
実施 実施 従事者 受益対象者

事業名 事　業　内　容 の範囲及び

日時 場所 の人数 人数

毎回6～12人

111回 北海道札幌市 延べ754人

毎回5～8人

118回 宮城県仙台市 延べ701人

毎回4～7人

74回 埼玉県所沢市 延べ386人

毎回4～14人

65回 千葉県（柏、松戸） 延べ547人

安全パトロール 犯罪・非行を防止するため 毎回2～15人 不特定多数

のパトロール 318回 東京都 延べ1,419人

神奈川県 毎回6～9人

264回 （横浜、大和、横須賀） 延べ1,792人

近畿圏（大阪、神戸、 毎回4～15人

72回 和歌山、京都） 延べ327人

毎回2～4人

20回 広島県広島市 延べ46人

毎回3～15人

31回 愛媛県松山市 延べ182人

毎回4～5人

8回 福岡県福岡市 延べ32人

計 1081回 計 延べ6,186人

違法駐車撲滅運動委員会 違法駐車キャンペーンの参加 北海道札幌市 毎回2～15人 札幌市中央区薄野

パトロール 14回 ススキノ地区周辺 延べ86人 飲食商店街.住民

スーパー夜間街頭補導作戦 中央署による非行防止活動 北海道札幌市中央区 毎回10～12人 札幌市１番街2番街4丁目

パトロール 2回 地下街 延べ22人 地下商店街その周辺住民

クリーン薄野特別運動 中央署によるススキノクリーン 北海道札幌市 毎回5～10人 札幌市中央区薄野

（夏期＆年末） 運動パトロール 4回 ススキノ飲食商店街 延べ32人 飲食商店街.住民

地下鉄パトロール 札幌市地下鉄駅構内及び地下街 北海道札幌市 毎回10人 札幌市地下鉄利用者

パトロール 2回 地下鉄駅構内・地下街 延べ21人 （不特定多数）

街頭犯罪防止キャンペーン 厚別署主催昼の犯罪防止 北海道札幌市 毎回15人 北海道札幌市

キャンペーン 1回 厚別駅周辺 延べ15人 厚別駅周辺

柏市安全安心まちづくり 商店街合同 千葉県柏市 毎回３～6人 千葉県柏市

環境浄化パトロール 6回 柏駅周辺 延べ31人 住民・商店街

池袋西地区環境浄化 商店街住民合同 東京都豊島区 毎回15～30人 東京都豊島区

推進委員会防犯パトロール等環境浄化パトロール 64回 池袋駅西口周辺 延べ522人 池袋駅西口住民・商店街

渋谷区環境浄化 地域合同 東京都渋谷区 毎回1～5人 東京都渋谷区

パトロール 環境浄化パトロール 6回 渋谷駅周辺 延べ20人 渋谷駅周辺住民・商店街

渋谷区落書き対策 落書き対策 東京都渋谷区 毎回2～10人 東京都渋谷区

強化パトロール 環境浄化パトロール 4回 渋谷駅周辺 延べ23人 渋谷駅周辺住民・商店街

吉祥寺活性化協議会 商店街住民合同 東京都武蔵野市 毎回2人 東京都武蔵野市

防犯パトロール 環境浄化パトロール 2回 吉祥寺駅周辺 延べ4人 吉祥寺駅住民・商店街

立川周辺環境改善推進 行政・商店街住民 東京都立川市 毎回3～5人 東京都立川市

協議会パトロール 合同パトロール 8回 立川南北駅周辺 延べ27人

八王子商店会連合会 行政・商店街住民 東京都八王子市 毎回1～4人 東京都八王子市

防犯パトロール 合同パトロール 3回 八王子駅北口周辺 延べ7人 商店街など

FBI(長者町環境浄化推進委）商店街合同 神奈川県横浜市中区 毎回12人 神奈川県横浜市中区

合同他パトロール 環境浄化パトロール 9回 長者町周辺 延べ108人 長者町周辺住民・商店街

相模原相栄地区 商店街合同 神奈川県大和市内・ 毎回5～6人 神奈川県大和市・

ｼﾞｮｲﾝﾄ･ｻｰﾃｨ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙなど 環境浄化パトロール 11回 相模原市内 延べ56人 相模原市住民・商店街

