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平成 21 年度構成団体活動状況 

団体名 21 年度活動内容 

大阪府 

１ 安全キャンペーン事業等 

府民の安全に対する危機意識を高めていただくため、ひったくりや自転車盗

などの街頭犯罪に焦点をあてるとともに、振り込め詐欺被害防止も含め安全な

まちづくり推進月間（10 月）に安全キャンペーン事業等を展開。 

○ 安全なまちづくり街頭キャンペーン 

    日時：10 月 17 日（土）午後 1時 45 分から午後 2時 45 分まで 

    場所：近鉄あべのファッションビル HOOP1 階オープンエアプラザ 

内容：青色防犯パトロール激励及び出発式 

ひったくり防止ネット等防犯グッズの配布など 

○ 大阪安全なまちづくりフェスタ 

    日時：10 月 17 日（土）午後 2時 30 分から午後 4時まで 

    場所：阿倍野区民センター 大ホール 

    内容：防犯ボランティア団体表彰式、事例発表、防犯教室等の実施 

２ 地域安全センターの設置促進 

   小学校の余裕教室等を活用した地域の安全活動拠点として、「地域安全セン

ター」の整備を促進し、子どもの見守り活動・地域防犯活動の活性化を図った。

   5 市 2 町で 14 小学校区（大阪狭山市 6 小学校区、八尾市及び河内長野市 2

小学校区、松原市、東大阪市、岬町及び田尻町 1小学校区）に設置し、犯罪

防止ネットワークの活性化による地域力の再生に努めた。 

３ 少年補導センターの設置促進 

   少年非行対策を進めるため、市町村における少年補導センターの設置促進や

少年補導ボランティアの養成を図り少年非行防止に努めた。 

   4 市（泉大津市、池田市、阪南市、和泉市）に設置し、地域に根ざした補導

  活動を推進できるネットワークづくりによる非行防止活動に努めた。 

４ 青色防犯パトロール活動の促進 

住民の力では及ばない深夜や広域的な警戒を実施するため、犯罪多発地域に

おける深夜時間帯の青色防犯パトロール事業を実施。（平成 21 年 10 月 2 日か

ら 11 台の車両で開始。平成 21 年 12 月 1 日からは 23 台で事業を実施。実施時

間は午後 10 時から午前 5時までの間） 

ホームページにて、青色防犯パトロール活動事例などを紹介するなど、活動

の促進を図る。 

５ ホームページの運営 

安全なまちづくりに関する情報を、府のホームページで幅広く提供。 

６ ひったくり防止デーでの取り組み  

ひったくり防止デーの取組みとして、堺市等と協力した街頭キャンペーンや

サイクルイベントでのひったくり防止カバーの取り付けを実施した。 
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団体名 21 年度活動内容 

大阪府 

７ ミナミ活性化事業 

   大阪ミナミの活性化を図るため府、警察本部、大阪市、経済団体等が協働し

て環境浄化などに取り組む「ミナミ活性化協議会」に参画し、平成 21 年 1 月

20 日に共同アピール、啓発イベントを実施した。 

８ 大阪府街頭犯罪多発地域防犯カメラ設置補助事業 

街頭犯罪認知件数ワースト 1返上に向け、街頭犯罪認知件数の約半数を占め

る自転車盗等にターゲットを絞り、犯罪が多発している地域（駐輪場等）に、

犯罪抑止効果の高い防犯カメラの設置を進めた。【352 箇所 1,361 台】 

９ 大阪府商業活性化総合補助事業 

「商店街の魅力を向上させる事業」「活性化策を検討するため専門家を派遣

する事業」「人材を育成する事業」などの商店街等の取り組みを支援する市町

村に対して助成を行い、地域の商業集積の活性化を目指した。 

○ 商店街の魅力を向上させる事業 

  ・ 商業者の安全・安心・快適化に資する事業（防犯カメラ等の防犯対応設備

などを設置する事業） 

     商店街の視点から安全・安心なまちづくりに寄与するため、安全性の向

上を図る商店街等に対し、防犯カメラ等の防犯対応設備の設置を支援する

市町村に対して助成した。【3市 5箇所】 

10 地域安全マップ利用サービス 

通学路等における要注意箇所情報等を共有できる電子地図システムを運用。

警察の犯罪発生マップ等とのシステム連携を図ることにより、子ども被害情

報をリアルタイムで表示。 

  共有情報：防犯要注意箇所、交通要注意箇所、その他要注意箇所、地域安

全情報、こども 110 番の家、子供被害情報 

登録者数：約 14 万 5千人（平成 21 年 12 月末現在） 

11 歩車道分離柵の設置 

歩行者の交通安全と併せ、ひったくり等の犯罪を防止するため、府内一円に

おいて、歩車道分離柵の設置等を実施。 

12 歩道の照度を高める道路照明灯の設置 

ひったくり抑止パイロット地区やひったくりの多い警察署管内において、歩

道部の照度向上を図るため、老朽化した道路照明灯の更新を行うに際し、歩道

の照度を高め、ひったくりをはじめとする街頭犯罪の防止に努めた。 

13 大規模公園における安全対策事業 

「大阪府安全防犯指針」に基づき、府営公園における犯罪防止に配慮した公

園整備として、服部緑地公園の便所の改修を行った。 

14 府営住宅の建設における防犯面の配慮 

「防犯に配慮した共同住宅の設計指針」に基づき、府営住宅の防犯仕様の対応
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団体名 21 年度活動内容 

大阪府 

を実施。 

  建設完了：7団地(1,085 戸)（Ｈ18 着工 3団地(314 戸)、Ｈ19 着工 3団地(647

戸)、Ｈ20 着工 1団地（124 戸） 

建 設 中：22 団地(4,398 戸）（Ｈ19 着工 9団地（1,861 戸）、Ｈ20 着工 5団地

（834 戸）Ｈ21 着工 8団地（1,703 戸） 

大阪府警察本部 

１ 地域安全センターの設置促進 

   子どもの安全見まもり活動をはじめとした地域防犯活動の活性化を図るた

め、小学校の余裕教室等を活用した地域の安全活動拠点として「地域安全セン

ター」の設置を促進することとし、大阪府と連携の上、各自治体・地域住民・

学校等への働き掛けを実施した。 

【平成 22 年 3 月末現在、政令市を除く大阪府下において 14 小学校区に設置

され、大阪市においては 48 小学校をモデル校として取組が進められてい

る。】 

２ 少年補導センターの設置促進 

   刑法犯少年の検挙・補導人員が全国ワーストワンとなるなど、少年非行の状

況が極めて深刻なことから、地域に根差した少年非行対策を進めるため、「少

年補導センター」の設置を促進することとし、大阪府と連携の上、各自治体に

働き掛けを実施した。 

３ 「ひったくり防止デー」による集中啓発の実施 

   毎月 11 日の「ひったくり防止デー」を中心に、警察、自治体、事業者、府民等

が一体となったオール大阪の体制により、ひったくり防止に関する広報啓発活動を

集中的に実施した。 

４ 「全国地域安全運動大阪府民大会」の実施 

     全国地域安全運動が平成21年10月11日から20日までの間実施されることに先

駆け、「安全で安心なまち・大阪」の実現を目指し、府民、警察、関係機関・団体

等が一体となって活動していく気運を盛り上げるため、社団法人大阪府防犯協会連

合会及び府警が主催し「全国地域安全運動大阪府民大会」を開催した。 

開 催 日：平成21年10月4日（日） 

開催場所：エルおおさか【大阪府立労働センター】 

参加人数：約800人 

５ 大阪府、大阪市と連携した広報啓発キャンペーン等の実施 

平成 21 年 10 月 17 日、大阪市阿倍野区・近鉄あべのファッションビルＨＯ

ＯＰにおいて、大阪府警、大阪府と大阪市の共催による街頭キャンペーンを開

催し、安全で安心して暮らせるまちづくりに向けて、青色防犯パトロール団体

への激励式や府民の方々への防犯グッズの配布を行った。 

また、同キャンペーンに引き続き、阿倍野区民センターにおいて「大阪安全

なまちづくりフェスタ」を開催し、自主的な地域防犯の推進に功労のあった団
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団体名 21 年度活動内容 

大阪府警察本部 

体への知事表彰及び大阪市長表彰（※大阪市長表彰については、平成 21 年度

新設。）を行うとともに、ボランティア団体による活動報告を行うなど、府民

の防犯意識の高揚を図った。 

６ ホームページを活用した地域安全情報の提供 

   府民の身近で起こる犯罪発生状況を分析した地域安全情報（振り込め詐欺、ひっ

たくり、子どもに関する事案、自転車盗等）を府警ホームページの「地域安全情報

活用コーナー」において、府民等が活用しやすいポスター形式にして掲載した。 

７ 大阪府警察情報提供ネットワークシステム（安まちメール等） 

   犯罪被害に遭いにくいまちづくりを推進するため、府民の身近で起こる犯罪「ひ

ったくり」「路上強盗」「子供被害情報」「通り魔」等の発生情報と防犯対策情報を

24 時間態勢で予め登録された府民へ電子メールで提供する「安まちメール」、及び

「ひったくり・路上強盗・子供被害情報・自動車盗・侵入盗・車上ねらい等」の発

生状況を 64 警察署のホームページで公開する「地域安全情報提供システム」の実

施により、タイムリーかつ地域に根差した防犯広報活動を行い、府民の更なる防犯

意識の高揚を図った。 

８ 公開用サーバを活用した情報発信システム（安まちアーカイブ）等による情報提供

平成 21 年 1 月からは、更に幅広い業種を通じて犯罪発生情報や防犯対策情

報などの地域安全情報の発信を可能とするため、警察庁の警察活動基盤整備モ

デル事業として、警察から企業に地域安全情報を提供する公開用データベース

サーバ（「安まちアーカイブ」）を構築（ハード面）したほか、企業の防犯リー

ダー養成講座（ソフト面）を開催した。（平成 21 年 3 月開催） 

９ 繁華街等における防犯設備の整備 

   繁華街における街頭防犯カメラ設置を行い防犯環境の整備促進を図るととも

に、主要ターミナルなどについて防犯環境の整備促進の働き掛けを実施した。 

○ 「北地区安全安心まちづくり推進会議」の実施 

大阪駅北地区における防犯環境整備の促進を図るため、「北地区安全安心ま

ちづくり推進会議」を実施した。 

○ 繁華街等における街頭防犯カメラ設置事業の推進 

       安全かつ安心な歓楽街環境の構築を目指すため、キタ地区歓楽街に街頭防犯

カメラ16台を設置した。（平成21年11月9日から運用） 

10 「安全なまちづくり推進協議会」の充実強化 

     地域の犯罪情勢に応じた具体的な事業計画のもと、参画団体が協働して、安全な

まちづくりに関する取組を展開した。 

平成 21 年中は、街頭犯罪の総量抑制に向けて、特に自転車盗対策を推進し、

自転車盗被害が多発する、駅周辺や商業施設駐輪場において、看板やポスター

を掲示したほか、施錠忘れを防止し、ツーロックを促すよう、ワイヤーロック

等の補助錠の取付けによる地域住民の防犯意識の啓発を実施した。 
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団体名 21 年度活動内容 

大阪府警察本部 

また、地域住民が防犯対策について関心を持ち、かつ、地域住民による積極

的な取組がなされるよう、サポーター登録制度を設け、登録証を交付する制度

（中央区）や安全なまちづくりに向け活動している団体、犯罪認知件数を前年

対比で減少させた連合町会を対象に市長・警察署長等の連名による表彰制度

（港区、城東区、四條畷市、堺市）を設立し、地域住民の防犯意識の高揚を図

った。 

11 ボランティア団体の実施する自主防犯活動に対する支援 

   地域住民の自主防犯活動を支援及び活性化するため、平成 17 年度から警察

庁が実施している「地域安全安心ステーション」推進事業により、平成 21 年

度は、府下では新たに 3 地区（計 15 地区。全国では 800 地区）が選定され、

各地区に対し警察庁及び大阪府警察から活動用物品の貸付等の支援を行うと

ともに、各地区のボランティア団体が地域の福祉会館等を拠点（ステーション）

として自主防犯活動を展開した。【防犯ボランティア団体（平成 21 年末）：

1,596 団体（181,893 人）】 

12 青色防犯パトロールの促進  

     青色防犯パトロール活動の促進を図るため、 

  ○ 青色防犯パトロール講習の開催 

  ○ 団体への警察署長による委嘱 

  ○ 大阪府警察ＨＰにおける活動内容の紹介 

  のほか、地域の犯罪発生状況等の情報提供、合同パトロールの実施等の支援を

行った。 

13 まちぐるみ子ども安全対策事業 

   警察官ＯＢ17名を子どもの安全見まもり隊サポーターとして雇用し、府下の各小

学校区で行われている地域住民による子どもの安全見まもり隊活動を支援するこ

とにより、活動の継続・活動化を促進した。 

見まもり隊活動に参加できない地域住民に対して出来る範囲で子どもの安全を

見守るよう働き掛けを行うとともに、既に活動中の学習塾、高層住宅管理業協会等

の事業者との連携及びその他の団体に対しても活動への参画を呼びかけ、まちぐる

みで子どもを見守る活動を促進した。 

また、平成 21 年度補正予算（国費）により、「子どもを犯罪から守るため

の環境づくり支援モデル事業」を推進し、寝屋川市立第三中学校区をモデル地

区として、通学路や公園等の死角等防犯上のポイントとなる地点にカメラ装置

を設置、子どもの見守り活動を行う地元ボランティアに無償貸付（※地元ボラ

ンティアが運用管理）することで、子どもを狙った犯罪が起こりにくい環境づ

くりを支援した。 

【平成 22 年 2 月 27 日運用開始。全国 14 都府県 15 地区を選定】 
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団体名 21 年度活動内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府警察本部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 子どもを犯罪から守るモデル地区活動 

