平成 28年 度事 業計画書
(平 成

28年 4月 1日 〜平成 29年 3月 31日

)

当防犯協会連合会 は、平成 25年 4月 、「公益社 団法人」に移行 し、そ の事業
内容 に公 益性 を高 〈求 め られて い る。また、平成 27年 3月 、北陸新幹線 の 開業
に伴 い、県警 が進 めている 「交流人口の拡大等 に伴 う治安対策の推進」等県内の
治安の維持や支援 のため 、県、警察及び関係機関・ 団体 との連携 をよ リー 層緊密
に してい くことが肝要 と考 え られ る。
よって、当協会 では、防犯活動 の 中核 的存在 と して、平成 28年 2月 、石川県
安 全 ヨ安心 とやす らぎを感 じる「い しかわ」
】
長期構 想策定の基本 目標 の柱 で ある【
に資す る公益 目的事業 を積極的 に展開 して、県民生活の安全 を確保 し、犯罪 の起
きに くい社会 づ く りの実現 を目指 して い くものである。
このため、平成 28年 度 の活動重点 を
○
○
○
○

犯罪 の起 きに くい社会 づ くりの総合対策事業 の推進
振込 め詐欺等被害防止 対策事業 の推進
子 どもと女性の安全対策の推進
少年 の健 全育成対策事業 の推進

と定め 、次 の事業 を行 う。
第1

公益 目的事業

公1

防犯意識 及び 防犯諸対策向上の ための普及・ 啓発事業 と犯罪予防社会環境
づ く り事業

1

地域安全運動 の 推進 による防犯思想 の 普及促進等事業
毎年 10月 、関係機 関・ 団体等 と連 携 し、防犯意識の高揚促進

2

年末 ・年始特別警戒 の実施
12月 中旬 、県・ 県警 ・地区防犯協会 ・ 地 区防犯ボランテ ィアな ど関係機
金沢市 の繁華街である片町地 区の夜間街頭視察 を実施 し、
関・ 団体 と連携 し、
防犯意識 の高揚 を推進
(主 な参 加 者

知事 、県議会議長 、警察本部長 、生活安全 部長 、金沢 中警察

署長、県防連会長等)

―

l―

3

各種広報媒体を活用 した広報啓発事業
(1)視 聴覚教材 を活用 した.広 報啓発
振込 め詐欺等被害防止 D∨ Dに よる広報活動
○
○

「だまされません :そ の電話」 (全 防連 H25年 12月 作成)
「きずな町物語・詐欺被害防止 」 (全 国 JA共 済 H27年 1月 作成)

同 DVDを 無償貸出 しし、各地区防犯協会の防犯講習会での活用又は
旅行業者 によるバス旅行中の車内放映、 ミニ防犯講習 で活用
を活用 した広報啓発
(2)キ ッズポ リスtll服 ―
平成 25年 12月 、当協会 に対 して、石川 県自動車販売協会か ら贈呈 さ
れた「子供用の警察官制服 12着 」を地区防犯協会等 へ無償貸出 しし、防
犯・ 交通安全キ ャンペー ン等 で活用

(3)そ の他
防犯チラシ、同￨リ ーフレッ ト、同ポ ス ター等を活用 した自転車盗、万引
き、住宅侵入盗被害1防 止に関する広報啓発
4 メディア等を活用 した広報啓発事業
(1)FMラ ジオ エフェム石川)放 送 を活用 した防犯広報
○ 毎 日約 回 (週 約 20回 放送)、 「特殊詐欺撲滅キャンペーン」の放送
「CHECKIBOHAN」
(県 警生企課、女性職員出演)
○ 毎週木曜、
の放送
(2)ホ ームペ‐ ジ￨(イ ンターネッ ト)活 用による広報
当協会及び各地区1防 協会の活動状況等のホームペー ジを随時更新
(‐

5‐

(3)新 聞広告等の活用 ̀巳
振込め詐欺等の1被 害防lLポ イン ト等 を金融機関と連携 した広報
(4)そ の他
自治体機関紙、防犯協‐
会機関紙、防犯ボランティア寸劇等を活用 した広
報

5

犯罪発生を防止するための防犯環境の整備事業
の支援事業
(1)防 犯ボラ ンテ ィア団体―
① 地域防犯ボラ ンテ イア リー ダー育成の支援
石川県、防犯ボランテ ィア団体・ リーダー合同研修会等へ の参加
② 小・ 中・高 3大 学生防犯ボランテ ィアの育成支援
既存学1生 防犯ボランティア団体及び新規学生ボランテ ィア団体 の育成
支援による防犯意識の高揚 と防犯環境の整備

