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平成30年度事業報告

１ 地域安全活動の推進

(1) 「防犯の日」の取組への支援

犯罪のない明るく住みよい町づくりを推進するために県下一斉に実施さ

れている「防犯の日」（毎月10日）の活動を効果的に推進するため、広報

活動に使用するチラシ等を作成・配布するなど支援を行った。

(2) 特殊詐欺被害防止のための広報啓発活動

全国的に被害が拡大しているオレオレ詐欺や還付金詐欺等の特殊詐欺の

被害から高齢者等を守るため、関係機関･団体と連携して、最近の特殊詐

欺の手口やその対処要領等について、各種会議・会合の機会や広報媒体を

利用して周知に努めた。

また、公益社団法人鳥取県防犯連合会（以下「当連合会」という。）の

ホームページへの掲載やポスター、チラシ等の作成・配布などにより広報

啓発活動を推進した。

(3) 子どもを犯罪から守る活動への支援

児童、生徒の登下校時の安全を確保するために各地区で活動している防

犯ボランティアに対し、防犯パトロールや見守り活動時に着用する防犯ジ

ャンパーを支給したほか、子どもの防犯意識を向上させるために警察や学

校等が行う防犯教室で活用する冊子を提供するなど支援を行った。

(4) 全国地域安全運動に呼応した活動

10月11日から同月20日までの10日間実施された全国地域安全運動に呼応

して、10月16日（火）、米子コンベンションセンターにおいて、県警察本

部及び県生活環境部との共催で「鳥取県地域安全フォーラム2018」を開催

し、園児による「防犯メッセージ」や落語家による「ぼうはん落語」等を

行ったほか、防犯功労者・功労団体等に対して当連合会長と県警察本部長

の連名表彰を贈呈するなど県民の防犯意識の高揚に努めた。

(5) 防犯意識の高揚のための広報啓発活動

ア 広報紙「防犯とっとり」の定期発行

犯罪情勢や防犯活動の取組状況等を掲載した広報紙「防犯とっとり」

を発行（年４回・合計約７万５千部）し、正会員及び賛助会員に配布す

るとともに、自治会等を通じて地域住民へ配布又は回覧するとともにホ

ームページに掲載して、防犯意識の高揚に努めた。

イ 全防連広報紙「安心の街に」の配布

全国防犯協会連合会（以下「全防連」という。）発行の広報紙「（月

刊）安心な街に」を正会員等に送付して、全国的な防犯情報等を提供す

るなど地域安全活動の活性化に努めた。
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ウ 防犯広報の新聞広告掲載