横須賀地区青少年指導 商店街合同 神奈川県横須賀市 神奈川県横須賀市

推進協議会合同パトロール 環境浄化パトロール 1回 横須賀中央駅周辺 延べ12人 住民・商店街

京都 商店街合同 京都府京都市 毎回３～6人 京都府京都市木屋町

木屋町合同パトロール 環境浄化パトロール 12回 木屋町地区周辺 延べ33人 住民・商店街

計 149回 計 延べ1,019人

環境美化活動 札幌市中心部商店街環境 北海道札幌市内 札幌市地域住民・商店街・

美化活動 1回 延べ12人 企業など
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海田町瀬野川河川敷 広島県海田町 広島県海田町住民

クリーンアップ・パトロール 1回 瀬野川河川敷 延べ8人

環境美化活動 安佐北区白木町 広島県広島市安佐北区 広島県広島市安佐北区

環境美化活動 1回 白木町地区周辺 延べ2人 白木町地区周辺

計 3回 計 延べ22人

5回 北海道札幌市

小・中学校学校区内 5回 千葉県

PTAへの安全指導 13回 東京都 小・中学生・保護者

パトロール 12回 神奈川県 教員など

安全セミナー 2回 岡山県

ジュニア・エンジェルス 2回 広島県広島市

計 39回 毎回2～9人

学ぶボランティ道を通しての 東京都東村山市

青少年育成活動 1回 東村山第4中学校 延べ8人 東村山第4中学校生徒

調べ学習 5月22日 1名 岐阜県大垣市星和中生徒

（修学旅行にて社会見学） 5月23日 東京都渋谷区 3名 鳥取県東伯郡大栄中生徒

Jr.Angelsセミナー 2回 東京都渋谷区 毎回2～4人 小・中学生

安西高校防犯スクール 犯罪・非行を防止するための 広島県広島市

セミナー 4回 安西高校 毎回1人 高校生・教師など

サイバー・エンジェルス インターネット上の違法

（インターネット・　パトロール）情報の集約・通報 約42件 コンピュータ・ネット上 毎日5～6名 不特定多数

（インターネット・安全教室） 子供達へのインターネット

　 の使い方、モラル講習 16回 全国１6ヶ所 毎回3～5人 スクール受講者

（サイバー１１０番） ネット上のトラブル相談 約172件 電話・ネット上 毎日5～6名 不特定多数

（被害者保護） 被害者のケアーなど 86件 面接・電話・メール 86名 相談者

(オンライン会議) 知識・対応要領の習得 6回 ネット上 毎回３～6人 会員

ガーディアン・エンジェルス 防犯パトロール、道案内 　8月3日～ 東京都渋谷区

ウィーク　イン　渋谷 落書き除去 8月9日 渋谷駅周辺 230人 不特定多数

ガーディアン・エンジェルス 防犯パトロール 　8月1日～ 神奈川県内 不特定多数

ウィーク　イン　神奈川 環境美化 8月10日 126人

ガーディアン・エンジェルス 防犯パトロール 10月27日～ 神奈川県大和市内 不特定多数

ウィーク　イン　大和 環境美化 11月2日 および隣接市域 123人

カウントダウン・パトロール 年越し特別警戒 12月31日～ 仙台・柏・六本木・ 不特定多数

1月1日 渋谷・横浜 80人

ＧＡＡＤ･キャンペーン ＮＯドラック運動 3月20日～ 東京都渋谷駅周辺全域 不特定多数

3月31日 及びセンター街 延べ77人

講演活動 犯罪防止・青少年育成に係る 不特定多数

講演 187回 全国 毎回2人～

犯罪予防イベントの開催 6回 神奈川県内 延べ88人

36回 北海道札幌市

10回 宮城県仙台市

5回 埼玉県所沢市

17回 千葉県

イベント 祭り、イベントの参加協力 41回 東京都 毎回2～18人 不特定多数

地域行事のサポート 36回 神奈川県

30回 近畿圏

6回 広島県

11回 愛媛県松山市

2回 福岡県福岡市

計 200回