つ

(2)防 犯対策専 Fl部 会事業
金融防犯対策、古物営業防犯対策、風俗環境浄化対策の各専門部会組1織
下での防犯情報―
の共有化 と防犯意識の高揚
①

金融防犯対策‐
専 門部会
平成 27年 中も振込め詐歎等被害 が前年対比、増加傾向 とな り、各金
が喫 緊の課題で あることか ら県警との連携を一層強化
融機関の水際対策‐

②

古物営業防犯対策専門部会
量販店、コ ンピユ、書籍などの店舗内で発生する万引き事案等に対す
る効果的防止策の支援 と防犯環境の整備

③

風俗環境浄化対策専門部会
平成 27年 春の北陸新幹線開業 に伴 う、 JR金 沢駅周辺及び片町地区
地区の風俗環境浄化対策 として、同地区風俗営業者等へ平成 27年 改正
された「風俗営業等の規寺1及 び業務の適正化等に 関する法律Jを 県警 と
共に周知

上施1策 の普及促進事業
(3)自 転車防犯対策向‐
内放置自転車対策支援
① 金沢市‐
‐
金沢市 は、北陸新幹線開業に伴 い、交流人口の拡大:こ よる街中の放置
自転車を放置禁止区域の香林坊 ̀堅 町地区で発見 から「丸― 自」とす.る
化 を図ち
撤去基準を「半 日」に短縮する等、市内放置自転車の排除の強‐
た。
よ つて、昭和 33年 か ら実施 している自転1車 防犯登録制度を石川県自
転車防犯登録協会 と共に普及支援事業を強化
② 自転車盗難防止グッズ を活用 した自転車盗防止対策の普及促進、支援
‐
(4)防 犯 に関する相談事業
防犯活動、犯罪被害防止 対策等 に起因する各種防犯相談への指導、助言
6 少年の健全育成及び非行防止事業
(1)ス ポーツを通 じて少年の健全育成事業 (各 種 スポーツ大会)の 支援

(2)青 少年の 非行防止問題 に取 り組む月Falへ の支援

7

フ月、 11月 の健1全 育成強化月間への支援と少年補導員等との連携によ
る少年の規範意識の高揚 を支援
表1彰 事業
(1)全 国防犯功労及び中部管区防犯功労表彰 (個 人、団体、ボランティア)
(2)県 警察本部長 と県防犯協会長の連名表彰 (同 上
)

―う ―

8

各種会議等
○ 理事会

平成 28年 6月 、同年 10月 、平成 29年 2月 を予定
平成 28年 6月 末を予定

○ 総 会
〇 全 国会議
・ 都道府県防犯協会専務理事・事務局長会議

"風 俗環境浄化事業運営管理者全国会議

(同

(平 成 28年 11月

申旬)

上)

○ 県内の各種団体 の会議 で連携
巳.ま ちづ くり推進協議会
・ 石jl卜 県防ぢ
・ 石川1県 万引等防止連絡協議会
, 右川県 自動車盗難等防止連絡協議会
"石 川県 コンビニエ ンスス トア等1防 犯連絡協議会
・ 石川被害者等支援連絡協議会
J 石川暴力団1追 放石川県民大会
。 石‖:県 防犯1設 備促進協力会
‐ 石川県少年補導員連絡協議会
・ 社会 を明るくする.運 動石川県1推 進委員会 等
公2

鳳俗環境の浄化のための支援事業
1 風俗営‐
業管理者 に対 する講習事業 (委 託事業)
県公安委員会か らの委託 を受けて、嵐俗:営 業管理者等に対す る同法令の周
知 と遵法意識 の高揚 、不法就労 や暴力団排 除等を重点とした講習 (毎 年 10

月か ら霊 2月 のFEnに 実施)
2 風俗営業に1関 する苦情相談事業
善良な風俗1環 境を保持す るため、風俗営業に 関1連 する苦情や違法行為問題
などの本
目談受1理 と警察等関係機関への連絡通報

3

浄化事業
その他風俗環境‐
な看板、ポスター等の掲 出 白粛 や法令遵 守の広報啓発支援 と風俗環境
卑猥‐
浄化対策専門部会、地区風俗環境浄化協会、少年指導委員等 との連携による
風俗環境浄化対策を支援

第2
収1

1

2
3

収益事業
物品販売
古物商許可標識板、古物商行商従事者証、質屋許可標識板の斡旋
優良防犯‐
機器 の普及・斡旋
警察官立寄所の看板斡旋

‑4‐

以上