各季における防犯対策や少年非行防止等について、関係団体等と連携

して、新聞広告を掲載し、県民の防犯意識の高揚と自主防犯活動の促進

の広報啓発に努めた。

エ 会員への防犯情報メールの発信

各種防犯情報等の提供を希望する会員（正会員・賛助会員）に対して、

県警察や自治体等から提供を受けた犯罪発生状況や防犯対策等の情報を

電子メールで配信し、タイムリーな広報を実施した。

オ 防犯ポスター等の作成・提供

県警察本部と連携して各種防犯ポスター、チラシ、リーフレットなど

を作成したほか、全防連等から防犯ポスターやチラシ等を購入し、各地

区防犯協議会、県警察本部少年サポートセンター等、スクールサポータ

ーなどが開催する研修会や防犯教室等における教材等として提供した。

(6) 関係機関等が開催する各種防犯対策会議との連携

全国防犯協会連合会及び全国会議全国風俗環境浄化協会主催の全国会議

（平成31年１月24日）、中国防犯連合会連絡協議会主催の総会及び連絡会

議（９月18日）のほか、「社会を明るくする運動」鳥取県推進委員会（５

月16日）、県生活環境部主催の「鳥取県犯罪のないまちづくり協議会」（９

月11日）、鳥取市等主催の「鳥取・智頭・浜村警察署管内安全で安心なま

ちづくり合同ネットワーク会議」（平成31年１月25日）、全日本アミュー

ズメント施設営業者協会連合会主催の「鳥取県地域懇談会」（平成31年２

月14日）「鳥取市中心市街地活性化協議会」運営委員会（平成31年３月18

日）等に出席し、各種防犯対策を協議・検討した。

２ 少年非行防止及び健全育成活動への支援

(1) 少年非行防止強調月間における活動への支援

内閣府主催により実施される「青少年の非行・被害防止全国強調月間」

（７月）において、関係機関・団体に協力し、チラシ等の広報資料を配布

するなど街頭における少年補導活動等の支援を行った。

(2) 少年の健全育成活動への支援

ア 児童自立支援施設における触れ合い活動等への支援

施設入所児童を対象に、触れ合い活動を通じた健全育成に資するため、

県警察本部が委嘱している少年警察ボランティア「大学生サポーター」

（以下「大学生サポーター」という。）、警察職員等が米子市内の児童

自立支援施設おいて、ふれあい活動や非行防止教室（平成31年２月16日）

に対して、活動に使用する物品等を提供するなど支援を行った。

イ 農業体験等による居場所づくり活動への支援

問題を抱える中学生、小学生を対象に、農業体験を通じた健全育成に
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資するため、米子市内の農園等において、少年健全育成指導員、教員、

スクールソーシャルワーカー、警察職員等が実施した農業体験や学習支

援等（6月16日、７月24日、10月20日、12月26日）に対して、活動に使

用する物品等を提供するなど支援を行った。

(3) 「あんしんネット 冬休み・新学期一斉緊急行動」施策

内閣府をはじめとする関係省庁、協力・協賛団体等が平成29年12月から

平成30年５月まで実施した「あんしんネット 冬休み・新学期一斉緊急行

動」について、当連合会のホームページや広報紙等による広報を実施し、

青少年のインターネットの安全・安心な利用のための普及活動の支援を行

った。

(4) 防犯ポスター・防犯標語等の募集

全国地域安全運動等の実施に向けて、全防連等が、防犯ポスター及び防

犯標語を募集（課題：①「安全安心なまちづくり、②暴力団排除の徹底）

したことから、当連合会においても、主に小・中・高校生を対象に作品を

募集（３月～５月）し、応募作品（ポスター60点、標語332点）の中から

優秀作品を選考して、全国コンクールに応募した（青パト写真は応募な

し）。

全国コンクールに応募した作品からは全国表彰の受賞はなかったが、当

連合会が選考した優秀作品については、会長表彰を贈呈したほか、ホーム

ページに掲載して、県民の防犯意識の高揚に努めた。

(5) 防犯作文の募集

中国防犯連合会連絡協議会（以下「中防連」という。）が、中学生を対

象とした防犯作文の募集を行ったことから、当連合会においても、教育委

員会、中学校の協力を得て、防犯作文を募集（６月～９月）し、応募作品

（170点）の中から優秀作品を選考し、中国地区コンクールに応募した。

中防連において選考された優秀作品については、中防連会長表彰が贈呈

された。

当連合会では、優秀作品を「防犯とっとり」やホームページに掲載して、

県民の防犯意識の高揚に努めた。

(6) 少年の非行防止と健全育成に資する活動

少年非行防止等を目的として、県警察本部、県教育委員会、県柔道・剣

道連盟等と連携し、「鳥取県防犯少年柔道・剣道大会」を10月13日（土）

鳥取市武道館において開催し、少年の礼節や規範意識等の高揚を図るとと

もに、地域的な非行防止活動の高揚に努めた。

３ 防犯ボランティア団体育成支援事業の実施

(1) 防犯ボランティア等への活動時の保険加入

年間を通じて防犯ボランティア活動を行っている防犯連絡委員等のボラ
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ンティアや高校生ボランティアを対象として、防犯協会会員団体総合補償