大阪府下62警察署において指定したモデル地区において、主に次の活動を推進した。 

○ 警察、自治体、学校、民間ボランティア・ＰＴＡ等による連絡会の開催 

○ 通学路、児童公園等における防犯環境の点検 

  ○ 広報啓発活動の推進 

  ○ 警戒活動の実施 

15 性犯罪等を未然に防止するための各種対策の推進 

子どもや女性に対する性犯罪等を未然に防止するため、性犯罪等の前兆と見

られる声かけ等の事案や痴漢事犯等に対し、本部が積極的に警察署の捜査支援

を行う体制を整備するとともに、地域住民、事業者等に対する防犯対策の働き

掛け、広報啓発活動を積極的に推進した。 

○ 鉄道連絡協議会定例会へ出席し、電車内での痴漢防止対策への協力要請を

実施（平成 21年 7月 29日開催） 

○ 電車内における痴漢事犯対策会議を開催し、鉄道事業者に対して女性専用

車両の増設や車内への防犯カメラの設置等、痴漢防止に向けた各種取組の実

施を要請した。（平成 22年 1月 27日開催） 

  ○ 府警ホームページにおいて痴漢防止対策等について掲載し、広く府民に対

して広報啓発を実施した。 

16 防犯モデルマンション登録制度の推進  

   住居の構造、設備、配置等について犯罪防止の視点を組み込み、犯罪被害に遭い

にくい共同住宅の普及を目的とする「大阪府防犯モデルマンション審査基準」に適

合した共同住宅を「防犯モデルマンション」として登録する制度を（社）大阪府防

犯協会連合会事業として実施。登録制度の普及促進を図ることにより、条例の指針

の普及及び共同住宅の防犯環境整備を促進した。 

  【登録件数：768件（平成22年3月末現在）】 

17 防犯モデル駐車場登録制度の推進 

大阪府安全なまちづくり条例第14条「犯罪の防止に配慮した駐車場の普及促進」

に基づき、犯罪の防止に配慮した構造、設備の基準を満たしていると認められる駐

車場を「大阪府防犯モデル駐車場」として登録する制度を（社）大阪府防犯協会連

合会事業として推進。登録制度の普及促進を図ることで条例の指針の普及並びに駐

車場の防犯環境の整備を促進した。 

  【登録件数：234件（平成22年3月末現在）】 

18 道路、公園、共同住宅等における防犯上の指針に基づく防犯対策の推進 

地域安全運動における広報やあらゆる広報媒体を通じ安全防犯指針の周知を図

るとともに、安全なまちづくり推進協議会、防犯協議会等の関係機関と連携して 

防犯環境の把握を行い、その結果を基に各管理運営主担所属に対し防犯対策の必要
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団体名 21年度活動内容 

大阪府警察本部 

な箇所・内容を具体的に示して防犯環境整備の働き掛けを実施した。 

   具体的には、 

○ 道路管理担当者会議（大阪府、大阪市、堺市）等を通じて、各自治体に対し

防犯カメラの設置及び防犯照明灯の増設を依頼 

○ 都市再開発事業（大阪市、寝屋川市、和泉市、吹田市等）について、自治体

及び企業に対して防犯環境整備の推進を依頼 

○ 電力柱における防犯カメラ共架の承認など電力会社への協力依頼 

  等の働き掛けを実施した。 

19 凶悪事件に発展する可能性のある侵入犯罪の防止 

   犯罪防止に配慮した共同住宅の普及等について、自治体、事業者等の協力を得て

総合的な侵入盗被害防止活動を推進した。 

(1) ＮＰＯ法人大阪府防犯設備士協会・ＮＰＯ法人大阪府錠前技術者防犯協力会と

連携し、防犯設備と錠前に関する専門的知識を活用した防犯活動を展開 

(2) 防犯環境整備の促進 

○ 大和ハウス、積水ハウス等の大手ハウスメーカーに対して優良防犯住宅の

設計を要請 

○ 独立行政法人都市再生機構（ＵＲ）等の府営住宅管理企業に対して、防犯

環境の整備を働き掛け 

  (3) 被害防止広報啓発活動の実施 

      空き巣、居空き、忍込み等凶悪犯に発展する恐れのある侵入犯罪の被害を防止 

するため、各種媒体やキャンペーン、防犯講習会等を活用し広報啓発活動を実施 

20 ひったくり防止カバーの普及促進 

安全なまちづくりキャンペーンや毎月11日のひったくり防止デー等各種機会

において、ひったくり防止カバーの普及に努めた。 

(1)  ㈳大阪府防犯協会連合会及び大阪府自転車商防犯協力会の協力を得て、ひっ

たくり防止カバー（3万枚）を製作し、街頭キャンペーン等において自転車の

前かごへのひったくり防止カバーの装着を推進 

(2)  緊急雇用創出基金を活用し、街頭犯罪多発地域等において女性や高齢者等

に対して防犯資料の配布やひったくり防止カバーの取付け等を行う『防犯に

関する広報啓発キャラバン業務（通称 街頭犯罪防止キャラバン隊）』を実施

（平成 21 年 12 月運用開始）  

21 自転車盗抑止活動の推進 

   街頭犯罪の 4 割以上を占める（平成 21 年中）自転車盗難の撲滅に向けて、事業

者、関係機関等と連携し、以下の被害防止対策を推進した。 

(1) 府下の小・中・高校生に対して自転車の「カギかけ」を促すため、大阪府教

育委員会等に対して、校内放送等を活用した「カギかけ」指導の取組を依頼。
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団体名 21年度活動内容 
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(2) 自転車錠の日本工業規格（ＪＩＳ規格）の改正に伴い、大阪府自転車商防犯協 

力会をはじめ関係機関に対して「シリンダー型馬てい錠」の普及促進を依頼 

(3) 緊急雇用創出基金を活用し、自転車盗多発地域における防犯登録の推奨、広

報啓発活動を行う『街頭犯罪防止のための自転車防犯登録推進事業（通称 自

転車盗難防止隊）』を実施（平成21年9月運用開始） 

(4) 大阪市交通局をはじめ在阪の大手鉄道会社の協力を得て、府下 209 駅にお

いて、駅構内の放送設備を活用し、「カギかけ・ツーロック」の励行を呼び掛

けるなどの抑止広報を実施  

22 自動車関連犯罪（自動車盗・車上ねらい・部品ねらい）の防止活動の推進 

   犯罪の防止に配慮した構造及び設備を有する自動車並びに盗難を防止するため

の装置の開発、普及を自動車製造業者等に働き掛けを行うとともに、盗難自動車の

不正輸出防止対策の推進、犯罪の防止に配慮した駐車場の設置促進等総合的な自動

車関連犯罪の防止活動を推進した。 

(1) 大阪府自動車盗難等防止対策協議会活動の推進 

○ 第 7回大阪府自動車盗難等防止対策協議会総会の開催（H22.3.2） 

     ○ 自動車盗難等の防止に配慮した自動車及び盗難防止装置の普及促進 

     ○ 防犯意識の高揚を図るための広報啓発活動を推進 

 (2)  各種防犯対策の普及促進 

○ ナンバープレート・カーナビ盗難防止ネジの普及促進 

    ・ 大阪府ナンバープレート盗難防止ネジ普及促進連絡協議会を中心として、

府下一斉のナンバープレート盗難防止ネジ取付キャンペーンを実施（21年度

は2回実施） 

・ 平成20年6月から、府下国産車ディーラー8社（約700店舗）の協力を得

て、ユーザーが新車購入時や車検等あらゆる機会にディーラーを訪れた際、

社員がカーナビ盗難防止ネジの取付けを推奨して取り付けるなど普及に努め

ているが、平成21年12月には、大阪トヨタ自動車（株）において、カーナ

ビ盗難防止ネジの取付促進キャンペーンを行い、カーナビ購入者への無料取

付けを実施 

   ○ 駐車場管理者対策を推進（防犯環境の整備など） 

   ○ 車内からっぽ宣言運動を推進 

(3)  ホームページ等を利用した盗難防止等の広報啓発活動を推進 

(4) 緊急雇用創出基金を活用し、オートバイ盗等の多発する駐輪場において、ナ

ンバープレートに盗難防止ネジを取り付ける『オートバイ盗等の街頭犯罪被

害防止推進業務（通称 バイクロック隊）』を実施（平成22年2月運用開始） 

23 コンビニ強盗抑止活動の推進 

   コンビニ強盗は模倣性が強く、犯行がエスカレートして更なる凶悪事件へと発展

することが懸念され、治安に対する府民の不安感を増大させる要因のひとつとなっ
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団体名 21年度活動結果 

大阪府警察本部 

ていることから、次のとおり諸対策を推進した。 

(1) コンビニ全 12 事業者を集めた緊急防犯対策会議の開催（H21.4.15） 

(2) 深夜における防犯実態調査及び巡回指導の実施（H21 年中、府警本部におい

て 3回実施） 

 (3) コンビニ全 12 事業者を集めた防犯訓練の実施（H21.11.27）  など 

24 振り込め詐欺被害防止対策の推進  

  自治体、関係機関、事業者と連携し、振り込め詐欺に対する府民の「抵抗力」

を高めるための広報啓発活動を推進した。 

(1) 各自治体のホームページ及び広報誌等を活用して、定額給付金制度を利用

した詐欺に対する被害防止広報を実施  

(2) 大阪府金融機関防犯対策協議会、ＮＴＴドコモ、大阪タクシー協会等の事

業者と連携し、架空請求詐欺被害防止ポスター等を作成、配布するなどの被

害防止広報を実施 

大阪府教育委員会 

１ 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 

学校の安全管理に関する取組みを一層充実するため、安全指導に関する識見

を有する警察官ＯＢ等を地域学校安全指導員（スクールガード・リーダー）とし

て委嘱し、府内各市町村における各小学校で巡回・見まもり等に従事する子ども

の安全見守り隊等の学校安全ボランティア（スクールガード）を活用するなど、

地域における学校安全に取り組む体制づくりを支援するとともに、安全で安心で

きる学校を確立することができるよう、学校の巡回指導、評価及びスクールガー

ドに対する指導を実施。 

２ 学校安全対策交付金 

公立小学校等の児童生徒等の安全確保に向け、市町村が学校や地域の実情に

応じて柔軟かつ効果的に対応できるよう、警備員等の配置に限定せず、防犯設

備の設置等を行った市町村に対し、交付金を交付。 

(1) 交付対象：市町村立小学校及び特別支援学校 

(2) 交付額：対象となる事業に要する経費の範囲内で 1校あたり 800 千円まで

３ 学校安全教育推進事業 

「子どもの安全確保推進月間」を周知し、「子どもを守る大人のスクラム」

というスローガンのもと、学校、家庭、地域住民が協働して子どもの安全確保

に向けた取組みを推進。 

（周知の方法）      

(1) 府政だより等の媒体を利用 

(2) 当該月間の趣旨を記載した「啓発用デザイン」の府内公立学校園へデータ

配信（「啓発デザイン」の校園内外への掲出や児童生徒等への配付、学校園ホ

ームページへの掲載などの方法による周知） 
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団体名 21年度活動結果 

大阪府教育委員会 

４ おおさか元気広場推進事業 

子どもの安全で安心な活動場所を確保し、多くのボランティアの協力を得

て、子どもの体験・交流活動等の活性化、学校教育活動と連携した学習機会の

提供に地域社会全体で取り組むことにより「教育コミュニティづくり」を推進。

【平成 21 年度実績 446 小学校区】 

○ 市町村事業 

    「おおさか元気広場推進事業」と「放課後児童健全育成推進事業」を一体

的あるいは、連携しながら実施。 

     ・ 安全管理員、学習支援アドバイザー、コーディネーターの配置 

 ○府直接執行事業 

・府立支援学校でのおおさか元気広場推進事業の実施 

５ 幼児、児童、生徒等の安全確保に関する指針に基づく取組み 

幼児、児童、生徒等の安全確保に関する指針に基づき、公立学校、児童福祉

施設等における幼児、児童、生徒等の安全確保を図る。 

・ 通学路等における防犯環境の整備促進、・安全確保のための活動を行う

ための協力体制の確立 

・ 情報連絡体制の確立、・安全情報の提供等 

大阪市 

 

