を図
り、安全安心なまちづくり事業をPR。
啓発の場面によって服装を変え、いろ
いろな姿で活動しています。
Miyoshi Safe and Secure Town Development 
Ambassador
Participate in events such as the Miyoshi City 
Safety and Security Daisakusen to raise awareness 
of firefighting, disaster prevention, traffic safety, and 
crime prevention in the city, and promote safe and 
secure town development projects. I change my 
clothes depending on the scene of enlightenment, 
and I am active in various ways.

みよし市
安全安心なまちづくり大使

安全安心に暮らせるまちを目指しています！

交通安全意識の高揚
を図るため、交通安全
運動期間中における
市内の交差点や通学
路などでの立哨活動を
実施したり、市内の保
育園、幼稚園、小中学
校において交通安全
教室を行っています。

In order to raise awareness of traffic safety, 
we carry out sentry activities at intersections 
and school roads in the city during the traffic 
safety campaign, and hold traffic safety classes 
at nursery schools, kindergartens, elementary 
and junior high schools in the city.

みよ獅子ちゃん
プロフィール

令和元年に市と包括協定を結びみよし市消
防団機能別分団や防犯ボランティア団体と
して活動する東海学園大学の学生と、市が
協力して考案し誕生。獅子舞の頬はみよし市
章、鼻は市の木ミカワクロマツ、髪飾りは市
の花サツキがデザインされています。
Miyoshi City Safety and Security Character
"Miyo Shishi-chan"
In the first year of Reiwa, a comprehensive 
agreement was signed with the city, and 
the city collaborated with students from 
Tokai Gakuen University, who are active as 
a function-based branch of the Miyoshi 
City Fire Brigade and a crime prevention 
volunteer group. The cheeks of the lion 
dance are designed with the Miyoshi city 

emblem, the nose is designed 
with the city tree Mikawa 
b l ack  p ine ,  and the ha i r  
ornament is designed with 
the city flower Satsuki.

みよし市安全安心キャラクター
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Q.生まれたところは?

Q.誕生日は?

Q.性別は?

Q.性格は?

Q.好きな食べ物は?

Q.好きな植物は?

Q.活動するところは?

A.福谷の森の中

A.4月4日（しし）

A.女の子

A.がんばり屋、負けず嫌い

A.カキ・ナシ・ブドウ

A.ミカワクロマツ・サツキ

A.人がたくさん集まるところ

15 16
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