
事業者･団体等の平成21年度取組実績及び平成22年度取組予定

社団法人　高知県防犯協会

〔正会員23団体
賛助会員77団体〕

各地区地域安全
協（議）会との連
携

○
　
○

活動指針の伝達や広報資材を提供し、効果的な
防犯活動を推進する。
自転車盗、ひったくり等街頭犯罪の防止活動を推
進する。

少年警察ボラン
ティア協会、警
察本部少年課と
の連携

高知県地域安全アドバイザー
連絡会

各種防犯教室の
開催

地域安全活動強
化日

啓発行事の実施

高知県タウンポリス連絡協議
会

〔48団体、約2,980名〕

地域見守り活動
の実施

全国地域安全運
動等の啓発活動
への参加

広報紙への掲載
　広報紙「防犯こうち」による広報活動を行い、犯罪の
発生実態や防犯対策に関する情報を提供する。（年２
回、34,000部）

　少年健全育成キャンペーンを予定

　地域安全アドバイザーが発行する広報紙「地域安
全ニュース」に安全安心まちづくりに関する記事を掲
載し、地域住民の意識啓発を行う。（月１回　１万部～
2,000部）

　会員がそれぞれの地区において、行政、警察、関係
団体と連携し、防犯パトロール、児童の見守り活動等
を実施する。

　警察等と連携し、学校等が開催する幼稚園児、小
学生等を対象とした各種防犯教室の支援や高齢者の
犯罪被害防止教室を開催する。

　毎月５日の「地域安全強化日」及び「通学路安全の
日」に地域住民、ボランティアと協働して子どもの見守
り活動、環境美化活動等を実施する。

　警察、関係団体と連携し、全国地域安全運動期間
中に各種の啓発行事を実施する。

　タウンポリス連絡協議会機関紙「高知県タウンポリ
ス会報」に安心安全まちづくりに関する記事を掲載
し、会員相互の意識啓発を行う。（年３回　9,000部）

タウンポリス連絡協議会機関紙「高知県タウンポリス
会報」に安心安全まちづくりに関する記事を掲載し、
会員相互の意識啓発を行った。（年２回、6,000部)

会員がそれぞれの地区において、行政、警察、関係
団体と連携し、地域安全活動強化日及び通学路安全
の日における防犯パトロール、児童の見守り活動等
を実施した。

全国地域安全運動期間中に、各地区で開催された各
種行事に積極的に参加し、地域安全の啓発活動に努
めた。

広報紙への掲載 　犯罪の発生実態や防犯対策に関する情報を掲載し
た広報紙「防犯こうち」を11月に発行（17,000部）し、市
町村や会員等に広く配布した。

　11月９日県民のつどいにて、『高知県の少年非行問
題について～今、規範意識について考える～』をテー
マに、パネルディスカッションを行った。

機関紙への掲載

広報紙への掲載

　関係機関が実施する全国地域安全運動等の啓発
行事に参加する。

　「地域安全ニュース」に安全安心まちづくりに関する
記事を掲載し、地域住民の意識啓発に努めた。（151
回、446,314部を作成配布）

　園児、小学生を対象とした各種防犯教室（366回実
施）の支援や高齢者の犯罪被害防止教室（480回実
施）及び高齢者宅への訪問活動（184回実施）を行っ
た。

番号 団体等名称　〔構成団体・人数〕 主対象 主な役割

1

〔16地域（警察署管内）
アドバイザー16名〕

全般

各地区地域安
全協（議）会の
取りまとめ

防犯パトロー
ル、見守り活
動、危険個所
点検改善等

3 全般

　地域安全アドバイザーが発行する広報紙「地域安
全ニュース」に安全安心まちづくりに関する記事を掲
載し、地域住民の意識啓発を行う。（月１回　１万部～
2,000部）

  広報誌「防犯こうち」による広報啓発を行い、犯罪の
発生実態や防犯対策に関する情報を提供する。（年２
回、34,000部）

  活動指針の伝達や広報資材を提供し、効果的な防
犯活動を推進する。

  万引き・占有離脱物横領（自転車対象）・学校侵入
事件の抑止、再非行防止、教育関係機関との連携強
化の５対策により、少年非行防止活動を推進する。

　各地区へアンケートを取り、できるだけ希望に沿っ
た広報資材を無償提供した。

予　　　　　　　定 実　　　　　　　　績

平成２２年度に実施する犯罪のない安全安心まちづくりの取組

予　　　　　　　　定

2 全般

広報啓発、訪
問活動

取　　組

※県、県教育委員会、高知県警察及び市町村による取り組みは別途記載。

平成２１年度に実施する犯罪のない安全安心まちづくりの取組

　関係機関が実施する全国地域安全運動等の啓発
行事に参加する。

　会員がそれぞれの地区において、行政、警察、関係
団体と連携し、防犯パトロール、児童の見守り活動等
を実施する。

　タウンポリス連絡協議会機関紙「高知県タウンポリ
ス会報」に安心安全まちづくりに関する記事を掲載
し、会員相互の意識啓発を行う。（年３回　9,000部）

　警察、関係団体と連携し、全国地域安全運動期間
中に各種の啓発行事を実施する。

　毎月５日の「地域安全強化日」及び「通学路安全の
日（第３木曜日）」に地域住民、ボランティアと協働して
子どもの見守り活動、環境美化活動等を実施する。

　警察等と連携し、学校等が開催する幼稚園児、小
学生等を対象とした各種防犯教室の支援や高齢者の
犯罪被害防止教室を開催する。

　毎月５日の「地域安全活動強化日」及び「通学路安
全の日（第３木曜日）」に地域住民、ボランティア等と
協議で子どもの見守り活動、環境美化活動等を実施
し、地域の安全対策に努めた。

　全国地域安全運動期間中、高知県民のつどい、街
頭キャンペーン等の各行事を積極的に実施し、広報
活動に努めた。
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事業者･団体等の平成21年度取組実績及び平成22年度取組予定

番号 団体等名称　〔構成団体・人数〕 主対象 主な役割
予　　　　　　　定 実　　　　　　　　績

平成２２年度に実施する犯罪のない安全安心まちづくりの取組

予　　　　　　　　定
取　　組

平成２１年度に実施する犯罪のない安全安心まちづくりの取組

高知県民生委員児童委員協
議会連合会

〔34団体、約2,500名〕

子ども支援の充
実

○
　
○

児童虐待防止オレンジリボンキャンペーンのため
の街頭パレード、シンボルマークの普及を行った。
児童虐待と子どもの権利について、主任児童委員
対象に研修を実施した。

財団法人高知県老人クラブ連
合会

〔31団体、約30,000名〕

高知県連合婦人会
見守り活動、訪
問活動、世代
間交流（健全育
成）

〔45支部、約7,000名〕

○
　
　
○

  子ども達が虐待や犯罪に遭わないよう、また健やか
に育つため、主任児童委員を中心とした研修の充実
を図る。このため、研修内容を委員の実態に応じたき
め細やかなものとしていく。