※地域安全対策推進モデル区（東住吉区･東淀川区・平野区）のみで実施 

１ 青色防犯パトロールの実施 

○ 青色防犯パトロールを行う団体に対して、パトロール用車両（※）を支給 

○ 青色防犯パトロールを行う団体に対して、活動に必要な青色回転灯・ベスト

等の装備品を支給するほか、ガソリン代等の活動経費の一部を補助 

２ 「防犯サポーター」の配置（※） 

   警察官 OB を区役所職員として配置し、青色防犯パトロールの活動促進や防

犯指導等を実施 

３ 防犯カメラ設置費補助 

○ 駐車場、コンビニエンスストア等の事業者が設置する防犯カメラについて、

設置経費の一部を補助（※） 

○ 町会やマンション管理組合等が、道路や団地内通路等の公共的な空間が撮影

範囲に含まれる防犯カメラを設置する場合に、設置経費の一部を補助 

４ 落書き消去活動にかかる用具・材料等の支給 

   落書き消去活動を行う市民団体等に対して、消去溶剤やローラー等を支給 

５ 地域特性を反映した防犯啓発事業の推進 

   落書き消去後のウォールペインティングの実施、子ども見守り団体への装備

品の支給など、地域の特性を反映した防犯施策を実施 
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団体名 21年度活動結果 

大阪市 

６ 各区安全なまちづくり啓発事業 

   各区役所において、区安全なまちづくり推進協議会と連携して、安全なまち

づくりに関する広報・啓発事業を実施 

７ 防犯ボランティア活動の支援（ボランティア保険の公費負担） 

８ 自転車盗など街頭防犯防止のため地下鉄出入口における防犯カメラの設置 

９ 各区における夜間お青色防犯パトロールの実施 

10 自転車盗難防止監視員の配置 

11 ミナミに関する環境浄化対策、環境美化対策の推進 

   迷惑行為等の防止に向けた広報啓発番組を、地区内の屋外大型ビジョンにお

いて放映 

12 地域防犯活動に対する支援 

   地域振興会を通じて地域における自主防犯活動に必要な経費を交付 

13 市職員による「地域安全対策業務」の実施 

   地域との連携を図りながら、犯罪・事故の未然防止に向けた巡回監視、施設

点検、指導・啓発等を実施（市内 24 区約 240 名を配置） 

14 市職員による安全なまちづくり事業の実施（地域安全対策業務を除く） 

○ 「あんしんパトロール」の実施 

    市所有の作業車両等、約 2,100 台に「あんしんパトロール」と記載したス

テッカーを貼付して、走行し、犯罪等の現場に遭遇した場合、被害者保護や

警察に連絡・通報を実施 

○ 事業所等における青色防犯パトロール活動の実施 

    事業所等公用車を活用して、職員による青色防犯パトロールを実施 

15 子どもの安全にかかる情報配置の充実 

   携帯メール等を活用して、学校園、保護者等へ子どもの安全にかかる情報を

配信 

16 「安全安心な公園づくり」の推進（※） 

   身近な公園において、公園周辺の道路からの見通しを確保するため、道路沿

いの部分を開放的に整備するとともに、夜間の必要な照度を確保 

17 地域の防犯活動の支援に向けた市営住宅空き住戸等の活用（※） 

   防犯活動の拠点を確保したいという地域団体等に対して、市営住宅空き住 

戸・空き駐車場を無償（光熱費等は使用者負担）で貸与 

18 地下道及び自転車駐車場等における防犯設備の整備 

   地下道･高架下道路への防犯ベル、及び立体式自転車駐車場への防犯カメ 

ラ・防犯ベルの設置 

19 「子どもの安全指導員」の配置 

   子どもの安全確保のため、警察官の OB により市内の校園を巡回して警備を

実施「こどもの環境ととのえ隊」等の全市統一運動の実施 
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団体名 21年度活動結果 

大阪市 

20 青少年指導員・青少年福祉委員などが、青少年の非行防止や犯罪被害防止のた

め各校区で実施している夜間の青少年への声かけ巡回活動などの社会環境の浄 

化活動を、各区で統一した運動に拡大など 

21 ユビキタス街角見守りロボットモデル事業 

22 大阪市安全なまちづくり推進協議会の開催 

23 安全なまちづくり啓発イベント、街頭啓発キャンペーンの実施 

24 ミナミ活性化協議会街頭啓発イベントの実施 

25 安全なまちづくりガイドブック・啓発パネルの作成 

26 大阪府防犯協会連合会、大阪市保護司会連絡協議会への事業補助 

27 道路照明灯の整備 

28 「子ども 110 番の家」事業の推進 

堺 市 

１ 堺市安全・安心・快適な市民協働のまちづくり条例制定 

   同条例に基づき、市長を本部長とする「堺市安全･安心･快適なまちづくり推

進本部」を設置 

２ 堺市安全まちづくり会議(幹事会・本会議)の開催 

３ 「春の地域安全運動」及び「全国地域安全運動」での啓発活動の実施 

４ 「地域安全運動」周知用懸垂幕の掲出（7ヵ所） 

５ 安全なまちづくり街頭キャンペーンの実施 

 ○ 市内各地でひったくり防止カバー、ワイヤー錠の取り付け等街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

 ○ 「車内空っぽ宣言」運動等自動車関連犯罪抑止啓発事業 

６ 地域安全教室の開催 

７ 出前講座（ひったくり防止講演会）の開催 

８ 「広報さかい」での啓発（31 万部発行） 

９ ひったくり等被害防止啓発ビデオの作成及び貸出し 

10 地域安全運動用ポスターの作成 

11 自転車駐輪場等におけるひったくり防止広報（市内 30 箇所） 

12 ホームページの作成・更新 

   地域安全ニュースや防犯パトロール団体情報を掲載 

13 「ひったくり注意」等の犯罪被害防止電柱幕の掲出 

14 一戸一灯運動の推進 

15 公用車による街頭広報・青色防犯パトロールの実施 

16 校区自治連合会等が行う街頭防犯カメラ設置事業への補助 

17 防犯灯の設置補助及び防犯灯電気料金の補助、開発協議時の防犯灯設置指導 

18 自転車等駐車場への防犯カメラの設置 

19 堺市内各防犯協議会等への防犯事業補助 

20 自主防犯パトロール団体支援事業 

○ 自主防犯パトロール団体への活動物品の支給 
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団体名 21年度活動結果 

堺 市 

○ 青色回転灯装備防犯パトロール車両の地域譲渡 

○ 青色防犯パトロール活動補助金の交付 

21 こども 110 番の家、こども 110 番の車 

22 「堺市安全安心メール」の配信 携帯メール等を活用して、子どもに関する不

審者情報を配信 

23 学校安全管理員の配置 

   シルバー人材センターや地域のボランティアによる学校安全管理員 1名を 

全小学校と養護学校に配置 

24 子どもの安全見まもり隊の活動支援 

   全小学校区「子ども安全見まもり隊」への活動物品助成、傷害及び特定疾病

保険・賠償責任保険制度 

25 小学校、養護学校児童への防犯ブザーの貸与 全学年を対象 

26 学校安全指導員の配置、巡回指導、警察官 OB を非常勤職員として配置（2名）

27 安全マップの作成、安全対策の周知徹底 

○ 全小学校で独自の安全マップを作成 

○ 大阪府地域安全マップ共有システム利用による近隣小学校区も含めた情報

共有 

大阪商工会議所 

１ 安全なまちづくりに向けた活動の推進 

割れ窓理論の普及、啓発活動を実施した。放置自転車問題の解決に向けて、

行政、地元町会・商店会との連携を通じて取り組んだ。 

大阪通関業会 

１ 安全なまちづくり啓発リーフレットの配布 

２ 自動車盗難防止キャンペーンポスターの配布 

○ 当業会々員への配布及び掲示の依頼 

３ 大阪府自動車盗難防止対策協議会への参加 

４ 全国地域安全運動大阪府民大会への参加 

５ 密輸撲滅キャンペーンの実施 

5 月・10 月の 2回、府内の街頭において、盗難車の密輸防止を市民に対し 

訴えた。 

６ 盗難自動車情報の通報 

毎週月曜日に府警本部からの情報を取扱いの多い当業会員に通報した。 

大阪百貨店協会 

１ 安全キャンペーンの依頼にともなう百貨店各店における店内放送および啓蒙 

ポスターの掲示を行った。 

２ ご来店のお客様に、すり・置き引きなどの防犯意識啓蒙のため、各店で店内放

送を実施 

３ 店内及び周辺のパトロールを行った。 

４ 協会担当部会において防犯意見交換やその取組みに関する情報交換を行った。
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団体名 21年度活動結果 

 (社)大阪府警備

業協会 

「安全なまち大阪」の確立に向けた公的事業に対する積極的な参加・推進を平成

21 年度の事業計画に掲げ、次の活動を行った。 

１ 地域社会の安全と安心の確保に貢献するための、「青色防犯パトロール」活動

の実施 

(1) 平成 21 年 4 月 21 日発足。車両 3台と隊員 23 名を会長が委嘱し、北大阪方

面、中大阪方面、南大阪方面の 3 地域で、概ね週 1 回以上の「青色防犯パト

ロール」活動を継続して実施している。 

    なお、12 月は歳末警戒として通常のパトロール以外に特別警戒を実施し、

また、2月、3月は南大阪方面の特別パトロールを実施した。 

(2) 平成 22 年 1 月から新たな取り組みとして、青色防犯パトロール隊員と協会

の講師によるチームを編成し、幼稚園や小学校あるいは病院等の要請に基づ

き、刺股の訓練や護身術の指導を行う「護身術教室（防犯教室）」を実施して

いる。 

２ 全国地域安全運動「府民大会」をはじめ、各種事件事故防止運動に際して防犯

意識の普及・啓発活動を実施 

(1) 大阪府安全なまちづくり街頭キャンペーンへの参加 

   平成 21 年 10 月 17 日(土)近鉄アベノファッションビルＨＯＯＰ1階オー

プンエアプラザ（阿倍野区）及び近鉄阿倍野橋駅コンコースにおいて、12

名が参加し、啓発グッズを配布した。 

(2) 青少年育成大阪府民会議による「こども 110 番運動」への参加 

   警備業協会加盟会社の車両に、「こども 110 番」シートを貼付し、こども

を犯罪から守る運動として、259 社、1,501 台が参加、活動している。 

(3) 会報、週報の発行 

   会報を隔月に 1,500 部、週報を毎週 550 部発行して、防犯意識の普及・

啓発活動を継続して行っている。 

３ 災害時における支援協定に基づく支援活動の中核となる安全活動協力隊を編 

成の上、集合訓練を実施して、大阪府等が主催する防災訓練に参加 

(1) 「平成 21 年度淀川水防・大阪府地域防災総合演習」は平成 21 年 5 月 24

日実施予定であったが、大阪府において、新型インフルエンザが確認された

ため中止となった。 

(2) 平成 21 年度大阪府・豊能地域 3市 2町合同防災訓練に参加 

     平成 21 年 11 月 26 日（木）に、池田市の猪名川運動公園において実施さ

れた訓練に安全活動協力隊員以下 30 名の隊員が参加した。 

４ 「防災・防犯技術展」への参加・広報の実施 

第 2回「地域防災・防犯技術展」（（社）大阪国際見本市委員会主催）へ参

加した。 
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団体名 21 年度活動内容 

(社)大阪府警備業

協会 

平成 21 年 6 月 4日（木）から同 5日（金）の間に大阪南港「インテッ 

クス大阪」で開催された技術展に参加し、パネル・写真により、安全活動協

力隊の防災訓練への参加状況を紹介すると伴に、パンフレット及び防犯グッ

ズを配布して、地域防災・防犯意識向上の啓発活動を実施した。 

５ 「大警協安心まちづくりメール」による子どもを守る活動の実施 

大阪府警察の情報ネットワークシステムを活用して、子どもへの声かけ事

案を「大警協安心まちづくりメール」として編集・加工した情報を毎日、会

員に発信して、子どもを守る活動を継続して実施している。 

(社)大阪府建築士会 

１ セミナー、相談会、講習会等の開催 

２ 安全なまちづくり推進協議会へ参画 

泉佐野市、田尻町、熊取町の「安全なまちづくり推進協議会」へ委員を派遣。 

３ 大阪府防犯モデルマンション登録制度審査委員の派遣 

４ リーフレット等の窓口での配布 

大阪府小売市場総

連合会 

１ 啓発冊子（リーフレット・チラシ）等を配布 

２ 事務所内で啓発ポスターを掲示 

(財)大阪府私学総

連合会 

１ 大阪府私学教育文化会館での安全ガイドブック等の啓発冊子の配布、掲示 

大阪府自転車軽自

動車商業協同組合 

１ 自転車無料点検及び安全キャンペーン（4月～3月） 

自転車利用者に対する交通安全指導（街頭等での自転車安全点検・整備）を

実施。府下 35 の警察署管内で主に春と秋の 2 回、ひったくり防止ネットやワ

イヤー錠を無料配布。同時に「自転車交通ルール」に関するチラシ及び「自転

車防犯登録」勧奨のためのチラシ、ボールペン、クリアホルダー、ポケットテ

ィッシュを配布 

２ ホームページへの街頭点検に関する情報コーナーを設置 

３ 組合加盟店への PR 

組合全加盟店に自転車の交通安全ルールブックや安全利用五則ポスター及 

び放置自転車クリーンキャンペーンポスターなどを配布し、自転車利用者の安

全意識の向上と事故防止に役立つ情報を提供。 

４ 地域安全運動キャンペーンへの参加（4月・10 月） 

   自転車無料点検と合わせて、自転車かごカバーの取付や鍵かけキャンペーン

を実施。 

大阪府商工会連合会 

１  会報誌へのシンボルマーク・標語の掲載 

会報誌「商工連ニュース」に、シンボルマークと大阪安全宣言を掲載し、

安全なまちづくりをＰＲした。 
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団体名 21 年度活動内容 

