
重点テーマの取組状況

推進会議構成員による令和２年度取組実績について
（要約版）
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○見守り活動・防犯パトロール等の実施
　【地域安全アドバイザー連絡会、タウンポリス連絡協議会、県老人クラブ連合会、スクールガード
リーダー連絡協議会、連合婦人会、交通安全協会、交通安全指導員協議会、市老人クラブ連合会、
安全安心まちづくり「みのり会」、あさひのこどもを守る会、商工会連合会、遊技業協同組合、トラッ
ク協会、警備業協会、建設業協会、防犯設備協会、あいおいニッセイ同和損害保険、セコム高知、
ミタニ建設工業】

○訪問活動、各種教室等による啓発活動 
　【地域安全アドバイザー連絡会、交通安全指導員協議会、交通安全母の会連合会、市老人クラブ
連合会、リコージャパン高知支店】

○イベントの開催や参加、広報紙の発行等による広報啓発
　【地域安全アドバイザー連絡会、少年警察ボランティア協会、身体障害者連合会、市老人クラブ連
合会、小中学校PTA連合会、商工会議所連合会、ほっかっほっか亭四国本部、フジ高知運営事業
部】

○関係機関との連携や協力、各種啓発活動等への参加
　【防犯協会、タウンポリス連絡協議会、民生員児童委員協議会連合会、少年警察ボランティア協
会、小中学校長会、スクールガードリーダー連絡協議会、ドコモCS四国高知支店、ローソン高知】

○街頭活動、パレード等の実施又は参加 
　【交通安全母の会連合会、少年警察ボランティア協会、あさひのこどもを守る会】

○各種会議やセミナー開催等による団体構成員の連携、情報交換及び意識醸成
　【少年警察ボランティア協会、市老人クラブ連合会、小中学校PTA連合会、あさひのこどもを守る
会、旅館ホテル生活衛生同業組合、ドコモCS四国高知支店、西日本電信電話高知支店、損害保険
ジャパン高知支店】

○子どもの支援充実
　【民生委員児童委員協議会連合会】

○子ども110番の車等の安全シェルター活動の推進
　【旅館ホテル生活衛生同業組合、石油業協同組合、高知銀行、コカ・コーラボトラーズジャパン(株)
四国地区営業部高知支店、ほっかほっか亭四国本部、セコム高知、ミタニ建設工業】　

○子ども食堂、ボランティア養成等の各種施策への支援
　【社会福祉協議会】

○標語の募集及び優秀作品の掲示
　【更生保護女性連盟】

○小学生に交通事故傷害保険付ワッペンを贈呈
　【損害保険ジャパン高知支店】

地域で子どもを見守ろう（事業所・団体）

各重点テーマごとの取組内容
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○見守り活動・防犯パトロール等の実施
　【地域安全アドバイザー連絡会、交通安全協会、交通安全指導員協議会、四国電力、建設業協会、
防犯設備協会】

○訪問活動、各種教室等による啓発活動 
　【地域安全アドバイザー連絡会、交通安全指導員協議会、交通安全母の会連合会、市老人クラブ
連合会、指定自動車学校協会、リコージャパン高知支店】

○イベントの開催や参加、広報紙の発行等による広報啓発
　【地域安全アドバイザー連絡会、身体障害者連合会、市老人クラブ連合会、商工会議所連合会、
西日本電信電話高知支店、ほっかほっか亭四国本部、あいおいニッセイ同和損害保険、フジ高知
運営事業部】

○関係機関との連携や協力、各種啓発活動等への参加
　【防犯協会、タウンポリス連絡協議会、民生員児童委員協議会連合会、少年警察ボランティア協
会、安全安心まちづくり「みのり会」、金融機関防犯連合会、建設業協会、ローソン高知】

○街頭活動、パレード等の実施又は参加 
　【あさひのこどもを守る会】

○各種会議やセミナー開催等による団体構成員の連携、情報交換及び意識醸成
　【タウンポリス連絡協議会、県老人クラブ連合会、市老人クラブ連合会、あさひのこどもを守る会】

○金融機関窓口での呼び掛け等による水際阻止
　【連合婦人会、金融機関防犯連合会、四国銀行、フジ高知運営事業部】

○特殊詐欺撲滅支援自動販売機の設置及び推進
　【ダイドー･タケナカベンディング】

○認知症サポーターの養成
　【高知銀行】

特殊詐欺の被害を防ごう（事業所・団体）

各重点テーマごとの取組内容
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○見守り活動・防犯パトロール等の実施
　【地域安全アドバイザー連絡会、県老人クラブ連合会、市老人クラブ連合会、あさひのこどもを守
る会、遊技業協同組合、トラック協会、四国電力、防犯設備協会、あいおいニッセイ同和損害保険】

○訪問活動、各種教室等による啓発活動 
　【地域安全アドバイザー連絡会、連合婦人会、交通安全指導員協議会、交通安全母の会連合会、
市老人クラブ連合会、全国共済農業協同組合連合会高知県本部、指定自動車学校協会】