  引き続き平成21年度も地域単位での支援を要する
高齢者等への見守り活動を進めていく。

交通安全母の会連合会とともに、高齢者世帯を訪
問し、振り込め詐欺や悪徳商法などの防止の啓発
活動を実施した。
市町村の婦人会で、通学時の子どもに声をかけ挨
拶、子どもの表情を診る活動を実施した。

県連合婦人会として、青少年健全育成を重点活動
の一環として取り組む。
「犯罪のない安心安全まちづくり」を周知徹底す
る。
市町村の婦人会で、通学時の子どもに声 かけ挨
拶、子どもの表情を見る。
　※日常的に子ど もを見守る運動を実施する。
地域で婦人会のネットワークを組み、不審 者など
の情報提供を行い、安全安心まちづくりを考える。
高齢者世帯についても見守る。
   ※悪徳商法など に気をつけるよう呼びかけ、ま
たポストなどに新聞紙など溜まっていないか見廻
る。

○
　
○

  地域で子どもの安全を守るため、登下校時の見守り
パトロールや通学路の美化清掃を行う。モデル市町
村の選定（７市町村）

　引き続き、平成22年度も地域単位での支援を要す
る高齢者等への見守り活動を進めていく。

　引き続き、主任児童委員の活動の活性化を推進す
るとともに、児童虐待防止オレンジリボンキャンペーン
に協力する。

○
　
○
　
○
　
　
○
　
○

県連合婦人会として、青少年健全育成は、重点活
動の一環として取り組む。
「犯罪のない安心安全まちづくり」を周知徹底す
る。
市町村の婦人会で、通学時の子どもに声かけ挨
拶、子どもの表情を見る。
日常的に子ど もを見守る運動を実施する。
地域で婦人会のネットワークを組み、不審者など
の情報提供を行い、安全安心まちづくりを考える。
高齢者世帯についても見守る。
　・悪徳商法など に気をつけるよう呼びかけ、ま
た、ポストなどに新聞紙など溜まっていないか見
廻る。

子どもの見守り活動等を中心に行うモデル老連を
選定（７市町村）し、地域で子どもの安全を守る登
下校時のパトロールや通学路に花のプランターを
置き、花の世話をすることで人の目を確保する見
守り活動や通学路などの美化清掃を実施した。
モデル老連の活動報告書を作成したり、県老連の
機関紙に活動を掲載することで会員全体に意識の
啓発を行った。

○
　
○
　
○
　
○
○
　
○

4
子ども
高齢者

見守り活動、訪
問活動

ブロック及び市
町村単位での取
り組み

地域見守り協定をJAグループ高知と締結（締結事
業者数：６社）
地域見守り協定事業による連携により、連携事業
者から連絡があった件数：１２件（新聞のたまり具
合から見て連絡があったもの）

5
子ども
高齢者

見守り活動、訪
問活動、世代
間交流（健全育
成）

活動方針として
取り組む

6
子ども
高齢者

地域で見守り活
動の実施

○
　
　
　
　
○

　平成21年度の実績に加え、悪質商法被害の未然防
止など防犯・防災･交通安全を推進する。
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事業者･団体等の平成21年度取組実績及び平成22年度取組予定

番号 団体等名称　〔構成団体・人数〕 主対象 主な役割
予　　　　　　　定 実　　　　　　　　績

平成２２年度に実施する犯罪のない安全安心まちづくりの取組

予　　　　　　　　定
取　　組

平成２１年度に実施する犯罪のない安全安心まちづくりの取組

社会福祉法人高知県社会福
祉協議会

〔会員419団体〕

社団法人　高知県交通安全協
会

〔16支部〕

高知県交通安全指導員協議
会

　〔34支部、330名〕

高知県交通安全母の会連合
会

〔34支部、約35,000名〕

○
　
　
　
○
　
○
　
　
　
○

　団体の活動方針に「安全安心まちづくりの推進」を
盛り込み、子どもを交通事故や犯罪の被害から守る
ための登下校時の見守り活動、高齢者世帯訪問によ
る情報の提供を行う。

　団体の活動方針に「安全安心まちづくりの推進」を
盛り込み、子どもを交通事故や犯罪の被害から守る
ための登下校時の見守り活動や、高齢者世帯訪問に
よる情報の提供を行う。

○
　
　
　
　
○
　
○

　交通安全運動（春・秋・年末年始）並びに県民交通
安全の日（毎月20日）等の街頭啓発活動に併せて、
交通事故防止啓発とともに、高齢者や子供を犯罪の
被害から守るための「見守り活動」も実施した。

○
　
○
　
○

○
　
　
　
　
○
○
　
○

活動の重点項目
として取り組む

　交通安全運動等の街頭啓発活動に併せ、事故の防
止とともに高齢者や子どもを犯罪の被害から守るた
めの見守り活動も併せて実施する。

　団体の活動方針に「安全安心まちづくりの推進」を
盛り込み、子どもを交通事故や犯罪の被害から守る
ための登下校時の見守り活動を行う。

　団体の活動方針に「安全安心まちづくりの推進」を
盛り込み、子どもを交通事故や犯罪の被害から守る
ための登下校時の見守り活動等を行う。

　春・秋及び年末年始の交通安全運動並びに毎月の
県民交通安全の日等に街頭での交通安全指導を実
施する際に、交通事故の防止とともに高齢者や子ど
もを犯罪の被害から守るための見守り活動も併せて
実施する。8

子ども
高齢者

見守り活動 見守り活動の実
施啓発活動の実
施会員への意識
啓発

7
子ども
高齢者
障害者

市町村社協単
位の見守り活
動、訪問活動、
世代間交流（健
全育成）

地域における要
支援者の把握と
地域見守り体制
の整備促進

平成20年度に引き続き、市町村社協が民生委員
や地域住民等と協働で行う、地域の支援者の把握
や見守り体制等の整備を支援するとともに、災害
ボランティアセンター体制づくりにも継続して取り
組む。
見守り活動モデル事例の収集・分析・提供
災害時要援護者台帳整備及び災害発生時の助け
合いの仕組みづくり支援
市町村社協を中心とした「災害ボランティアセン
ター」の体制づくり（７か所指定）

平成20年度に引き続き、関係性の深い市町村社
会福祉協議会への助成事業を通じた地域の災害
時の要援護者台帳整理等の支援を行った。（土佐
市、馬路村社協）
民生委員児童委員協議会との連携において、要
援護者台帳等の作成等推進、継続を行った。
市町村社協等と実践研究会を開催、「住民主体の
見守り活動の仕組みづくりと支援」をテーマに事例
をとおして必要性についての報告書を作成した。
（香美市、北川村社協）
災害発生後に「被災地のニーズ」と「災害ボラン
ティア活動希望者」を的確につなぐ「災害ボラン
ティアセンター」が迅速に設置され、円滑に運営が
できるよう地域のNPOやボランティアなどの関係機
関が連携して体制作りを平成19年度から継続して
推進している。（20年度は７カ所を指定、土佐市・
土佐清水市・東洋町・大豊町・四万十町・大月町・
三原村社協）