 

（NPO 法人）大阪府

錠前技術者防犯協

力会 

１ 防犯ＰＲリーフレットへのシンボルマークの表示 

２ 快適住宅フェア 2009」への参加 

   【3 月 7 日～8日、インテックス大阪】 

３ 「地域防災・防犯技術展」大阪への出展・参加 

【6月 4日～5日、インテックス大阪】 

４ 「第 41 回大阪インターナショナルギフト・ショー春 2009」への出展参加 

   【3 月 11 日～13 日マイドームおおさか】 

５ 「第 20 回けんざい 2009 総合建築材料・住宅設備展」への出展参加 

   【6 月 10 日～13 日、インテックス大阪】 

６ 「平成 21 年大阪勧業展」への参加 

   【10 月 7 日～8日、大阪府立体育会館】 

７ 「第 42 回大阪インターナショナルギフト・ショー秋 2009」への出展参加 

   【9 月 29 日～30 日、マイドームおおさか】 

８ 「第 43 回大阪インターナショナルギフト・ショー春 2010」への出展参加 

   【平成 22 年 3 月、マイドームおおさか】 

９ 大阪府警察・大阪府・各自治体・団体・一般等が行う地域安全活動への参画 

10 各自治体安全なまちづくり推進協議会への参画 

11 放置自動車対策への協力 

○ 大阪府警察・大阪府の依頼に基づき、会員業者の紹介 

大阪府中古自動車

販売協会 

１ 会報での啓発 

ＪＵ大阪ニュース（会員向け 700 部発行）への掲出を行った。 

２ ポスター・リーフレット・チラシ等による啓発 

会員へのチラシの配布、本部・支部でのポスター掲示及びカウンター上にチ

ラシを設置。 

３ イベント等での啓発ポケットティッシュ等の配布。 

(社)大阪府駐車場

経営者協会 

１ 大阪府防犯モデル駐車場登録制度の普及啓発。 

２ 大阪府及び大阪市の安全なまちづくりの啓発活動への参加・協力。 

 

 

 

大阪府中小企業団

体中央会 

１ 機関紙「大阪の中小企業」での啓発 

推進月間のＰＲやひったくり等についての注意喚起の掲載 

２ 事務所内でのＰＲ 

事務所内の来客用資料配布棚への安全ガイドブック等を配置 

３ 大阪府安全なまちづくりキャンペーンへの参加 

啓発グッズの配布等を行った。 

４ 「中小企業団体大阪大会」での啓発 

安全なまちづくりに関する啓発チラシの配布を行った。 
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団体名 21 年活動結果 

 (NPO 法人)大阪府

防犯設備士協会 

 

１ 安全なまちづくりの啓発活動 

   「安全で安心して暮らせるまちづくり」「わが家の防犯対策講座」など啓発

パンフレットの配布及び同パネル展示の実施 

(1) 警察署等が開催する各種行事、防犯教室の会場で、防犯設備アドバイザー

が参加し、啓発資料の配布・展示を実施した。 

(2) 地域防災防犯展等のイベント会場で、防犯相談及び啓発資料の配布・展示

を実施した。 

○ 第 3回地域防災・防犯技術展大阪（6月 4日～6月 5日）主催：（社）大

阪国際見本市委員会 

○ マンション管理フェスタ 2009（9 月 6 日）主催：大阪マンション管理支

援機構 

○ 吹田市「防災展」（3月 1日～3月 5日） 

２ 当協会主催防犯研修会及び防犯機器の展示会の実施（6月 10 日） 

   通常総会開催時を利用し、防犯研修会及び防犯機器の展示会を実施した。 

(1) 防犯研修会 

     演題：「安全なまちづくりの現状と課題」、「優良街頭防犯カメラシステム

の性能と設置基準」 

参加者：87 名（内警察関係者 13 名） 

(2) 防犯機器の展示会 

参加会員等：16 企業・団体 

３ 警察署等が行う地域安全運動への参加 

(1) 春の地域安全運動（4月中） 

警察署、防犯協会等の要請に基づき防犯講話、防犯機器の展示等を実施

    実施先：大阪市中央区、大正区、住吉区、西淀川区、八尾市、高槻市 

(2) 秋の全国地域安全運動への参加（10 月中） 

警察署、防犯協会等の要請に基づき防犯講話、防犯機器の展示等を実施

     実施先：大阪市中央区、城東区<2>、浪速区、淀川区、八尾市、茨木市

   ○ 大阪府民大会への参加（10 月 2日） 

   ○ 大阪府安全なまちづくり街頭キャンペーンへの参加（10 月 17 日） 

４ 安全なまちづくり運動への参加と支援 

(1) 街頭犯罪の抑止活動としての街頭防犯カメラの設置支援 

○ 大阪府街頭防犯カメラシステムの性能及び設置基準（提案）を提示 

      事後捜査に役立つカメラの設置を促進するため、当協会システム業務

委員会で検討し、大阪府、大阪市（3月 13 日）、大阪府警、堺市、寝屋

川市等と連絡会談を開催し、提案した。 

○ 街頭防犯カメラ設置支援プロジェクトの編成と設置等の助言と実施   
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団体名 21 年度活動内容 

(NPO法人)大阪府防

犯設備士協会 

   大阪府、大阪府警、大阪市、堺市等が推進している街頭犯罪抑止活動と

しての街頭防犯カメラの設置を支援するため、設置支援プロジェクト（25

会員）を編成、必要な教養を実施した後、ブロック別に配置し、自治会等か

らの要請に基づき、現場等において、街頭防犯カメラシステム設置の助言や

設置工事等の支援を実施した。（実施回数 26 回、延 68 名参加） 

(2) 安全なまちづくり推進協議会及び幹事会への参画 

大阪府・大阪市安全なまちづくり推進協議会他各市町村の推進協議会に

参画した。（延 17 回） 

(3) 大阪府自動車盗難等防止対策協議会総会への参画（3月 2日） 

 (4) 警察署等からの依頼に基づく防犯活動の実施 

   ○ 防犯講話の実施・・26 回延 30 名参加（上記含む。） 

   ○ 防犯機器の展示・・2回延 5名参加（同上） 

   ○ 防犯診断の実施・・延 97 回（同上） 

(5) 大阪府防犯モデルマンション登録制度の審査・・申請 64 件、登録 77 件 

(6) 大阪府防犯モデル駐車場登録制度の審査・・申請 11 件、登録 11 件 

５ 防犯従事者等への教育事業の実施 

(1) 防犯設備士養成講習への支援 

6 月 12 日～13 日：参加 101 名、9月 11 日～12 日：参加 158 名、 

2 月 26 日～27 日：参加 171 名 

(2) 近畿管区警察局近畿管区内リスト犯捜査実践塾への講師の派遣 

（11 月 12 日) 

(3) 黒山警察署署員講習への講師の派遣（1月 6日～1月 8日） 

(4) 第 5 回防犯設備アドバイザー養成講習（1月 19 日）・・24 名 

(5) 大阪府警察防犯実務専科教養への講師の派遣（1月 19 日、21 日） 

     同防犯カメラ・防犯機器等の展示説明（1月 18 日於：パナソニック電工

㈱） 

６ マスコミ取材への対応 

○ テレビ大阪取材（5月 30 日） 

  ○ 大阪防災防犯新聞取材（6月 4日） 

  ○ アサヒ・ファミリー・ニュース社取材（10 月 8日） 

  ○ 読売新聞社取材（12 月 18 日） 

  ○ 住研タイムス（1月 4日） 

(社)関西経済同友会 

１ ミナミの環境浄化のフォローアップ 

○ ミナミ活性化協議会への参加 

２ 美しい、安心・安全な街づくりをさらに推進するための具体的な取組みの推進
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団体名 21 年度活動内容 

(社)関西経済連合会 
１ ミナミ活性化協議会等の「安全･安心なまちづくり」活動に賛同し、ＰＲを中

心とした協力を行う。 

関西鉄道協会 

１ 「こども 110 番の駅」運動の推進 

「こども 110 番の駅」のステッカーを見て、こどもが助けを求めてきた場合、こ

どもを保護し、こどもに代わって 110 番通報を行う。また、犯罪時のみでなく、

関西鉄道協会 

日頃から安全への配慮を心がけ、安全な地域づくりに貢献するとともに、こども

にとってフレンドリーな駅を目指した。 

○ 「こども 110 番の駅」運動が全国展開されており、相談窓口を増設し、本

年度においても積極的な運動を展開した。 

（全国）172 社局 2,896 駅  

（関西）34 社局（JR 西日本を含む） 

○ 515 駅において、ポスターの掲出等積極的な運動を展開した。 

「スルッと KANSAI バス祭り」の開催にあわせ「こども 110 番の駅」に 

関する PR を行った。 

鉄道の日記念イベントにおいて、広く「こども 110 番の駅」の広報活動

を展開した。 

西日本電信電話㈱

大阪支店 

１  公衆電話ボックスのピンクビラ対策 

繁華街や駅前等のピンクビラ被害の多い場所については、撤去を継続して

実施した。 

日本チェーンストア

協会関西支部  

１ 大阪府安全なまちづくりキャンペーンへの参加 

○ 啓発グッズの配布等を実施した。 

○ 店内放送にてキャンペーンの周知を実施し啓発に努めた。 

２ 推進月間における加盟社店頭での啓発ポスターの掲示を実施した。 

(社)不動産協会関

西支部 

１  大阪府安全なまちづくりキャンペーンへの参加 

    2 名参加 啓発グッズの配布等を行った。 

２  支部会報紙（10 月号）での啓発 

100 部発行 安全なまちづくり推進月間のＰＲを行った。 

３  封筒へのシンボルマーク・標語の表示 

100 部 安全なまちづくり推進月間に合わせ、封筒に表示した。 

国立大学法人大阪

教育大学 

１ 子ども達の安全な登下校への取組み 

平野 5校園（特支・幼・小・中・高）が継続して各々の方法で子ども達の安

全な登下校への見守りと交通安全旗を持って自転車減速の交通整理を行った。

警備員や教師（時間のある限り）に加えて、保護者が通学（園）路において、

幼稚園では登園時に 4名、下校時には各 2名が時間差で安全のための立哨を 
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団体名 21 年度活動内容 

国立大学法人大阪

教育大学 

し、中・高でも週 1回行うこととした。 

 保護者が自主的にローテーションを組んでいる特別支援学校でも日常的に子

どもの安全にかかわる訓練・配慮がなされ、特に教師のための訓練を実施した。

附属池田中学校では、職員・保護者による登下校指導を行い、平成 20年度同

様に、安全を授業の中に取り組んで学習できる機会をつくった。 

附属池田小学校では、「父親見守り隊」を組織し、子ども達の登下校の安全

確保に尽力した。 

２ 「美フレッシュ池田」 

   池田市清掃デーに附属池田小中高のＰＴＡが参加し、通学路等の清掃を行う

とともに、危険物、危険箇所のチェックを行った。他にも対外的に活動できる

機会がある場合は積極的に参加した。 

(社福) 大阪障害

者自立支援協会 

１ 共に生きる障がい者展での啓発グッズの配布 

  ・クリアフォルダ 1，500 枚、防犯ホイッスル 1，500 個 

大阪府ＰＴＡ協議会 

１ 各単位 PTA による校区内の危険箇所の点検 

２ 各単位 PTA による登下校の安全指導 

３ 各地域の諸団体との共催による防犯パトロール、児童・生徒への街頭指導 

４ 広報誌発行により安全なまちづくり活動などの紹介 

５ 市町村ＰＴＡ、地区ＰＴＡの安全なまちづくり活動の支援 

大阪府公立中学校

長会 

１ 安全キャンペーンに地域単位での参加 

２ 全国地域安全運動大阪府民大会への出席 

３ 中学校区単位の地域教育協議会での情報交換、講演等による啓発活動や巡視、

地域美化活動などの実施 

４ 各校における活動 

○ こども 110 番の家運動の拡大の努力 

○ ＰＴＡや青少年健全育成会などの地域団体との連携による啓発活動やパ 

トロールの実施巡視、地域美化活動などの実施 

○ 各学校や通学路の安全整備についての点検及び指導 

○ 安全なまちづくり関係ホームページやメール情報のアクセスへの情報提供 

○ ホームページや学校だよりなどによる防犯に関する情報提供 

大阪府国公立幼稚

園長会 

１ 大阪府安全なまちづくりキャンペーンに参加 

啓発グッズの配布等を行った。 

２ 理事会での安全対策に関する情報交換を行った。 

３ 保護者への啓発 

警察からの安まちメール配信情報について、保護者に周知することにより安

全への意識啓発を行った。 
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団体名 21 年度活動内容 

大阪府国公立幼稚

園長会 

４ 地域との連携による防犯対策、危機管理の充実を目的に、小中学校やＰＴＡと

の交流を図るよう呼びかけた 

５ 各地区における独自の取組みの推進を呼びかけた。 

(社福)大阪府社会

福祉協議会 

１ 機関紙「福祉おおさか」での大阪府安全なまちづくり推進月間のＰＲ、シンル

ボルマークの表示 

２ 大阪府社会福祉大会や大阪府民生委員児童委員協議会連合会会長会定例会で 

の啓発グッズの配布 

３ 安全なまちづくり推進に向けて、市町村社会福祉協議会や民生委員の取組みに

ついて機関紙等で取り上げ、紹介した。 

大阪府小学校長会 

１ 子どもの安全に関する実態調査及び情報発信 

   府小学校長会の定例理事会で、市町村の情報を共有化し、情報発信 

２ 校長会での安全確保に関する情報交換 

   先行した取り組みの報告や地域との連携の工夫を意見交換し各校の実態に

即して対応。 

３ 実践事例に基づく研修の実施 

   大阪府小学校共同研究発表して、市内校長が実践報告し研修を深めた。 

４ 地域連携をもとに、登下校の安全確保など安全なまちづくりを推進 

   近畿小学校長会協議会で発表し研修を深めた。 

大阪府地域婦人団

体協議会 

１ 地域での街頭キャンペーンに参加 

 

