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原点の工務警備、集大成のイベント警備

昭和57年の創業から工務警備を中心に、追求してきた30年だった。現場
での車両の誘導に留まらず、安全安心の確保という『同和警備』の仕事が
そこにはあった。
現場の顔として立哨姿勢にこだわり、出入管理を預かるものとして時間
等の調整もした。近隣と作業所のパイプ役として、調和を積極的に図る為、
一日、多くの方々と心のこもった挨拶を行った。依頼者である、施主や施
工業者のことを考え、近隣の清掃を徹底的に行った。また、安全を守るも
のとして、全ての関係者と徹底的に話し合い・意見具申を行った。
電柱が河原町御池で倒れた時には、社員数十名が現場に駆けつけ対応、大
雨で土砂が崩れたときや壁が崩れ、けが人が出たときにも、スタッフがす
ぐに駆け付けた。
夜間の規制には警備図面を作成し、現場に必ずスタッフが立ち会う。新
人を育成するためにスタッフが張り付き、指導を行う。そして、意識を高

巡察指導
巡察指導で警備の水準を高め、より高いサービス
の提供を目指している。

め、一人づつ成長してきた。施設警備・巡回警備・イベント等様々なこと
を行う様になったが、同和警備の原点は工務警備にある。
目配り・気配り・心配りの警備が同和警備の仕事のモットーである。
「同和警備でなければ出来ない」と言って頂いている、醍醐寺五大力・
愛宕山千日詣・京都市交通対策等、数十名での連携交通誘導は、その集大
成の一つである。
交通誘導へのこだわりの一つは『美しさ』『礼式』である。その成功例
がカナートであり、公益社である。カナートの場内では、挙手の誘導を行
い、場外では、誘導灯を使った協力感謝の敬礼を行っている。そして、美
しく見える誘導を更に目指している。
公益社では出棺の際、故人に対し真心のこもった敬礼。所作に横着さは
許されない。もうひとつのこだわりは『安全』『円滑化』である。停滞・
渋滞は警備員の連携で防げることがある。その成功例がカナートや、千日
詣である。カナートでは駐車場に入りきれない車両で周辺道路が停滞。退
場車両をいかにスムーズに捌くかが重要であった。
愛宕山では山を越えた連携誘導が必要であった。高性能無線、許可カー
ドの発行による車両の識別。瞬間的な判断力を持った隊員のみで構成され
たチームはその連携誘導を見事にやり遂げた。
京都市の嵐山交通対策では、隊員達が、驚くほどの判断力を見せ、東山
交通対策では、狭い道路のポイントを瞬間で判断し、大型バスを連携誘導。
圧倒的な能力を発揮した。資格がその能力を裏づけている。隊員の安全と
連携を高めるために独自のＬＥＤベスト（赤青ＬＥＤ袖付）を作り、高出
力の無線機を使用する。そして、その能力、ノウハウを工務警備にも
フィードバックする。それが工務警備ユーザーの満足度向上にも繋がるこ
とを意識できた10年であり、[Ｋｏｔｏｎａ]というブランドであることを

機動服

目指すきっかけとなった10年であった。

2011 年 11 月頃より採用されている新・機動服。

工務警備の低価格路線は今後も続くであろう。しかし[Ｋｏｔｏｎａ]同
和警備は独自のポリシーを持って工務警備の追及に邁進していく。

10年史

アクツからコトナへ
統括事業本部アクツからコトナへ体制変更があった。大量消費・大量生
産の建築バブルの時代を背景に警備部・営業部・教育部・総務部・管理部
の５部門が存在し、リーダースガード・京都管財等に分社していた。売上
を競い、各部門が切磋琢磨した時代であった。
人材が常に不足し、九州の福岡営業所で人財を集め、京都に送り、教育
研修部が年間を通して200名の新人教育。300名以上の現任教育を行った。
警備部内の７つの管制課・５つの事業所で運用を行い、営業部は常に新規
受注の連絡に奔走し、単価維持・向上に注力した。総務部は請求や書類等
の整備を一手に行い、管理部は200名近い社員寮と制服備品管理を行った。
時代は常に移り変わる。工務警備から様々な警備への広がりがこの10年に

