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NPO化の経緯
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 兵庫県警察・神戸新聞社・アシックスの連携協定に基づいて設置されたひょ

うごふれあいランニングパトロール活動推進運営委員会は、意思決定から事

務まで、アドバイザーの中沼を含め、みんなで行ってきました。

 立ち上げ時から継続参加している平田（県警）、福成（アシックス）、中沼

が中心になって動いてきました。

 この１年半くらい、中沼が提案し、まとめることが多くなりました。アドバ

イザーという肩書を超えており、役割を明確にする必要を感じていました。

 グッドデザイン賞応募を勧めてくださった太田めぐみさん（アシックス執行

役員・当時）から、協定が「終わる頃にNPOが自立している状態になって

いると美しい」と提案を受けました。

 平田、福成、中沼が“市民”として発起人になる前提で、NPO化の検討を

進めてきました。

 会費や協賛金などの収入をボランティアの普及と発展に直接使うと決め、そ

のためには特定非営利活動法人として責任ある、透明性の高い運営をする必

要があると考え、NPOの設立認証申請をするに至りました。



日本ふれパト
協会

特定非営利活動法人

＊ 協会ロゴは制作中です。
＊「ふれパト」「ふれあいランニングパトロール」は

登録商標です。



兵庫県から全国へ
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 ひょうごふれあいランニングパトロール（ふれパト）は、当初100人の募集

で始まりましたが、登録ランナー数は2018年度254人、2019年度322人、

2020年度503人と、大きく増えてきました。

 活動回数も2018年度316回、2019年度363回と増えました。活動の広が

りとともに、産官学推進の体制を確立した実績が評価され、2019年10月、

「グッドデザイン賞」（分類：社会貢献）を受賞しました。

 2020年度は、感染症の拡大により、4月から6月まで完全中止を余儀なくさ

れましたが、7月からは、感染症拡大状況に応じて活動形態を変化させる体

制をとり、「小グループ型」という柔軟な形態が生まれました。

 ふれパトは、これまでの活動で、安全に走り、安心感をまちにもたらし、多

様な参加者が交流し、創意工夫と切磋琢磨が生まれるという「ふれパトクオ

リティ」を確立しています。

 人口減少社会においてボランティアの担い手が減る一方、その必要は大きく

なるなかで、「ふれパトクオリティ」は全国で役立つものであると考え、兵

庫県から全国に展開できるように、日本ふれパト協会として新しいスタート

を切ることに決めました。
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現在の防犯ボランティア団体は、「メンバーの高齢化・固定化」「活動のマンネリ化」「資金不足」という問題に久しく悩んでいます。防犯ボランティア

団体は、①自治体で自治会に割り振られている「防犯協会支部」など、あるいは、②特に子どもの安全確保が社会問題になったときに自治体・警察が地域に

働きかけて結成された「見守り隊」などの形をとっています。そのため、地縁に強く結びついていない働き盛り世代（30～60代）、さらにそれより若い20

代が入って来る構造になっていません。防犯ボランティアの問題のうち高齢化・固定化・マンネリ化は、この構造に起因する部分が大きいと言えます。

資金不足の問題の源も、自主防犯を地縁に頼り過ぎている点にあります。会費や自治体補助金を収入源とする自治会予算によるしかないという団体が大半

です。

地縁がますます薄くなる今後において、この構造を変えなければ、地域防犯の衰退は必然です。日常の主な活動のひとつである防犯の衰退は地縁をますま

す薄くし、悪循環に陥ります。災害時など非常時に不可欠な互助が機能しなくなり、問題は防犯に留まりません。住民主体のまちづくりの根幹を揺るがす問

題です。

社会課題の認識



ビジョン
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日本ふれパト協会は次のような社会の実現を目指しています

――異なる世代・職業・価値観の人々が家庭・職場（学校）

に並ぶ第三の居場所としてコミュニティをつくり、創意工夫、

切磋琢磨して、防犯をはじめとした幅広い地域安全ボラン

ティア活動を展開・普及しています。そのコミュニティは、

既存の地縁の自治会などと関わりながら、市町村や都道府県

もまたぐ交流に基づく開かれた地縁と、成長し将来につなが

るふれあいをつくり出し、市民が互いに助け合い安全・安心

に暮らせる社会の形成に役立っています。
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ミッション
日本ふれパト協会は、社会に貢献したいと思う多様な人々に対して、

