
活　動　重　点

団　体　名

長崎県退職者連合

〇当組織の広報誌である「長退連
だより」に被害防止記事を掲載し
ました。

長崎県私立幼稚園・認定こども園ＰＴＡ連合会

〇各幼稚園・認定こども園を通
じて、地区の警察署等からの
メール・FAXによる事案・犯罪
予防等の通知を利用した情報収
集と各家庭への提供を行った。

〇加盟園各園においての「あいさ
つ」の大切さを園児やその家族に
伝えていく活動への協力を行っ
た。

長崎市ＰＴＡ連合会

〇長崎っ子の約束「メディア
ルール」ポスターを作成し、
ルール作りや制限の必要性を呼
びかけた。
〇「フィルタリング体験会」を
実施し、フィルタリング設定の
必要性について理解を深めた。

（各PTA）
〇メディア関連の研修会を開催
し、親子でルールを作成した。
〇メディア関連の研修会を親子
で実施し、スマホ等の負の部分
を学んだ。

〇県警のキャッチくんからの事
案・犯罪予防の通知によりPTA
会員に周知している。
〇関係機関の会議に出席し、情
報を収集している。

（各PTA）
〇PTAの役員が地域（自治会・
育成協）の諸会議に出席し、情
報の収集及び提供に努めてい
る。
〇県警のキャッチくんからの情
報を収集している。

（各PTA）
〇朝のあいさつ運動、声かけ運動
を実施している。
〇学校・自治会・老人会等と連携
し、「見守りパトロール活動」を
実施している。

（各PTA）
〇朝のあいさつ運動、声かけ運動
を実施している。
〇単位PTAにおいて、学校・自治
会・老人会・地域コミュニティ等
と連携し、「見守りパトロール活
動」を実施している。
〇メディア関連の研修会を実施し
た。

〇特殊詐欺被害防止活動への協
力。

〇暴力追放「いのちを守る」長崎
市民会議はコロナの影響で規模を
縮小して実施。

ダイヤランドまちづくり連絡協議会

〇ダイヤランド地区では、安全
で安心して暮らせる街づくりの
ための「住民の誓い」として
「挨拶を交わす」及び「夜間は
門灯を灯す」を決定している。
町内の学校、育友会、自治会等
の活動の中に「あいさつ運動」
を重視してきたが、特に中学生
は生徒会での議題として取り上
げ、「気持ち良いあいさつ運
動」を地域で展開している。大
人も見習うべきとの声があるが
成果は不明。

〇安全情報等については、「ま
ちづくり通信（毎月１日発
行）」で全家庭に配布して広報
啓発を行った。特に、警察署や
消防署、関係役所等、所属団体
からの情報、「コロナ関係」の
情報提供に努力した。

〇住民への防犯啓発の中に「お出
かけで留守にするときは隣に一声
を」を呼びかけしている。このこ
とは、単に防犯のみではなく、
「まちづくり」の原点としている
「住民間交流」の輪を広げる大き
な日常行動であることを確認して
いる。

〇「青パト」による域内のパト
ロール活動により、女性や子供の
安全確保に努めた結果、事故事件
もなく経過したことに安堵してい
る。特に、朝の登校時の小中学生
の安全確保の立哨指導は効果を上
げた。

〇コロナ禍の中では、これまでに
行ってきた警察署による高齢者の
防犯講演会はできなかったが、本
年は大浦警察署より域内の老人ク
ラブ会員（約300名分）に詐欺防
止のための「ニセ電話詐欺ご注意
を！」と｛ちょっと待って！
ATM」の２枚のステッカーをいた
だき配布した。（これは固定電話
に貼り注意を促すもの）

〇暴力追放「命を守る市民集会」
に参加、青パトで市内をパトロー
ルした。

〇「まちづくりスローガン」の作
成・・まだ十分とは言えない住民
のまちづくり活動への参加を促す
ために、「私も主役　あなたも主
役　ダイヤランドのまちづくり」
のスローガンを作ったので活用を
図るための手立てを考えたい。こ
れは、協議会のまちづくり活動が
目指す「安全で安心して暮らせる
まちづくり」への住民の基本的ス
タンスであることの住民のコンセ
ンサスを得る努力をしたい。