現場のフォロー体制を強化

あった。

連携やフォロー体制が重要になってきたことが、
事業本部アクツから現在のＫｏｔｏｎａへと生ま
れ変わる要因の１つとなった。

イベント警備を受注。３月と12月の花灯路、夏の愛宕山や花火大会、七
夕、紅葉シーズンには交通対策が行われ、ＡＬＳＯＫとの連携イベントや
マラソン大会。若手の人材が多数必要となった。インターネットの普及も
あり、募集採用の仕方が変わった(福岡営業所が役割を終えた)。教育研修
部時代以上に新入社員に思いを伝え、不安にならないようスムーズな研修
から業務に至るまでのバックアップが必要となった(教育研修部が警備部
と統合した)。数十名以上のイベント警備実施の際、指揮系統の一本化を
図り、より連携をスムーズにするために分社化していたリーダースガー
ド・京都管財を統合した。複数名配置や、連携・フォローが重要な警備依
頼が多くなる中で、５～６名を取りまとめる班長の存在が重要となった。
より隊員との毎日のコミュニケーションを深める必要が出てきた。個別
の警備レベル、フォロー体制を高めることを優先した(事業本部アクツか
ら現在のKotonaに変更)。お客様に、密接にフォローしたいという希望が
社内から出だし、ご依頼から契約・実務フォロー・請求等に至るまで一貫
した担当スタッフフォローを行う様になった(営業部が警備部に統合)。ひ

研修を通じて目標を見出す
様々な研修を通じて、共通の目標を見出すことで、
より深く、高度な警備の連携に繋がる。

とつ一つのご依頼に沿った、お客様が理想とするサービスを行う為、制
服・装備・資機材にもこだわり、その仕事に適したものを対応できる様に
したいという要望がスタッフから声として上がった（管理部が警備部に統合）。お客様のニーズや、社会の変化、法律の改正
を速やかに教育や警備に取り込むため総務部が警備部に統合された。
１人のスタッフが社員に対し募集から実務フォロー、普段の相談や指導まで行い、また、スタッフがお客様からのご依頼か
らアフターフォローまで行う現行の体制となった。
社訓「先憂後楽」

経営理念「まず隗より始めよ」の精神に則り、仕事をしたい者がより出来る体制となった。

１人の者が複数の仕事を持つからこそ、見えるものがあり、考え、相談できる。セクションがなくなり、責任を持ちたい者
が責任を持つ。ゼネラリストでありながらスペシャリストを目指す。
Ｋｏｔｏｎａは大手企業にはなれないかもしれない。しかし、ひとり一人がお客様や、社員のことを真剣に考えれる京都ら
しい企業、誇りとやりがいと充実感を持った人間になることを目指します。
知識や思い入れ、責任感をもつからこそ素直に、そして謙虚に、京ことばの[こーと]のような簡素・質素、かつどこか上品
な、お客様や社員のことを真剣に考える。家庭的な[Ｋｏｔｏｎａ～フィンランド語でａｔ ｈｏｍｅ]そんな企業を目指してい
ます。

10年史

信条

感謝を表し、笑顔を大切にする警備

関西、京都でも一番、お客様の中には全国で一、ニを争う優秀な警備会
社、警備員(２号)と言って頂くこともある。過分な言葉ではあるが、その
言葉にふさわしい警備会社、警備員になろうと日々、我々も目指し、今日
までやってきた。優秀な警備員を育成し、お客様が考える以上のサービス
を提供できないか。常に考えることだが、国家資格を取得し、経験豊かで、
体力があり、目配り・気配り・心配りの出来る、プライドを持った警備員
がＫｏｔｏｎａの警備員像である。
あるお客様からの言葉がある。「Ｋｏｔｏｎａ（同和警備）の警備員さ
んは大塚さんをはじめ、ひとり一人がプライドを持っていますね。警備を
していただいて、そう感じました。社員からもそう聞いています。警備員
さんを誇りに思ってください。」
人力車で全国に展開している会社、京都總本店の専務から頂戴したお言
葉です。
様々な警備業務がある中で、すべての方に喜んで頂ける警備。それが２
号業務であると私たちは考えている。お客様に喜んで頂き、海外からもた

