ACTIVITY REPORT 2015
Guardian Angels Japan Activity Report 2015

２０１５年上半期の刑法犯認知件数は、 戦後最小であった１９７３年を、 ３０％

みなさまへ

下回る勢いで減少していると、 警察庁から発表がありました。 特に街頭犯罪
が減った理由に、 防犯カメラの普及や防犯パトロールなど自主防犯ボランティ
アが増えたことが挙げられています。 これは、 私共にとりまして大きな励みと
なりました。 全国各地の防犯団体で、 日々活動を続けている皆様も同じ気
持ちだと思います。
しかし他人や子供を巻き込む事件など、 市民を脅かす凶悪犯罪が目立ち、
不安感は高まるいっぽうです。
先日発生したパリ同時テロ事件で、 パリ市民のテロに屈しない姿勢が世界

理事長

小田 啓二

中の人々の胸を打ちました。 日頃の備えと強い意志は、 日本の犯罪予防で
も同じだと言えます。 被害に遭ってからではなく、 それぞれの立場で、 今
自分たちにできることを行い、 犯罪を予防していくことが大切です。
私たちガーディアン ・ エンジェルスは、 「DARE TO CARE ！ ( 見てみぬふ
りをしない )」 をモットーに掲げ、 まちの皆様と一緒にこれからも活動を続け
てまいります。
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FACE TO FACE ！ まちに 目をかけ 手をかけ 心をかける
地域安全活動
防犯パトロール

Community Safety 2015

Safety Patrol

活動地域での非行や犯罪を抑止するパトロールを、
全国で３１９回行いました。姿を見せて住民に安心
感を持ってもらうこと、人々の安全安心への関心度
を高めてもらうこと、地域の絆を深めることなどを
目標にして、巡回します。

合同パトロール

Citizen Patrol

活動地域の皆様と共にまちに出て、地域安全、環境
美化浄化、暴力排除などを目的に合同パトロールに、
参加します。大勢の人が安全のために関わっている姿
を見せて、犯罪を抑止します。

パトロールでは挨拶や声かけ、地理案内、救急車
や消防車の交通誘導、手助けを必要とする人に進ん
で協力します。
けが人の応急手当や泥酔者の介護、ときには喧嘩の
仲裁に入る場合もありますが、市民のできる範囲を
超えるならば、警察や消防などの専門家に繋ぎます。

●

Topics

ハロウィーン特別パトロール
10 月 31 日（土）仮装した若者
が集まる渋谷六本木地区で、深夜
から朝まで防犯パトロールを実施
しました。大きな事故や、もめ事
などなくまちの賑わいは朝まで続
きました。

まちづくりの推進を図る活動
地域行事のサポート

Event Support

地域の行事やイベントに、協力させていただきました。
訪れる人々が、安心して楽しめるようにサポートします。
地域の皆様と交流を深め、安全安心の輪を広げます。

●

常総市洪水被害復旧支援活動
9 月 13 日〜 24 日まで、無料配
布される給水所の安全管理と防犯
パトロールに協力しました。
（土浦支部、柏支部ほか）

手から手に！リレーで運ばれる水

夜でも水を受け取りにくる人

心からお見舞い
申し上げます。
協力させて頂き、
ありがとう
ございました！

ちょっと一休み

●

環境美化活動

クリーン作戦や駅周辺で
ゴミを拾い分別処理します。
（横浜支部）
特定非営利活動法人日本ガーディアン・エンジェルス

〒104-0033 東京都中央区新川 1−29−13 永代橋エコピアザビルＢ−１
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いつも笑顔でいてほしい︕
子供の健全育成を図る活動

青少年の健全育成を図る活動
Youth Programs

子供安全セミナー
Kids Safety

青少年の居場所づくり
年中無休で深夜から朝まで、
街頭やセンター内で見守り活
動や声かけ、ときには悩み相
談を行います。
本年８月に発生した高槻市
「中一少年少女殺人事件」後、
未成年の家出人 3 人を通報、
無事保護に至りました。
（北九州支部・北九州市）

主に小学校に出向き
子供自身が危険を察知
し、危機を回避できる
スキルを身につけるセ
ミナーです。
2015 年は 22 校で
実施しました。

○魚町セイフティ・センター
○北九州ドロップ・インセンター

気をつけて歩くことと
大人の見守りが一番

インターネット安全教室

2015 年は 11 校で実施しまし
た。SNS を利用時の注意点なども
伝えます。
（松山支部・松山市パートナーシッ
プ協働事業）

■いつもと違う様子に気づくこと
■背後にも気をつけて歩くこと
■おかしいと思ったらすぐに離れる
■近くのおとなに知らせること

Junior Guardian Angels

安全に関する啓発のための講演

子供が主役のイベントでは、
16 歳未満のジュニア・ガー
皆が安心して楽しめるように
ディアン・エンジェルスのメ
サポートします。
ンバーは、地域のイベントや
（子供のためのクリスマスイベ
行事に参加し活動を支えてく
れます。( 草加ふささら祭り） ント）

