
1 総会・理事会等の 第1回理事会 4月27日 ・令和２年度事業経過報告、収支決算及び監査報告

開催 ・令和３年度事業計画（案）、予算（案）

・永年勤続警備員等表彰（案）

5月27日 ・令和２年度事業経過報告、収支決算及び監査報告

・令和３年度事業計画（案）、予算（案）

・警備業教育関係功労者表彰等

第2回理事会 8月26日 ・全警協費の一部減額

教育研修センター ・全警協が実施するｅラーニングの事務委託

・新規入会の審査

第3回理事会 12月14日 ・新規入会の審査

長崎県勤労福祉会館

第4回理事会 ・令和4年度定時総会の開催

長崎県勤労福祉会館 ・警察本部長と県協会会長との連名による表彰

・新規入会の審査

・協会職員の人事

・協会顧問の再委嘱

5月22日 特別講習交通誘導警備業務2級事前打合会

(岐阜県　部田考査員)

6月26日 特別講習施設警備業務2級事前打合会

(福岡県　清武考査員)

9月25日 特別講習雑踏警備業務2級事前打合会

(沖縄県　上村考査員)

11月13日 特別講習交通誘導警備業務2級事前打合会

(熊本県　小林考査員)

2 全警協、九警協の 6月9日 東京 欠席（委任状）

総会等への出席等 6月21日 福岡 児玉会長

全国専務理事会議

11月4日 東京 児玉会長

11月11日 宮崎 児玉会長

2月10日 岩永主任

3月9日 町田部会長

1 労務管理改善等 １　労務管理や社会保険加入状況等の調査、関係資料の提供等を実施し、啓発、是正に務めた。　

　　また、全警協が策定し改訂された警備業における適正取引推進等に向けた自主行動計画を提供

全国事務職員会議

九警協理事会

全警協定時総会

九警協専務理事・

事　　　業　　　内　　　容

九警協定時総会

教育検定委員会

ポリテクセンター長崎

教育検定委員会

教育検定委員会

令和4年3月16日

ポリテクセンター長崎

BWプレミアコレクション

Ｗeb会議

開催中止

ポリテクセンター長崎

警備の日全国大会

　　　　事務職員会議

教育検定委員会

 全国安全衛生大会
7月7日 東京

ポリテクセンター長崎

令和3年度事業経過報告

第１　各種会議の開催と出席

ザ・ホテル長崎

項　　　目

　　　　　　　　　　　　　　　　　自　令和３年4月1日　至　令和４年3月31日

事　　　業　　　内　　　容

長崎県勤労福祉会館

定時総会

項　　　目

第２　警備業務適正化のための各種施策の推進

全国青年部会長会議 Ｗeb会議

神田専務理事

・自家警備(安全講習会開催）実施団体としての審査



 し、自主行動計画の推進を図った。

2 業法違反行為等 １　警察本部生活環境課の指導を受け、会員に係る警備業法違反行為等の排除に努めた。

の排除 ２　全警協から発出された各種資料等を発出し、警備業務適正化の推進に努めた。

1 県警との緊密な連携

2 関係機関団体の諸

活動への参加  県安全・安心まちづくりパートナーシップ事業所」の幟を協会事務所に掲示し、広報活動に取組んだ。

 （1） 令和３年度暴力追放「いのちを守る」長崎市民集会　　　　　　　　　４月17日　

 （2） 長崎県職業能力開発協会通常総会　　　　　　　　　　　　　　　　　　５月20日

 （3） 長崎企業等安全対策懇話会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　８月24日

 (４) テロ対策パートナーシップ長崎テロ対応訓練　　　　　　　　　　　　　　12月21日

 （5）長崎県暴力追放運動推進センター理事会　　　　　　　　　　　　　　 令和４年３月９日

3 協会業務の適正 　認定訓練に関する長崎県雇用労働政策課による監査を受監

運営 　　令和４年３月７日　令和３年度認定訓練助成事業費補助金実地検査

1

入会月日

4月1日 長崎市新小が倉１丁目１番１号

4月12日 松浦建設株式会社 松浦市調川町下免69番地5

7月15日 日建サポート株式会社 諫早市八天町４番14号

9月1日

1月1日 トラストパトロール株式会社長崎営業所 長崎市興善町２番24号

2 表彰制度の活性化

１社 １名

１社 4名

8社 25名

15社 72名

11社 22名

１社 ２名

メディアボックスセキュリティ 雲仙市愛野町甲4515番地

会 社 名

木下　康彦

上迫　秀人

第４　組織体制の充実強化
事　　　業　　　内　　　容

山下　直文

　  関係機関団体が行う下記の地域安全・交通安全・暴力追放等の各種運動に参加した他、「長崎

（1）　5月2７日開催した令和３年度定時総会において、県警本部長と会長との連名表彰である警備

本村　博征

冨田健一郎

2　全警協が策定した「警備業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(改訂版）」等関

３  長崎労働局からの緊急要請を受け、熱中症予防対策の徹底を図った。

　　令和３年度中、退会会員なし

【新規入会状況】

項　　　目

第３　関係機関団体との緊密な連携