プライドを持った警備員

くさん観光客をお迎えする京都の警備会社として、何が出来るのかを考え、

自分達の提供する警備、サービスに誇りを持ち、
お客様が考える以上のサービスを提供する。それ
が、Ｋｏｔｏｎａの理想とする警備員像である。

京都観光の検定である[京都観光文化検定]も会社として推奨、昨年数名、
取得した。老舗のお客様もおられます、世界遺産の観光地になっている寺
社仏閣の契約先もある。そういったお客様から「Ｋｏｔｏｎａ(同和警備)
の警備員さんはうちの顔やからな」と言って頂いている。恥ずかしくない
ように、様々なことを勉強させて頂き、その中で安全と安心を提供する警
備ができればと日々精進している。
私たちは反省という言葉をよく使うが、それは、反省の中に改善がある
と考えているからだ。
無事故で終わっても、１日を振り返ると様々な反省がある。立ち居振る
舞い、言葉づかい、応対の仕方に不十分な点があったのでは･･･、業務を
している中で、気づいたことをその場でお客様や関係者に提言出来たので
はないか。
その日の警備が100点であっても、明日を105点にするためには常に振り
返り、反省することが必要である。最近はスタッフよりも隊長、班長が中
心になり、警備隊員が必ず反省点をあげてくれる。感謝。
私たちがもうひとつ大切にしていること、それは感謝である。

反省の中に改善がある
任務を終えた警備であっても、ミーティングを行
う。過去の出来事を振り返り、改善点を探し、次
回の警備に繋げることができる。

10年史

信条

感謝を表し、笑顔を大切にする警備

我々の業務が成立するには多くの一般の方の協力が必要不可欠。ややも
すると、忙しさの中、無愛想な態度になることが残念ながらある。そう
いった際には警備もうまくいかないものだ。
感謝の気持ちを言葉や動作でお伝えするために、最近皆で積極的に行っ
ているのが、誘導協力敬礼である。ご協力頂いた一般の車両に、歩行者に
敬礼する。そういった動作の中、警備員自身に感謝の気持ちが生まれ育ち、
表情、態度にあらわれる。感謝の気持ちを持つことで、より協力して頂け
る。広い意味で考えれば、すべての方に喜んで頂ける警備が出来るのでは
と私たちは考えている。
最近はお世話になっているお客様からの要望もあり、施設常駐警備や巡
回警備もさせて頂いている。
私たちはお客様、近隣の方々、通行者などの皆様と接することが出来る
交通・雑踏の２号業務が大好きだ。
他府県からご依頼を頂くこともあるが、地理不案内等、十分な対応が出
来ないと思った際には他の警備会社にお任せすることもある。このような
姿勢では大きくなれないかも知れない。反省することも多いが、中途半端
な姿勢になるよりはと考えている。
警備社員の平均社歴が14年を超えた。その警備員200人それぞれに個性
がある。毎日数千人に挨拶を積極的にする警備員、10年以上打ち水をし、
近隣・通行者と心を通わす警備員。お客様や現場に合った警備をするため
に、警備員に見合った警備業務をマネジメントするのがスタッフの役割だ。
まず社員が笑顔になれる仕事、お客様に、すべての方に
笑顔を提供できる仕事をこれからも目指していきたい。

誘導協力敬礼
誘導にご協力頂いた一般の車両、歩行者の方々に
感謝の気持ちを持って行うようになった取り組み。
すべての人に喜んでいただける警備を目指す。

10年史

東山、伏見、右京の三事業体制
よりコンプライアンスを重視する為に2008年から順次、分社化していた警備
会社、警備員は再統合する形となった。㈱リーダースガード・㈱京都管財はＫ
ｏｔｏｎａ同和警備と統合した。西方面を担当していた㈱リーダースガードは
右京営業所に変わり、商業施設を主に担当していた㈱京都管財は伏見営業所へ
と生まれ変わった。
結果、100名を超えるイベント警備にも指揮系統が分かれることなく、より
スムーズな連携のとれる、より優秀な警備集団へと生まれ変わった。
本

社

京都の東、同和警備発祥の地。東山・岡崎を始め、京都市の北方面・山科等の
東方面の拠点。ウェスティン都ホテル京都の前、東西線蹴上駅から徒歩３分の
地の利である。
右京営業所
京都の西、旧㈱リーダースガード。嵐山を始め右京・西京等の拠点、亀岡・南

Ａ. 同和警備保障㈱

本社

Ｂ. 同和警備保障㈱

右京営業所

Ｃ. 同和警備保障㈱

伏見営業所

丹等の京都府北部の拠点。
伏見営業所
京都の南、旧㈱京都管財の社員も多く在籍。南インターに隣接、京都府南部の
拠点、滋賀・大阪への拠点でもある。
京都市内を地元と考え、すべてのお客様に特別な対応をするために、よりお
客様の身近にいるために、より京都のことを知るために、三事業体制を敷いた。