ランニングパトロールなど趣味や特技を活かした地域安全ボラン

ティア活動の機会を提供する事業と、ひとつの地域や機能を超えて

互いに創意工夫と切磋琢磨できる地域安全ボランティアコミュニ

ティの形成を支援する事業を行い、人々のふれあいを広げ、将来に

つなげることで、市民が互いに助け合い安全・安心に暮らせる社会

の形成に寄与します。

日本ふれパト協会© 2021 
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 神戸新聞の紙面で県内の多くの人に知ってもらう。

 アシックスのTシャツでブランド化を図る。

 中沼研究室のノウハウを警察と協働して広める。

First stage 産官学連携

Second stage 着実かつ果敢なNPO経営

開かれた地縁 Final stage
成長し将来につながるふれあい

 収入を地域安全ボランティアの普及と発展に使う。

 ボランティアの意見交換を促し、自立的決定ができるようにする。

 安全・安心で楽しく多様な“ふれパトクオリティ”を他の都道府県、他の

企業・行政に広める。

 ボランティア・コミュニティを形成する

 地域安全ボランティアが創意工夫、切磋琢磨する

 既存の地縁の自治会などと前向きに関わる

３つのステージ
３＋１０年計画



新しい事業
ふれパトクオリティを広げる、ふれパトクオリティでつながるために

チームを率い、グループふれパトの支援に行き、

「ふれパトランナー委員会」で意見交換をし、

ミッションの推進役を担うリーダー

ふれパト大志

学生地域安全ボランティアがふれパトを

行いながら、協会運営で社会起業も学び、

次世代のふれパト大志になっていく

学生ふれパト

高齢化・過疎化が進む地域の応援として

ふれパトに行き、視察受入・講演・研修

でもふれパトを広める

応援・歓迎・伝授ふれパト

リモート時代に対応できる職員の社会貢献と

健康増進パッケージとして、企業・行政機関に

ふれパトを提案する

企業・行政向けふれパト
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寄付 日頃の活動 普及と発展

ふれパトを通して、３つの社会貢献ができます。自分の状況や考えに応じて貢献の仕方を選べます。

 会費は寄付として地域安全ボランティアの普及と発展に役立ちます。

 日頃のふれパトが地域の安全と安心につながります。

 ふれパト大志としての活躍が「ボランティア自身がボランティアを普及・発展させる」自立的な社会貢献の地平を切り拓きます。

選べる３つの社会貢献

日本ふれパト協会© 2021 
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ふれパトランナー シニアリーダー

経験と希望に応じて、活動上必要な役割を選べます。

 ふれパトランナーは年度登録制で、ふれパトTシャツ（引き続きアシックス社提供、税込み2,000円、送料別の物販。これまでのひょうごふれパトTシャツでも可な

ので、継続登録の場合は購入は任意）を活動ユニホームとします。初登録の方は、オンラインでスタートアップ研修を受講します。

 リーダーは少人数の「グループふれパト」の実施管理ができます。ステップアップ研修を受講し、大志による実地研修と認定を受けます。

 シニアリーダーは、最多20人での実施もある「チームふれパト」の実施管理ができます。月１回以上、年間を通じての活動経験を目安にしてふれパトランナー委員

会が認定します。

 大志は協会正会員（年会費3,000円）で、大志用グッズを身につけます（試案）。ふれパトランナー委員会で意見交換を行います。応援・歓迎・伝授ふれパト、企

業・行政向けふれパトでも活躍できます。必要経費は協会が負担します。

ふれパトランナーの役割分担

大志

日本ふれパト協会© 2021 
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Table 協会正会員
総会議決権あり 年会費3千円