保険に加入して活動時の事故被害への補償に備えたほか、当連合会が主催

する防犯行事への参加者を対象として、傷害保険に加入して参加者の行事

における事故被害への補償に備えた。

(2) 防犯活動用品等の支給

各地区防犯協議会やボランティア団体等に対して、防犯活動が安全かつ

効果的に実施されるよう活動用品の支給のほか防犯チラシ等を配布した。

(3) 防犯リーダー研修への支援

県生活環境部の主催により開催された「平成30年度鳥取県防犯リーダー

研修会」（９月４日）に対して、「万引防止」や「鍵かけ」等のチラシや

広報紙を提供するなど支援を行った。

４ 防犯功労者及び功労団体等の表彰事業の実施

(1) 防犯功労者（個人・団体）に対する表彰

長年にわたり防犯活動・風俗環境浄化活動に献身的に従事した６人及び

６団体と防犯連絡所活動に功労があった防犯連絡委員１人に対して当連合

会長及び県警察本部長連名の防犯功労表彰を贈呈した（10月16日・「鳥取

県地域安全フォーラム2018」）。

(2) 全国表彰等の上申及び伝達

多年にわたり防犯活動に尽力した個人及び団体について全防連等に表彰

を上申し、受賞が決定した全国防犯功労表彰（警察庁長官・全防連会長表

彰）９人（金賞１人、銀賞２人、銅賞６人）及び中国防犯功労表彰（中国

管区警察局長・中防連会長表彰）６人及び１団体に対して表彰を伝達した

（10月18日・「鳥取県地域安全フォーラム2018」）。

(3) 防犯ポスター等優秀作品に対する表彰

全国地域防犯防運動等の一環として募集した防犯ポスター及び防犯標語

の応募作品の中から、それぞれ２課題の優秀作品を選考（金賞合計４点、

銀賞合計８点、銅賞合計12点）し、当連合会長表彰を贈呈した。

(4) 防犯作文優秀作品に対する表彰

中学生を対象として募集した防犯作文の中から、３点が中防連会長表彰

（優秀賞）を受賞し、表彰を伝達した。

５ 犯罪予防活動に対する支援

(1) 関係機関・団体による地域安全活動への支援

関係機関・団体と連携した地域安全活動を推進するとともに、警察やボ

ランティア団体等の要請に応じ、広報活動に使用するチラシや啓発用品等

を作成（購入）・交付するなど関係機関・団体の活動の支援を行った。

(2) 年末年始の犯罪予防活動の支援
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年末年始における事件・事故防止の一環として、その防止対策等を新聞