10年史

ＡＬＳＯＫとの業務委託と夜間巡回警備
機械警備をはじめとした施設警備業務、運搬警備業務を主体とするＡＬ
ＳＯＫは交通誘導・雑踏警備の２号業務の一部を我々に委託している。我々
が得意とする分野を提供し、我々にない技術・施設警備の知識・大手なら
ではのコンプライアンスを提供して頂き、そこに、相互利益が生まれる。
イベント警備では様々な可能性が大きく増えた。京都市交通社会実験、
マラソン、ＳＳＦ等、我々だけでは実現不可能な警備だが、我々が好きな
笑顔になれる警備だ。
失敗もあった。そこから学ぶことは非常に多かった。巡回警備業務もそ
の一つである。長らく巡回警備を実施していたが、工務警備やイベント警
備の延長的な存在であった。
警備実施の時間に対する考え方や管理方法も勉強になった。何事も早め、
早めに行動する隊員はいいこともあるが、時間に対する概念が希薄になる
こともわかった。警備社員の出退勤管理は、ヒューマンエラーが起こるこ
とを前提としていかに素早いフォローを行うかを考えていたと思うが、出
勤時間の出発確認等はＡＬＳＯＫとの業務委託にとどまらず、通常受注業
務にも取り入れた。
鍵の取り扱いや保管についても同様である。鍵紛失等がどのような重大
事案になるのか、個人情報の取扱い等もＡＬＳＯＫから教えて頂いた。
ＡＬＳＯＫの担当者が契約先に「我々の業務委託会社

イベント警備で増えた可能性
ＡＬＳＯＫとの業務提携は、トランジットモール
（京都市交通社会実験）やＳＳＦなど、イベント
警備においても様々な可能性を増やした。

Ｋｏｔｏｎａ（同

和警備）さんは本当に優秀です。警備員さんはイベント警備のプロです。
今回のイベントは任せて下さい。」我々のことをそのように説明してもら
えるのを伝え聞くと無性に嬉しくなる。そして同時に更によりよい警備に
するにはどうすれば良いのかを考える。イベント警備をＡＬＳＯＫが受注
する。それは我々にとって喜んで頂ける方が更に増える喜ばしいことであ
る。

ＡＬＳＯＫから学んだ巡回警備業務
ＡＬＳＯＫとの業務提携は、巡回警備業務につい
ての考え方を大きく変えた。

10年史

教育

変化と深化～変わるもの・変わらぬもの

１年間に200名が入社する。旧アクツ教育研修部では毎日のように教育
が組まれていた。
一度に10名以上の九州新人が入社することも珍しくなかった。
30名が受講できる教室を持ち、20数名の講師陣体制。充実・先進の体制で
あった。
しかし時代が変わり変革が求められた。
不景気になり、対象先の警備人員は削減の一途となる。新人であってもプ
ロの警備員、求められる要求度は常に上がった。又、たくさんの者が入社
する傍ら、教育期間を過ぎて警備配置先で合わず、誰にも相談できずに退
職する者も多かった。教育期間中から実際現場とよりリンクする体制が求
められた。教育研修室での教育はある種の《温室》であった。
一斉・画一型の教育から対話・個別型の教育への変化
アクツからＫｏｔｏｎａにかわり、教室は一回り小さなものとなった。
しかし営業所の２Fに併設したことから教室の利用度は格段に上がった。
毎日のように巡回チームや、イベントチームが各班ごとにミーティングで
利用する。常に教室には活気がある。
新任教育を終えた新人がちょくちょく戻ってくる、そんな教室となった。
Ｋｏｔｏｎａの教育.１

実際現場にマッチした教育

個別型の教育への変化
体制が変わった事で、隊員個々の育成を重視する
ようになり、隊員のレベル、技術の修得状況に基
づいた教育を行っている。

１週間50時間にわたる教育は講師の自己満足であってはならない。講師
となるスタッフも先輩社員も自分の経験や思いを語ることは非常に大切で
ある。しかし、警備先を見たことのない新人に理解させることは至難の業
である。特にＫｏｔｏｎａの警備業務は体感して初めてわかることが多い。
百聞は一見にしかず、Ｋｏｔｏｎａの警備を早く見せることが大切である。
Ｋｏｔｏｎａの警備はこれだ！というＤＶＤを制作した。花灯路・京の七
夕・花火大会・工務警備ｅｔｃ、ＤＶＤを見せるだけでは何も伝わらない。
そのＤＶＤの解説を随所に加え、疑似体験をしてもらった。そしてＫｏｔ
ｏｎａの理想の交通誘導警備を行っている対象先での訓練を教育に組み込
んだ。葬儀における出棺、数百名が警備員を見つめる厳正な空気の中、故
人に敬礼をする。基本動作一つ一つに力が入る。警備員の指先まで力の

