
 事業者・団体名 関係機関との連携活動 広報・啓発活動 パトロール活動
少年の非行防止

青少年の健全育成活動
安全・安心まちづくりに
ついての話し合い、協議

 防犯研修会（教室）
 の開催

街頭活動、街頭キャン
ペーンの実施 ・参加

犯罪防止に配慮し た
環境整備

そ　の　他

長崎県退職者連合

〇講習会、セミナー等
の集会が新型コロナ感
染予防対策で殆ど中止
となり、連携活動はで
きなかった。

〇当団体が年間４回発
行する「長退連だよ
り」に特殊詐欺被害防
止の記事を掲載した。

〇地域での活動につい
ては、当組織の会員の
多くが自治会などの役
員もしていることもあ
り、積極的な参加を要
請している。

活水女子大学学友自治会

〇大浦警察署と本学学
友自治会学生による交
通安全運動ちらし配り
実施。

長崎県私立幼稚園・認定こども園ＰＴＡ連合会

〇各幼稚園を通じての
「生活安全ニュース」
「もってこいネット
ワーク通信」の活用。

〇各学校区域内におけ
るパトロール活動等に
参加予定だったが、新
型コロナウイルス感染
防止のため多くの活動
が中止となり、参加で
きなかった。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推
進県民会議へ参加。

長崎市ＰＴＡ連合会

〇市教委及び市（少年
センター等）との連携
を更に深める。また、
育成協・子どもを守る
ネットワーク等との連
携・協力を図る。

（各PTA）
〇学校、自治会、子ど
も会、警察、育成協、
児童民生委員保護司、
学童等との連携・協
力。

〇市P連ホームページ
による広報・啓発。
〇市P連広報紙による
広報・啓発。
〇広報紙研修会の開
催。

（各PTA）
〇単PのPTA新聞によ
る広報・啓発。

〇大型商業施設及び周
辺の巡回指導。

（各PTA）
〇登下校時の見守り活
動、校区内パトロール
の実施。
〇100人パトロールの
実施。

〇「長崎っ子の約束」
（ポスター）を配布
し、ルールづくりや制
限の必要性について呼
びかける。
〇通信端末機使用につ
いての研修会実施。
（ファミリープログラ
ム）
〇安全安心メールの有
効活用。

（各PTA）
〇通信端末機使用につ
いての研修会の実施。
〇講演会の実施。
〇あいさつ、声かけ運
動の実施。

〇長崎市安全・安心ま
ちづくり推進協議会へ
の参加。
〇子どもを守るネット
ワーク会議への参加。

（各PTA）
〇子どもを守るネット
ワーク会議への参加。
〇少年センター補導委
員研修会への参加。
〇校区内安全マップ等
の作成。

〇メディアルールの啓発
（チラシの配布）
〇メディア関連の研修会の
開催。

（各PTA）
〇メディアルールの啓発
（チラシの配布）
〇メディア関連の研修会の
開催。

〇ココロねっこ、暴追
パレードへの公園や参
加協力。
〇「ながさきエコライ
フ・フェスタ」におけ
る清掃活動に市P連役
員が多数参加。

〇大型商業施設及び周辺の
巡回指導。
〇100人パトロールへの参
加。

（各PTA）
〇危険箇所のチェック。

〇単位PTAを中心に
「ファミリープログラ
ム」を実施。
〇安全安心メール加入
促進。現在、各単P会
長全員加入。

ダイヤランドまちづくり連絡協議会

〇長崎市の「地コミ推
進室」「自治振興課」
及び「大浦警察署」
「学校」「消防署」
等々との常時連携はで
きたが、コロナ禍のた
め、協議会の活動の制
限等の理由で十分とは
言えない状態であっ
た。

〇集合活動ができない
分、広報・啓発活動は
活発にできた。「まち
づくり通信」は毎月発
行して全家庭に配布し
たり、イベントができ
なかった防犯・防災関
係ではチラシを作って
啓発活動を行った。

〇「朝の登下校見守り
活動」及び「青パトパ
トロール」は予定通り
実施。１件の事故もな
く経過したことをうれ
しく思う。また、夏の
「夜間パトロール」は
実施できなかった。