○イベントの開催や参加、広報紙の発行等による広報啓発
　【地域安全アドバイザー連絡会、身体障害者連合会、市老人クラブ連合会、商工会議所連合会、
西日本電信電話高知支店、ほっかほっか亭四国本部、損害保険ジャパン高知支店、ローソン高知、
フジ高知運営事業部】

○関係機関との連携や協力、各種啓発活動等への参加
　【防犯協会、タウンポリス連絡協議会、民生委員児童委員協議会連合会、少年警察ボランティア
協会、ドコモCS四国高知支店、ローソン高知】

○街頭活動、パレード等の実施又は参加 
　【交通安全母の会連合会、少年警察ボランティア協会、あさひのこどもを守る会】

○各種会議やセミナー開催等による団体構成員の連携、情報交換及び意識醸成
　【タウンポリス連絡協議会、市老人クラブ連合会、安全安心まちづくり「みのり会」、あさひのこども
を守る会、ドコモCS四国高知支店、西日本電信電話高知支店、損害保険ジャパン高知支店】

○標語の募集及び優秀作品の掲示　
　【更生保護女性連盟】

○金融機関窓口での呼び掛けによる水際阻止
　【四国銀行】

高齢者などを事故や事件から守ろう（事業所・団体）

各重点テーマごとの取組内容
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○見守り活動・防犯パトロール等の実施
　【地域安全アドバイザー連絡会、遊技業協同組合、防犯設備協会】

○訪問活動、各種教室等による啓発活動 
　【地域安全アドバイザー連絡会、交通安全母の会連合会】

○イベントの開催や参加、広報紙の発行等による広報啓発
　【地域安全アドバイザー連絡会、連合婦人会、少年警察ボランティア協会、身体障害者連合会、市
老人クラブ連合会、商工会議所連合会、ほっかほっか亭四国本部、フジ高知運営事業部】

○関係機関との連携や協力、各種啓発活動等への参加
　【防犯協会、タウンポリス連絡協議会、民生委員児童委員協議会連合会、少年警察ボランティア
協会】

○各種会議やセミナー開催等による団体構成員の連携、情報交換及び意識醸成
　【タウンポリス連絡協議会、少年警察ボランティア協会、市老人クラブ連合会、産業廃棄物協会】

○自転車無料点検等の自転車盗難被害防止活動 

　【自転車二輪車商協同組合】

鍵かけ運動を進めよう（事業所・団体）

各重点テーマごとの取組内容
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○見守り活動・防犯パトロール等の実施
　【建設業協会】

○訪問活動、各種教室等による啓発活動 
　【交通安全指導員協議会、指定自動車学校協会、貸金業協会高知県支部】

○イベントの開催や参加、広報紙の発行等による広報啓発
　【防犯協会、少年警察ボランティア協会、安全安心まちづくり「みのり会」、更生保護女性連盟、経
営者協会、建築士会、トラック協会、指定自動車学校協会、貸金業協会高知県支部、西日本電信電
話高知支店、産業廃棄物協会】

○関係機関との連携や協力、各種啓発活動等への参加
　【民生委員児童委員協議会連合会、旅館ホテル生活衛生同業組合、金融機関防犯連合会、警備
業協会、貸金業協会高知県支部、ローソン高知】

○各種会議やセミナー開催等による団体構成員の連携、情報交換及び意識醸成
　【タウンポリス連絡協議会、あさひのこどもを守る会、高知銀行、産業廃棄物協会、損害保険ジャパ
ン高知支店】

○生活困窮者自立支援事業の推進
　【社会福祉協議会】

○災害ボランティア活動の支援
　【社会福祉協議会】

○地域福祉活動の推進
　【社会福祉協議会】

○環境美化活動
　【西日本電信電話高知支店】

○カラーボール配置及び強盗訓練等による防犯体制の強化
　【金融機関防犯連合会】

○防犯カメラの設置促進・啓発活動
　【防犯設備協会】

○標語の募集及び優秀作品の掲示　
　【更生保護女性連盟】

○消費生活に関する相談対応や講演への講師派遣
　【貸金業協会高知県支部】

○自転車無料点検等の自転車盗難被害防止活動
 　【自転車二輪車商協同組合】

○自転車用ヘルメット着用促進事業協力等
　【自転車二輪車商協同組合】

○社会福祉法人等へ物品等を寄付
　【あいおいニッセイ同和損害保険】

○介助犬教室の開催
　【全国共済農業協同組合連合会高知県本部】

その他の取組（事業所・団体）

各重点テーマごとの取組内容
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○見守り活動・防犯パトロール等の実施
　【安芸市、南国市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香南市、香美市、東洋町、
奈半利町、安田町、北川村、芸西村、本山町、いの町、中土佐町、佐川町、越知町、梼原町、日高
村、津野町、四万十町、大月町、三原村、黒潮町】