安全に活動するための

訓練 護身訓練 約275回 拠点地域 毎回2～10人 会員

応急救護訓練 80回 拠点地域 毎回6～10人

生活の安全に関する

知識の習得 7回 拠点地域 毎回2～15人 会員

横浜市都筑区 都筑区ｶﾞｰﾃﾞｨｱﾝ・ｺﾞﾘﾗ

講習会開催および 2回 山北町 延べ20人 山北町防犯指導

講習会への参加 池田子どものための防犯キャンプ

（自ら判断した危機を回避する 　6月28日～ 大阪府池田市立

方法を学ぶ） 6月29日 池田小学校 延べ19人 池田市内小4～6年生



講習会開催および ＧＡと地域住民による 2月8日 埼玉県戸田市 延べ8人 戸田市地域住民

講習会への参加 安全マップづくりの作成指導など 3月21日 埼玉県越谷市 延べ3人 越谷市地域住民

インターネット講習（知識の習得） 2回 東京都 約56人 会員

6回 北海道札幌市 延べ49人 札幌市住民・商店街

6回 宮城県仙台市 延べ56人 仙台市住民・商店街

落書き除去活動 街の落書きの除去作業 5回 千葉県柏市 延べ15人 柏市民・商店街

4回 東京都渋谷区 延べ25人 渋谷区民・商店街

4回 神奈川県藤沢市 延べ6人 藤沢市住民・商店街

1回 広島県広島市 延べ2人 広島市住民・商店街

計 26回 計 延べ153人

札幌市中央区環境美化委員会 2回 北海道札幌市

アダプトプログラム 2回 北海道札幌市白石区

柏市生活安全協議会 3回 千葉県柏市

柏駅周辺防犯推進協会会議 3回 千葉県柏市

千葉県安全・安心有識者懇談会 1回 千葉県千葉市

東京都治安対策専門家会議 2回 東京都新宿区

心の東京革命推進会議 1回 東京都新宿区

Tokyoファミリー体験広場

実行委員会 6回 東京都新宿区

Tokyoファミリー体験広場

子ども実行委員会 1回 東京都新宿区

港区生活安全協議会 1回 東京都港区

赤坂・青山地区環境美化

浄化推進協議会 5回 東京都港区

麻布地区環境美化

浄化推進協議会 5回 東京都港区

原宿神宮前まちづくり協議会 6回 東京都渋谷区

渋谷防犯協会年末連絡会議 １回 東京都渋谷区

豊島区生活安全協議会 4回 東京都豊島区

学会・研究会 池袋所管内組織犯罪根絶対策 有識者

地域会議への参加 協議会 １回 東京都豊島区 地域住民・商店街

八王子ＴＭＯ推進協議会 3回 東京都八王子市

八王子市民団体交流会 １回 東京都八王子市

八王子商業等活性化協議会 1回 東京都八王子市

武蔵野市民安全大会 1回 東京都武蔵野市

立川周辺環境改善推進協議会 1回 東京都立川市

長者町・福富町等地域環境浄化

推進委員会など 10回 神奈川県横浜市

大和市地域活性化会議 １回 神奈川県大和市

横須賀市役所

観光課（開国祭事務局）など 2回 神奈川県横須賀市

全国安全都市首長サミット 1回 愛知県春日井市

防犯定例会議 1回 広島県広島市

広島県警少年補導協助員研修会 １回 広島県広島市

広島県暴走族対策会議 1回 広島県広島市

広島市教委及び市青少年指導員

合同出席会議 2回 広島県広島市

番町地区まちづくり推進協議会 6回 愛媛県松山市

松山市安全で安心なまちづくり

会議 １回 愛媛県松山市

宇品、港まちづくり委員会 １回 広島県

その他（幹事会・式典など） 7回 開催地域

情報セキュリティＮＰＯ会議 1回 東京都

総合セキュリティ対策会議 4回 東京都千代田区

コンピュータ犯罪に関する会議 3回 白浜、湯沢

計 93回

海外研修 海外支部との情報交換 4回 USA・ITA・GER・BRA 会員

電話相談対応 犯罪被害者相談 不特定多数

犯罪防止に関するアドバイス 365日 拠点事務所

　　　　特定非営利活動に係る事業　総支出額 \32,652,024