〇所属する「育成協議
会」「社協」「少年補
導委員」等々の代表者
とは、できる範囲で連
絡を密にしたがコロナ
禍により予定した活動
が中止されて残念で
あった。

〇より規模は縮小され
たが、連携の絆を強く
持つ上から、話し合い
や会議は実施された。
大人数が集合する「全
体会」は、「拡大役員
会」に代替して協議を
進め、また、各部会で
は単独に会議を招集し
て可能な内容を進める
など、活動の継続を大
切にした。

〇特に高齢者を対象として
の特殊詐欺に関する防犯研
修会はぜび実施したいと考
えていたが、コロナ禍によ
り中止した。

〇コロナにより中止。 〇防犯は「清潔で美しい町
から」を合言葉に「まちづ
くり活動」の拠点である
「交流センター」の花壇の
季節の花苗の植栽、更に
は、毎月第１日曜日を「街
なかクリーンデー」として
道路、公園、集会等を住民
による清掃を行った。

〇予定していた住民参
加のイベントが中止さ
れた。

長与北部地区コミュニティ運営協議会

〇青パト隊による地域
パトロールは継続して
実施するとともに、児
童の登下校時の安全確
保のため子供見守り隊
活動。また、夜間パト
ロールを実施していま
す。

（公財）長崎県老人クラブ連合会

〇本連合会事業計画項
目の「生活と地域を豊
かにする活動」の一環
として「防犯、安全対
策、交通安全等の地域
見守り活動の推進」を
盛り込み、機関誌によ
る広報や研修会等で啓
発を実施した。

〇単位老人クラブにお
いて学校・自治会等と
連携し「地域（子供）
見守りパトロール活
動」を実施している。

〇単位老人クラブにお
いて学校・子供会等に
対するシニアスポーツ
の指導や伝統技能・芸
能の伝承活動により交
流を実施している。
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（一財）長崎県地域婦人団体連絡協議会

〇学校支援会議等に出
席。

〇子ども達の登校時、
通学路に立って挨拶・
見守りを行った。

〇子どもの健全育成を
目標に、各地区で子ど
も達の体験学習（郷土
料理、茶道教室、通学
合宿など）を行うほ
か、子ども達への郷土
芸能伝承を行う予定で
あったがコロナ禍の中
でほとんど活動できな
かった。

〇11月にブリックホール
で全国大会を開催した際、
長崎県警本部より「ストッ
プオレオレ詐欺」の講話を
してもらった。（参加者県
内外より約700名）
〇地域の役員会で防犯講話
を地域の警察の方にしても
らった。

〇長崎市の「いのちを
守る」市民集会に参加
した。

長崎県生活学校・生活会議連絡協議会

〇エコイベントへの参
加。
〇消費者月間啓発街頭
キャンペーン（中止）

〇街頭啓発活動～
ティッシュ・チラシの
配布（中止）
〇各種イベントでの
PR活動。

〇下校時のパトロー
ル。

〇地域の子ども達との
交流。
〇ふれあい農園実施。
〇母と子の料理教室実
施。
〇保育所・幼稚園のク
リスマス訪問（中止）

〇「暮らしの情報」や
各学校の学習会におけ
る情報の収集。
〇暴力追放いのちを守
る市民集会等出席。

〇消費者トラブルについて
の学習会の開催・講演会出
席。

〇消費者月間啓発街頭
キャンペーンの実施
（中止）
〇消費者問題講演会実
施・参加。

長崎県警友会連合会

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推
進県民会議に活動状況
等を報告した。

〇会報誌に「特殊詐欺
被害の現状と被害防止
対策」「特殊詐欺被害
防止について」を掲載
し、各種会合等におい
て広報啓発した。

〇年金支給日における
金融機関、ATM周辺
における声かけ、警戒
等により特殊詐欺被害
の防止活動を実施し
た。
〇小学校区において定
期的な夜間防犯パト
ロールを実施した。
〇小学校区における見
守り活動を実施した。
〇橘地区における青パ
トによる警戒活動を実
施した。
〇大型商業施設、各種
イベント会場における
パトロールを実施し
た。

〇各種イベント会場や
大型商業施設等におい
て、少年の非行防止の
ため、巡回パトロール
を実施した。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推
進県民会議に活動状況
を報告し連携した。