広告に掲載するとともに、空巣やひったくりなどの窃盗事件や金融機関・

コンビニエンスストアなどを狙った強盗事件等の防止を図るため、ポスタ

ーやチラシを作成・配布した。

(3) 古物営業の適正化対策等の要請

平成30年２月13日（火）、倉吉市において開催された県中古自動車販売

協会主催の古物営業法に係る「古物管理者講習会」（234人参加）に出席

し、管理者として古物営業の健全化・適正化に努めるとともに、自動車盗

難防止対策の推進と自主防犯活動等への協力を要請した。

６ 薬物乱用対策への支援

警察や全防連等と連携して、薬物乱用防止広報ポスターやリーフレット等

を活用し、覚せい剤、ＭＤＭＡ（合成麻薬）、大麻、危険ドラッグ等の薬物

乱用実態とその有害性を広報するとともに、県警察等が実施する小・中・高

校生、大学生を対象とした「薬物乱用防止教室」や各種会議等においてリー

フレット等を配布するなど支援を行った。

７ 高齢者被害防止対策への支援

地域安全運動や交通安全運動の期間中に、各地区防犯協議会と連携して、

高齢者を対象とした訪問活動や防犯診断等の活動に際し、特殊詐欺を始めと

する犯罪被害防止のための広報啓発チラシ等を配布するなど支援を行った。

８ 暴力追放運動の推進

公安委員会が行う風俗営業管理者講習（県との受託契約に基づき当連合会

が開催。以下同じ。）の機会を利用して、県暴力追放センターと連携し、出

席した風俗営業管理者に対して、暴力団対策啓発用のＤＶＤを活用した講習

を実施した。

９ 風俗環境浄化協会事業の推進

(1) 少年を取り巻く有害環境浄化活動の推進

インターネットに起因する犯罪やトラブルから子どもを守るとともに、

未成年者の風俗営業への不法就労や立入等を防止するため、県警察本部等

と連携して、ＤＶＤや広報資料等を活用した講習会を開催したほか、少年

指導委員や県遊技業防犯協力会と連携した風俗営業所への立入等により、

少年に有害な環境を排除するための活動を実施した。

(2) 風俗営業管理者講習の実施

風俗営業管理者講習を９月12日から11月13日までの間、県下３地区（鳥

取・倉吉・米子）で計７回、69人に対して実施し、風俗営業所の管理の適
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正化と特殊詐欺被害防止等について指導等を行った。

(3) アンケート調査の実施

風俗営業管理者講習の機会を利用して、治安状況や少年犯罪の状況等に

対する意識、ボランティア活動や特殊詐欺被害防止等の実態等について、

出席者66人に対してアンケート調査を実施し、分析結果を各種会議等にお

いて発表するなどして防犯対策に活用した。

10 遊技機の不正改造防止事業の推進

(1) 不正遊技機の設置及び流通を防止するため、鳥取県遊技業協同組合との

受託契約に基づき、遊技機設置店に対し、毎月計画的に立入調査を行い、

簡易チェッカー等により遊技機を検査するなど違法遊技機及び不正改造遊

技機の排除に努めた。

(2) 不正遊技・不正改造を許さない安心して遊戯できる健全営業について、

広報啓発活動を実施した。

11 自転車防犯登録事業の推進

(1) 防犯登録カード作成等事業の推進

量販店や自転車店が販売した自転車の盗難予防と盗難にあった自転車の

迅速な被害回復を図るため、地区防犯協議会と連携し、防犯登録カードの

作成及び防犯ステッカーの貼付事業の円滑な推進に努めた。

(2) 防犯登録カードの電算入力の実施

防犯登録カードの電算入力を外部委託し、量販店、自転車店、警察と連

携した防犯登録業務の迅速、適正な実施に努めた。

12 ホームページによる防犯広報の推進

当連合会のホームページに、当連合会の事業報告、決算等の公益法人情報

や活動状況等を掲載するとともに、適宜、犯罪の発生状況のほか、特殊詐欺

被害や子どもの犯罪被害の防止対策などの広報資料を掲載し、防犯広報を推

進した。

また、ホームページのリニューアルを図り、利用者の利便性の向上に努め

た。

13 平成30年度主要行事

４月

〇 防犯ポスター・標語・青パト写真募集 募集期間（３月～５月）

５月

〇 第60回理事会 11日（金） 鳥取市・とりぎん文化会館

〇 平成30年度総会 31日（木） 鳥取市・とりぎん文化会館



- 7 -

〇 中学生防犯作文募集 募集期間（５月～８月）

７月

〇 青少年の非行・被害防止全国強調月間（７月）

９月

〇 中国防犯連合会連絡協議会 18日（火）広島市

〇 全国地域安全運動中央大会 27日（木）東京・明治記念館

〇 風俗営業所管理者講習 ９月～11月 県下３地区

10月

〇 防犯少年柔道・剣道大会 13日（土）鳥取市・鳥取市武道館

〇 県地域安全フォーラム 16日（火）米子市・米子コンベンションセンター

平成31年１月

〇 都道府県防犯協会専務理事等研修会

風俗環境浄化事業運営管理者全国会議

24日（木） 東京・グランドヒル市ヶ谷

２月

〇 第61回理事会 ６日（水） 鳥取市・とりぎん文化会館