◎優 良 警 備 員

 　の功労を称えた。

◎警備業教育関係等功労者

◎永年勤続（30年）

◎永年勤続（20年）

◎永年勤続（10年）

株式会社菱陽商事

項　　　目

加盟員の新規加入
の促進

   業教育関係等功労者及び会長表彰の永年勤続、優良警備員、功労者表彰の各表彰を行い、そ

事　　　業　　　内　　　容

所 在 地代　表　者

　  警察本部生活環境課等と緊密な連携を図り、協会業務の適正な運営について推進した。

 係資料を提供し、新型コロナウイルスの感染予防対策の徹底を図った。

◎功 労 者 表 彰



(２)  警察庁長官と全警協協会長との連名による警備業功労者表彰を堀内敏也副会長が受賞し、６

　 月９日開催された全警協定時総会において、表彰状が授与された。

3 警備員教育事業

体制の充実強化

4 特別講習等講師

体制の確保

　◯全国教育幹部研修会（現任講師１号）  11月７日（日）～11月９日（火） １名

　◯全国教育幹部研修会（現任講師３号）  11月９日（火）～11月11日（木） １名

　◯全国教育幹部研修会（現任講師２号）   １月16日（日）～１月８日（火）　 1名

　◯全国教育幹部研修会（現任講師４号）   １月18日（火）～１月20日（木） 1名

第５　事務処理等の合理化

1 ＯＡ機器等の活用

2 パソコン及びインタ

ーネットの積極的

な活用

1 警備業関係法令

の指導、調査研究 適時質疑するなどして、その適正な運用について研鑽を重ねた。

2 基礎資料収集整備

第７　警備現場活動の適正化の推進

(人)

1 警備員教育事業の

推進状況

  　県知事の認定職業訓練事業である警備員教育事業を継続して実施するため、講師体制（常勤2

 　 各種事務作業等においては、ＯＡ機器等を積極的に活用し、効率化を図った。

１　警備員教育及び警備員指導教育責任者講習等においては、パソコン、プロジェクター、ＤＶＤ等を

　名、非常勤3名）の維持に努めた。

　内容を更新した。

１　　「研修センターふじの」で開催される全国教育幹部研修会(現任講師講習）に派遣するなどして、

２　 協会からの情報提供はホームページなどを積極的に活用し、情報を公開するとともに、その都度

事　　　業　　　内　　　容項　　　目

種別

認定対象

認定対象外

計

注：新任警備員教育の（　）は、１日のみ受講で外数。現任警備員教育の認定対象外は、延べ人数を計上

新任警備員教育

138

316

7（5）

現任警備員教育

教養を実施した。

施設

事　　　業　　　内　　　容

交通

1,366

認定対象外

計 ４６（２）

978662

45 38

８（２）

454 912

　 適正な警備業務運営を図るため、警備業関係基礎資料の収集整備を図った。

項　　　目

区分

認定対象

　 関連する関係法令の改正点についても、文書等により周知徹底を図った他、各教育活動において

３　 令和４年１月から、協会事務局からの文書等送付をメール送信に切り替えた。

項　　　目

５２(５)

計

83

１５（7）

９８（７）

388250

　講師体制の充実確保に努めた。

 積極的に活用し、講習効果を高めた。

第６　警備業務に関する調査研究
事　　　業　　　内　　　容

　 警備業法については、会員に周知徹底を図るとともに、その運用について、警察本部生活環境課に



1 警備員指導教育 １　警備員指導教育責任者講習

責任者講習等の (1) １号講習　　　　　　　７月１日（木）～７月９日（金）　　 県勤労福祉会館

実施状況  　　　　　　新規　　15名受講 　 12名合格　（合格率　80.0％）

 　　　　　　追加　　　5名受講 　 　5名合格　（合格率　100％）

(2) ２号講習　　　　　　　８月16日（月）～８月20日（金）　　 県勤労福祉会館

 　　　　　　新規　　11名受講  　　   ８名合格　（合格率　72.7％）

　　　　　　 追加  　　5名受講　　 　5名合格　（合格率　 100％）　

(3) 3号講習　　　　　　　11月８日（月）～11月12日（金）　　

 　　　　　　新規　　　1名受講  　　   1名合格　（合格率　100％）

2　機械警備業務管理者講習  10月27日（水）～29日（金）　 県勤労福祉会館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　３名受講　　　 　３名合格　（合格率　100％）　

3　現任指導教育責任者講習

(1) 1号講習 11月24日（水）　　  県勤労福祉会館　　 20名受講

12月22日(水)　　　 県勤労福祉会館 20名受講

(2) 2号講習 11月25日（木）　　  県勤労福祉会館　　 20名受講

12月23日（木）　　  県勤労福祉会館　　 22名受講

2 特別講習の実施 1　交通誘導警備業務２級

状況

62.8%

22.2%

2　施設警備業務２級

ポリテクセンター長崎

65.9%

33.3%

　　・事前講習　学科～６月12日(土)、実技～６月20日(日)　