〇交通安全運動期間中
の街頭パレードに参加
し、交通事故防止の広
報啓発に努めた。
〇全国地域安全活動の
キャンペーンに参加し
防犯意識の高揚に努め
た。
〇年末年始の防犯キャ
ンペーンに参加し防犯
意識の高揚に努めた。

（一社）長崎県医師会　

〇特別な活動は行って
いないが、例年、長崎
犯罪被害者支援セン
ターの賛助会員として
同センターの活動を支
援している。県警察本
部からの依頼により、
県医師会及び県産婦人
科医会では、性犯罪捜
査に協力するため、県
警と県産婦人科医会が
ネットワークを構築
し、性犯罪被害に対す
る全県下における協力
体制の取り組みを行っ
た。

〇県医師会報誌 又は
郡市医師会を通じて、
医師会員に周知すべき
事案についてはその都
度対応している。又、
県警の防犯情報「もっ
てこいネットワーク通
信」発信等で防犯意識
を高めた。

〇学校保健活動を通じ
て、児童の健やかな心
身の育成に貢献。又、
県医師会健康スポーツ
表彰制度を通じて青少
年の健全育成に尽力し
た。又、喫煙率の低下
と受動喫煙の防止は、
県民の健康を守るため
の喫緊の課題であり、
｢世界禁煙デー(５月
31日)｣及び｢禁煙週間
(５月31日～６月６
日)｣には、郡市医師会
を通じて、喫煙及び受
動喫煙による健康被害
について周知するとと
もに、青少年の健全育
成等の取り組みについ
て、協力方を行った。

長崎県こども政策局と
県医師会、県産婦人科
医会が協力し、児童虐
待予防の為、産科医療
機関が持つ妊娠初期か
ら産後１か月くらいま
での母子の情報につい
て、行政における保
健、福祉が共有し、必
要な支援につなげてい
くためのシステムを県
内全域に普及させる取
り組みを行っている。

（株）長崎新聞社

〇コロナ禍で各種啓発
の現場は減少したが、
取材現場での情報交
換、記事化・紙面化を
通して一定の成果を得
ることはできた。

〇コロナ禍で各種団体
の取り組みは例年より
少なかったが、報道を
通じて一定の貢献はで
きたと考える。

〇健全育成活動の現場
に関しても、取材・紙
面化を通して周知・啓
発に貢献できるよう努
力した。
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国立大学法人長崎大学

〇新入生を対象とし
て、禁止薬物に関する
アンケートを実施し、
禁止薬物に関する講話
で啓発を図った。

〇消費者トラブルについて
の講演会を開催。

（公社）長崎県防犯協会連合会

〇県、警察、県下各地
区防犯協会及び防犯ボ
ランティア団体と連携
し、犯罪なく３ば運動
をはじめとした各種犯
罪抑止対策に積極的に
取り組む。

〇テレビ・新聞等メ
ディア及びホームペー
ジを活用した防犯広報
を実施した。
〇公共交通機関（バ
ス）を活用し、特殊詐
欺被害防止に重点指向
した防犯広報を実施し
た。～バス車内掲示・
車体へのラッピング広
報等～
〇防犯ポスター・標
語・青パト活動写真の
募集及び防犯ポスター
展を開催した。
〇四季を通じ実施した
防犯キャンペーンにお
いて、地域安全及び少
年の健全育成等に係る
広報啓発リーフレッ
ト・チラシ等を配布し
た。

〇青色防犯パトロール
団体に対し活動用資機
材及び活用資料を提供
するなどの支援を行っ
た。

〇県警主催の少年指導
委員研修会において、
少年健全育成活動に関
する留意事項等につい
て講話を行った。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推
進県民会議がコロナで
中止となったため、文
書で回答参加。

〇風俗営業管理者に対する
講習会を開催した。

〇地区防犯協会及び少
年補導員等が行う街頭
キャンペーンにおい
て、広報チラシ・リー
フレット、キャンペー
ングッズを提供、配布
した。

〇住民の規範意識向上と、
犯罪に強い地域環境つくり
の一環として、地区防犯協
会・防犯ボランティア・市
役所職員などと合同で落書
き消去活動を実施した。※
実施箇所（長崎市銅座町・
船大工町２カ所）