高知県社会福祉協議会の重点項目である「安心
を実感できる地域づくりを支援します」を掲げ、市
町村社協が民生委員や地域住民等と協働で行う
地域の支援者の把握や見守り体制等の整備を支
援する。
市町村社協を中心とした住民同士による見守りの
仕組みづくりを支援（継続）
市町村社協を中心とした「災害ボランティアセン
ター」の体制作り（８ヶ所指定、継続）

9
子ども
高齢者

見守り活動、訪
問活動、世代
間交流（健全育
成）

10
子ども
高齢者

見守り活動、訪
問活動、世代
間交流（健全育
成）

平成21年度事業計画の重点目標に「安全安心ま
ちづくり活動」を盛り込んだ。
街頭指導の際に、登下校時の子どもを交通安全
や犯罪被害から守るための見守り活動を行った。
高齢者1万人訪問活動の際、高齢者に対して交通
事故や犯罪被害防止について情報提供を行った。

活動の重点項目
として取り組む

平成21年度事業計画の重点目標に「安全安心ま
ちづくり活動」を盛り込んだ。
街頭指導の際に、登下校時の子どもを交通安全
や犯罪被害から守るための見守り活動を行った。
高齢者1万人訪問活動の際、高齢者に対して交通
事故や犯罪被害防止について情報提供を行った。

○
　
○
　
○

3



事業者･団体等の平成21年度取組実績及び平成22年度取組予定

番号 団体等名称　〔構成団体・人数〕 主対象 主な役割
予　　　　　　　定 実　　　　　　　　績

平成２２年度に実施する犯罪のない安全安心まちづくりの取組

予　　　　　　　　定
取　　組

平成２１年度に実施する犯罪のない安全安心まちづくりの取組

高知県少年警察ボランティア
協会

〔16支部、約500名〕

財団法人高知県身体障害者
連合会

〔33支部、約3,000名〕

高知市老人クラブ連合会

〔208団体、約10,000名〕

高知県小中学校ＰＴＡ連合会

活動方針として
取り組む

　〔7支部、約56,000名〕 広報誌・ホーム
ページへの掲載

○
　
　
○

○
　
○
　
　
○

　全国地域安全運動等への参加。

　機関紙「サポート」に安全安心まちづくりに関する記
事を掲載し、会員の意識啓発を行う。（年１回600部）

　県小中学校PＴＡ連合会の広報紙・ホームページに
犯罪のない安全安心まちづくりに関する記事（地域で
子どもを見守ろう）やシンボルマーク等を掲載し、会員
の意識啓発を行う。（７月発行予定　約60.000部）

　県小中学校PＴＡ連合会総会において、「子どもの生
命と人権を守る」として活動方針（案）に入れ、取り組
む。

　県身連通信へ安全安心まちづくりに関する記事の
掲載により、会員の意識啓発を行う。また、研修等の
集会時に啓発資料の配布を行う。

○
　
○
　
　
○

○
　
　
　
○
　
○

　事件･事故･災害から子どもの生命と安全が守られ
るよう研修会などで会員の意識啓発を行った。

　犯罪のない安全安心まちづくりに関する記事、シン
ボルマークを掲載した広報紙「高知県PTA新聞（７月
発行分）」を59,710部印刷し、会員の意識啓発を行っ
た。

　市町村身体障害者団体会長会及び市町村身体障
害者団体指導者研修会で、安全安心まちづくり活動
の趣旨を説明し、犯罪被害から身を守ることの説明を
行い、啓発を行った。

　機関紙「さぽーと」（第15号）に、高知県安全安心ま
ちづくり推進会議総会関連の記事を掲載し、会員の
意識啓発を行った。

○
　
○

○
○

11 児童等

児童等の安全
確保

機関紙への掲載 　機関紙「さぽーと」に安全安心まちづくりに関する記
事を掲載し、会員の意識啓発を行う。（年１回600部）

　各地区で地域の実情に応じた街頭補導等を実施
し、それに併せて見守り活動を行う。

見守り活動の実
施

毎月第３金曜日の「県下一斉少年補導強化日」等
における街頭補導にあわせて、通学路等における
見守り活動を実施する。
各地区で地域の実情に応じて、適宜見守り活動を
実施する。

「県下一斉少年補導強化日」等に併せ、通学路等
における見守り活動を実施した。
地域の実情に応じた見守り活動を関係機関･団体
と連携して実施した。

啓発行事への参
加

各地区において全国地域安全運動等に参加した。
「児童虐待防止セミナー」を開催し、参加者に対し
て意識啓発を行った。

　全国地域安全運動等への参加。

12 障害児（者）

情報の伝達等
を通じ障害者を
犯罪の被害か
ら守る

会員への意識啓
発

13
子ども
高齢者

子ども・高齢者
の安全確保

広報誌への掲載
及び関連事業の
実施

広報誌「市老連だより」に振り込め詐欺防止、交通
事故防止の啓発を行う。
関係機関と連携し高齢者交通安全自転車大会の
開催、無事故無違反チャレンジ100、シニアドライ
バーズスクール等を実施します。
数箇所の単位老人クラブでは、継続して小学校登
下校時の見守り隊を実施します。

高知県の「犯罪防止に配慮した生活環境の整備
事業」で市老連介良横堀寿会が介良小学校児童
の登下校時に「花咲か見守り隊」を結成し活動し
た。
朝倉、鴨田、高須等17ブロックの単老61クラブも見
守り隊を実施。
地域ミニディ事業を実施している地区のうち、15地
区で交通安全教室と生活安全教室を同時に開
催。

広報誌「市老連だより」に振り込め詐欺防止、交通
事故防止の啓発を行う。
関係機関と連携し高齢者交通安全自転車大会の
開催、無事故無違反チャレンジ100、シニアドライ
バーズスクール等を実施します。
数箇所の単位老人クラブでは、継続して小学校登
下校時の見守り隊を実施します。

14 児童等

児童等の見守
り活動、児童等
の安全のため
のパトロール

　県身連会報誌へ関係記事を掲載して配布し啓発を
行う。また、研修会等の集会時に資料配付を行う。

　県小中学校PＴＡ連合会総会において、「子どもの生
命と人権を守る」として活動方針（案）に入れ、取り組
む。

　県小中学校PＴＡ連合会の広報紙・ホームページに
犯罪のない安全安心まちづくりに関する記事（地域で
子どもを見守ろう）やシンボルマーク等を掲載し、会員
の意識啓発を行う。（７月発行予定　約60.000部）