(社)大阪府防犯協

会連合会 

１ 機関誌「防犯おおさか」での広報啓発 

年度目標について広報啓発活動を推進 

２ 広報啓発資料の作成 

地域安全運動時及び犯罪発生状況をみて、ポスター等の広報啓発資料を作成、

配布。ひったくりについては、11日の防止デーに重点的な広報活動を推進。 

３ 地域安全活動資料による啓発 

平成 20年中の犯罪状況、被害防止対策等をまとめた資料を作成、啓発推進 

４ キャンペーン等の支援  

推進会議主催の街頭キャンペーンを支援、参加 

５ 全国地域安全運動府民大会の開催 

大阪府及び府警本部と共催で開催 

６ 各イベントの支援 

関係機関等が開催するイベント等を支援 

７ ホームページの運営 

安全なまちづくりに関する内容を登載 
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団体名 21 年度活動内容 

(社)大阪府防犯協

会連合会 

８ 防犯ビデオ等による視聴覚広報 

防犯ビデオ・ＤＶＤによる視聴覚広報の推進 

９ 優良防犯器具の斡旋 

優良防犯器具の紹介、斡旋により防犯意識の高揚徹底 

10 自転車防犯登録事業の推進 

自転車防犯登録の勧奨により自転車盗の防止推進 

11 大阪府防犯モデルマンション登録制度の普及促進 

制度の勧奨により犯罪防止と防止意識の高揚推進 

12 大阪府防犯モデル駐車場登録制度の普及促進 

  制度の勧奨により犯罪防止と防止意識の高揚推進  

大阪府立高等学校

長協会 

１ 学校施設周辺での点検を地域と共同で実施した。 

２ 安全なまちづくりビデオを活用した、生徒に対する安全なまちづくりに関する

意識啓発を行った。 

(財)大阪府老人ク

ラブ連合会 

１ 機関紙「ねんりんＯＳＡＫＡ」による啓発 

平成 20 年度全国老人クラブ連合会の重点施策として、子どもの見守り隊、

防犯安全対策、交通安全等の地域活動について、積極的に取り組んでほしいと

の依頼に基づき、当連合会も機関紙（7月、10 月、1月）にて、随時、市町村

老人クラブ「見守り隊」等の活動状況を掲載した。 

２ 「子ども見守り」活動をはじめ地域の安心･安全の取組みの機運の向上を図る。

(社福)大阪ボラン

ティア協会  

１ 啓発チラシ等の配布 

大阪ＮＰＯプラザ（大阪市福島区）のラックに大阪府の啓発チラシを設置し、

大阪ＮＰＯプラザ来館者・入居利用団体にＰＲした。主催事業、会議等で啓発

グッズを配布した。 

２ 安全なまちづくりに関する情報提供 

  事務局職員やボランティアスタッフ（60 人）へ安全なまちづくりの周知を行

った。 

青少年育成大阪府

民会議 

１ 大阪府安全なまちづくりキャンペーンへの参加 

２ ユースくんＯＳＡＫＡ2009 青少年健全育功労者等表彰式（11 月 30 日）でのリ

ーフレットの配布等を実施 

３ 「こどもの安全見まもり隊」活動支援 

大阪府と連携して、地域の見守り活動が継続的効果的に実施されるよう支援し

た。 

４ 「こども 110 番」事業 

(1) 動くこども 110 番 

公用車及び一般事業車両用ステッカー等の提供の継続 

(2) 「こども 110 番月間」（8月）の実施 

     ＰＲグッズの配布、啓発 
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団体名 21 年度活動内容 

(NPO 法人)日本ｶﾞｰ

ﾃﾞｨｱﾝ・ｴﾝｼﾞｪﾙｽ近

畿地区ブロック 

１ フライヤーや会報へのひったくり注意喚起情報の掲載 

２ 防犯パトロールの実施 

３ キャンペーンの実施  

日本労働組合総連

合会大阪府連合会 

１ 連合大阪「カベ新聞」及び「マンスリー」による啓発 

「カベ新聞」及び「マンスリー」にシンボルマークや標語を掲載し、加盟組

織に対して啓発を実施した。 
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平成 22 年度構成団体活動計画 

団体名 22 年度活動計画 

大阪府 

１ 総合的な治安対策の推進 

   治安に関する大阪の悪いイメージを払拭し、将来ビジョン・大阪に掲げた「子

どもからお年寄りまで安全・安心ＮＯ1大阪」を実現するため、4つの視点で、

街頭犯罪対策、少年非行対策と子どもの安全確保など犯罪に強いまちづくりに

取組む。 

  ○ 府民が安全・安心を実感できる大阪をつくる。  

  ○ 全庁を挙げて、教育・青少年、まちづくりなど、様々な分野で取組む。 

  ○ 大阪府、市町村、府警が一体となった取り組みを進める。 

  ○ 地域住民の自助・互助による取組みを促進・支援する。 

２ 地域安全センターの設置促進 

   小学校の余裕教室等を活用した地域の安全活動拠点として、「地域安全セン

ター」の整備を促進し、子どもの見守り活動・地域防犯活動の活性化を図る。

３ 少年補導センターの設置促進 

   地域に根ざした少年非行対策を進めるため、市町村における少年補導センタ

ーの設置促進を進め、少年非行防止を図る。 

４ 青色防犯パトロール活動の促進 

住民の力では及ばない深夜や広域的な警戒を実施するため、犯罪多発地域に

おける深夜時間帯の青色防犯パトロール事業を実施する。 

ホームページにて、青色防犯パトロール活動事例などを紹介するなど、活動

の促進を図る。 

５ 安全キャンペーン事業  

府民の安全に対する危機意識を高めるため、「ひったくり」、「街頭犯罪」、「子

どもの安全確保」等に焦点をあて、安全なまちづくり推進月間（10 月）に安

全キャンペーン事業等を展開する。 

○ 街頭キャンペーンを実施し、チラシの配布等により啓発を行う。 

○ 市町村や大阪府安全なまちづくり推進会議の構成メンバー等とともに、啓

発活動を行う 

６ 「ひったくり防止デー」による集中啓発の実施 

府下におけるひったくりは依然として厳しい情勢にあり、効果的な抑止対策

を広く府民に周知することが重要である。このようなことから、毎月 11 日を

「ひったくり防止デー」と定め、警察、自治体、事業者、府民等が一体となっ

たオール大阪の体制により、ひったくり防止に関する広報活動を定期的・集中

的に実施する。 

７ 積極的な情報提供 

安全なまちづくりに関する情報を、府のホームページで幅広く提供する。 
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団体名 22 年度活動計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府 

    掲載内容：安全なまちづくり条例、安全防犯指針、安全なまちづくり施 

策の概要、安全キャンペーン事業の紹介、安全ガイドブック、

大阪府安全なまちづくり推進会議、安全なまちづくり地域活

動事例など 

８ 安全なまちづくりボランティア団体等の表彰  

地域における安全なまちづくりを推進するため、地域で安全なまちづくり

に熱心に取り組んでいる防犯ボランティア団体や企業等を表彰し、防犯ボラ

ンティア活動の活性化を促進する。 

９ ミナミ活性化事業 

大阪ミナミの活性化を図るため府、警察本部、大阪市、経済団体等が協働し

て環境浄化などに取り組む「ミナミ活性化協議会」を運営する。 

10 地域安全マップ利用サービス 

通学路等における要注意箇所情報等を共有できる電子地図システムを運用

する。 

警察の犯罪発生マップ等とのシステム連携を図ることにより、子ども被害情

報をリアルタイムで表示。 

共有情報：防犯要注意箇所、交通要注意箇所、その他要注意箇所、地域安

全情報、こども 110 番の家、子供被害情報 

11 大阪府商業活性化総合補助事業 

商店街等の活性化に向けた取り組みを促進するためには、市町村の役割が非

常に大きい。「商店街の魅力を向上させる事業」「活性化策を検討するため専門

家を派遣する事業」「人材を育成する事業」などの商店街等の取り組みを支援

する市町村に対して助成を行い、地域の商業集積の活性化を目指す。 

○ 商店街の魅力を向上させる事業 

     商業者の安全・安心・快適化に資する事業（防犯カメラ等の防犯対応設

備などを設置する事業） 

     商店街の視点から安全・安心なまちづくりに寄与するため、安全性の向

上を図る商店街等に対し、防犯カメラ等の防犯対応設備の設置を支援する

市町村に対して助成する。 

12  歩車道分離柵の設置 

府内一円において、歩車道分離柵の設置等を行うことにより、歩行者の交通

安全と併せ、ひったくり犯罪を防止する。 

13  歩道の照度を高める道路照明灯の設置 

ひったくり抑止パイロット地区やひったくりの多い警察署管内において、歩

道部の照度向上を図るため、老朽化した道路照明灯の更新を行うに際し、歩道

の照度を高め、ひったくりをはじめとする街頭犯罪の防止に努める。 
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団体名 22 年度活動計画 

大阪府 

14  大規模公園における安全対策事業 

「大阪府安全防犯指針」に基づき、府営公園における犯罪防止に配慮した公園

整備として、特に、生活・通学路として利用されている園路及び同園路周辺

便所、駐車場の照明設備の整備、改修を行う。同時に、園路の植栽による死

角の解消等も行っている。 

○ 生活・通学路として利用されている園路及び周辺便所、駐車場の照明設備

の整備、改修。⇒服部緑地、久宝寺緑地、住吉公園、大泉緑地 

○ 生活・通学路として利用されている園路の植栽による死角の解消。⇒ 適

時対応（各府営公園にて） 

15 府営住宅の建設における防犯面の配慮 

「防犯に配慮した共同住宅の設計指針」に基づき、府営住宅の防犯仕様の対

応を行う。 

  ○ 建設中：22 団地(4,398 戸）（H19 着工 9 団地（1,861 戸）、H20 着工 5 団

地（834 戸）、H21 着工 8団地（1,703 戸） 

  ○ H22 着工予定：15 団地（2,173 戸） 

大阪府警察本部 

１ 地域安全センターの設置促進 

   子どもの安全見まもり活動をはじめとした地域防犯活動の活性化を図るた

め、小学校の余裕教室等を活用した地域の安全活動拠点として「地域安全セン

ター」の設置を促進することとし、大阪府と連携の上、各自治体・地域住民・

学校等への働き掛けを実施する。 

２ 少年補導センターの設置促進 

   刑法犯少年の検挙・補導人員が全国ワーストワンとなるなど、少年非行の状

況が極めて深刻なことから、地域に根差した少年非行対策を進めるため、「少

年補導センター」の設置を促進することとし、大阪府と連携の上、各自治体に

働き掛けを実施する。 

３ 「ひったくり防止デー」による集中啓発の実施 

   毎月 11 日の「ひったくり防止デー」を中心に、警察、自治体、事業者、府民等

が一体となったオール大阪の体制により、ひったくり防止に関する広報啓発活動を

集中的に実施する。 

４ 「全国地域安全運動大阪府民大会」の実施 

     全国地域安全運動が平成22年10月11日から20日までの間実施されることに先

駆け、「安全で安心なまち・大阪」の実現を目指し、府民、警察、関係機関・団体

等が一体となって活動していく気運を盛り上げるため、社団法人大阪府防犯協会連

合会及び府警が主催し「全国地域安全運動大阪府民大会」を開催する。 

(1)  開催予定日  平成22年9月25日（土） 

(2) 開催予定場所 大阪市中央公会堂 
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大阪府警察本部 