3　雑踏警備業務２級

ポリテクセンター長崎

65.5%

４　交通誘導警備業務２級(２回目）

ポリテクセンター長崎

63.4%

合格率

合格 27名

1 経営者研修会

第８　教育事業の推進

項　　　目

事　　　業　　　内　　　容

　   令和４年1月25日（火）開催予定で通知していたが、新型コロナウイルス感染症拡大により、開催

合格 19名 合格率

事　　　業　　　内　　　容

　　　　５月22日(土)、23日(日)

　　　　　　　　受講者（新規）　　41名

　中止とした。

合格 　4名 合格率　　　　　　　　受講者（再） 　　  18名

合格率

合格 26名 合格率

合格 27名

ポリテクセンター長崎

合格 　2名　　　　　　　　受講者（再） 　　　　6名

項　　　目

第９　各種研修事業の活性化

    ・事前講習　学科～5月９日(日)、実技～５月16日(日)

　　　　９月25日(土)、９月26日(日)

　　　　　　　　受講者（新規）　　41名

　　　　11月13日(土)、11月14日(日)

　　　　　　　　受講者（新規）　　29名

　　　　　　　　受講者（新規）　　43名

合格率

　　　　６月26日(土)、27日(日)

　　・事前講習　　　学科～10月31日(日)、実技～11月６日(土)

　　・事前講習　　　学科～９月12日(日)、実技～９月19日(日)



2 各種研修会の開催 　 4月 1日（水)　 警備員教育事業講師研修会

　 4月23日(金）  青年部会研修会

　 令和４年１月７日(金)  警備員教育事業講師研修会

1

2

1 広報活動の実施

2　 「警備の日」（11月1日）の広報として、11月１日(月)、協会職員、青年部会員により、長崎市内

　でキャンペーンを実施し、警備業の認知度向上と警備員募集について広報活動を推進した。

2 共同警備事業

1 労働災害防止の推

進

　

　　「その異変　気付いたときに即連絡　みんなで守ろう　報・連・相」

2 各種保険、年金等

への加入促進

　た。

・福島サポート㈱

1   認定訓練教育申し込みに際し、雇用保険等のチェックを行うとともに、各種保険への加入促進を

　　「怠るな　基本操作と指差呼称　初心忘れず　安全職場」

　おいて、労働災害の防止に努めた。

原　　祥真

2 　全警協主催の労働災害防止「論文」「ポスター」「標語」への募集を行い、うち優秀作品を推薦応

【論文部門】 応募なし

　「慣れた作業　少しの油断が事故のもと　小さな変化みのがすな」

梶原 律子

・福島サポート㈱

事　　　業　　　内　　　容

第12　労働・福祉対策の推進

応募なし

　  ３年度は、共同警備事業は実施せず。

前田 幹生

・福島サポート㈱【標語部門】

　　優秀作品

　図った。

相談業務処理能力
の向上

1　 機関誌「けいきょうながさき」を2回（7月～第72号、４年２月～第73号）発行し、効果的な広報活

事　　　業　　　内　　　容

  募した。

【ポスター部門】

1　 全警協や労働局からの送付資料等に基づき労働災害の防止を推進したほか、各種教育活動に

　動に努めた。

3　 インターネット上の当協会ホームページで広報活動を推進した。

項　　　目

警備業務教材及び
資器材の斡旋

項　　　目

　などして的確に指導を行って記録化するとともに、事務局全員が情報の共有化を図り、相談業務処

　　 特別講習及び警備員指導教育責任者講習等に関する教本・問題集、DVD等の斡旋販売を行っ

第10　相談・斡旋事業の推進

第11　広報活動と共同警備事業の推進

項　　　目

　て、迅速な情報提供と指導を行った。

　 　会員からの警備業務の実施に関する質疑、照会等に関しては、警察本部生活環境課に確認する

　理能力の向上に努めた。

事　　　業　　　内　　　容

　　 苦情関係についても、丁寧な対応に努め、記録化の上情報の共有化を図り、関係する会員に対し



1 災害支援活動の積

極的な推進

2 防災教育訓練の実

施及び防災訓練へ 2　 5月30日（日）壱岐市郷ノ浦町で開催予定されていた県総合防災訓練は、新型コロナウイルス感

の参加 　染症拡大により、開催中止となった。

1　 警備員教育に当たっては、防災に関する教育を組み入れ防災知識の能力向上に努めた。

 を図った。

第13　災害支援対策の推進

 可能な警備員・車両・通信機などの調査を行うとともに、県警に報告するなど災害支援体制の整備

　  県警察本部との災害支援協定（平成10年12月7日締結）に基づき、大規模災害時における差出

項　　　目 事　　　業　　　内　　　容