4



事業者･団体等の平成21年度取組実績及び平成22年度取組予定

番号 団体等名称　〔構成団体・人数〕 主対象 主な役割
予　　　　　　　定 実　　　　　　　　績

平成２２年度に実施する犯罪のない安全安心まちづくりの取組

予　　　　　　　　定
取　　組

平成２１年度に実施する犯罪のない安全安心まちづくりの取組

高知県小中学校長会

〔県内小中学校長　328名〕

情報交換の開催

高知県スクールガード･リー
ダー連絡協議会

〔ｽｸｰﾙｶﾞｰﾄﾞ･ﾘｰﾀﾞｰ　39名〕

高知県経営者協会

　〔約270名〕

高知県商工会議所連合会

〔6団体、約6,800名〕

県民のつどいへ
の参加呼びかけ

高知県商工会連合会

〔25団体、約7,500名〕

機関紙へ啓発記事を掲載し、会員の意識向上に努め
た。

　学校内外の巡回や学校を中心とした地域で活動す
るスクールガード（学校安全ボランティア）等に対する
助言を行い、スクールガードによる効果的・継続的な
安全体制を確保する。

　年間５～６回の理事会（全支部から代表者出席）
で、情報交換と啓発要請を行う。

　校長会主催の研修会等で「学校の危機管理」につ
いての講演を行い、地域及び学校の安全安心につい
て協議を行う。

研修会「後援会」
の実施

会報への掲載

　20年度に引き続いて、県内の商工会地域におい
て、商工会の公用車、青年部員所有の自家用車・営
業車（県内で109台）に「子ども見守り隊」のマグネット
シートを貼り、防犯活動を実施する。

　推進会議が発行する「安全安心まちづくりニュース」
第１号、第２号、第３号を会員に送付した。

○
　
○

○
　
○

　前年度掲載できなかった安全安心まちづくりに関す
る内容の記事を掲載し、会員への意識啓発を行う。
（年１回　9,200部）

　前年度に引き続き、当所機関紙へ関連記事を掲載
し、会員への意識啓発を実施する。

高知県安全安心まちづくり推進会議主催事業へ参加
し、今後の啓発活動への協力について検討した。

　発行回数減及び頁数限定のため、広報紙への掲載
はできなかった。

会員への広報

地域見守り防犯
活動の実施

　商工会連合会の公用車に、「子ども見守り隊」マグ
ネットシートを貼付し、走行時に子どもの見守り活動
を実施した。

　校長会、各校で危機管理の研修を行った。

　関係機関と連携して、児童生徒の安全確保の取り
組みを行った。

○
○

学校内外の巡
回、学校等への
助言、見守り活
動

スクールガード･リーダーの委嘱（50名）
巡回指導の実施（25市町村、250校）

推進会議が実施する行事等の案内（パンフレット）
を会員に送付する。
推進会議に関する記事を会報に掲載し、会員の意
識啓発を行う。

推進会議が実施する行事等の案内（パンフレット）
を会員に送付する。
 推進会議に関する記事を会報に掲載し、会員の
意識啓発を行う。

16 児童等

学校を中心に
活動するボラン
ティアへ助言、
防犯パトロール

15 児童等

児童等の安全
教育、児童等
の安全確保全
般

　学校内外の巡回や学校を中心とした地域で活動す
るスクールガード（学校安全ボランティア）等に対する
助言を行い、スクールガードによる効果的・継続的な
安全体制を確保する。

17 事業主全般

事務所、店舗
及び顧客等の
安全、地域の
防犯活動への
協力

18
地域商業
・工業

事務所、店舗
及び顧客等の
安全、地域の
防犯活動への
協力

　高知県安全安心まちづくり推進会議主催事業への
参加予定。

　機関紙への記事掲載予定。
　（全国地域安全運動「高知県民のつどい」への参加
案内など）

　公用車で会員事業所等を巡回時に啓発活動の理
解と協力を求める。

19
地域商業
・工業

事務所、店舗
及び顧客等の
安全、地域の
防犯活動への
協力

広報誌への掲載

　校長会、各校で危機管理の研修を行い、適切で迅
速な対応ができるようにする。

　関係機関と連携して、児童生徒の安全確保の取り
組みを行う。

　広報誌発行時に余裕スペースができれば、掲載予
定。

　商工会連合会及び商工会の公用車に、「子ども見
守り隊」のマグネットシートを貼付して運転し、使用時
の子ども見守り活動を実施する予定。

5



事業者･団体等の平成21年度取組実績及び平成22年度取組予定

番号 団体等名称　〔構成団体・人数〕 主対象 主な役割
予　　　　　　　定 実　　　　　　　　績

平成２２年度に実施する犯罪のない安全安心まちづくりの取組

予　　　　　　　　定
取　　組

平成２１年度に実施する犯罪のない安全安心まちづくりの取組

高知県旅館ホテル生活衛生
同業組合

〔11支部、会員240名〕

社団法人高知県建築士会

〔会員約1,400名〕

高知県共同住宅防犯協議会

広報啓発活動

〔15団体〕 侵入犯罪を発生
させない環境、
設備の普及

○ 共同住宅施工者に対するＣＰ（防犯建物部品）の
普及
共同住宅入居者が行う侵入犯罪防止対策（キャン
ペーンや安全点検等）への支援

高知県金融機関防犯連合会

〔16団体、約49名〕

被害防止対策の
推進

店舗の防犯体制
の強化

全国地域安全運
動等への参加

広報紙への掲載

子どもを守る活
動の「こども110
番の宿」活動の
実施

現在、全国旅館生活衛生同業組合連合会青年部
が中心となって行っている、子どもを守る活動の
「こども110番の宿」活動の普及に努める。
子どもが宿に助けを求めてきた場合、子どもを保
護するとともに、子どもに変わって110番通報を行
う。

高知県建築士会
報への掲載

　広報紙「金融機関防犯だより」に金融機関を対象と
した犯罪発生状況、振り込め詐欺やひったくりなどの
犯罪防止対策等を掲載し、犯罪のない安全安心まち
づくりに努める。（年１回　3,200部）

　会議･講習会等を通じ、侵入犯罪に対する県民の防
犯意識の高揚を図る。

　住宅等のセキュリティーについて周知させる。（12月
頃、約50名）

　安全安心まちづくりに関する記事を会報に掲載し
て、会員の意識啓発を行う。（年１回　1,400部）

　全国地域安全運動（10月11日～20日）、年末年始に
おける犯罪防止活動へ参加する。

○
　
　
○

　アパート経営者を対象とした講習会を行い、侵入犯
罪等に対する防犯講習を実施し、経営者等の防犯意
識の高揚を図った。

　全国地域安全運動（10月11日～20日）、年末年始に
おける犯罪防止活動期間へ参加し防犯意識の高揚
に努めた。

金融機関

　会報（22年１月号）に、安全安心まちづくりに関する
記事を掲載し、会員の意識啓発を行った。
（1,400部を配付）

　高知支部ブロック集会の場で、会員40名に住宅等
のセキュリティーについて周知させた。

20
観光
・旅行者

旅館施設等及
び旅行者の安
全の確保

　全国地域安全運動（10月11日～20日）、年末年始に
おける犯罪防止活動期間へ参加する。

全国地域安全運
動等への参加

21 住宅

住宅を建築しよ
うとする者等へ
の助言

22 住宅

防犯に配慮さ
れた住宅の建
築、住宅を建築
しようとする者
等への助言

店舗及び顧客
等の安全確保

防犯講座の開催

23

　会議等を通じて、共同住宅施工者に対し、防犯性能
の高いCP部品の普及を指導した。

　振り込め詐欺被害防止対策等を掲載したパンフレッ
トやチラシ等を作成し、顧客等に対して、犯罪のない
安全安心まちづくりの意識高揚に努めた。(２種類、５
万部）

　顧客の安全を守る店内巡回、ATM設置場所に対す
る警戒、駐車場等の見守り活動を行い、振り込め詐
欺被害防止対策や車上ねらい、ひったくり等の犯罪
被害防止に努めるとともに、被害確認時の警察等へ
の通報体制に努めた。