５ 犯罪抑止に向けた街頭キャンペーン等の実施 

地域安全運動等の各種機会を通じて、安全なまちづくりの気運醸成を図るた

め、大阪府、大阪市等と連携した街頭キャンペーン、防犯ボランティア団体へ

の表彰等を実施する。 

６ ホームページを活用した地域安全情報の提供 

   府民の身近で起こる犯罪発生状況を分析した地域安全情報（振り込め詐欺、ひっ

たくり、子どもに関する事案、自転車盗等）を府警ホームページの「地域安全情報

活用コーナー」において、府民等が活用しやすいポスター形式にして掲載する。 

７ 大阪府警察情報提供ネットワークシステム（安まちメール等） 

   犯罪被害に遭いにくいまちづくりを推進するため、府民の身近で起こる犯罪「ひ

ったくり」「路上強盗」「子供被害情報」「通り魔」等の発生情報と防犯対策情報を

24 時間態勢で予め登録された府民へ電子メールで提供する「安まちメール」、及び

「ひったくり・路上強盗・子供被害情報・自動車盗・侵入盗・車上ねらい等」の発

生状況を 64 警察署のホームページで公開する「地域安全情報提供システム」の実

施により、タイムリーかつ地域に根差した防犯広報活動を行い、府民の更なる防犯

意識の高揚を図る。 

８ 地域や企業等における防犯リーダー等の養成の促進 

幅広い業種を通じて犯罪発生情報や防犯対策情報などの地域安全情報の発

信を可能とするため、警察庁の警察活動基盤整備モデル事業として、警察から

企業等に地域安全情報を提供する公開用データベースサーバ（「安まちアーカ

イブ」）を運用するほか、企業防犯リーダー養成講座の開催等、地域、企業、

市町村における防犯リーダーを養成する。 

９ 繁華街等における防犯設備の整備 

   繁華街における街頭防犯カメラ設置を行い防犯環境の整備促進を図るととも

に、主要ターミナルなどについて防犯環境の整備促進の働き掛けを実施する。 

10 「安全なまちづくり推進協議会」の充実強化 

     地域の犯罪情勢に応じた具体的な事業計画のもと、参画団体が協働して、安全な

まちづくりに関する取組を展開する。 

11 新たな防犯ボランティアの人材確保やボランティア活動への参加啓発の推進 

   防犯に関連する行事やイベント、地域における防犯活動事例等を広く紹介し、大

学生等の若者の防犯活動への参加を促進するなど、新たなボランティアの人材確保

をはじめ防犯ボランティア活動の活性化を図るための取組を推進する。 

12 青色防犯パトロールの促進  

     青色防犯パトロール活動の促進を図るため、 

  ○ 青色防犯パトロール講習の開催 

  ○ 団体への警察署長による委嘱 

  ○ 大阪府警察ＨＰにおける活動内容の紹介    
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大阪府警察本部 

のほか、地域の犯罪発生状況等の情報提供、合同パトロールの実施等の支援を

行う。 

13 まちぐるみ子ども安全対策事業 

 警察官ＯＢ17名を子どもの安全見まもり隊サポーターとして雇用し、府下の各小

学校区で行われている地域住民による子どもの安全見まもり隊活動を支援するこ

とにより、活動の継続・活動化を促進する。 

見まもり隊活動に参加できない地域住民に対して出来る範囲で子どもの安全を

見守るよう働き掛けを行うとともに、既に活動中の学習塾、高層住宅管理業協会等

の事業者との連携及びその他の団体に対しても活動への参画を呼び掛け、まちぐる

みで子どもを見守る活動を促進する。 

14 子どもを犯罪から守るモデル地区活動 

大阪府下62警察署において指定したモデル地区において、主に次の活動を推進する。 

  ○ 警察、自治体、学校、民間ボランティア・ＰＴＡ等による連絡会の開催 

  ○ 通学路、児童公園等における防犯環境の点検 

  ○ 広報啓発活動の推進 

  ○ 警戒活動の実施 

15 性犯罪等を未然に防止するための各種対策の推進 

子どもや女性に対する性犯罪等を未然に防止するため、性犯罪等の前兆と見

られる声かけ等の事案や痴漢事犯等に対し、本部が積極的に警察署の捜査支援

を行うとともに、地域住民、事業者等に対する防犯対策の働き掛け、広報啓発

活動を積極的に推進する。 

16 防犯モデルマンション登録制度の推進  

   住居の構造、設備、配置等について犯罪防止の視点を組み込み、犯罪被害に遭い

にくい共同住宅の普及を目的とする「大阪府防犯モデルマンション審査基準」に適

合した共同住宅を「防犯モデルマンション」として登録する制度を（社）大阪府防

犯協会連合会事業として実施。登録制度の普及促進を図ることにより、条例の指針

の普及及び共同住宅の防犯環境整備を促進する。 

17 防犯モデル駐車場登録制度の推進 

   大阪府安全なまちづくり条例第14条「犯罪の防止に配慮した駐車場の普及促進」

に基づき、犯罪の防止に配慮した構造、設備の基準を満たしていると認められる駐

車場を「大阪府防犯モデル駐車場」として登録する制度を（社）大阪府防犯協会連

合会事業として推進。登録制度の普及促進を図ることで条例の指針の普及並びに駐

車場の防犯環境の整備を促進する。 

18 道路、公園、共同住宅等における防犯上の指針に基づく防犯対策の推進 

   地域安全運動における広報やあらゆる広報媒体を通じ、安全防犯指針の周知を図

るとともに、安全なまちづくり推進協議会、防犯協議会等の関係機関と連携して防

犯環境の把握を行い、その結果を基に各管理運営主担所属に対し防犯対策の必要な
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大阪府警察本部 

箇所・内容を具体的に示して防犯環境整備の働き掛けを実施する。 

   また、都市再開発事業に際しては、自治体及び企業に対して防犯環境整備の推進

を積極的に依頼する。 

19 凶悪事件に発展する可能性のある侵入犯罪の防止 

   犯罪防止に配慮した共同住宅の普及等について、自治体、事業者等の協力を得て

総合的な侵入盗被害防止活動を推進する。 

(1) ＮＰＯ法人大阪府防犯設備士協会・ＮＰＯ法人大阪府錠前技術者防犯協力会と

連携し、防犯設備と錠前に関する専門的知識を活用した防犯活動を展開する。 

(2) 防犯環境整備の促進 

  (3) 被害防止広報啓発活動の実施 

       空き巣、居空き、忍込み等凶悪犯に発展する恐れのある侵入犯罪の被害を防

止するため、各種媒体やキャンペーン、防犯講習会等を活用し広報啓発活動を

実施する。 

20 ひったくり防止カバーの普及促進 

安全なまちづくりキャンペーンや毎月 11 日のひったくり防止デー等各種機

会において、自治体、関係機関、事業者等と連携しひったくり防止カバーの普

及に努める。 

  街頭犯罪多発地域等において女性や高齢者等に対して防犯資料の配布やひ

ったくり防止カバーの取付け等を行う『防犯に関する広報啓発キャラバン業務

（緊急雇用創出基金事業、平成 21 年 12 月運用開始、通称 街頭犯罪防止キャ

ラバン隊）』を継続実施する。  

21 自転車盗抑止活動の推進 

   街頭犯罪の 4割以上を占める（平成21 年中）自転車盗難の撲滅に向けて、事業

者、関係機関等と連携し、自転車の「カギかけ」に関する意識啓発活動を行うとと

もに、自転車盗多発地域における防犯登録の推奨、「カギかけ」の広報啓発活

動を行う『街頭犯罪防止のための自転車防犯登録推進事業（緊急雇用創出基金

事業、平成 21 年 9 月運用開始、通称 自転車盗難防止隊）』を継続実施する。

22 自動車関連犯罪（自動車盗・車上ねらい・部品ねらい）の防止活動の推進 

   犯罪の防止に配慮した構造及び設備を有する自動車並びに盗難を防止するため

の装置の開発、普及を自動車製造業者等に働き掛けを行うとともに、盗難自動車の

不正輸出防止対策の推進、犯罪の防止に配慮した駐車場の設置促進等総合的な自動

車関連犯罪の防止活動を推進する。 

(1) 大阪府自動車盗難等防止対策協議会活動の推進 

○ 自動車盗難等の防止に配慮した自動車及び盗難防止装置の普及促進 

     ○ 防犯意識の高揚を図るための広報啓発活動の推進   

(2) 各種防犯対策の普及促進 

○ ナンバープレート・カーナビ盗難防止ネジの普及促進    
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   ○ 駐車場管理者対策の推進（防犯環境の整備など） 

   ○ 車内からっぽ宣言運動の推進 

(3)  ホームページ等を利用した盗難防止等の広報啓発活動の推進 

(4) オートバイ盗等の多発する駐輪場において、ナンバープレートに盗難防止

ネジを取り付ける『オートバイ盗等の街頭犯罪被害防止推進業務（緊急雇用

創出基金事業、平成 22 年 2 月運用開始、通称 バイクロック隊）』の継続実施

23 コンビニ強盗抑止活動の推進 

   コンビニ強盗は模倣性が強く、犯行がエスカレートして更なる凶悪事件へと発展

することが懸念され、治安に対する府民の不安感を増大させる要因のひとつとなっ

ていることから、店員の防犯意識の向上や防犯カメラ等防犯設備の整備充実に向け

た指導強化等の諸対策を推進する。 

24 振り込め詐欺被害防止対策の推進  

自治体、関係機関、事業者と連携し、振り込め詐欺に対する府民の「抵抗力」

を高めるための広報啓発活動を推進する。 

大阪府教育委員会 

１ 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 

学校の安全管理に関する取組みを一層充実するため、安全指導に関する識見

を有する警察官ＯＢ等を地域学校安全指導員（スクールガード・リーダー）と

して市町村が委嘱し、各小学校で巡回・見まもり等に従事する子どもの安全見守

り隊等の学校安全ボランティア（スクールガード）を活用するなど、地域におけ

る学校安全に取り組む体制づくりを支援するとともに、安全で安心できる学校を

確立することができるよう、学校の巡回指導、評価及びスクールガードに対する

指導を実施する。 

２ 学校安全対策交付金 

公立小学校等の児童生徒等の安全確保に向け、市町村が学校や地域の実情に

応じて柔軟かつ効果的に対応できるよう、警備員等の配置や防犯設備の設置等

を行う市町村に対し交付金を交付する。 

(1) 交付対象：市町村立小学校及び特別支援学校 

(2) 交付額：対象となる事業に要する経費の範囲内で 1校あたり 800 千円まで

３ 学校安全教育推進事業 

「子どもの安全確保推進月間」を周知し、「子どもを守る大人のスクラム」

というスローガンのもと、学校、家庭、地域住民が協働して子どもの安全確保

に向けた取組みを推進する。 

（周知の方法）      

(1) 府政だより等の媒体を利用 

(2) 当該月間の趣旨を記載した「啓発用デザイン」の府内公立学校園へデータ

配信（「啓発デザイン」の校園内外への掲出や児童生徒等への配付、学校園ホ
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ームページへの掲載などの方法による周知） 

４ おおさか元気広場推進事業 

子どもの安全で安心な活動場所を確保し、多くのボランティアの協力を得

て、子どもの体験・交流活動等の活性化、学校教育活動と連携した学習機会の

提供に地域社会全体で取り組むことにより「教育コミュニティづくり」を推進。

○ 市町村事業 

     「おおさか元気広場推進事業」と「放課後児童健全育成推進事業」を一

体的あるいは、連携しながら実施する。 

     ・ 安全管理員、学習支援アドバイザー、コーディネーターの配置 

   ○ 府直接執行事業 

・ 府立支援学校でのおおさか元気広場推進事業の実施 

５ 公立学校における幼児、児童及び生徒の安全確保に関する指針に基づく取組み

公立学校における幼児、児童及び生徒の安全確保に関する指針に基づき、公

立学校、児童福祉施設等における幼児、児童、生徒等の安全確保を図る。 

○ 通学路等における防犯環境の整備促進、・安全確保のための活動を行うた

めの協力体制の確立 

○ 情報連絡体制の確立、・安全情報の提供等 

 

大阪市 

※地域安全対策推進モデル区（東住吉区・東淀川区・平野区）のみで実施 

１ 青色防犯パトロールの実施 

青色防犯パトロールを行う団体に対して、パトロール用車両（※）を支給 

○ 青色防犯パトロールを行う団体に対するガソリン代等、活動経費の一部補

助の対象費目を拡充するほか、青色回転灯・ベスト等の装備品を支給、また、

22 年度からパトロール用車両の貸出を実施 

２ 「防犯サポーター」の配置（※） 

警察官 OB を区役所職員として配置し、青色防犯パトロールの活動促進や防

犯指導等を実施 

３ 防犯カメラ設置費補助 

○ 駐車場、コンビニエンスストア等の事業者が設置する防犯カメラについ

て、設置経費の一部を補助 

また、22 年度より、地域安全対策推進モデル区に加えて、北・中央・浪

速区に適用地域を拡大 

○ 町会やマンション管理組合等が、道路や団地内通路等の公共的な空間が撮

影範囲に含まれる防犯カメラを設置する場合に、設置経費の一部を補助 
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大阪市 