（公財）長崎県老人クラブ連合会

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

（一財）長崎県地域婦人団体連絡協議会

〇コロナ禍の中で、子ども達と
交流する機会がなかった。

〇学校支援会議などに出席し、
地域の情報の収集や提供を行っ
た。

〇登下校の子ども達や隣近所の人
達への挨拶、声掛けは積極的に
行った。

〇子ども達の通学路に立って見守
り活動を実施。
〇「子ども110番の家」に協力推
進した。

〇全国の会員約700名が参加した
全国大会の中で、長崎県警察本部
の担当者による講演「ストップオ
レオレ詐欺」を実施した。

〇暴力追放「いのちを守る」長崎
市民集会へ参加。

長崎県生活学校・生活会議連絡協議会

〇悪徳商法の被害にあわないた
めの学習会・講演会参加。
〇街頭活動、街頭キャンペーン
の実施（長崎、佐世保地区生活
学校）

〇あいさつ運動の推進（県下生活
学校）
〇老人と子供の交流会等実施（中
止）

〇下校時のパトロール。
〇子育て支援。

〇「暮らしの情報」や各学校の学
習会において情報の収集に努め
た。（県下生活学校）

〇暴力追放「いのちを守る」長崎
市民集会参加（長崎市生活学校）

長崎県警友会連合会

〇大型商業施設で万引き事案の
発生防止のため防犯パトロール
を実施した。
〇駅前や大型商業施設の駐輪場
において鍵かけ指導を実施し
た。

〇警察本部及び警察署の協議会
や意見交換会を通じて犯罪情勢
等の情報を収集し、各種イベン
トや会合においてチラシの配付
等により安全情報を提供した。

〇児童の登下校時の見守り活動に
より児童の犯罪被害防止に努め
た。

〇年金支給日における金融機関、
ATMの警戒及び利用者へのチラシ
配付により被害防止に努めた。
〇各種イベント会場においてチラ
シ配付による被害防止に努めた。

〇警察署長等から委嘱を受けた
330人が県下において3,726回、
8,241人が児童の見守り活動、各
種イベント会場での犯罪防止、交
通事故防止の広報、防犯パトロー
ルによる地域の安全・安心活動に
従事した。

（株）長崎新聞社

〇県内の長崎新聞販売店が長崎
県警と連携して取り組む「長崎
新聞あんしんネットワーク」
で、事件事故やけが人保護、高
齢者の安否確認等の活動に取り
組んだ。

〇「ストップ　ニセ電話詐欺」の
ワッペンを付けて、長崎新聞紙面
でキャンペーンを展開中。啓発活
動やニセ電話詐欺事件の記事を積
極的に掲載し、読者に注意を呼び
かけた。

〇暴力追放に関する各種活動など
に関し、取材・新聞報道を通して
追放機運の醸成に努めた。

令和3年度活動重点取組結果

規範意識向上を目的
とする取組の推進

 安全情報の積極的収集
及び提供の推進

隣近所への
声かけ運動の推進

子供・女性を犯罪から
守る活動の推進

特殊詐欺被害
防止活動の推進

暴力追放の機運を高める
活動の推進

独自の活動重点

資料９
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〇住民の規範意識向上を目的と
して、落書き一斉消去モデルボ
ランティア事業を推進した。R3
年度は、長崎市銅座町・船大工
町の２カ所において防犯ボラン
ティア、市役所職員、日本塗装
工業会長崎県支部などの協力に
より落書き消去活動を実施し、
地域における規範意識を高め
た。

〇「防犯ながさき」を随時関係機
関等に配布するなど、情報発信を
行った。
〇安全情報について県警と随時情
報交換を行い、パンンフレット等
で情報を提供した。

〇子どもをネット犯罪から守るた
め、冊子を作成し県下各地区に配
布した。

〇風俗営業管理者講習会におい
て、暴力追放に関する啓発、広報
を行った。
〇防犯標語コンクールにおいて
「暴力団への加入阻止」を募集課
題として、その入選作品を表彰す
るとともに、機会ある毎に広報す
るなど、暴力追放機運の醸成を
図った。

大村市竹松地区防犯協会

〇竹松地区20町内会長一丸とな
り「カギかけんば」「ひと声か
けんば」「見守りせんば」セー
フティモデルタウン計画を継続
実施。
〇竹松駅前ふれ愛ステーション
を拠点として20町内会及び富の
原小・竹松小・健全協合同によ
る夜間（20～21時）駅周辺の
防犯パトロールを実施。地域の
非行防止に努める。延べ111
人、60回実施。

〇大村警察署及び地元交番と連
携し情報収集、毎月交番発行の
防犯チラシ・生活安全ニュース
等竹松全地域全町内会に対し、
班回覧用として配布実施。
〇学校支援会議に参加。情報収
集、意見交換の実施。