　緊急通報装置、防犯カメラの設置の強化を図るとと
もに、カラーボール等の点検及び全店舗への配置を
行い、店舗の防犯体制の強化に努めた。

　全国地域安全運動（10月11日～20日）、年末年始に
おける犯罪防止活動期間へ参加する。

　緊急通報装置、防犯カメラの設置及びカラーボール
等の配置を行い、店舗の防犯体制を強化する。

　カスタマーポリス活動による顧客の安全を守る店内
巡回、駐車場等の見回り活動を行い、犯罪の発生を
防止し、緊急の場合の通報等に務める。

○
　
　
○

　全国地域安全運動（10月11日～20日）、年末年始に
おける犯罪防止活動へ参加する。

　広報紙「金融機関防犯だより」に金融機関を対象と
した犯罪発生状況、振り込め詐欺やひったくりなどの
犯罪防止対策等を掲載し、犯罪のない安全安心まち
づくりに努める。（年１回　3,200部）

　全国旅館生活衛生同業組合連合会の青年部が中
心となり、子どもを守る活動の「こども110番の宿」活
動の普及に努めた。

　全国地域安全運動（10月11日～20日）、年末年始に
おける犯罪防止活動へ参加して啓発活動等を行っ
た。

　会議･講習会等を通じ、侵入犯罪に対する県民の防
犯意識の高揚を図る。

　共同住宅施工者に対するＣＰ（防犯建物部品）の普
及び共同住宅入居者が行う侵入犯罪防止対策（キャ
ンペーンや安全点検等）への支援

　カスタマーポリス活動による顧客の安全を守る店内
巡回、駐車場等の見回り活動を行い、犯罪の発生を
防止し、緊急の場合の通報等に務める。

　安全安心まちづくりに関する記事を会報（23年１月
号）に掲載して、会員の意識啓発を行う。（1,400部配
付予定）

　住宅等のセキュリティーについて周知させる。（12月
頃、約50名）

平成22年度も、昨年同様に組合連合会青年部に
よる子どもを守る活動の「こども110番の宿」活動
の普及に努める。
子どもが宿に助けを求めてきた場合、子どもを保
護するとともに、子どもに変わって110番通報を行
う。

　緊急通報装置、防犯カメラの設置及びカラーボール
等の配置を行い、店舗の防犯体制を強化する。

6



事業者･団体等の平成21年度取組実績及び平成22年度取組予定

番号 団体等名称　〔構成団体・人数〕 主対象 主な役割
予　　　　　　　定 実　　　　　　　　績

平成２２年度に実施する犯罪のない安全安心まちづくりの取組

予　　　　　　　　定
取　　組

平成２１年度に実施する犯罪のない安全安心まちづくりの取組

高知県深夜スーパー等防犯
対策協議会

〔16団体、約174名〕

セーフティステー
ション活動の実
施

○
　
　
○

犯罪や事故、災害により急病人や子ども等が緊急
に助けを求めてくる場合、店員が速やかに対応や
通報を行う。
未成年に対する酒、たばこ、有害雑誌の販売を防
止する。

○
　
　
○

犯罪や事故、災害により急病人や子ども等が助け
を求めてきた際の対応を店員に指導徹底し、速や
かな対応や通報を行った。
未成年への酒、タバコ、有害雑誌の販売防止に努
めた。

○
　
　
○

犯罪や事故、災害により急病人や子ども等が緊急
に助けを求めてくる場合、店員が速やかに対応や
通報を行う。
未成年に対する酒、たばこ、有害雑誌の販売を防
止する。

店舗の防犯体制
の強化

全国地域安全運
動等への参加

高知県石油業協同組合

〔236事業所、324給油所〕

全国地域安全運
動等への参加

高知県理容生活衛生同業組
合

〔500店舗〕

全国地域安全運
動等への参加

地域安全シェル
ター（かけこみ
110番連絡所）活
動の実施

現在行っている地域安全シェルター活動である
「かけこみ110番連絡所」の活動の充実を図る。
地域のこども、高齢者及び女性が事件、事故等で
助けを求めて来店してくる場合、速やかな対応や
警察等に対する通報を行う。

　広報紙「スーパー防犯」に深夜スーパー等を対象の
犯罪の状況や被害防止対策等を掲載して犯罪のな
い安全安心まちづくりに努める。（年１回　500部）

　防犯カメラの設置等を促進して、店舗の防犯体制を
強化する。

　全国地域安全運動（10月11日～20日）、年末年始に
おける犯罪防止活動期間へ参加する。

○
　
○

　全国地域安全運動（10月11日～20日）、年末年始に
おける犯罪防止活動へ参加する。

　全国地域安全運動（10月11日～20日）、年末年始に
おける犯罪防止活動へ参加する。

広報紙への掲載

○
　
　
　
○

店舗及び顧客
等の安全確保

店舗

　広報紙「スーパー防犯」に深夜スーパー等を対象の
犯罪の状況や被害防止対策等を掲載して犯罪のな
い安全安心まちづくりに努める。（年１回　500部）

　防犯カメラの設置等を促進して、店舗の防犯体制を
強化する。

24

店舗及び顧客
等の安全確保

25 店舗

店舗及び顧客
等の安全確保

店舗

　深夜スーパーの店舗内にATMが設置されたことか
ら、ATMを使用した振り込め詐欺被害の防止のため、
ポスターを貼付するとともに、チラシを配付して犯罪
のない安全安心まちづくりに努めた。(２部、1,000部)

26

店舗及び顧客
等の安全確保

安全シェルター
活動（チョキちゃ
んの店）の実施

安全シェルターとして活動しているチョキちゃんの
店（520店舗）の拡充を図るとともに、シンボルマー
クを新たに作成して学校等へ訪問し、小中学生等
に対してチョキちゃんの店の周知徹底を図る。
地域の子ども、高齢者及び女性が事件、事故等で
助けを求めて来店してくる場合、速やかな対応や
通報を行う。

安全シェルターとして活動しているチョキちゃんの
店（520店舗）の拡充を図る。
シンボルマークを新たに作成して学校等へ訪問
し、小中学生等に対してチョキちゃんの店の周知
徹底を図る。
地域の子ども、高齢者及び女性が事件、事故等で
助けを求めて来店してくる場合、速やかな対応や
通報を行う。
地域での取組では、小学校の登下校時にチラシ配
りを計画しており、啓発活動を行う予定。

