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北海道コカ・コーラボトリング株式会社（本社：札幌市清田区 社長：角野中原）は、

北海道札幌方面伊達警察署との間で、安全・安心な地域づくりを目指して、当社自動販売

機の電光掲示板を活用した「防犯ほっとインフォメーション」活動をスタートします。 
 
子どもや女性が狙われ、被害を受ける犯罪が増えています。当社は、「大人たちこそが子

どもの安全を守れる」を趣旨に北海道へ提案し、「北海道犯罪のない安全で安心な地域づく

り推進会議（会長：高橋はるみ北海道知事）」が2006年7月から道民運動として展開する子

どもの安全を見守る運動』に、グループをあげて参加しています。 
 
「防犯ほっとインフォメーション」は、この運動の補完とあわせ、日頃から地域の防犯意

識を高め、更なる安全・安心な地域づくりを応援するため、当社の電光掲示板付き自動販

売機を活用して、伊達警察署から防犯広報や身近な生活犯罪情報などを発信する官民協働

の取り組みで、北海道札幌方面、北海道函館方面、北海道北見方面、北海道旭川方面の19

警察署に続き開始するものです。 
 
つきましては、北海道札幌方面伊達警察署との「防犯ほっとインフォメーション」の協

定締結並びに点灯式を、下記の通り実施しますのでお知らせします。 
 
今後とも、警察署との協働のもと、より多くの皆様に情報発信できる機会を提供して、

地域防犯力の強化や犯罪の防止に協力してまいります。 
 
「防犯ほっとインフォメーション」の協定書手交式及び点灯式のお知らせ 

日 時：2009年4月28日（火）午後1時30分より 

場 所：北海道札幌方面伊達警察署（伊達市館山町10番地22） 

出席者：北海道札幌方面伊達警察署  署長  高崎 寛美 

当 社  苫小牧事業所長       及川 秀治 

※手交式終了後、当警察署1階「防犯ほっとインフォメーション」前にて運用開始の   

お披露目（点灯式）を行います。 

 

本協定による「防犯ほっとインフォメーション」の設置先 

北海道札幌方面伊達警察署 (1階ロビー) 伊達市館山町10番地22 

伊達市役所 1階ロビー 伊達市鹿島町20番地1 

だて歴史の杜カルチャーセンター 伊達市松ケ枝町34番地1 

天然豊浦温泉 しおさい 虻田郡豊浦町字浜町地先海浜地 

 

― 安全・安心な地域づくりを応援 ― 

北海道札幌方面伊達警察署との 

「防犯ほっとインフォメーション」 運用開始 

（自動販売機の電光掲示板を活用した協働事業） 



 

当社は、これまで、北海道に提案し道民運動となった「子どもの安全を見守る運動」を推進

するほか、自動販売機に住所表示ステッカーを貼付しています。 

また、北海道並びに各自治体とは、災害時の飲料供給や、電光掲示板付き自動販売機によ

り、平常時から防災情報や地域情報を配信して地域住民の防災意識の高揚をはかり、災害発

生時には緊急情報や災害情報などの配信や機内飲料の無料提供を行うなど、地域防災力強化

を目指した協定を締結しています。             【北海道並びに道内57市町村 179台運用】 

そのほか、電光掲示板付き自動販売機を活用した取り組みとして、 

・ 国土交通省北海道開発局及び各自治体との協働により、道の駅などにおいて道路情報や

地域情報などを配信する「おしらせ道ねっと」          【道内50市町村 55台運用】 

 

・ 旭川市との「魅力的なまちづくりに関する基本協定」に基づき、旭川市民や同市を訪れ

る観光客の方々へ、旭川エリアの魅力や、行政情報・観光情報・旭山動物園情報などを

配信する「デジタル通信 あさひかわ」               【旭川市内 7台運用】 

・ 札幌市清田区との「清田区まちづくりパートナー協定」に基づき、清田区役所から、   

区政情報やお知らせなどを配信する「きよっち情報ステーション」 

  【札幌市清田区内 3台運用】 

・ 函館市との「協働・共創のまちづくりに関する協定」に基づき、函館市役所から              

「函館開港150周年カウントダウン」とそれに伴うイベント情報などを函館市民や観光

客の方々に提供する「函館情報ステーション」               【函館市内 16台運用】 

 