大村市竹松地区防犯協会

〇大村警察署・宮小路
交番及び行政と連携
し、竹松地区セーフ
ティモデルタウン計画
を継続実施。

〇大村警察署・宮小路
交番、学校等の情報を
収集し、防犯広報紙の
配布実施。

〇竹松地区20町内会
長青色パトロール車に
よる防犯パトロール
88回実施。
〇竹松駅ふれ愛ステー
ションを拠点として、
20町内会及び健全協
合同による夜間パト
ロール60回、延べ
111人が実施。

〇児童の見守り活動、
通学路をパトロール及
び交通指導員による
「挨拶・声かけ」運動
の実施。

〇生活安全ニュース、
宮小路交番発行の防犯
広報紙等に関して、各
町内会長による各種会
合において説明実施。

〇コロナウイルス感染拡大
防止のため大村市中止。

〇コロナウイルス感染
拡大防止のため活動・
キャンペーン等中止。

〇各町内会は犯罪行為の場
所にならないよう常に公園
の清掃、樹木の剪定を定期
的に実施。

〇防犯灯大村市20基
新設、竹松防犯協会独
自で８基新設。
〇防犯灯器具８ヶ所取
り換え。

長崎県少年補導員連絡協議会

〇令和３年度「ココロ
ねっこ」運動への協力
参加。
〇長崎県青少年育成県
民会議への参加。
〇全国青少年健全育成
協調月間に伴う非行防
止活動への参画（７
月）
〇警察や関係機関等と
連携した各種防犯活
動・少年の立ち直り支
援活動を実施。

〇「ココロねっこ
フォーラム」への後
援・参加（11月）
〇全国地域安全運動に
対する後援・参加協
力。

〇各地区による随時街
頭補導の他、月１回街
頭補導を実施。
〇児童生徒の登下校時
における見守り活動と
校区内パトロール。

〇各地区による随時街
頭補導の他、月１回街
頭補導を実施。
〇児童生徒の登下校時
における見守り活動と
校区内パトロール。
〇警察や関係機関等と
連携した少年の立ち直
り支援・居場所つくり
活動の実施。

〇令和３年度長崎県犯
罪のない安全・安心ま
ちづくり推進県民会議
参加（書面開催）

〇各地区少年補導員の技量
向上のために各種研修会の
実施。

〇各地区の行事に合わ
せた少年非行・犯罪防
止キャンペーンの実
施。

〇登下校ルート及び駐輪場
等における防犯診断の実
施。

〇少年補導員としての
技量向上を目的とした
各種研修会への参加。
〇少年問題シンポジウ
ム出席（11月：オン
ライン）
〇全国少年警察ボラン
ティアニューリーダー
研修会出席（２月：オ
ンライン）

浦上警察署管内少年を守る母の会連合会

〇警察・学校と連絡を
取り活動をした。コロ
ナ禍のため、中止する
ことが多かった。

〇校区内を見回る。 〇「ココロねっこ」
フォーラム参加。
〇登下校の見守りとあ
いさつ運動。

〇理事会、総会中止（コロ
ナ禍のため）

長崎県二輪車自転車商協同組合

〇県内の小中高校で自転車
の安全点検時に防犯登録の
推進、自転車の盗難防止の
ための二重ロックの必要性
を説明。

（一社）長崎県建設業協会　

〇「全国交通安全運
動」（春・秋）、「交
通安全県民運動」
（夏・年末）の実施に
ついて、HPにより会
員へ周知・協力依頼。
〇暴力追放運動など職
員を対象とした所内回
覧。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推
進県民会議への参加。
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 事業者・団体名 関係機関との連携活動 広報・啓発活動 パトロール活動
少年の非行防止

青少年の健全育成活動
安全・安心まちづくりに
ついての話し合い、協議

 防犯研修会（教室）
 の開催

街頭活動、街頭キャン
ペーンの実施 ・参加

犯罪防止に配慮し た
環境整備

そ　の　他

（一社）長崎県建築士会

〇仕事場への行き帰り
での挨拶が日常的にな
り、義務的なものから
自然に行えるように
なった。子ども達から
も挨拶が返ってくるよ
うになったことは、嬉
しい変化である。マン
ション住民からも挨拶
が増えた。

