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2016/12/7 

 

東大阪発：防犯自販機“みまもりロボくん”の推移 
 

○2005/10/9 

 

 

ＮＰＯ地域情報支援ネットは、 

防犯・防災ＢＯＸ“みまもりロボくん”を考案。 

『市民活動フェア２００５in東大阪』に出展。 

 

○2005/11/17  

 
 

 

 

東大阪市役所１F多目的コーナーにて 

第１回市民活動ひろば開催。 

みまもりロボくんバージョンアップ試作機展示。 

○2005/12/2 

 

 

尼崎市社会福祉協議会の大庄便利帳で防犯・防災ＢＯＸ 

“みまもりロボくん”が紹介される。 

○2005/12/26 

 

 

京田辺市の“元気な街・田辺区”で防犯・防災ＢＯＸ 

“みまもりロボくん”が紹介される。 

○2006/3/16 

 

 

 

 

 

“みまもりロボくん”プロジェクトを、 

東大阪市では NNHが中心に推進することになり 

「第５回市民活動ひろば」にて実証テスト機を発表。 

http://www.aun.ac/newsrelease/robo-ten1.htm
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○2006/3/24 

 

 

東大阪市自治協議会ニュース第３号（４月 1日号）で 

“みまもりロボくん”プロジェクトが紹介される。 

○2006/3/25  

 

 

 

 

 

 

 

東大阪市立男女共同参画センター「イコーラム」で 

“みまもりロボくん”プロジェクトについてのオリエンテー

ションを、東大阪市社会福祉協議会の市民福祉活動計画 

『プラン２００８』アクションプラン策定モデル事業 

として開催。 

 

連合会長、女性部長をはじめＮＰＯ関係者や学生さんや 

市民が参加し、更にテレビ局、新聞社、危機管理の 

行政マンなどがそれぞれ個人の資格で参加され、 

活発な討議がなされました。 

○2006/4/27 

 

 

下島自治会ニュース第９号で“みまもりロボくん” 

プロジェクトが紹介される。 

○2006/6/1  

 

 

 

“みまもりロボくん”の調査機・第１号が 

東大阪市・日下自治会館前にお目見えしました。 

現在、耐久テストに入っている本番機の完成に向けて、 

注目度、音量、タイマーなどの問題点や地域の声を反映 

させるために設置。 

 

○2006/6/12  

 

 

 

“みまもりロボくん”の調査機・第２号が 

東大阪市・瓢箪山サンロード商店街の第２駐車場角に設置 

される。 

第１号と異なるロケーションでどのような反響があるのか 

気になる所。 

http://www.aun.ac/newsrelease/robo-ten3.htm
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○2006/6/12  

日下自治会３２００世帯に、ロボ周知のための啓発チラシ回覧。 

 

○2006/7/31 

 

 

 

 

 

“みまもりロボくん”の調査機・第３号・第５号が 

東大阪市旭町と瓢箪山サンロード商店街中央に設置される。 

商店会さん、鳥居さん、ありがとうございました。 

○2006/8/21 

 

 

東大阪市善根寺町・善根寺会館に 

“みまもりロボくん”の調査機・第６号が設置される。 

○2006/9/1  

 

 

 

東大阪市自治協議会ニュース第４号 

（９月 1日号）で“みまもりロボくん”と 

“こども１１０番”、“愛ガード運動”の連携をアピール。 

 

○2006/9/26 

 

 

 

東大阪市・日下マンハイムに 

“みまもりロボくん”の調査機・第７号が設置される。 

○2006/9/27 

 

 

東大阪市吉田下島・下島自治会集会所に、 

“みまもりロボくん”の調査機・第８号が設置される。 

○2006/10/1 

 

 

東大阪市社会福祉協議会が発行する 

“社協ひがしおおさか”の、子どもの安全と安心を 

サポートと題した特集で紹介される。 

http://www.aun.ac/newsrelease/robo-ten4.htm
http://www.aun.ac/newsrelease/robo-ten5.htm
http://www.aun.ac/newsrelease/robo-ten6.htm
http://www.aun.ac/newsrelease/robo-ten7.htm
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○2006/10/6 

 

 

日下自治会館の 

“みまもりロボくん調査１号機に防犯カメラが装着 

される。 

○2006/10/18 

 

 

 

 

 

 