Speaking Engagements
中学、高校、大学で、
防犯の心構えや危険回避
について関心を高めても
らいます。

Seminars
すでに地域で防犯活動
で活躍されている皆様に、
さらに効果的なパトロー
ルの仕方を実践やワーク
ショップで講習します。

Campaign

小学校低学年

あいさつすると自分や
相手の気分が良くなるだ
けではなく、人とのつな
がりを深め犯罪抑止にも
役立ちます。
普段はどんな挨拶をして
いるか日記をつけながら
確認します。

特定非営利活動法人日本ガーディアン・エンジェルス

中学・高校・大学生
2014 年に危険ドラッグ
と思われる薬物の使用によ
り命を落とした人は、全国
で 112 人を数えました。官
民一体となり撲滅に取り組
みました。絶対に使わない
ように言い続けます。

〒104-0033 東京都中央区新川 1−29−13 永代橋エコピアザビルＢ−１
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私たちは 安全で 住みよいまちづくりの推進に寄与します
Profile

Activity Report

団体概要

▶NPO 法人認証日
1999 年４月１９日

376

住民によ る 地域安全活動の支援

229

子供・青少年の健全育成に資する行事の実施・支援

742

生活の安全に関する 知識の普及

57

生活の安全に関する 研究・ 調査

77

( 複数県で活動する NPO 法人の第 1 号認証 )
２４支部（札幌、仙台、土浦、千葉、柏、松戸、川口、さいたま、
草加、所沢、港、渋谷､豊島、武蔵野、横浜、横須賀、大和、
関西、岡山、松山、北九州、福岡、久留米、熊本）

合

▶本部所在地
▶理事長

小田啓二

▶理

▶正会員

１８０名（2015/12/31 現在） 平均年齢

▶職

員

４名

▶表

彰

▶所轄庁

事

４名（男性３名

女性１名）

計

犯罪・非行を
防止する
パトロール
25%

生活の安全に
関する知識の
普及
4%

５０歳

東京都

子供・青少年
の健全育成に
資する行事の
実施・支援
50%

｢第１回安全・安心なまちづくり関係功労者内閣総理大臣表彰｣
内閣総理大臣賞（2006 年 10 月 11 日）

住民による
地域安全活動
の支援
16%

Financial Report 収支報告

Feature 2015

2014.4.1-2015.3.31

収入

単位：千円

ボランティア体験学習
■桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学科
（サービス・ラーニング）
30 時間の活動経験を積みます。

協働事業

会費

600

補助金

2,271

寄附金

9,760

事業収入（ 講演・ 行事サポート 謝礼金・ セ
ン タ ー運営等）

17,640

雑収入（ 固定資産売却益等）

82

合

◆青少年セイフティ・センター運営（北九州市）

計

30,353

支出

◆北九州ドロップイン・センター運営（北九州市）

犯罪・ 非行を 防止する ためのパト ロ ール）

◆インターネット安全教室（松山市パートナーシップ協働事業）
◆ふれあいタウン事業（所沢市）

545

子供・ 青少年の健全育成に資する 行事の実施及び支援）

10, 655

生活の安全に関する 知識の普及）

62

生活の安全に関する 研究・ 調査

◆八王子市防犯リーダー養成講座（八王子市）
◆駅構内及び車両パトロール（北九州モノレール）

6, 689

住民によ る 地域安全運動の支援）

◆草加市安全安心アカデミー（草加市）

97

その他（ 生活の安全に関する 国際交流・ 国際協力等）

279

管理費（ 人件費、 家賃、 通信費、 印刷費等）

12,011

合

History

1481

活動回数<2014年度>

生活の安全に
関する研究・
調査
5%

東京都中央区新川１−２９−１３永代橋エコピアザビル B1

2014.4.1-2015.3.31

犯罪・ 非行を 防止する パト ロ ール

特定非営利活動法人

▶支部

活動報告

計

30,338

●

ガーディアン・エンジェルスは、1979 年にニューヨーク市で始まりました。
ルドルフ・ジュリア―ニ元市長が治安を回復するために用いた「割れ窓理論」を共に
担い、赤いベレー帽をトレードマークに非行や犯罪抑止の活動を行いました。
現在、世界 15 か国 150 都市で活動が行われていて、2015 年は、Thunder Bay,
Canada（カナダ・サンダー・ベイ）、Dundee, Scotland（スコットランド・ダンディー）、
Viareggio, Italy（イタリア・ヴィアレッジオ）が設立されました。日本には、24 支部が
置かれています。
世界各国それぞれの地域で、日々活動に励んでいます。

Dare to Care!

みなさま！ありがとうございました！

ご寄附のお願い
みなさまからの温かいご寄附をお待ちしております！
【銀 行 口 座】 三菱東京 UFJ 銀行 赤坂支店（普）５１９０１２４
【ゆうちょ振替】 ００１３０−９−５４９２３７
【両口座名義】 特定非営利活動法人日本ガーディアン・エンジェルス

※認定特定非営利活動法人（国税庁課法 11-78 は、2015 年 4 月 30 日をもって終了いたしました。
本部事務局 〒104-0033 東京都中央区新川１−２９−１３ーＢ１
TEL:03-3523-5300
www.guardianangels.or.jp