○訪問活動、各種教室等による啓発活動 
　【安芸市、宿毛市、四万十市、香美市、田野町、芸西村】

○イベントの開催や参加、広報紙の発行等による広報啓発
　【香美市、安田町、黒潮町】

○関係機関との連携や協力、各種啓発活動等への参加
　【土佐市、宿毛市、香南市、香美市、本山町】

○街頭活動、パレード等の実施又は参加 
　【室戸市、南国市、香南市、田野町、大豊町、越知町、三原村】

○防災無線・広報車等による広報啓発

　【大豊町、佐川町、越知町、大月町、三原村】

○街頭補導活動等
　【香美市、佐川町、越知町】

○関係機関の活動に対する助成・補助金の交付等
　【南国市、土佐市】

○防犯灯等の設置・助成
　【高知市、南国市】

○カーブミラー清掃活動
　【香美市】

○小学校・中学校へ防犯カメラの設置
　【三原村】

地域で子どもを見守ろう（市町村）

各重点テーマごとの取組内容
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○訪問活動、各種教室等による啓発活動 
　【室戸市、安芸市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香美市、東洋町、田野町、芸西村、
いの町、仁淀川町、佐川町、越知町、津野町、四万十町、黒潮町】

○イベントの開催や参加、広報紙の発行等による広報啓発
　【高知市、安芸市、土佐市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香美市、安田町、佐川町、越知町、
津野町、三原村、黒潮町】

○関係機関との連携や協力、各種啓発活動等への参加
　【安芸市、宿毛市、香美市、芸西村】

○街頭活動、パレード等の実施又は参加 
　【大豊町】

○防災無線、広報車等による広報啓発 
　【土佐市、奈半利町、北川村、大豊町、仁淀川町、中土佐町、佐川町、梼原町、津野町】

○啓発文書を作成して広報啓発
　【日高村】

○ケーブルテレビで注意喚起を放送
　【黒潮町】

特殊詐欺の被害を防ごう（市町村）

各重点テーマごとの取組内容
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○見守り活動・防犯パトロール等の実施
　【南国市、宿毛市、日高村、四万十町】

○訪問活動、各種教室等による啓発活動 
　【室戸市、安芸市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香美市、東洋町、田野町、北川村、
いの町、中土佐町、佐川町、越知町、津野町、四万十町、黒潮町】

○イベントの開催や参加、広報紙の発行等による広報啓発
　【高知市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、香美市、安田町、越知町、津野町、黒潮町】

○関係機関との連携や協力、各種啓発活動等への参加
　【安芸市、宿毛市、香美市、東洋町、三原村】

○街頭活動、パレード等の実施又は参加 
　【安芸市、田野町、大豊町、津野町】

○各種会議やセミナー開催等による団体構成員の連携、情報交換及び意識醸成
　【三原村】

○防災無線、広報車等による広報啓発 
　【奈半利町、北川村、大豊町、いの町、津野町、大月町】

○広報啓発を兼ねた弁当の配布
　【梼原町】

○ケーブルテレビで注意喚起を放送
　【黒潮町】

高齢者などを事故や事件から守ろう（市町村）

各重点テーマごとの取組内容
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○見守り活動・防犯パトロール等の実施
　【宿毛市、香美市、中土佐町】

○訪問活動、各種教室等による啓発活動 
　【安芸市、宿毛市、四万十市、田野町、津野町、黒潮町】

○イベントの開催や参加、広報紙の発行等による広報啓発
　【土佐市、宿毛市、四万十市、安田町、中土佐町、黒潮町】

○関係機関との連携や協力、各種啓発活動等への参加
　【安芸市、香美市、いの町、日高村】

○街頭活動、パレード等の実施又は参加 
　【大豊町】

○防災無線、広報車等による広報啓発 
　【土佐市、北川村、大豊町】

○ケーブルテレビで注意喚起を放送
　【黒潮町】

鍵かけ運動を進めよう（市町村）

各重点テーマごとの取組内容
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○見守り活動・防犯パトロール等の実施
　【奈半利町、安田町、越知町】

○イベントの開催や参加、広報紙の発行等による広報啓発
　【土佐市、宿毛市、四万十市、香美市、安田町、本山町、佐川町、四万十町】

○関係機関との連携や協力、各種啓発活動等への参加
　【土佐市、香美市】

○街頭活動、パレード等の実施又は参加 
　【越知町、四万十町】

○防犯灯等の設置・助成
　【高知市、南国市、須崎市、香美市】

○暴力団排除運動の推進
　【南国市】

○カーブミラー清掃活動
　【香美市、馬路村】

○関係機関の活動に対する助成・補助金の交付等
　【高知市、南国市、土佐市、須崎市、香美市】

○見守り活動を兼ねた弁当の配布
　【仁淀川町】

○防災無線、広報車等による広報啓発 
　【土佐市、越知町】

○街頭補導活動等
　【越知町】

○ケーブルテレビで注意喚起を放送
　【四万十町】

その他の取組（市町村）

各重点テーマごとの取組内容
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