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みんなを守るチョキちゃんの店	 

	 

高知県の理容組合に加盟されている理容店に貼られ

ています。	 

	 

■	 チョキちゃんの店とは？	 

	 理容店は、県内各地にお店があり、女性や子供、

高齢者など困った時や危ない時に助けてくれます。	 

こども１１０番のくるま	 

	 

ハイヤーや役場、農協、各種ボランティア等の車に貼られ

ています。	 

	 

■	 こども１１０番のくるまとは？	 

	 子供や女性、高齢者など、困った時や危ない時に助けて

くれます。	 

かけこみ１１０番連絡所	 

	 

高知県内の石油業協同組合に加盟している給油所（ＳＳ）に

貼られています。	 

	 

■	 かけこみ１１０番連絡所とは？	 

	 給油所は、県内各地にお店があり、女性や子ども、高齢者

等を守るため、「かけこみ１１０番連絡所」として活動して

います。	 
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警察本部と安全・安心パトロール等協定締結機関	 

	 
	 

	 

ヤマト運輸高知支店（平成 15 年 10 月 17 日）	 車両：240 台	 

	 
	 

	 

日本自動車連盟高知支部（平成 17 年４月８日）	 車両：８台	 

	 
	 

	 

三井住友海上火災保険（平成 17 年７月 26 日）	 車両７台	 

	 
	 

	 

高知県乳牛会（平成 18 年５月１日）	 会員数：62 店舗	 
	 

	 

その他	 

	 

かけこみ接骨院さんのお家に貼られています。	 

こども１１０ばん	 地域を守る	 かけこみ接骨院	 

	 

	 

こども１１０ばんのくるまやさんのお家に貼られていま

す。	 

こども１１０ばんのくるまやさん	 

	 

	 

こども１１０ばんのぎんこう（高知銀行）に貼られていま

す。	 

こども１１０ばんのぎんこう	 
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海上保安庁ホームページ	 

http://www.kaiho.mlit.go.jp/	 

海の「もしも」は１１８番	 -	 海上保安庁	 

http://www.kaiho.mlit.go.jp/joho/tel118/	 

	 

	 

海上保安庁は、海上における事件・事故の緊急通報用電話番号として、警察の１１０番や

消防の１１９番のように覚えやすい局番なし３桁電話番号「１１８番」の運用を２０００年

５月１日から開始しています。	 

次のような場合に通報してください。	 

	 

¡ 海難人身事故に遭遇した、または目撃した。	 	 

¡ 油の排出等を発見した。	 	 

¡ 不審船を発見した。	 	 

¡ 密航・密輸事犯等の情報を得た。	 	 

など。	 

	 

	 以上の場合において、「いつ」、「どこで」、「なに

があった」などを簡潔に落ち着いて通報してくださ

い。	 

	 

	 なお、加入電話、公衆電話、携帯電話、PHS、船

舶電話などから利用できます。	 

	 

	 

	 

	 

※「１１８番」の運用開始をもって、船舶電話の「１１０番」で海上保安庁に接続される「海

の１１０番」及びフリーダイヤル「０１２０＋４９９９５０」は廃止となります。	 
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http://www.police.pref.kochi.lg.jp/keitai/anshin/i_anshin_fmail.htm	 

安心Ｆメール	 	 登録方法	 

--------------------------------------------------------------------------------	 

☆安心Ｆメールとは	 
	 高知県内の不審者情報を携帯電話にメールで配信するものです。メールを受信するため
には、登録をする必要があります。	 
☆安心Ｆメールの登録方法	 
1.登録する携帯電話で下記アドレスをクリックする。	 
kochi110@fits-s.com	 
2.件名の入力	 
	 必ず登録者の住所地の警察署名を「署」を除いた漢字（いの署管内の登録者を除く）で
入力してください。	 
例:高知署管内の登録者～「高知」	 
	 	 高知南署管内の登録者～「南」	 
	 	 いの署管内の登録者～「いの」	 
3.本文	 
	 下記の「グループ番号」に続いて「携帯電話機種（例：ＳＨ505is・Ｐ900is・Ｗ21ｋ）
を入力してください。	 
4.メールの送信	 
	 件名、本文が正しく入力できましたら送信してください。	 
5.送信後、サーバーから受付完了通知のメールが送信されますので受信してください。	 
以上で登録完了です。	 
	 
※注意	 
	 サーバーから受付完了通知のメールが受信できない場合は、インターネットのメール受
信拒否が設定されていますのでご確認ください。	 
	 ドメイン指定による受信設定をされる場合は	 
	 ドメイン：fits-net.com	 
を設定してください。	 
	 
★グループ番号入力要領	 
【01】教育委員会職員	 	 	 	 	 	 	 【11】深夜スーパー協議会会員	 
【02】学校等教職員（塾を含む）	 	 【12】金融機関防犯協議会会員	 
【03】タウンポリス会員	 	 	 	 	 	 【13】少年補導員	 
【04】青色パト団体会員	 	 	 	 	 	 【14】地域安全推進員	 
【05】スクールガードリーダー	 	 	 【15】子ども 110 番のくるま	 
【06】子ども見守り隊	 	 	 	 	 	 	 【16】子ども 110 番のいえ	 
【07】ＰＴＡ会員	 	 	 	 	 	 	 	 	 【17】警察職員	 
【08】児童生徒等保護者	 	 	 	 	 	 【18】上記以外の方	 
【09】自治体関係者	 
【10】児童、生徒、学生	 
	 
☆入力要領	 
1.複数の番号に該当する方は、数字の少ない番号で登録をお願いします。	 
2.不明な点は、所轄警察署若しくは警察本部生活安全企画課子ども・女性安全対策班（電
話０８８－８２６－０１１０（内線３０５２））で確認してください。	 
☆登録解除方法	 
下記アドレスに「空」メールを送ってください。	 
kochi110-sakujo@fits-s.com	 	 	 高知県警察本部	 
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Ⅲ	 資料	 
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