などを展開しています。 

 

当社は、｢～北の大地とともに～｣をスローガンに、環境保全活動を通じて、持続可能で、

安全・安心な社会の実現を目指しております。 

これからも、次世代を担う子どもたちに、将来の地球の姿を考える場を提供することや、安全で

安心な地域づくりを応援する取り組みを、地元企業として、事業活動を通して継続的に推進して

まいります。 

 

（ご参考） 

■ 電光掲示板付き自動販売機の特徴 

当社は、地域貢献活動の一環として、「電光掲示板付き自動販売機」の導入を進めております。

この自動販売機は、電光掲示板を通じて文字情報を表示することが可能で、平常時は速報ニュー

スやお知らせなどを、緊急時には災害情報を表示することができます。また、災害時に遠隔操作

によって無料で清涼飲料水を提供すること（フリーベンド）が可能です。 

１．ＮＴＴドコモのＦＯＭＡを利用し、インターネット接続によるタイムリーな情報提供 

①ニュース配信 

②時報 

③各自治体からのお知らせ 

④災害情報 

２．災害時、パソコンからの遠隔操作により機内飲料水の無料提供が可能 

（自治体の判断･操作により実施。なお、「防犯ほっとインフォメーション」では実施し

ません。） 
 
 
 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 
北海道コカ・コーラボトリング株式会社 

広報・CSR推進部 広報課 
TEL 011-888-2091 



 