（一社）長崎県警備業協会

〇警察本部、暴追セン
ター等と連携し、暴排
活動を推薦した。暴追
センター理事会への出
席。

〇協会発行の機関誌
で、特殊詐欺被害防止
の広報啓発活動を実施
した。
〇「警備の日」イベン
トにおいて、特殊詐欺
被害防止のチラシを配
布し、広報啓発活動を
実施した。

〇「安全・安心まちづ
くりパートナーシップ
事業所」として登録し
ている警備業者におい
て、見守り活動、
ATMコーナーでの特
殊詐欺被害防止のパト
ロール活動を実施し
た。

〇警備業者において、
登下校時間帯における
通学路での見守り活動
を実施した。

〇暴力追放「いのちを
守る」長崎市民集会に
参加した。

〇防犯指導技能養成研修会
に参加した。
〇テロ対策訓練を視察し
た。

〇「警備の日」街頭
キャンペーンを実施
し、安全・安心まちづ
くりや特殊詐欺被害防
止の広報活動を実施し
た。

長崎県中小企業団体中央会

○11/17 「ココロ
ねっこフォーラム」へ
の参加。

長崎県商工会議所連合会　

〇イベントの実施等に
ついて所轄警察署と事
前協議を行なった。

〇長崎地区暴力追放運
動協議会への参画。

長崎県商工会連合会　

【西そのぎ商工会】
犯罪の起きにくい社会
づくりに関する協定の
締結。

【南島原市商工会】
犯罪の防止、交通事故
の防止、暴力団の排除
などの活動を推進して
いる。
南島原警察署と協定を
締結している。
暴力団追放のステッ
カーを本会入口に掲
示。

【西そのぎ商工会】
特殊詐欺等への注意喚
起を図るため、本会
ホームページやＬＩＮ
Ｅ等で告知を行なっ
た。

【雲仙市商工会】
「犯罪なく３ば運動実
施中」のステッカーを
公用車に貼付。
千々石支所・掲示板に
重要指名手配一覧、特
殊詐欺防止関連ポス
ターを掲示。

【南島原市商工会】
県警「もってこいネッ
トワーク通信」登録、
情報受信により各統合
事務所へ情報提供し、
会員に周知。

【南島原市商工会】
目撃情報の提供とし
て、通常業務を通じ犯
罪及び交通事故などの
発生に関する情報・不
審者（車）の目撃情報
などを提供した。

【東長崎商工会】
「長崎地区暴力追放運
動推進協議会」監事
「長崎地区暴力追放運
動推進協議会」の総会
に出席

【西そのぎ商工会】
商工会の事務所内及び玄関
（屋外）に防犯カメラを新
たに設置し、24時間録画
を行っている。

【東長崎商工会】
本会事務所入口照明の夜間
点灯（入口周辺及び隣接公
園の防犯灯）

【壱岐市商工会】
市内小学新一年生に、
交通事故の防止、犯罪
の防止のため毎年度ラ
ンドセルカバーを進
呈。

（一社）長崎青年会議所　

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推
進県民会議への委員参
加。
〇長崎市安全・安心ま
ちづくり推進協議会へ
の委員参加。

〇ポスター・チラシの
掲示。

〇青少年育成事業の実
施。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推
進県民会議への委員参
加。
〇長崎市安全・安心ま
ちづくり推進協議会へ
の委員参加。

浜市商店連合会

〇長崎警察署・丸山交
番と連携し、地域の安
全安心に繋がる活動を
行った。
〇長崎中央消防署と連
携し、６月消防訓練を
実施した（新樹苑に
て）

〇アーケード内放送設
備を活用し、特殊詐欺
犯罪等への注意喚起を
行った（振り込め詐
欺、自転車・スケート
ボードの乗り入れ禁
止、ポイ捨て、喫煙禁
止等）

〇春季（６月）冬季
（12月）昼間の啓発
活動、夜警活動を実
施。
〇アーケード設備の点
検を実施した（照明、
放送設備、ドーム開閉
等）施工業者を使った
補修工事実施。