〇町内会役員及び班長会議、老人
定例会において、近隣住民及び児
童等に対し「挨拶運動」の実施。
〇犯罪が起きないよう、安全・安
心横断幕を作製、公園等に掲示
し、地域住民に対し、啓蒙。「見
逃すなちいさな犯罪地域の目」
「声かけて地域で守る子どもた
ち」「広げよう安全・安心地域の
輪」「声かけて、地域で守る子ど
も達」ターポリン製（1,500mm
×450mm）４０枚作成。

〇竹松地区20町内会長で青色パト
ロール車によるパトロールの実施
（88回　夜間９回）
〇各公園広場の樹木の剪定、除草
等環境美化活動の実施。

〇新型コロナウイルス感染拡大防
止のためのチラシ配布の中止。
〇大村警察署発行、生活安全
ニュースを竹松地区各班に回覧活
用。

〇竹松地区防犯協会８基（LED）
独自新設。
〇防犯灯器具８基。

長崎県少年補導員連絡協議会

〇各地区ごとに随時街頭補導を
実施。
〇少年の立ち直り支援事業及び
居場所づくり事業として、警察
と連携し、農業体験活動を実
施。
〇店舗に対する万引き防止の協
力依頼等の実施。
〇学校、駅周辺等における自転
車の防犯診断を実施。

〇各種非行防止懇談会、会合へ
参加し、少年の非行防止・犯罪
被害者等について広報啓発を実
施。
〇各地区の行事等に合わせた少
年の非行防止・犯罪被害防止
キャンペーン活動を実施。

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を実
施。

〇少年の非行防止・犯罪被害防止
キャンペーン活動を実施。
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を実
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。

〇県内の特殊詐欺被害状況につい
て研修し、各種会合において広報
啓発を実施。

（一社）長崎県建設業協会　

〇随時、HPに「見守り新鮮情報
（国民生活センター）」、
「もってこいネットワーク通信
（長崎県警本部）」、「長崎県
消費者被害防止ネットワーク情
報（長崎県消費者センター）」
の新着情報を掲載。

〇随時、HPに「見守り新鮮情報
（国民生活センター）」、「もっ
てこいネットワーク通信（長崎県
警本部）」、「長崎県消費者被害
防止ネットワーク情報（長崎県消
費者センター）」の新着情報を掲
載。

〇（公財）長崎県暴力追放推進セ
ンターが実施する「不当要求防止
責任者（担当者）講習」への会員
の参加の促進を図った。

〇本会支部事務局長会議におい
て、反社会的勢力の組織図動向に
ついて情報共有。

（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。また、事務所が所在するマン
ション内でも挨拶が増えてきてい
るように思えるようになった。

〇特殊詐欺被害防止に関するテレ
ビスポット広報を２社２回実施し
た。
〇県内３社の19台の公共交通バス
で、特殊詐欺被害防止広報大使
（歌手前川清氏）の特殊詐欺被害
防止のラッピングバスによる広報
を３ヶ月実施した。
〇夏の高校野球選手権長崎大会放
映の長崎ケーブルテレビで、30秒
スポット広報を57回放映し、被害
防止の広報に努めた。
〇長崎ケーブルメディアＴＶガイ
ドに特殊詐欺に負けない長崎県を
作ろう！チラシを掲載し、５万世
帯に配布して広報啓発をした。
〇特殊詐欺。悪質商法被害防止に
かかる防犯ポスター・標語コン
クールを実施するとともに、同コ
ンクール入選作品を活用して特殊
詐欺被害防止に関するテレビス
ポット広報及びバス車内広告（バ
ス会社４社）を実施した。
〇上記防犯ポスター・標語コン
クール応募作品を集めた防犯ポス
ター展を長崎市内で開催し、特殊
詐欺・悪質商法被害防止に対する
意識啓発に努めた。
〇風俗営業管理者講習等におい
て、DVDの視聴や被害防止事例を
紹介するなど防犯活動を行った。

（公社）長崎県防犯協会連合会
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（一社）長崎県警備業協会

〇警備業務を通じて、ATMコーナー
警戒及び利用者に対して積極的に声掛
けを実施し、特殊詐欺の被害防止に努
めた。

〇「安全・安心まちづくりパートナー
シップ事業所」として、幟を掲げると
ともに、環境美化活動を通じて、地域
への安全・安心の提供と、安全情報の
収集を推進した。

〇警備業者において、登下校時における
通学路での見守り活動を実施した。
〇警備員において、犯罪から身を守るた
めの「危機管理マニュアル本」や
「DVD」を配布し、犯罪から身を守る活
動を推進した。

