
小中学校での自転車点検 県自転車二輪車商協同組合

スクールガード巡回指導

高知県安全安心まちづくり推進会議構成員による
平成２３年度の主な活動（要約版）

テーマ：地域で子どもを見守ろう

登下校時や街頭における
見守り活動

①タウンポリス連絡協議会　   ②県老人クラブ連合会

③連合婦人会　 ④交通安全協会　 ⑤交通安全指導員協議会

⑥交通安全母の会　  ⑦少年警察ボランティア協会

⑧高知市老人クラブ連合会　  ⑨県商工会連合会

⑩県トラック協会  　⑪県理容生活衛生同業組合

各ホール駐車場の子供見守り 県遊技業協同組合

「ケータイ安全教室」 NTTドコモ高知支店

①高知県石油業協同組合　　②県理容生活衛生同業組合

③県遊技業協同組合　　④県旅館ホテル生活衛生同業組合

⑤リコージャパン高知営業部　　　⑥高知銀行

四国コカ・コーラボトリング高知支店

子ども安全シェルター

「こどもSOSの車」

県スクールガード・リーダー連絡協議会

事
業
者
・
団
体

市
町
村

子ども見守り（街頭）活動

防犯パトロール

防犯教室の実施

防災無線・町内放送

その他

(1)高知市 　(2)室戸市 　(3)土佐市 　(4)須崎市 　(5)四万十市

(6)宿毛市 　(7)香南市　 (8)東洋町 　(9)馬路村　 (10)大豊町

(11)いの町 　(12)日高村 　(13)津野町  (14)梼原町　

(15)中土佐町 　(16)四万十町 　(17)大月町　 (18)黒潮町

(1)南国市 　(2)土佐市 　(3)須崎市 　(4)四万十市 　(5)宿毛市　

(6)土佐清水市 　(7)香南市 　(8)安田町 　(9)奈半利町　

子どもSOS活動 四国電力高知支店

(10)北川村 　(11)芸西村 　(12)大豊町 　(13)本山町　

(14)土佐町 　(15)いの町 　(16)日高村 　(17)佐川町　

(18)越知町 　(19)津野町 　(20)中土佐町 　(21) 四万十町　

(22)大月町 　(23)三原村　 (24) 黒潮町

(1)高知市  　(2)土佐市  　(3)四万十市  

スクールガード・リーダーの委嘱

(4)宿毛市    (5)安田町

(1)佐川町  　(2)越知町  　(3)三原村

(1)安芸市「はっぴい・すまいる運動」

(2)香南市「子ども安全の家」（民家・67箇所）

２３市町村・４１名



テーマ：高齢者等を事故や事件から守ろう

事
業
者
・
団
体

高齢者訪問活動

防犯教室
（振り込め詐欺・悪質商法防止など）

「ケータイ安全教室」

店内での振り込め詐欺被害の防止

①県老人クラブ連合会 　　②連合婦人会

③高知市老人クラブ連合会 　　④四国電力高知支店

①交通安全指導員協議会　 　 ②交通安全母の会

③県指定自動車学校協会

NTTドコモ高知支店

四国銀行

事
業
者
・
団
体

配食ボランティアによる見守り活動 梼原町

防犯キャンペーンの開催

広報啓発活動

市
町
村

訪問活動を通じた啓発活動

(1)高知市　 (2)安芸市 　(3)南国市 　(4)土佐市 　(5)須崎市

(6)宿毛市 　(7)土佐清水市 　(8)四万十市　 (9)東洋町

(10)北川村　 (11)馬路村　 (12)本山町 　(13)大豊町

(14)いの町 　(15)中土佐町 　(16)佐川町 　(17)日高村

(18)四万十町　 (19)三原村

防犯・交通安全教室
（各集会での啓発）

(1)室戸市　 (2)安芸市 　(3)宿毛市 　(4)土佐清水市 　(5)四万十市

(6)安田町 　(7)いの町 　(8)中土佐町 　(9)佐川町　 (10)越知町

市
町
村

街頭キャンペーン、
及び街頭での呼び掛け

高齢者教室等での啓発

自転車盗難防止指定校委嘱

広報紙、ポスターでの啓発

(11)津野町 　(12)四万十町 　(13)大月町　 (14)黒潮町

行政無線での啓発 三原村

小中学校での自転車点検

車上ねらい防止対策

テーマ：鍵かけ運動を進めよう

各事業所等への啓発

①地域安全アドバイザー連絡会 　②県共同住宅防犯協議会

県建築士会

県自転車二輪車商協同組合

県遊技業協同組合

県産業廃棄物協会

(1)高知市 　(2)安芸市 　(3)南国市 　(4)土佐市 　(5)須崎市

(6)宿毛市 　(7)土佐清水市 　(8)四万十市　 (9)四万十町

(1)室戸市 　(2)黒潮町

宿毛市

(1)安田町 　(2)梼原町 　(3)大月町



市
町
村

テーマ：振り込め詐欺の被害を防ごう

事
業
者
・
団
体

地域見守り活動

事業活動を通した
啓発活動

防犯教室の開催

①県民生委員児童委員協議会連合会  　②県交通安全協会

③交通安全指導員協議会  　④交通安全母の会

①深夜スーパー等防犯対策協議会　  ②日本貸金業協会高知支部

③四国銀行　      ④リコージャパン高知事業部

県身体障害者連合会

高齢者教室・各種集会
における広報啓発

高齢者世帯訪問
を通じた広報啓発

広報紙、ポスター
による啓発

街頭キャンペーン

有線放送・防災無線での
呼び掛け

その他の活動

事
業
者
・
団
体

「高知県民のつどい」の開催・参加 ①高知県防犯協会  　②高知商工会議所連合会

全国地域安全運動(10/11～20)の参加 ①地域安全アドバイザー連絡会  　②タウンポリス連絡協議会

児童虐待防止
オレンジリボンキャンペーンの参加

県民生委員児童委員協議会連合会

「地域安全強化日」「通学路安全の日」に
おける活動

地域安全アドバイザー連絡会

災害ボランティアセンターの活動 県社会福祉協議会

電光掲示板による広報啓発 ①四国コカ・コーラ高知支店　  ②四国銀行

防犯カメラ設置の推進 深夜スーパー等防犯対策協議会

市
町
村

街路灯の設置・補助 (1)高知市 　(2)須崎市 　(3)中土佐町 　(4)津野町　 (5)四万十町

地域活動団体への活動助成、支援 全34市町村

「安全安心まちづくりフォーラム」の開催 高知市

(1)高知市  　(2)安芸市  　(3)南国市

(4)中土佐町   (5)四万十町   　(6)黒潮町

(1)室戸市　　　(2)四万十市　　　(3)東洋町　　　(4)馬路村

(5)いの町　　　(6)四万十町　　　(7)三原村

(1)室戸市　  (2)安芸市  　(3)南国市  　(4)土佐市　  (5)須崎市

(5)佐川町　　(6)三原村

(6)宿毛市　　(7)土佐清水市　　(8)四万十市　　(9)奈半利町

(10)安田町　(11)北川村　(12)大豊町　(13)中土佐町　(14)梼原町

(15)日高村   (16)津野町　　(17)大月町　(18)三原村　(19)黒潮町

土佐市

(1)本山町　　(2)大豊町  　 (3)土佐町   　(4)大川村