“みまもりロボくん”調査機・第９号・第１０号が、 

瓢箪山駅南側のスマイル瓢箪山商店街沿い設置される。 

○2006/10/23 

 

 

“みまもりロボくん”調査機・第１１号が、 

東大阪市・英田北校区下島自治会のコミュニティ広場に設置

される。 

○2006/11/21 

 

 

“みまもりロボくん”調査機・第１２号が、 

東大阪市・長瀬東公民分館に設置される。 

○2006/12/11 

 

 

下島自治会ニュース第１０号で防犯・防災ＢＯＸ 

“みまもりロボくん”が紹介される。 

○2006/12/27 

  

 

 

 

“みまもりロボくん”調査機・第１３号,１４号が、 

松原東の福田道路（株）東大阪支店前と、 

旭町の泉屋メモリアルホール西側に設置される。 

福田道路さん、泉屋さんご協力ありがとうございます。 

http://www.aun.ac/newsrelease/robo-ten8.htm
http://www.aun.ac/newsrelease/robo-ten9.htm
http://www.aun.ac/newsrelease/robo-ten10.htm
http://www.aun.ac/newsrelease/robo-ten11.htm
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○2007/1/17・

18 

 

 

第５回の１day市民活動ひろば(於：東大阪市役所）に参加。 

ブースで“みまもりロボくん”の展開現況を中心に紹介。 

○2007/1/30  

 

 

 

 

“みまもりロボくん”調査機・第１５号が、 

東大阪市長瀬東校区の金岡商店街に設置される。 

金岡商店街の皆さんご協力ありがとうございました。 

○2007/2/19  

 

 

 

“みまもりロボくん”調査機・第１６号が 

西堤モータープール前に設置される。 

オーナーの西村さん、興栄商事さんご協力 

ありがとうございました。 

 

○2007/2/18  

 

 

 

 

“みまもりロボくん”調査機・第１７号が、 

樟蔭東学園・菊水寮前に設置される。 

樟蔭東学園さんご協力ありがとうございました。 

○2007/3/5  

 

 

 

 

“まいどわいど！わが街ネットワーク” 

（ケーブルテレビ網）で紹介される。 

 

   

○2007/3/18 大阪商業大学で開催された日本 NPO学会第９回年次大会の事例報告で、 

“みまもりロボくん”プロジェクトを発表。 

http://www.aun.ac/newsrelease/robo-ten12.htm
http://www.aun.ac/newsrelease/robo-ten13.htm
http://www.aun.ac/newsrelease/robo-ten14.htm
http://www.aun.ac/newsrelease/robo-ten15.htm
http://www.osipp.osaka-u.ac.jp/janpora/
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○2007/4/6 

 

 

 

 

“みまもりロボくん”調査機・第１８号・第１９号が 

設置される。 

フラワーショップ花さん、福田さんご協力ありがとう 

ございました。 

○2007/4/9  

 

 

 

 

“みまもりロボくん”調査機・第２０号が設置される。 

酒井さんご協力ありがとうございました。 

○2007/6/7 みまもりロボくん推進協議会が発足。設立総会をイコーラムで開催。 

○2007/7/18  

 

 

 

 

 

 

 

 

“防犯・防災ＢＯＸみまもりロボくん”新バージョン 

発表会を開催。  

 

 

東大阪市役所ＨＰのフォトニュースでも紹介される。 

〈東大阪市役所ＨＰのフォトニュース〉 

http://www.aun.ac/newsrelease/robo-ten16.htm
http://www.city.higashiosaka.osaka.jp/010/010030/news/back_19nendo/back_07_07.html#robo
http://www.city.higashiosaka.osaka.jp/010/010030/news/back_19nendo/back_07_07.html#robo
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○2007/8/24 

 

 

 

東大阪市自治協議会ニュース第６号で 

“みまもりロボくん”発表会の様子が紹介される。 

○2007/9/5  

東大阪市地域振興室に、“国指定”防犯まちづくり地区”内の府営住宅自治会の 

要望を受けて校区防犯まちづくり会の賛同のもと、協議会長、自治連合会長、 

防犯まちづくり会長の連名で、府営住宅内のロボ設置について大阪府へ働きかける 

趣旨の理解と協力を申し入れる。 

 

○2007/9/7  

京田辺市の“元気な街・田辺区”に“みまもりロボくん”が紹介される。 

 