　防犯カメラの設置等を促進するとともに、店舗の防
犯体制の強化に努めた。

　全国地域安全運動や年末年始における犯罪防止
活動へ積極的に参加した。

　年末年始には、地域で行っている犯罪被害防止活
動に参加し、協力した。

○
○
　
○
　
○

　給油所の災害時対応マニュアルの作成

　シートベルト全席着用のポスターを組合員給油所に
掲示

　シートベルト全席着用のポスターを組合員給油所に
掲示

○
　
○
　
　
○

安全シェルターとしての活動を実施。
「みんなをまもる店　チョキちゃんの店」ステッカー
1,000枚を印刷して、店頭に貼付。
イベント時にはステッカーを配布するとともに、一
般の人や子どもに対して活動内容の周知をした。
組合員には、ステッカー配布時に活動の重要性に
ついて再度周知を図った。

　給油所の災害時対応マニュアルの作成

　全国地域安全運動（10月11日～20日）、年末年始に
おける犯罪防止活動期間へ参加する。

　全国地域安全運動（10月11日～20日）、年末年始に
おける犯罪防止活動へ参加する。
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事業者･団体等の平成21年度取組実績及び平成22年度取組予定

番号 団体等名称　〔構成団体・人数〕 主対象 主な役割
予　　　　　　　定 実　　　　　　　　績

平成２２年度に実施する犯罪のない安全安心まちづくりの取組

予　　　　　　　　定
取　　組

平成２１年度に実施する犯罪のない安全安心まちづくりの取組

高知県遊技業協同組合

〔47団体、47名〕
安全安心まちづ
くり活動用ベスト
の贈呈

各ホール駐車場
における防犯対
策の実施

社団法人高知県トラック協会

〔会員約420名〕

社団法人高知県警備業協会

〔35団体（支部）
会員約2,000名〕

社団法人高知県指定自動車
学校協会

〔11支部、会員250名〕

○
○
○
○
○

子どもの見守り
活動

　各ホール駐車場における各種防犯対策、特に車上
狙い等を中心にパトロールを強化し、被害防止を図っ
た。

総会への出席 　平成21年度安全安心まちづくり推進会議総会への
出席

　春・秋の全国交通安全運動の期間及び６月25日（無
事故の日・全国教習所の日）の年3回教習所を１日開
放し、交通安全教室を開催し、その機会を活用して、
  　・高齢者には振り込め詐欺に治する注意喚起
  　・低学年児童には誘拐等防止の観点から集団
　　　登下校を呼びかける
などの防犯活動を推進する｡

　各ホールの駐車場における車上ねらい等の被害防
止対策

27 店舗全般

顧客等の安全
の確保

　各ホールの駐車場における車上ねらい等の被害防
止対策

　安全安心まちづくり活動用ベストの贈呈 　犯罪のない安全安心まちづくりシンボルマーク入り
活動用ベスト271着を寄贈した。

　会員企業の車両で、お年寄りや子どもの見守り活
動を実施する。（ダンプカー部会員）

　広報誌「こうちトラック情報」に、犯罪のない安全安
心まちづくりに関する記事を掲載し、会員の意識啓発
を行う。

　広報誌「こうちトラック情報」に、犯罪のない安全安
心まちづくりの関連記事を掲載し、会員に対して意識
啓発を行った。

　会員企業（中央ダンプカー部会員、幡多地区ダンプ
部会、食料品部会）の車両で、お年寄りや子どもの見
守り活動を実施した。

28
子ども
高齢者

子ども・高齢者
の見守り活動

広報紙への掲載 　広報誌「こうちトラック情報」に、犯罪のない安全安
心まちづくりに関する記事を掲載し、会員の意識啓発
を行う。

地域見守り活動
の実施

　会員企業（中央ダンプカー部会員、幡多地区ダンプ
部会、食料品部会）の車両で、お年寄りや子どもの見
守り活動を実施する。

　高知地区地域安全協会のファックスネットにより所
在不明となった高齢者（はいかい等）手配書の送付を
受け、これを協会加盟35業者に流し、通常業務を通じ
て捜索発見活動に協力する。

29
子ども
高齢者

子ども・高齢者
の見守り活動

30
子ども
高齢者

広報啓発 県下各教習所の
一日開放による
防犯活動の推進

　協会加盟35業者が日頃の警備業務を通じて登下校
時の子どもの見守り活動を行う。

○
　
　
○
　
○

　高知県安全安心まちづくり推進会議総会、防災フェ
スタ等関係会議へ参加、出席した。

高知市内を中心とした青色回転灯パトロールカー
による子どもの見守り活動等自主防犯活動を開
始。
高知県、県教育委員会、警察本部との同活動に関
する協定を締結。（15社18台、21年10月開始）
警部業協会加盟会社に「安全安心まちづくり」（暴
力団排除）看板を設置。（37社、22年２月設置）

所在不明高齢者
捜索活動への協
力

防犯、防災、暴
力追放等関係機
関団体が主催す
る行事会議への
参加

高知地区地域安全協会総会
防災フェスタ
全国地域安全運動高知県民のつどい
暴力追放高知県民、高知市民総決起大会
高知県安全安心まちづくり推進会議総会

　高知地区地域安全協会から依頼のあった所在不明
高齢者５名をファックスネットで会員に手配。

　青色回転灯パトロールカーの台数増加と活動の強
化を図る。

　パンフレットの配布、行事参加者に対する記念品の
配布等による広報活動を強化する。

　平成22年２月10日に開催された平成21年度安全安
心まちづくり推進会議総会に出席した。

　春･秋の全国交通安全運動及び６月25日の「無事故
の日」に県内11教習所を１日開放し、高齢者763名に
対して振り込め詐欺にかかる警告等注意喚起を行
い、低学年児童については交通事故及び誘拐防止の
観点から集団登下校の呼びかけを行った。

　県下各教習所は、交通安全活動の一環として、教
習所の開放を行っており、低学年から高齢者まで幅
広く参加できるイベントの開催が可能であるため、平
成22年度もこの種の活動を継続する。

　平成22年度安全安心まちづくり推進会議総会への
出席
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事業者･団体等の平成21年度取組実績及び平成22年度取組予定

番号 団体等名称　〔構成団体・人数〕 主対象 主な役割
予　　　　　　　定 実　　　　　　　　績

平成２２年度に実施する犯罪のない安全安心まちづくりの取組

予　　　　　　　　定
取　　組

平成２１年度に実施する犯罪のない安全安心まちづくりの取組

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
四国支社高知支店

〔社員約50名〕

日本貸金業協会高知県支部

〔47団体（支部）会員240名〕

西日本電信電話株式会社高
知支店

〔2支部、約850名〕

株式会社高知銀行

〔行員975名〕

四国電力株式会社高知支店

〔よんでんグループ525台〕

　社会問題化しているヤミ金融問題への取組として
「ヤミ金融被害防止ポスター・リーフレット」を制作し、
市町村、警察署および消費生活センターに配布、掲
示して頂くことにより、国民のヤミ金被害の防止に努
める。