〇万引き防止活動につ
いては各店で実施継続
中。
〇浜んまちガーデン内
における高校生への声
かけ。

〇定例開催の理事会で
情報を共有し、対策等
を協議した。
〇新型コロナウィルス
感染防止対策の一環と
して、休憩所利用はト
イレのみとし、ソファ
の使用を中止し、継続
中。

〇交通安全協会が主催
する街頭キャンペーン
は、コロナ感染防止の
観点から中止となり、
参加できなかった。

〇防犯カメラ運用規定遵守
と捜査への協力を行った。
26件。
〇通勤通学および夜間の通
行に配慮したアーケード照
明の点灯。また、冬季・雨
天時の照明時間の柔軟運用
を行った。
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 事業者・団体名 関係機関との連携活動 広報・啓発活動 パトロール活動
少年の非行防止

青少年の健全育成活動
安全・安心まちづくりに
ついての話し合い、協議

 防犯研修会（教室）
 の開催

街頭活動、街頭キャン
ペーンの実施 ・参加

犯罪防止に配慮し た
環境整備

そ　の　他

させぼ四ケ町商店街協同組合

〇防犯カメラの記録媒
体を提出した。

〇ポスターの掲示、街
内放送をした。

〇売台の設置状況や道
路破損等の見回りをし
た。

〇防犯カメラの改装をし
た。

（株）ファミリーマート九州リージョン

〇随時、県警、各警察
署等へご相談実施。

〇警察官募集、万引き
防止等、ご依頼のあっ
た掲示物を店舗へ配
布、掲出実施。

〇有害図書は原則販売
しておりませんが、随
時確認実施。

〇県民会議実施時は参
加可能な限り参加。

〇今年度はコロナ禍の
ため未実施。

〇全店防犯カメラ設置。
〇特殊詐欺防止について各
店にて声掛け等実施。

〇セーフティステー
ション活動実施。

長崎県金融機関防犯連絡協議会

〇各地区の金融機関防
犯協会と地元警察署と
連携した防犯訓練（振
り込め詐欺未然防止訓
練を含む）の実施。

〇「犯罪のない安全・
安心まちづくり推進旬
間」ポスターの会員向
け配布。
〇県警の要請に基づく
会員へのタイムリーな
広報。

〇防犯業務実務担当者研修
会→コロナ禍により開催せ
ず。
〇会員への訓練用クラック
ボール当を配布→コロナ禍
により配布せず。

〇各地区防犯協会開催
の防犯運動への参加
（各地区金防協）

日本貸金業協会長崎県支部

〇警察に対し、ヤミ金被害
等に関する情報提供を行っ
た（協会本部より警視庁
へ）
〇行政機関・消費生活セン
ターへの訪問等を行い、各
種情報の共有化を図った。
〇WEB開催された多重債
務協議会に資料を提出の
上、参加した。

〇金融トラブル被害防止に
関する啓発資料等を窓口等
に備置及び配置し、消費者
等の被害防止・啓発を行っ
た。
〇協会のホームページに悪
質業者の社名や手口を公表
し、注意喚起を行った。
〇消費者等からの相談に応
じ、貸金業登録の有無等の
調査及び対応について助
言、回答を行った。
〇各種団体等からの要請に
基づき金銭トラブル、悪質
商法被害防止相談対応にお
けるカウンセリングの基
本・家計管理支援等に関す
る講演、セミナーの講師派
遣を行った。