○2007/9/21  

大阪府知事宛に、国指定の防犯まちづくりモデル地区”である島之内住宅内にロボ 

設置を許可いただくよう、防犯まちづくり会長以下十数名の賛同書を添付し、 

押印要望書を大阪府住宅まちづくり部住宅経営室住宅整備課財産管理グループに 

提出しました。要件がクリアできれば前向きに進む可能性あり。 

 

○2007/9/22  

 

 

 

 

 

“みまもりロボくん”が、 

読売新聞・全国版で紹介されました。 

○2007/9/27 

 

 

下島自治会ニュース第１０号で 

“みまもりロボくん”発表会の様子が紹介される。 

http://www.aun.ac/jichikyo/vol6/
http://www.aun.ac/newsrelease/kunren.htm
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○2007/9/28 

 

 

 

 

7月 18日の発表会以後初めて、 

“みまもりロボくん”のニューバージョンが 

設置された。場所は、角田公民館前。 

 

 

○2007/10/24  

９月５日の申し入れに対して、那須会長にお出ましいただいて地域振興室に 

回答を伺いに出向いた時の市側の回答 

 

・行政としては、この件に関して飲料企業の営業を手助けする面がある。 

・収益の活用方法が決まっていない。 

・自治協議会全体でのバックアップが無いようだ。 

・防犯カメラについて警察はかならずしも賛同していないようだ等、 

協力できない理由を並べられた。 

どうすればクリアできるか？という発想が市にはないようで残念だ。 

 

○2008/10/14  

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

読売テレビ“ミヤネ屋”で 

“みまもりロボくん”が紹介される。 
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○2008/10/17  

森田連合会長、岡議員、千葉 CE東大阪代表(ロボ事務局)とともに 

市長室に野田市長を訪ね、“みまもりロボくん”推進活動についてこれまでの 

経緯を説明し、協力をお願いしました。 

 

○2009/1/15  

 

 

  

ＮＰＯハートフル福祉募金の戸屋事務局長に同行、富田林 

社会福祉協議会を訪問し、東主幹、和田さんのお二人に 

お会いしました。 

高齢化した府営団地で住民の皆さんに何が一番 

気がかりか？をアンケートで伺ったところ、 

物騒な事件が頻発している折から、防犯対策の充実が 

一番望まれていることが分かったそうです。 

 そこで、ＮＰＯハートフル福祉募金の”ハートフル自販機”

と地域情報支援ネットの”みまもりロボくん”の融合機を 

提案しました。 

そして大阪府に厚生労働省のモデル事業として提案される

ことになりました。 

 

○2009/5/4 

 

 

 

TBS全国ネット(CBC中部放送日本放送制作)の 

「ひるネタ・大人の学校」の 5月 4日の放送にて 

“みまもりロボくん”が紹介されました。 

○2009/7/23 

 

 

 

“みまもりロボくん”が赤い羽根ハートフル福祉募金 

自販機とコラボレーションすることが決定。 

○2009/9/1 

 

 

“みまもりロボくん”ハートフル募金仕様１号機が完成。 

瓢箪山 商店街（サンロード瓢箪山）にてお披露目しました。 

http://www.hfv.jp/profile.html
http://www.aun.ac/
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○2009/9/4 

 

 

 

“みまもりロボくん”ハートフル募金仕様 2号機、3号機 

が設置される。 

2号機は旭町の鳥居駐車場横に、 

3号機はサンロード瓢箪山第二駐車場に設置。 

○2009/9/25 

 

 

“みまもりロボくん”ハートフル募金仕様 4号機が 

日下自治会館前に設置される。 

○2009/10/7 

 

 

“みまもりロボくん”ハートフル募金仕様 5号機が 

日下マンハイム前に設置される。 

○2009/10/29  

 

 

“みまもりロボくん”ハートフル募金仕様 6号機、 

7号機、8号機が相次いで設置される。 

 

6号機：瓢箪山駅前グラマー洋品店前 

7号機：英田校区下島自治会コミュニティ広場 

8号機：英田校区自治会集会所 

 

○2009/12/5 

 

 

“みまもりロボくん”ハートフル募金仕様 9号機を 

長瀬東公民館に設置。 
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○2010/2/13 

 

 