〇警備業務を通じて、ATMコーナー警戒
及び利用者に対し、積極的に声掛けを実
施し、特殊詐欺の被害防止に努めた。
（特殊詐欺被害味仙防止功労により、警
察署長から署長感謝状を受けた。）
〇協会発行の機関誌に特殊詐欺被害防止
の記事を掲載したほか、「警備の日」街
頭キャンペーンにおいて、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。

〇暴力追放「いのちを守る」長崎市民集
会に参加した。

長崎県商工会連合会　

【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。

【西そのぎ商工会】
「融資保証詐欺」に関する注意喚起につ
いて、長崎県警察本部生活安全企画課か
らの注意喚起を受け、本会ホームページ
で告知を行なった。

【雲仙市商工会】
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。

【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

【南島原市商工会】
「南島原市暴力追放運動推進協議会」委
員

【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。

【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）

（一社）長崎青年会議所　

〇子供の手本となるような行動を意識
する。

〇学校・地域・家庭・職場などへの情
報共有・発信。

〇あいさつの重要性。 〇犯罪に巻き込まれないための意識・知
識の周知。

させぼ四ケ町商店街協同組合

〇街内放送で繰り返し広くアピールす
ることでスケードボード・自転車の通
行が減少した。

〇防犯カメラを改装した。カメラの台
数が20台から25台になり、映像も鮮
明になり、より犯罪捜査の協力ができ
るようになった。

（株）ファミリーマート九州リージョン

〇セーフティステーション活動を通し
て、子ども・女性の駆け込み対応の実
施。→駆け込みがあった際は各店にて対
応。取組結果は日本フランチャイズ
チェーン協会に報告。

〇お客様への声掛けによる未然防止を推
進。→各店舗にて声掛け実施。防止関連
掲示物の設置。

長崎県校長会

〇職員自らが子どもたちの手本となる
ような言動を心がけた。問題が起こっ
たら時機を逃さず指導を続けた。

〇地域の会議、行事にはできる限り参
加し、情報交換を行った。

〇登下校時の挨拶や声かけ等地域の方に
も関わっていただいた。

〇自分の身を守ることの大切さも合わせ
て指導した。

〇警察からのポスター・パンフレット等
を校内に掲示した。

〇警察からのポスター・パンフレット等
を校内に掲示した。

長崎県高等学校長協会

〇（バス）乗車市道はコロナにより実
施できず。

〇学年集会や朝のホームルームで情報
提供し、注意喚起を行った。

〇挨拶の励行を心がけた。 〇特に長期休業に入る前に文書を作成
し、注意喚起をした。

〇ポスター・パンフレットの掲示・配布
を行った。

〇ポスター・パンフレットの掲示・配布
を行った。

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

〇各地区の警察署等からのメール・
FAXによる事案・犯罪予防等の通知
を利用した情報収集と各家庭への提供
を行った。

〇加盟園各園において、「あいさつ」の
大切さを園児やその家族に伝えていく活
動を行った。
〇園の近隣住民の方に対して教職員や園
児の積極的なあいさつを心がけた。

〇「子どもを守る長崎ひまわりプロジェ
クト」への参加。

長崎県ＰＴＡ連合会

〇子どもに思いやりの心を育てるため
に、「第15回いじめ防止標語コンテス
ト」を実施した。また家庭教育力の向上
と親子の絆を深めるために「三行詩コン
クール」を実施し、優秀作品を県P連に
おいて表彰するとともに日本PTA全国協
議会へ推薦した。

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の回
覧。

県民会議壱岐支部

〇新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、市内の行事等は依然として自
粛モードではあるが、啓発活動は継続
して行うことで市民の方にも安全安心
なまちづくり意識の推進ができた。

〇警察、駐在所、協議会等への参加
は、依然として自粛することが多く
なった。

〇会議等は感染症対策を徹底して行うこ
とで、公民館、ＰＴＡ等とは、電話やＳ
ＮＳ等で情報共有し協力して推進を行っ
た。

〇公民館長等「こども１１０の家」の推
進活動を実施した。

〇特殊詐欺詐欺防止において、「被害防
止対策機器」の利用促進に努めた。

〇暴追協、防犯協、保護司会等と協力し
て、暴力追放の啓発を行った。また、警
察（駐在所）との連携をとり、暴力追放
運動に推進できた。

〇壱岐市内の各小学校では、毎年６月頃
に「社会研究」課外授業として、各事業
所側に協力依頼があり、事業所における
仕事内容の説明や体験学習を児童に対し
て行なっている。

県民会議五島支部

〇防犯巡視活動時、駐車車両の防犯診
断を実施。

〇年金支給日に特殊詐欺被害防止街頭
キャンペーンへ参加。
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