協会活動会員
総会議決権なし 年会費1千円

下記以外の登録ラ
ンナー

リーダー

シニアリーダー

ふれパト大志

ランナー以外

選択可

選択可

選択可

必須

選択可

選択可

選択可

選択可

選択不可

選択可＊

ふれパトランナー
と協会会員
 協会のビジョンとミッションに賛同し

てくださる方でしたら、ふれパトラン

ナーの種類にかかわらず正会員になれ

ます（年会費3,000円）。

 ふれパト大志は、協会正会員である必

要があります。

 ふれパトTシャツは会費とは別の物販で

の提供です。

日本ふれパト協会© 2021 

＊ふれパト（ランニングパトロール）以外の活動が出てくれば、ランナー以外の活動会員の入会が
ありえます。



チームふれパト

 現在の従来調整型（4人以上）はチーム

での実施とします。チームは大志やシニ

アリーダーが仲間を募って立ち上げ、ふ

れパトランナー委員会の承認を受けます。

 チームふれパトはFacebookで予定を公

開し、チーム外からも参加者（従来どお

り一般ランナーも参加可）を募ります。

チームは地区に縛られず、地区で唯一の

存在でもありません。

 ふれパトランナーはチームに所属しなく

ても活動できますし。いくつのチームに

入っても構いません。

 チームは大枠のルール内で自主管理をし

ます。協会から支援や表彰を受けます。

多くの仲間と計画的に

© 2021 日本ふれパト協会
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グループふれパト
 現在の小グループ型（2～6人以内）は感

染症対策を超えて実施します。

 Facebookでは予定は公表しませんが、

報告は掲載します。

 リーダーに挑戦してもらいやすい活動で

す。

 「近くに参加できるふれパトがないので、

自分たちで新たに行いたい」と連絡が協

会にあれば、大志が実地研修に行き、

リーダー認定を行います。

知り合いと気軽に

© 2021 日本ふれパト協会
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新しいご支援の仕組み

協会は、協賛金や会費を地域安全ボラ

ンティアの普及と発展のために直接使

います。協賛社・団体様には、ふれパ

トでお店などを訪問して、その様子を

FacebookやYouTubeで広報するなど

のコラボ企画を年１回以上行います。

協賛

３つのご提案

ランニングパトロールの支援となる物

品や環境などを引き続きご提供いただ

ければとても助かります。サポーター

社・団体様には、ランナー向けの研修

で商品やサービスを紹介する機会を年

１回以上つくります。

サポート

希望する従業員様の人数分の活動会員

年会費とふれパトTシャツ代金をご負

担いただく仕組みです。機会やノウハ

ウが詰まった社会貢献・健康増進パッ

ケージとお考えいただければと思いま

す。

パートナーシップ
協会を財政面で支えていただく

（１口５万円）
ふれパト活動を支える物品など

ご提供いただく
従業員様の社会貢献・健康増進に

ふれパトを活用する

＊１万円（相当）以上のご支援は賛助

会員の年会費とし、金額に応じて、

HPや年次報告書に貴社・団体のロゴ

やお名前を掲載します。



スケジュール
 大志の活動は法人登記前から開始します。大志になりたい方は、正会

員として入会をお申し込みください。

 兵庫県外での活動や、「チームふれパト」「グループふれパト」への

移行は2021年9月から正式に開始しますが、順次試行をします。

© 2021 日本ふれパト協会
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代表理事

中沼 丈晃
副代表理事

平田 雅義
副代表理事

福成 忠

今井 豊 竹林 博之 安原 将志

協会役員

 ふれパト立ち上げ時のメンバーを集めました。

これまで委員会からたくさんのお願いをして

きた今井豊さん（2018年度から登録、明石市

を中心に活動）に、大志担当の理事をお願い

しています。ふれパトランナー委員会の幹事

をしていただきます。

 当面、事務局は置かず、理事が分担して無報

酬で実務を行います。

 監事を三木秋穂さん（2018年度から登録、南

あわじ市で活動、特定行政書士）にお願いし

ています。

 顧問を置き、兵庫県警察本部の生活安全部長

さんにお願いしています。



最後に

 今後の発表も、現在のひょうごふれパトのHPやFacebookペー

ジ、YouTubeチャンネルでいたします。HPは、法人成立後に

リニューアルしますが、URLは変更しません。

 お問い合わせは、下記アドレスにお願いいたします。

登録ランナーの方

それ以外の方
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