近鉄弥刀駅すぐの金岡商店街入口に 

“みまもりロボくん”ハートフル募金仕様 10号機を設置。 

長瀬東校区では公民館前に次いで 2台目の設置。 

○2010/3/2 

 

 

“みまもりロボくん”ハートフル募金仕様 11号機、 

12号機をそれぞれ樟蔭東学園の菊水寮前、 

(株)福田道路の駐車場前に設置。 

○2010/6/2 

 

 

“みまもりロボくん”ハートフル募金仕様 12号機を 

瓢箪山商店街の東阪社さんの前に設置。 

瓢箪山商店街筋で 4台目の設置となりました。 

○2010/9/16  

『社協ひがしおおさか 10月号』に地域情報支援ネットが 

地域の活性化に取り組む NPOとして紹介される。 

 

○2010/10/1 

 

 

近鉄瓢箪山駅にて赤い羽根共同募金オープニングパレード

を開催。“みまもりロボくん”も参加。 

○2011/1/15 

 

 

 

東大阪市立男女共同参画センター「イコーラム」で開催 

された“NPO・市民活動-講演会と見本市”にパネル出展。 

“みまもりロボくん”の活動を紹介しました。 
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○2011/3/19 

 

 

“みまもりロボくん”設置エリアの街頭にて 

東北太平洋沖地震災害救援募金活動を行う。 

郵便振替による支援金募集も同時に行う。 

○2011/4/13  

 

 

“みまもりロボくん”募金活動等で集まった東日本 

災害支援金\211,182-を大阪府共同募金会に託す。 

 

○2011/12/3  

 

 

 

 

 

第 2回“みまもりロボくん赤い羽根共同募金啓発 

パレード＆クリスマス演奏会”を開催。 

○2012/9/21 

 

 

 

NHK「Eテレ 団塊スタイル」のレトロコーナーで 

“みまもりロボくん”が東大阪発の取組みとして 

紹介される。 

○2012/10/28  

 

 

 

 

第 3回「みまもりロボくん赤い羽根共同募金啓発パレード」

を瓢箪山商店街で開催。 
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○2013/3/23 

 

 

災害時対応の決定版！デジタルサイネージ＆非常時電源 

搭載の NOMADボックスとドッキングした 

「新型“みまもりロボくん”」の設置発表会を瓢箪山商店街 

で開催。MBSの取材も受けました。 

○2013/6/19  

 

 

 

2013年に入り、“みまもりロボくん”は防犯カメラを強化 

した省エネ機種に順次置き換え、14台中 13台を新設。 

その内の 2台は「デジタルサイネージ＆電源＆Wi-Fiアンテ

ナを装備した災害時対応 BOX」とジョイントした新型です。 

新機種設置後すぐに、防犯カメラが中学生のイタズラ案件を

記録、生徒指導に生かされることに。 

 

○2013/12/12  

 

 

 

 

 

第 4回「みまもりロボくん赤い羽根共同募金啓発パレード」

を瓢箪山商店街で開催。 

○2013/12/13  

 

 

 

 

 

“みまもりロボくん”等の自販機より回収された 

空き容器のリサイクルシステムが稼働。 
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○2013/12/26 

 

 

緑の羽根環境募金タイプの“みまもりロボくん”の 

ベース機を近鉄吉田駅徒歩すぐにある川中邸屋敷林の 

一画に設置。 

今後、サイネージの活用方法や状況を検討しながら、 

防犯カメラ、警告灯などを付加していく予定。 

○2014/12/13 

 

 

 

 

 

第 5回「みまもりロボくん赤い羽根共同募金啓発パレード」

を瓢箪山商店街で開催。 

 

○2014/12/27 

 

 

“みまもりロボくん”による平成 26年度、 

共同募金会を通じての募金額は 144,147円。 

啓発パレード時の社会福祉協議会を通じての 

募金額は 25,592円でした。 

○2016/6/7 

 

 

“みまもりロボくん”は「みまもりロボくんⅡ」として 

観光＆防災 Wi-Fiステーションに進化。 

国連世界防災会議に出展以来、グランフロントフェア、 

京都スマートシティ EXPOに参加。 

○2016/11/9 

 

これまでの“みまもりロボくん”の取組みに対して、 

校区自治連合会や商店街、ベンダー企業、設置協力企業など

ご協力いただいた多くの皆さまの代表として 

大阪府共同募金会より感謝状をいただきました。 

 