４ 落書き消去活動にかかる用具・材料等の支給 

落書き消去活動を行う市民団体等に対して、消去溶剤やローラー等を支給対

象物品等を拡充 

５ 地域特性を反映した防犯啓発事業の推進 

   安全マップづくりや子ども見守り団体への装備品の支給など、地域の特性を

反映した防犯施策を実施 

６ 各区安全なまちづくり啓発事業 

   各区役所において、区安全なまちづくり推進協議会と連携して、安全なまち

づくりに関する広報・啓発事業を実施 

７ 防犯ボランティア活動の支援（ボランティア保険の公費負担） 

市民が安心して防犯ボランティア活動が行えるよう、本市が保険会社と契約

している「大阪市市民活動保険」を活用して、本市に団体登録した防犯ボラン

ティア活動団体について補償を行う。 

８ オートバイ用ナンバープレート盗難防止ねじの配布 

   部品ねらい、オートバイ盗の抑止対策として、ねじを市税事務所窓口や防犯

キャンペーン等で配布 

９ 各区における夜間の青色防犯パトロールの実施 

   夜間の街頭犯罪多発時間帯において、青色防犯パトロールを実施 

10 自転車盗難防止監視員の配置 

   夜間の自転車盗多発時間帯に、駅周辺に監視員を配置し、自転車盗の抑止と

啓発を推進 

11 公共施設における防犯カメラの設置 

   区役所等の公共施設の敷地内において、公共空間を撮影する防犯カメラを設

置し、地域全体の防犯対策を推進 

12 地域防犯活動に対する支援 

   地域振興会を通じて地域における自主防犯活動に必要な経費を交付 

13 市職員による「地域安全対策業務」の実施 

   地域との連携を図りながら、犯罪・事故の未然防止に向けた巡回監視、施設

点検、指導、啓発等を実施（市内 24 区約 240 名を配置） 

14 市職員による「地域安全対策業務」の実施 

   地域との連携を図りながら、犯罪・事故の未然防止に向けた巡回監視、施設

点検、指導、啓発等を実施（市内 24 区約 240 名を配置） 

15 市職員による安全なまちづくり事業の実施（地域安全対策業務を除く） 

○ 「あんしんパトロール」の実施 

      市所有の作業車両等、約 2，000 台に「あんしんパトロール」と記 

載したステッカーを貼付して走行し、犯罪等の現場に遭遇した場合、 
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団体名 22 年度活動計画 

大阪市 

被害者保護や警察に連絡・通報の実施 

○ 本市職員による青色防犯パトロール活動の実施 

     事業所等公用車を活用して、職員による青色防犯パトロールを実施 

     また、地域安全対策推進モデル区、北区、阿倍野区にパトロール車両

として、電気自動車を導入 

16 「安全安心な公園づくり」の推進（※） 

   身近な公園において、公園周辺の道路からの見通しを確保するため、道路 

沿いの部分を開放的に整備するとともに、夜間の必要な照度を確保 

17 地域の防犯活動の支援に向けた市営住宅空き住戸等の活用 

   防犯活動の拠点を確保したいとう地域団体等に対して、市営住宅空き住 

戸・空き駐車場を無償（光熱費等は使用者負担）で提供、また、22 年度よ 

り、適用地域を市域全体へ拡大 

18 地下道及び自転車駐車場等における防犯設備の整備 

地下道・高架下道路への防犯ベル、立体式自転車駐車場への防犯カメラ・

防犯ベルの設置を実施 

19 「子どもの安全指導員」の配置 

子どもの安全確保のため、警察官の OB により市内の校園を巡回して警備を

実施 

20 「こどもの環境ととのえ隊」活動の推進 

21 大阪市安全なまちづくり推進協議会の開催 

22 安全なまちづくり啓発イベント、及び安全なまちづくり街頭啓発キャンペー 

ンの実施 

23 ミナミ活性化協議会街頭啓発イベントの実施、歓楽街環境浄化・防犯パトロ 

ールの団体に対する支援 

24 安全なまちづくりガイドブックの作成 

25 大阪府防犯協会連合会、大阪市保護司会連絡協議会への事業補助 

26 地域防犯対策に関する意識調査 

27 道路照明灯の整備 

28 「子ども 110 番の家」事業の推進 

堺  市 

１ 「堺市安全・安心・快適なまちづくり推進本部」を中核に安全・安心・快適 

なまちづくり事業を推進 

  関係部局及び区が連携し、関係機関、団体等と緊密な連携を図り、総合的か 

つ効果的な事業展開を行う。 

２ 堺市安全なまちづくり会議（幹事会・本会議）の開催 

３ 「春の地域安全運動」及び「全国地域安全運動」での啓発活動の実施 

４ 「地域安全運動」の周知用懸垂幕の掲出（7ヶ所） 
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団体名 22 年度活動計画 

堺 市 

５ 安全なまちづくり街頭キャンペーンの実施 

市内各地でひったくり防止カバー、ワイヤー錠の取り付け等街頭ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「車

内空っぽ宣言」運動等自動車関連犯罪抑止啓発事業 

６ 地域安全教室の開催 

７ 出前講座（ひったくり防止講習会）の開催 

８ 「広報さかい」での啓発（31 万部発行） 

９ ひったくり等被害防止啓発ビデオの作成及び貸出し 

10 地域安全用ポスターの作成 

11 街頭犯罪防止啓発ポスター等の作成 

12 自転車駐輪場等におけるひったくり防止広報（市内 30 箇所） 

13 ホームページの作成・更新  

地域安全ニュースや防犯パトロール団体情報を掲載 

14 「ひったくり注意」等の犯罪被害防止電柱幕の掲出 

15 一戸一灯運動の推進 

16  公用車による街頭広報・青色防犯パトロールの実施 

17 校区自治連合会等が行う街頭防犯カメラ設置事業への補助（拡充） 

18 防犯灯の設置補助および防犯灯電気料金の補助、開発協議時の防犯灯設置指導

19 堺市内各防犯協議会等への防犯事業補助 

20 自主防犯パトロール団体支援事業 

○ 自主防犯パトロール団体への活動物品の支給 

○ 青色回転灯装備防犯パトロール車両の地域譲渡 

○ 青色防犯パトロール活動補助金の交付 

21 こども 110 番の家、こども 110 番の車 

22 「堺市安全安心メール」の配信 携帯メール等を活用して、子どもに関する不

審者情報を配信 

23 学校安全管理員の配置 

シルバー人材センターや地域のボランティアによる学校安全管理員 1名を 

全小学校と養護学校に配置 

24 子どもの安全見まもり隊の活動支援 

全小学校区「子ども安全見まもり隊」への活動物品助成、傷害及び特定疾病

保険・賠償責任保険制度 

25 小学校、養護学校児童への防犯ブザーの貸与 全学年を対象 

26 学校安全指導員の配置、巡回指導 警察官 OB を非常勤職員として配置(2 名) 

27 安全マップの作成、安全対策の周知徹底 

○ 全小学校で独自の安全マップを作成 

○ 大阪府地域安全マップ共有システム利用による近隣小学校区も含めた情報

共有 
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団体名 22 年度活動計画 

大阪商工会議所 

１ 安全なまちづくりに向けた活動の推進 

割れ窓理論の普及、啓発活動を実施する。とりわけ、放置自転車問題の解決

に向けて、行政、地元町会・商店会との連携を通じて取り組む。 

大阪通関業会 

１ 安全なまちづくり啓発リーフレットの配布 

２ 自動車盗難防止キャンペーンポスターの配布 

○ 当業会々員への配布及び掲示の依頼 

３ 大阪府自動車盗難防止対策協議会への参加 

４ 全国地域安全運動大阪府民大会への参加 

５ 密輸撲滅キャンペーンの実施 

5 月・10 月の 2回、府内の街頭において、盗難車の密輸防止を市民に対し訴

える。 

６ 盗難自動車情報の通報 

毎週月曜日に府警本部からの情報を取り扱いの多い当業会員に通報する。 

大阪百貨店協会 

１ 安全キャンペーンの依頼にともなう百貨店各店における店内放送および啓蒙 

ポスターの掲示 

２ ご来店のお客様に、すり・置き引きなどの防犯意識啓蒙のため、各店で店内放

送を実施する。 

３ 店内及び周辺のパトロールを強化する。 

４ 協会担当部会における防犯意見交換やその取組みに関する情報交換を行う。 

(社)大阪府警備業

協会 

「安全なまち大阪」の確立に向けた公的事業に対する積極的な参加・推進を平成

22 年度の事業計画に掲げ、次の活動を行うこととしている。 

１ 地域社会の安全と安心の確保に貢献するための、「青色防犯パトロール」活動

の実施 

(1) 本年も、車両 3 台と隊員 39 名により、北大阪方面、中大阪方面、

南大阪方面の 3 地域で、概ね週 1 回以上の「青色防犯パトロール」活動を継

続して実施 

(2) 平成 22 年 1 月から新たな取り組みとして、青色防犯パトロール隊員と協会

の講師によるチームを編成し、幼稚園や小学校あるいは病院等の要請に基づ

き、刺股の訓練や護身術の指導を行う「護身術教室（防犯教室）」を実施 

２ 全国地域安全運動「府民大会」をはじめ各種事件事故防止運動に際して防犯意

識の普及・啓発活動の実施 

(1) 大阪府安全なまちづくり街頭キャンペーンへの参加 

(2) 青少年育成大阪府民会議による「こども 110 番運動」への参加 

本年度も、警備業協会加盟会社の車両に、「こども 110 番」シートを貼 

付し、こどもを犯罪から守る運動として、259 社、1，501 台が継続して 
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団体名 22 年度活動計画 

(社)大阪府警備業

協会 

活動している。 

(3) 会報、週報の発行 

会報を隔月に 1，500 部、週報を毎週 550 部発行して、防犯意識の普 

及・啓発活動を継続して実施 

３ 災害時における支援協定に基づく支援活動の中核となる安全活動協力隊を編 

成の上、大阪府等が主催する防災訓練への積極的な参加 

４ 「防災・防犯技術展」へ参加と防犯意識の普及・啓発活動の実施 

５ 「大警協安心まちづくりメール」による子供を守る活動の実施 

大阪府警察の情報ネットワークシステムを活用して、子供の声かけ事案を 

「大警協安心まちづくりメール」として編集・加工した情報を、毎日、会員に

発信して、子供を守る活動を継続して実施 

(社)大阪府建築士会 

１ セミナー、相談会、講習会等の開催 

２ 安全なまちづくり推進協議会への参画 

泉佐野市、田尻町、熊取町の「安全なまちづくり推進協議会」へ委員を派遣する。

３ 大阪府防犯モデルマンション登録制度審査委員の派遣 

４ リーフレット等の窓口での配布 

大阪府小売市場総

連合会 

１ 啓発冊子（リーフレット・チラシ）等の配布 

２ 事務所内での啓発ポスターの掲示 

(財)大阪府私学総

連合会 

１ 大阪府私学教育文化会館での安全ガイドブック等の啓発冊子の配布、掲示 

 

大阪府自転車軽自

動車商業協同組合 

１ 自転車無料点検及び安全キャンペーン（4月～3月） 

自転車利用者に対する交通安全指導（街頭等での自転車安全点検・整備）を

実施する。府下 35 の警察署管内で主に春と秋の 2 回、ひったくり防止ネット

やワイヤー錠を無料配布する。同時に「自転車交通ルール」に関するチラシ及

び「自転車防犯登録」勧奨のためのチラシ、ボールペン、クリアホルダー、ポ

ケットティッシュを配布する。 

２ ホームページへの街頭点検に関する情報コーナーの設置 

３ 組合加盟店への PR 

組合全加盟店に自転車の交通安全ルールブックや安全利用五則ポスター及

び放置自転車クリーンキャンペーンポスターなどを配布し、自転車利用者の安

全意識の向上と事故防止に役立つ情報を提供する。 

４ 地域安全運動キャンペーンへの参加（4月・10 月） 

   自転車無料点検と合わせて、自転車かごカバーの取付や鍵かけキャンペーン

を実施する。 

 

 

 36



団体名 22 年度活動計画 

大阪府商工会連合会 

１ 会報誌へのシンボルマーク・標語の掲載 

会報誌「商工連ニュース」に、シンボルマークと大阪安全宣言を掲載し、安

全なまちづくりをＰＲする。 

（NPO 法人）大阪府

錠前技術者防犯協

力会 

１ 防犯ＰＲリーフレットへのシンボルマークの表示 

２ 「地域防災・防犯技術展」大阪への出展・参加 

【6月 10 日～11 日、インテックス大阪】 

３ 「第 44 回大阪インターナショナルギフト・ショー2010」への出展参加 

   【9 月 28 日～29 日、マイドーム大阪】 

４ 「平成 22 年大阪勧業展」への出展参加 

   【9 月中 大阪府立体育館】 

５ 「第 45 回大阪インターナショナルギフト・ショー秋 2011」への出展参加 

   【平成 23 年 3 月、マイドームおおさか】 

６ 「大錠協防犯啓発コーナー」大阪南港 ATC ビル ITM 棟 9 階 

   ATC 輸入住宅促進センター展示場において常設展示 

７ 大阪府警察・大阪府・各自治体・団体・一般等が行う地域安全活動への参画 

   （防犯教室、防犯講習、錠前商品展示、キャンペーン等） 

８ 各自治体安全なまちづくり推進協議会への参画 

９ 大阪府警察、大阪府が実施する放置自動車開錠業務への協力 

10 行政、府民等からの依頼に基づき、安心できる錠前業者の紹介 

大阪府中古自動車

販売協会 

１ 会報での啓発 

ＪＵ大阪ニュース（会員向け 700 部発行）への掲出 

２ ポスター・リーフレット・チラシ等による啓発 

会員へのチラシ配布、本部・支部でのポスター掲示及びカウンター上にチラ

シを設置。 

３ イベント等での啓発ポケットティッシュ等の配布 

(社)大阪府駐車場

経営者協会 

１ 大阪府防犯モデル駐車場登録制度の普及啓発 

２ 大阪府及び大阪市の安全なまちづくりの啓発活動への参加・協力 

 