（ご参考） 各警察署との「防犯ほっとインフォメーション」の運用・設置先 
旭6条パーキング（屋外） 札幌市中央区南6条西5丁目 

カーコム大通西9丁目パーキング（屋外） 札幌市中央区大通西9丁目 

札幌市 中央区役所（1階ロビー） 札幌市中央区南3条西11丁目 

恵愛ビル（屋外） 札幌市中央区南4条西4丁目 

ラルズプラザ札幌店（屋外） 札幌市中央区南2条西2丁目 

北一条ビル前（屋外） 札幌市中央区北1条西5丁目 

三井のリパーク札幌駅南口店（1階精算所） 札幌市中央区北4条西4丁目 

三井のリパーク大通5丁目店 札幌市中央区大通西5丁目4－2 

地下鉄東豊線札幌駅南出口 札幌市中央区北5条西3丁目 

札幌方面 

中央警察署 

【10箇所】 

ジャスマック札幌6番館 札幌市中央区南6条西4丁目 

札幌方面白石警察署（1階ロビー） 札幌市白石区菊水3条5丁目 

スーパーアークス 菊水店（屋外） 札幌市白石区菊水3条5丁目 

ビックハウス 白石店（屋外） 札幌市白石区平和通3丁目北1 

プラスマート（屋外） 札幌市白石区本郷通8丁目南2 

イーアス札幌Aタウン 札幌市白石区東札幌3条1丁目1-1 

イーアス札幌Bタウン 札幌市白石区東札幌3条1丁目1-1 

札幌東社会保険事務所 札幌市白石区菊水1条3丁目1-1 

ターミナルハイツ白石（屋内） 札幌市白石区東札幌2条6丁目5-1 

札幌方面 

白石警察署 

【9箇所】 

医療法人 三樹会病院 札幌市白石区東札幌2条3丁目7番35号 

札幌方面北警察署（1階ロビー） 札幌市北区北24条西8丁目 

東京堂書店（屋外） 札幌市北区北24条西5丁目 

Ｎ405久保ビル（屋外） 札幌市北区北40条西5丁目 

カーコム麻生町6パーキング（屋外） 札幌市北区麻生町6丁目 

光竜マンション（屋外） 札幌市北区北33条西4丁目 

自由人舎 時館 北大店（屋外） 札幌市北区北18条西7丁目 

アルパァシャリア奥本ビル（屋外） 札幌市北区新琴似8条5丁目 

HJS北海道重機サービス（屋外） 札幌市北区屯田8条3丁目10-17 

地下鉄北24条駅（改札前） 札幌市北区北23条西4丁目 

札幌方面 

北警察署 

【10箇所】 

地下鉄北34条駅 札幌市北区北33条西3丁目 

札幌方面三笠警察署（1階ロビー） 三笠市幸町4番地 

三笠市役所（屋内） 三笠市幸町2番地 

三笠ドーム（屋外） 三笠市若草町282 
札幌方面 

三笠警察署 

【4箇所】 桂沢観光ホテル（屋内） 三笠市桂沢湖畔 

札幌方面東警察署（1階ロビー） 札幌市東区北16条東1丁目3-15 

地下鉄新道東駅5番出入口（屋外） 札幌市東区北33条東15丁目4  

第3菱本ハイツ（屋外） 札幌市東区北15条東16丁目2-1 

季節や（屋外） 札幌市東区伏古5条4丁目1-2 

ケーネス加賀屋（屋外） 札幌市東区北9条東7丁目８番地 

札幌方面 

東警察署 

【6箇所】 

岡部商店（屋外） 札幌市東区北49条東14丁目6番6号 

札幌方面手稲警察署（１階ロビー） 札幌市手稲区富丘１条４丁目3－1 

タケウチ薬局（屋外） 札幌市手稲区前田４条10丁目2－8 

札幌方面 

手稲警察署 

【3箇所】 キテネ食品館（屋外） 札幌市手稲区手稲本町2条4丁目8－20 

札幌方面栗山警察署（１階ロビー） 栗山町朝日3丁目115－11 

栗山町スポーツセンター（屋外） 栗山町中央3丁目310 

札幌方面 

栗山警察署 

【3箇所】 南幌ラーメン きらら（屋外） 南幌町西町3丁目5-14 

札幌方面余市警察署（１階ロビー） 余市群余市町朝日町27番地 札幌方面 

余市警察署 

【2箇所】 茶木薬局前（屋外） 余市群余市町黒川町3丁目140番地 



 