長崎県校長会

〇コロナ禍で活動が制限さ
れた中ではあったが、各校
区内で、情報の共有化を図
ることができた。

〇コロナの影響で各校で縮
小したり工夫を凝らしたり
しながら教育週間の実施が
できた。

〇コロナの影響で定期的な
活動が難しかった。

〇ネットワークパトロール
はできなかったが、各校区
内での日々のパトロールを
行った。

〇各学校区内で情報共有等
を行った。

〇コロナの影響により実施でき
ないところが多かった。

〇コロナの影響により十分
な実施はできなかった。

〇各学校区で集団下校等の際確
認し、必要に応じて関係機関に
連絡した。

長崎県高等学校長協会

〇コロナで実施できず。 〇実施できず。 〇実施できた。 〇６月と２月に学校評議員
会を実施し、地域の方と情
報共有ができた。

〇実施できた。

長崎県私立中学高等学校協会

〇もってこいネットワーク
通信の回覧。

長崎県私立幼稚園・認定こども園連合会

〇各加盟園における「生活
安全ニュース」「もってこ
いネットワーク通信」の活
用。

〇各学校区内におけるパト
ロール活動等に参加予定
だったが、新型コロナウイ
スル感染防止のため多くの
活動が中止となり、参加で
きなかった。

〇「子どもを守る長崎ひま
わりプロジェクト」への参
加。

〇長崎県犯罪のない安全・
安心まちづくり推進県民会
議への参加。

〇今年度の研修は行うことがで
きなかった。（新型コロナウイ
ルスの影響等）

〇各加盟園の状況に応じた棒は
カメラ等の導入、ガードマン等
の配置。

長崎県ＰＴＡ連合会

〇県警及び県教委、県こど
も未来課等の関係諸機関と
の連携強化。

〇児童生徒の登下校時にお
ける子どもを見守る活動と
校区内のパトロールの実
施。

〇いじめ防止及びいじめ根
絶を目的とした児童生徒対
象の「いじめ防止標語コン
テスト」を実施。県内応募
総数278校、28,950作
品。
〇スマホ・携帯電話等の
フィルタリング研修会のみ
にとどまらず、ゲーム機等
も含んだネット全般にわた
る保護者向けネット研修会
を一部各郡市PTA連合会
や単位PTAで実施。
〇家庭教育力の向上をめざ
して「三行詩コンクール」
を実施した。優秀作品は県
P連で表彰し、さらに全国
コンクールへ推薦した。

〇損害保険会社と連携して
PC・スマホで閲覧できる
「あんぜんｍｙマップ」を
県Ｐ連が提供し、会員への
周知に努めた。

長崎県私立中学高等学校ＰＴＡ連合会

〇もってこいネットワーク
通信回覧。
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 事業者・団体名 関係機関との連携活動 広報・啓発活動 パトロール活動
少年の非行防止

青少年の健全育成活動
安全・安心まちづくりに
ついての話し合い、協議

 防犯研修会（教室）
 の開催

街頭活動、街頭キャン
ペーンの実施 ・参加

犯罪防止に配慮し た
環境整備

そ　の　他

県民会議壱岐支部

〇保護司会とともに、街頭
補導活動を実施した。
〇壱岐保健所からの情報提
供（ポスター等）により薬
物撲滅運動の啓発活動を
行った。

〇青色回転灯パトロール車
でのパトロールを個別に実
施した。

〇例年実施していた県下一
斉パトロールは、新型コロ
ナウイルス感染症対策のた
め中止された。

〇少年の万引き、自転車等
の窃盗などを起こさないよ
う地域での情報交換や環境
づくりを行なった。

〇県民会議壱岐支部会議
他、暴力追放推進協議会、
防犯協会連合会、保護司会
等などで安全・安心まちづ
くりについては新型コロナ
ウイルス感染症対策のため
会議の時間短縮（縮小を含
む）及び会議資料や電話で
の情報交換等を行なった。

〇例年実施していた交通安
全運動キャンペーン等は、
新型コロナウイルス感染症
対策のため中止された。

〇市内各港、空港、主要な道路
交差点に設置した防犯カメラの
維持管理を行った。

県民会議新上五島支部

〇防災行政無線放送にて住
民の防犯意識の高揚を図る
ための啓発活動を実施。

〇青少年柔剣道大会の開催
（11月21日実施）

〇新型コロナウイルス感染
症拡大により、各種イベン
トや街頭キャンペーン等を
実施できなかったため、役
場本庁及び各支所の窓口等
に防犯啓発チラシと啓発
グッズを設置。

県民会議五島支部

〇警察・町内会等と連携
し、防犯巡視活動を実施。
〇防犯活動の写真を各所に
掲示。

〇青パト活動の実施２回。
〇公共機関等に啓発ポス
ターを掲示。
〇防犯パレード実施。

〇防犯巡視活動の実施４
回。

〇防犯柔道大会はコロナウ
イルス感染拡大防止のため
中止。

〇年金支給日における特殊
詐欺被害防止街頭キャン
ペーンへの参加３回。
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