　「こども110ばんのぎんこう」の投稿作成ステッ
カー等にて安全シェルター活動をアピールする。
　事件事故などで保護を求めてきた場合、速やか
な対応や警察等に対する通報を行う。

○
　
○

　「ヤミ金融被害防止ポスター」等を制作し、市町村等
に配布、掲示依頼してヤミ金被害防止に努めた。

　行内報「あけぼの」に犯罪のない安全安心まちづく
りに関する記事を掲載し、行員の意識啓発を行う。

　子どもが何らかの犯罪等に遭った、あるいは被害に
遭いそうになった時、子どもの保護及び１１０番通報
を行い、子どもたちの安全を守る目的で会社車両に
「こども110番の車」ステッカーを貼付する取り組みを
平成21年度に実施予定。

○
　
　
○

要望のあった小学校・中学校・高等学校及び地域
コミュニティなどの団体に講師を派遣し、携帯電話
を使う際のマナーやトラブルへの対処方法を啓発
する「ケータイ安全教室」を実施している。
2009年度は、社会問題となっているシニアを狙っ
た振り込め詐欺への対応など、シニアの方にも携
帯電話を安心・安全にご利用いただくために、新た
に講師派遣型の教室、映像教材を追加した。
ドコモは安心・安全なモバイル会社の実現に向け
て、教室内容の充実を図り、積極的に取り組んで
います。

○
　
　
　
○
　
　
　
○

毎日の検針業務等を通じて、高齢者宅を中心とし
た地域住民の異変連絡等の見守り活動を実施す
る。
業務用車両に「こどもＳＯＳの車」ステッカーを貼付
し、事件・事故の被害に遭い、または遭いそうに
なって救助を求めてきた子ども等の保護活動を実
施する。

ケータイ安全教
室の開催

広報紙への掲載

地域の見守り活
動の推進

○
　
　
○

安全シェルター
活動の実施

31 全般

顧客等の安全
確保

県市町村教育委員会に、ドコモの安心安全に対す
る取り組みを説明。
携帯電話の正しい使い方、子ども達が犯罪に巻き
込まれないような使い方を指導する「ケータイ安全
教室」の開催、案内を行った。
　・「ケータイ安全教室」開催～21回
　　（小学生向６、中学生向４、高校生向２、教員･
　　　保護者向９）
　・「ケータイ安全教室」補助教材（DVD)の作成と
　　配付を平成21年度のドコモの全国施策として
　　展開する中、県市町村教育委員会と協力しな
　　がら、小中学校へ配付。（県内370校中、241校
　　に配付した）

小学校・中学校・高等学校及び地域コミュニティな
どの団体に講師を派遣し、携帯電話を使う際のマ
ナーやトラブルへの対処方法を啓発する「ケータイ
安全教室」を実施する予定。
社会問題となっているシニアを狙った振り込め詐
欺への対応など、シニアの方にも携帯電話を安
心・安全にご利用いただくために、新たに講師派
遣型の教室、映像教材を追加し、安心・安全なモ
バイル会社の実現に向けて、教室内容の充実を
図り、積極的に取り組んでいます。

32 全般

顧客等の安全
確保

ポスターリーフ
レットの配布

○
　
○

33 全般

顧客等の安全
確保・子どもの
見守り

ホームページへ
の掲載

　両情報のホームページへの掲載。「迷惑電話対策をしたい」方のために、サービスを
ホームページに掲載し、迷惑電話対策を案内して
いる。
「不審な電話があったとき」を見ていただくように、
振り込め詐欺などの情報をホームページに掲載
し、注意喚起を行っている。

○
　
　
○

「子ども１１０番
の車」の取り組
み

子どもたちの安全を守る目的で、会社車両に「こど
も110番の車」ステッカーを貼付する。
子どもが被害に遭いそうになった場面に遭遇した
際は、子どもの保護と110番通報をするよう社員に
周知徹底するなどの取り組みを実施する。

　平成２１年度は、未実施。 ○
　
○

34 子ども

店舗及び顧客
等の安全確保

35 子ども等

子どもの見守り
活動等

　犯罪の安全安心まちづくりに関して、行内報「あけ
ぼの」に記事掲載し、行員の意識啓発を行った。

「迷惑電話対策をしたい」方のために、サービスを
ホームページに掲載し、迷惑電話対策を案内す
る。
「不審な電話があったとき」を見ていただくように、
振り込め詐欺などの情報をホームページに掲載
し、注意喚起を行う。

「こども110ばんのぎんこう」として安全シェルター
活動を徹底し、行内報「あけぼの」に掲載してア
ピールを行った。
行員には、渉外活動中での子どもへの気配りを徹
底させた。

○
　
　
○

○
　
○

民生委員協議会から講師を招いて検針・集金員を
対象に講演会を開催した。[3回[参加者数80名）]
検針･集金員に対し、業務研修会等を利用し、地
域見守り活動への更なる協力を要請。特に山間部
等の独居老人宅の訪問には細心の注意を払い、
声かけ活動を実践した。(異変連絡等の実績なし)

21年度に引き続き、高齢社宅訪問時に積極的な
声かけ活動を実践する。
「地域見守り活動」に関する意識啓蒙を図るため
の研修会や｢こどもSOS活動」に関する社員認識を
高めるための周知を実施する。

　引き続き、行内報「あけぼの」に掲載し、意識啓発を
行う。

　「こども110ばんのぎんこう」のアピールを各支店へ
指示して、公に広める活動をする。

○
　
○

○
　
　
　
○

　貸金業法改正に伴う借入ルールの変更について、
ポスター、リーフレットを配布して、周知徹底を図ると
ともに、引き続きヤミ金被害の防止に努める。
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事業者･団体等の平成21年度取組実績及び平成22年度取組予定

番号 団体等名称　〔構成団体・人数〕 主対象 主な役割
予　　　　　　　定 実　　　　　　　　績

平成２２年度に実施する犯罪のない安全安心まちづくりの取組

予　　　　　　　　定
取　　組

平成２１年度に実施する犯罪のない安全安心まちづくりの取組

社団法人高知県産業廃棄物
協会

〔正会員128　賛助会員12名〕

関係機関・団体
との連携による
活動

○
　
　
○

会員事業所の所在地を管轄する市町村警察署等
への関係機関及び当該地域の関係団体が行う安
全活動へ積極的に参加する。
犯罪、事故等の危険な場所を確認し、又は危険な
事象に遭遇した場合は、すみやかに関係機関へ
通報する。

○
　
　
○

会員事業所の所在地を管轄する市町村警察署等
への関係機関及び当該地域の関係団体が行う安
全活動へ積極的に参加する。
犯罪、事故等の危険な場所を確認し、又は危険な
事象に遭遇した場合は、すみやかに関係機関へ
通報する。