札幌方面豊平警察署 (１階ロビー) 札幌市豊平区豊平7条13丁目1-15 

株式会社札幌東急ストア平岸店（屋外） 札幌市豊平区平岸2条7丁目4-35 

株式会社札幌東急ストア真栄店（屋外） 札幌市清田区真栄4条2丁目1-48 

札幌トヨタＬ＆Ｆ株式会社（屋外） 札幌市豊平区月寒中央通7丁目7-17 

札幌方面 

豊平警察署 

【5箇所】 

地下鉄平岸駅コンコース（屋内） 札幌市豊平区平岸3条8丁目 

函館方面函館中央警察署 (１階ロビー) 函館市五稜郭町15番5号 

ビックハウス アドマーニ美原 (屋外) 函館市美原３丁目13番15号 

五稜郭タワー株式会社 函館市五稜郭町43番9号 

株式会社 フレンドリーベア (屋外) 亀田郡七飯町字大沼町746 

函館方面 

函館中央 

警察署 

【5箇所】 

スーパーアークス戸倉店 (屋外) 函館市戸倉町263番１号 

株式会社 キングストア谷地頭店 (屋外) 函館市谷地頭町35番１号 函館方面 

函館西警察署 

【2箇所】 
スーパーアークス港町店 (屋外) 函館市港町１丁目１番2号 

北見方面北見警察署(1階ロビー) 北見市青葉町6番1号 

北見自動車学校 (屋内) 北見市朝日町45番地6 

まちきた大通ビル5階（屋内） 北見市大通西2丁目1番地 

オホーツク木のプラザ (屋内) 北見市泉町1丁目3－18 

スーパーＴマート東武（屋外） 北見市端野端野町三区572-1 

サービスストアー（屋外） 北見市北2条西2丁目 

北見メッセ（屋外） 北見市中央三輪5丁目423-5 

道東ラルズ福原 桜町店 北見市桜町6丁目2番地4 

北見方面 

北見警察署 

【9箇所】 

ラルズマート留辺蕊 北見市留辺蘂町旭北97番地1 

旭川方面旭川中央警察署 旭川市6条通10丁目左10号 

うえ田ビル 旭川市3条通6丁目右4号 

旭川方面 

旭川中央 

警察署 

【3箇所】 カワイビル 旭川市3条通6丁目右10号 

旭川方面旭川東警察署 旭川市1条通25丁目487番地6 

パチンコプラザタイム7条店 旭川市7条通18丁目92番10 

パチンコプラザタイムパラン店 旭川市永山3条9丁目1番11号 

旭川方面 

旭川東警察署 

【4箇所】 
当麻町物産館 でんすけさんの家 上川郡当麻町宇園別2区 

札幌方面小樽警察署(1階ロビー) 小樽市富岡1丁目7-1 

ＪＲ小樽駅 小樽市稲穂2丁目4 

ベンジー サンモール店 店頭前（屋外） 小樽市稲穂1丁目1-9 

ぎょうざのまるよし（屋外） 小樽市花園1丁目4-19 

長福水産（屋外） 小樽市高島3丁目 

小樽社会保険事務所（屋外） 小樽市富岡1丁目9番6号 

札幌方面 

小樽警察署 

【7箇所】 

ワーク オブ ヘアー バサ 小樽市入船４丁目１３－１ 

札幌方面室蘭警察署(1階ロビー) 室蘭市東町4丁目27番10号 

田中酒店（屋外） 室蘭市中島町3丁目22の4 

札幌方面 

室蘭警察署 

【3箇所】 道南バス株式会社東町ターミナル(屋内) 室蘭市東町3丁目25番地3号 

 



 

 

札幌方面江別警察署 (1階ロピー) 江別市弥生町23番地 

中山商事 (屋外) 江別市角山188番地 
サンホームビデオ江別店 (屋外) 江別市向ヶ丘2番地5 

佐藤商店 (屋外) 江別市高砂町10番地 

ツタヤ上江別店 (屋外) 江別市上江別427番地41 

フレッシュマルサン南町店 (屋外) 江別市文京台南町22番地24 

産直生鮮市場江別店 (屋外) 江別市野幌代々木町77番地2 

札幌方面 

江別警察署 

【8箇所】 

杜の美江別自動車学校休憩室 (屋内) 江別市東野幌232番地1 

北海道札幌方面岩見沢警察署(1階ロビー) 岩見沢市10条東2丁目1 

原田商店 店頭 岩見沢市2条東6丁目4 

岩見沢市総合体育館 岩見沢市北3条西12丁目 

岩見沢スポーツセンター 岩見沢市総合公園 

北村多目的体育館どりー夢 岩見沢市北村幌達布5180－22 

札幌方面 
岩見沢警察署 

【6箇所】 

有明交流プラザ 岩見沢市有明町南1番地1 

旭川方面留萌警察署 (1階ロビー) 留萌市高砂町3丁目5－1 

南るもい農業共同組合ルピナス 留萌市高砂町3丁目4－6 

小平町総合交流ﾀｰﾐﾅﾙ施設ゆったりかん  留萌郡小平町字小平 

丸喜寿司店 留萌市明元町6丁目 

旭川方面 
留萌警察署 

【5箇所】 

ＪＲ増毛駅 増毛郡増毛町弁天町1丁目 

北海道札幌方面伊達警察署 (1階ロビー) 伊達市館山町10番地22 

伊達市役所 本庁 伊達市鹿島町20番地1 

だて歴史の杜カルチャーセンター 伊達市松ケ枝町34番地1 

札幌方面 
伊達警察署 

【4箇所】 
天然豊浦温泉 しおさい 虻田郡豊浦町字浜町地先海浜地 

合計 20警察署 108箇所 

 