 

大阪府中小企業団

体中央会 

１ 機関紙「大阪の中小企業」での啓発 

推進月間のＰＲやひったくり等についての注意喚起の掲載 

２ 事務所内でのＰＲ 

事務所内の来客用資料配布棚への安全ガイドブック等を配置する。 

３ 大阪府安全なまちづくりキャンペーンへの参加 

啓発グッズの配布等を行う。 

４ 「中小企業団体大阪大会」での啓発 

安全なまちづくりに関する啓発チラシの配布を行う。 
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団体名 22 年度活動計画 

(NPO法人)大阪府防

犯設備士協会 

１ 安全なまちづくりの啓発活動 

「安全に安心して暮らせるまちづくり」「わが家の防犯対策講座」など啓発

パンフレットの配布及び同パネルの展示の実施 

(1) 警察署等が開催する各種行事、防犯教室の会場で、防犯設備アドバイザー

が参加し啓発資料の配布･展示を実施する。 

(2) 地域防災防犯展等のイベント会場で、防犯相談及び啓発資料の配布・展示

を実施する。 

２ 当協会主催防犯研修会及び防犯機器の展示会の実施（6月 8日） 

通常総会開催時を利用し、防犯研修会及び防犯機器の展示を実施する。 

３ 警察署等が行う地域安全運動への参加 

(1) 春の地域安全運動（4月中） 

○ 警察署、防犯協会等の要請に基づき防犯講話、防犯機器の展示等を実施

(2) 秋の全国地域安全運動への参加（10 月中） 

   ○ 警察署、防犯協会等の要請に基づき防犯講話、防犯機器の展示等を実施

４ 安全なまちづくり運動への参加と支援 

(1) 街頭犯罪の抑止活動としての街頭防犯カメラの設置支援 

街頭防犯カメラ設置支援プロジェクトの編成と設置等の助言と実施 

    昨年に引き続き、大阪府、大阪府警、大阪市、堺市等が推進している街頭

犯罪抑止活動としての街頭防犯カメラの設置を支援する。 

(2) 安全なまちづくり推進協議会及び幹事会への参画 

大阪府、大阪市安全なまちづくり推進協議会他各市町村の推進協議会に

参画する。 

○ 大阪府自動車盗難等防止対策協議会の活動へ参画 

○ 警察署等からの依頼に基づく防犯活動の実施 

○ 大阪府防犯モデルマンション登録制度及び大阪府防犯モデル駐車場登

録制度の審査への参画 

５ 防犯従事者等への教育事業の実施 

(1) 防犯設備士養成講習への支援 

(2) 第 6 回防犯設備アドバイザー養成講習 

６ その他 

(社)関西経済同友会 

１ ミナミの環境浄化のフォローアップ 

○ ミナミ活性化協議会への参加 

２ 美しい、安心・安全な街づくりをさらに推進するための具体的な取組みの推進

(社)関西経済連合会 

１ ミナミ活性化協議会等の「安全・安心なまちづくり」活動に賛同し、ＰＲを中

心とした協力を行う。 
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団体名 22 年度活動計画 

関西鉄道協会 

１ 「こども 110 番の駅」運動の推進 

「こども 110 番の駅」のステッカーを見て、こどもが助けを求めてきた場 

合、こどもを保護し、こどもに代わって 110 番通報を行う。また、犯罪時のみ

でなく、日頃から安全への配慮を心がけ、安全な地域づくりに貢献するととも

に、こどもにとってフレンドリーな駅を目指す。 

「こども 110 番の駅」運動が全国展開されており、相談窓口を増設し、本年

度においても積極的な運動を展開する。 

（全国）173 社局 2，846 駅（予定） 

（関西）34 社局（JR 西日本を含む） 

515 駅において、ポスターの掲出等積極的な運動の展開を図る。 

○ 「スルッと KANSAI バス祭り」の開催（会場未定）にあわせ「こども 110

番の駅」に関する PR を行う。 

○ 鉄道の日記念イベント（会場未定）において、広く「こども 110 番の駅」

の広報活動を展開する。 

西日本電信電話㈱

大阪支店 

１ 公衆電話ボックスのピンクビラ対策 

繁華街や駅前等のピンクビラ被害の多い場所については、撤去を継続して実

施する。 

日本チェーンストア

協会関西支部 

１ 大阪府安全なまちづくりキャンペーンへの参加 

○ 啓発グッズの配布等を行う 

○ 店内放送にてキャンペーンの周知を行う 

２ 推進月間における加盟社店頭での啓発ポスターの掲示 

(社)不動産協会関

西支部 

１ 大阪府安全なまちづくりキャンペーンへの参加 

2 名参加予定 啓発グッズの配布等を行う。 

２ 支部会報紙（10 月号）での啓発 

90 部発行予定 安全なまちづくり推進月間のＰＲを行う。 

３ 「安全ガイドブック」会員配布 

90 部 安全なまちづくり推進月間に合わせ、「安全ガイドブック」を大阪 

府ＨＰよりプリントアウトし、会員に送付することでさらにＰＲを行う。 

国立大学法人大阪

教育大学 

１ 子ども達の安全な登下校への取組み 

平野 5校園（特支・幼・小・中・高）が継続して各々の方法で子ども達の安

全な登下校への見守りと交通安全旗を持って自転車減速の交通整理を行う。 

警備員や教師（時間のある限り）に加えて、保護者が通学（園）路において、

幼稚園では登園時に 1名、小学校では登校時に 4名、下校時には各 2名が時間

差で安全のための立哨をし、中・高でも週 1回行うこととしている。 
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団体名 22 年度活動計画 

国立大学法人大阪

教育大学 

保護者が自主的にローテーションを組んでいる特別支援学校でも日常的に

子どもの安全にかかわる訓練・配慮がなされ、特に教師のための訓練を計画し

ている。 

附属池田中学校では、職員・保護者による登下校指導を行い、平成 21年度同

様に、安全を授業の中に取り組んで学習できる機会をつくる。 

附属池田小学校では、「父親見守り隊」を組織し、子ども達の登下校の安全

確保に尽力する。 

附属天王寺小学校では、登校時、教員が天王寺駅から学校までの通学路に毎

日 2名立哨し、安全に登校できるようにしている。また、下校時は、学年の下

校時刻に合わせて保護者が分担し、毎日毎回 6名程度で立哨し、安全に下校で

きるようにしている。 

２ 「美フレッシュ池田」 

   池田市清掃デーに附属池田小中高のＰＴＡが参加し、通学路等の清掃を行う

とともに、危険物、危険箇所のチェックを行う。他にも対外的に活動できる機

会がある場合は積極的に参加する。 

(社福) 大阪障害

者自立支援協会 

１ 共に生きる障がい者展での啓発グッズの配布を検討中 

大阪府ＰＴＡ協議会 

１ 各単位 PTA による校区内の危険箇所の点検 

２ 各単位 PTA による登下校の安全指導 

３ 各地域の諸団体との共催による防犯パトロール、児童・生徒への街頭指導 

４ 広報誌発行により安全なまちづくり活動などの紹介 

５ 市町村ＰＴＡ、地区ＰＴＡの安全なまちづくり活動の支援 

大阪府公立中学校

長会 

１ 安全キャンペーンに地域単位での参加 

２ 全国地域安全運動大阪府民大会への出席 

３ 中学校区単位の地域教育協議会での情報交換、講演等による啓発活動や巡視、

地域美化活動などの実施 

４ 各校における活動 

○ こども 110 番の家運動の拡大の努力 

○ ＰＴＡや青少年健全育成会などの地域団体との連携による啓発活動 

やパトロールの実施巡視、地域美化活動などの実施 

○ 各学校や通学路の安全整備についての点検及び指導 

○ 安全なまちづくり関係ホームページやメール情報のアクセスへの情報提供 

○ ホームページや学校だよりなどによる防犯に関する情報提供 

大阪府国公立幼稚

園長会 

１ 大阪府安全なまちづくりキャンペーンへの参加 

啓発グッズの配布等を行う。 

２ 理事会での安全対策に関する情報交換 
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団体名 22 年度活動計画 

大阪府国公立幼稚

園長会 

３ 保護者への啓発 

警察からの安まちメール配信情報について、保護者に周知することにより安

全への意識啓発を行う。 

４ 地域との連携による防犯対策、危機管理の充実を目的に、小中学校やＰＴＡと

の交流を図るよう呼びかける。 

５ 各地区における独自の取組みの推進 

(社福)大阪府社会

福祉協議会 

１ 機関紙「福祉おおさか」での大阪府安全なまちづくり推進月間のＰＲ、シンボ

ルマークの表示 

２ 大阪府社会福祉大会や大阪府民生委員児童委員協議会連合会会長会定例会で 

の啓発グッズの配布 

３ 安全なまちづくり推進に向けて、市町村社会福祉協議会や民生委員の取組みに

ついて機関紙等で取り上げ、紹介する。 

大阪府小学校長会 

１ 子どもの安全に関する実態調査及び情報発信 

２ 校長会での安全確保に関する情報交換 

３ 実践事例に基づく研修の実施 

４ 地域連携をもとに、登下校の安全確保など安全なまちづくりを推進 

大阪府地域婦人団

体協議会 

１ 地域での街頭キャンペーンへの参加 

 

(社)大阪府防犯協

会連合会 

１ 機関誌「防犯おおさか」での広報啓発 

年度目標について広報啓発活動を推進 

２ 広報啓発資料の作成 

地域安全運動時及び犯罪発生状況をみて、ポスター等の広報啓発資料を作成、

配布。ひったくりについては、11日の防止デーに重点的な広報活動を推進。 

３ 地域安全活動資料による啓発 

平成 21年中の犯罪状況、被害防止対策等をまとめた資料「安全なまちづくり」

を作成、啓発推進 

４ キャンペーン等の支援  

推進会議主催の街頭キャンペーンを支援、参加 

５ 全国地域安全運動府民大会の開催 

府警本部と共催で開催 

６ 各イベントの支援 

関係機関等が開催するイベント等を支援 

７ ホームページの運営 

安全なまちづくりに関する内容を登載 

８ 防犯ビデオ等による視聴覚広報 

防犯ビデオ・ＤＶＤによる視聴覚広報の推進 
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団体名 22 年度活動計画 

(社)大阪府防犯協

会連合会 

９ 優良防犯器具の斡旋 

優良防犯器具の紹介、斡旋により防犯意識の高揚徹底 

10 自転車防犯登録事業の推進 

自転車防犯登録の勧奨により自転車盗の防止推進 

11 大阪府防犯モデルマンション登録制度の普及促進 

制度の勧奨により犯罪防止と防止意識の高揚推進 

12 大阪府防犯モデル駐車場登録制度の普及促進 

制度の勧奨により犯罪防止と防止意識の高揚推進 

大阪府立高等学校

長協会 

１ 学校施設周辺での点検を地域と共同で実施 

２ 安全なまちづくりビデオを活用した、生徒に対する安全なまちづくりに関する

意識啓発 

(財)大阪府老人ク

ラブ連合会 

１ 機関紙「ねんりんＯＳＡＫＡ」による啓発 

平成 19 年度全国老人クラブ連合会の重点施策として、子どもの見守り隊、

防犯安全対策、交通安全等の地域活動について、積極的に取り組んでほしいと

の依頼に基づき、当連合会も機関紙（7 月、10 月、1 月）にて、随時、市町村

老人クラブ「見守り隊」等の取組み状況を掲載する予定。 

２ 「子ども見守り」活動をはじめ地域の安心・安全の取組みの機運の向上を図る。

(社福)大阪ボラン

ティア協会 

１ 啓発チラシ等の配布 

大阪ＮＰＯプラザ（大阪市福島区）のラックに大阪府の啓発チラシを設置し、

大阪ＮＰＯプラザ来館者・入居利用団体にＰＲする。また、機会があれば、主催

事業、会議等で啓発グッズを配布する。 

２ 安全なまちづくりに関する情報提供 

事務局職員やボランティアスタッフ（60 人）への安全なまちづくりの周知。

青少年育成大阪府

民会議 

１ 大阪府安全なまちづくりキャンペーンへの参加 

２ ユースくんＯＳＡＫＡ2009 青少年健全育成推進大会（11 月頃開催予定）での

リーフレットの配布等を実施 

３ 「こどもの安全見まもり隊」活動支援 

大阪府と連携して、地域の見守り活動が継続的効果的に実施されるよう支援

する。 

４ 「こども 110 番」事業 

(1) 動くこども 110 番 

公用車及び一般事業車両用ステッカー等の提供の継続 

(2) 「こども 110 番月間」（8月）の実施 

ＰＲグッズの配布、啓発 

(NPO 法人)日本ｶﾞｰ

ﾃﾞｨｱﾝ・ｴﾝｼﾞｪﾙｽ近

畿地区ブロック 

１ フライヤーや会報へのひったくり注意喚起情報の掲載 

２ 防犯パトロールの実施 

３ キャンペーンの実施  
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日本労働組合総連

合会大阪府連合会 

１ 連合大阪「カベ新聞」及び「マンスリー」による啓発 

「カベ新聞」及び「マンスリー」にシンボルマークや標語を掲載し、加盟組

織に対して啓発を行う。 
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