自主行動の強化

○自助・共助活動

○広報、啓発活動

高知県自転車二輪車商協同
組合

〔会員123名〕

四国コカ・コーラボトリング株
式会社高知支店

〔社員約180名〕

まもると安心自
動販売機の普及

平成21年度事業
の重点施策とし
て活動する旨の
事業計画を樹立

　車両１８０台全てに「こどもSOSの車」ステッカーを貼
付し、運搬用務等の業務に併せて子どもの見守り活
動を実施した。

　LEDメッセージボード機能付き自動販売機を７台設
置し、設置箇所において不審者情報や犯罪予防情報
の発信して、被害防止の啓発を行った。

　コカ・コーラ車両約180台に「こどもＳＯＳの車」のス
テッカーを貼り、子どもの見守りを実施する。

　不審者情報や犯罪予防情報をＬＥＤメッセージボー
ドに表示する自動販売機の普及に努める。

○
　
　
○

○
○

○
　
○

○
　
○
　
○

○
　
○
　
○

事業所はもとより私宅も含めて「かぎ掛けの励行」
等安全施策を講じる。
事業所が所在する地域の方々と意思疎通を図り、
協働して安全安心まちづくり施策を講じる。
事業所の内外へ必要がある場合は、事業用車両
へもポスター等を掲示して、安全安心まちづくりの
ための広報及び啓発活動を行う。

○
　
　
○

平成21年度事業の重点施策として「安全安心まち
づくり事業を推進する」旨、当協会の各委員会・部
会及び三役会で決議する。
このことを盛り込む「平成21年度事業計画案」を理
事会（4/21)、総会(5/22)の議案として付する。

36 事業者等

広報啓発・会員
事業者の安全
の確保

平成21年度事業の重点施策として「安全安心まち
づくり事業を推進する」旨、当協会の各委員会・部
会及び三役会で決定した。
このことを盛り込む「平成21年度事業計画案」を理
事会（4/21)、総会(5/22)の議案提起した。

平成22年度事業の重点施策として「安全安心まち
づくり事業を推進する」旨、当協会の各委員会・部
会及び三役会で決定する。
このことを盛り込む「平成22年度事業計画案」を総
会(5/17)の議案として付する。

○
　
　
○

子どもの見守り活動へ参加した。（2/10）
ポスターを掲示した。（8/6～）

事業所はもとより私宅も含めて「かぎ掛けの励行」
等安全施策を講じる。
事業所が所在する地域の方々と意思疎通を図り、
協働して安全安心まちづくり施策を講じる。
事業所の内外へ必要がある場合は、事業用車両
へもポスター等を掲示して、安全安心まちづくりの
ための広報及び啓発活動を行う。

高知県安全安心まちづくり推進会議からの要請事
項に対しては誠実に実行する。
同事務連絡に関しては、当協会に関する事項につ
いて対応する。
当協会事務局あてに送付されてきた文書について
は、ファックス又は郵送により会員事業所へ伝達・
送付する。

○
　
○
　
○

○
　
○
　
○

37 児童等

自転車、二輪
車の安全安心
活動

○
　
　
○

平成２２年度も、前年と同様に、高知市交通安全
課等と連携を密にし、自転車・二輪車・リサイクル
自転車等の販売、また小中学校での点検の実施
する。
秋の交通安全ひろばでのリサイクル自転車展示
即売会において、少しでも犯罪の軽減に努めるこ
とをテーマとし犯罪のない安全安心まちづくりに協
力する。

　高知市交通安全課等と連携を密にし、自転車・二輪
車・リサイクル自転車等の販売、また小中学校点検、
秋の交通安全ひろばでのリサイクル自転車展示即売
会についても、常に安全安心を第1にし、少しでも犯
罪の軽減に努めることをテーマとし犯罪のない安全安
心まちづくりに協力する。

　コカ・コーラ車両約180台に「こどもＳＯＳの車」のス
テッカーを貼り、子どもの見守りを実施する。

38 子ども等

子どもの見守り
活動等

　不審者情報や犯罪予防情報をＬＥＤメッセージボー
ドに表示する自動販売機の普及に努める。

自転車点検等を
通じて安全安心
まちづくりに努め
る

高知市交通安全課等と連携し、自転車・二輪車・リ
サイクル自転車等の販売、また小中学校での自転
車の点検を実施した。
秋の交通安全ひろばでのリサイクル自転車展示
即売会において、交通安全のほか犯罪の安全安
心まちづくりの啓発活動に協力した。

推進会議から要
請、事務連絡等
に対する適切な
対応

高知県安全安心まちづくり推進会議からの要請事
項に対しては誠実に実行する。
同事務連絡に関しては、当協会に関する事項につ
いて対応する。
当協会事務局あてに送付されてきた文書について
は、ファックス又は郵送により会員事業所へ伝達・
送付する。

「平成21年度高知県安全安心まちづくり推進会議
総会」へ出席した。（2/10）
部内会議召集の際、安全安心まちづくりニュース
を配付した。

子どもの見守り
活動の実施

○
　
　
　
○

　全国安全運動の活動の一環で、四万十市において
ポイ捨て防止啓発活動を実施した。（10/23）
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事業者･団体等の平成21年度取組実績及び平成22年度取組予定

番号 団体等名称　〔構成団体・人数〕 主対象 主な役割
予　　　　　　　定 実　　　　　　　　績

平成２２年度に実施する犯罪のない安全安心まちづくりの取組

予　　　　　　　　定
取　　組

平成２１年度に実施する犯罪のない安全安心まちづくりの取組

株式会社四国銀行

〔63店舗〕

リコー関西株式会社高知事業
部

〔社員74名〕

　情報紙（かわら版）へ活動内容を掲載し、社員の意
識啓発を行う。

　事業所へ「こども110ばんのいえ」のステッカーと、業
務車両へ「子ども110ばんの車」のステッカーを貼付
し、子どもの見守りを実施する。

○
　
○39 全般

店舗及び顧客
等の安全確保

振り込め詐欺の
防止

窓口、ＡＴＭコーナーでの積極的な声かけで振り込
め詐欺被害を行う。
電光掲示板による犯罪被害の呼びかけを行う。

窓口、ＡＴＭコーナーでの積極的な声かけで振り込
め詐欺被害を行う。
電光掲示板による犯罪被害の呼びかけを行う。

40 子ども等

子どもの見守り
活動

安全シェルター
と地域見守り活
動の実施

　事業所へ「こども110ばんのいえ」のステッカー、業
務車両へ「子ども110ばんの車」のステッカーを貼付
し、子どもの見守りを実施する。

取引先へ配布す
る情報紙への掲
載

　弊社が発行するお客様向けの情報紙「かわら版」へ
活動内容を掲載し、社員及びお客様に向けて意識啓
発を行った。

　事業所及び業務用車両にそれぞれ、「子ども110ば
んのいえ」や「子ども110ばんの車」のステッカーを貼
付し、業務を通じて子どもの見守り活動を実施した。

　帯屋町支店にて、高知県知事とともに振り込め詐欺
被害防止キャンペーンを行った。

　情報紙（かわら版）へ活動内容を掲載し、社員等の
意識啓発を行う。

○
　
○
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