実際現場にマッチした教育

入った合図に、霊柩車が出発する。見ていた研修生が言う。「見ているだ

体感し、体得する。最も単純ではあるが、それは
最高の教育となる。

けで緊張しました。でもかっこよかったです。」
商業施設でのお客様への言葉遣い、声のはり、所作、警備業がサービス
業であることを一番実感してもらえる。
工務警備は、Ｋｏｔｏｎａの原点である。研修生が一様にいう。今まで
見た交通誘導員さんと全く違うと、研修生の多くは工務警備以外を希望し
て入社するが、Ｋｏｔｏｎａの工務警備を見て、自分もしてみたいと言う。
興味を持たせること。これから自分のする仕事に誇りを持たせること。そ
れが教育ではないかと私たちは考ている。

10年史

教育

変化と深化～変わるもの・変わらぬもの

Ｋｏｔｏｎａの教育.２

変わらぬ基本、体得して初めてわかること

教育は警備員として育つ過程でなければならない。現場では意識しづら
い《警備員としての基本》を教える場でなければならない。
制服が着くずれていても、姿勢が多少だらしなくても、配置先で問題意
識は生じづらい。あえてお客様から指摘されることは少ない。業務に支障
はないと錯覚してしまう。
警備とはそんなものではない。制服が清潔・端正だからこそ抑止力とな
る。規律ある動作で行動するからこそ、信頼感が持てる。それは出来てい
る者しかわからないものである。
だからこそ徹底的に体得させる。警備員検定を基本全員取得させるのも、
体得させる一環だ。
Ｋｏｔｏｎａの教育.３

座禅・写経・歴史・風土・地元愛

道徳心を養い、精神修養を中心とした山寺での座禅や写経を静寂な山の
中で行うことにより、心をおちつかせる大切さに気付く。京都観光文化検
定等を利用し歴史に興味を持ち、社寺仏閣をはじめとした京都の古くから
のお客様の歴史に興味を持ち、みやこメッセでの行政や警察ＯＢの方から

変わらぬ基本とその体得

の講和で京都の近代歴史を、東山や嵐山を歩き、観光地で仕事する方の話

いつになっても変わらぬ基本があり、それは徹底
的に体得させねばならない。だからこそ、小さな
事でも問題意識を持ち行動することができる。

を聞くのも勉強になる。東山３Ｋ協力金会議(東山)でのボランティア清掃
活動や嵐山もみじ祭り(嵐山)等での祭りスタッフとしての協力、希望者に
そういったボランティア活動をさせるのも地元愛を育てる教育となる。

座禅・写経・歴史・風土・地元愛
道徳心を養い、精神修養を中心とした山寺で
の座禅や写経を静寂な山の中で行うことによ
り、心を落ち着かせる大切さに気付くことが
できる。
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勉強・転機となったイベント

1． 花灯路
東山花灯路126万人、嵐山花灯路122万人と例年以上に大変盛況であった。イベント内容も年々改
良、盛り沢山な内容となっているが、警備も進化していった。
地元車両・タクシーが通行する東西道路(維新の道)と主動線である歩行者専用南北道路(ねねの
道)が交差する交差点は難所である。熟練の経験者が誘導対応を行ったが頭を抱えた。南北通路を
中心に歩行者は縦横無尽に横断し、タクシーは路上駐車や客を乗せ無謀に出発、高台寺駐車場から
出る大型車両は通行できず立ち往生、東西を行きかう地元車両はクラクションを鳴らし通行する。
一言でいえば無法地帯であった。雑踏警備の人間交差点の方式を応用した切り替え方式で実施する。
指揮者の号令で車両、歩行者を一旦停止して頂く方法で対応する。常に改良していくＫｏｔｏｎａ

花灯路

の姿勢が今日のイベント警備に繋がっている。
２．世界遺産社寺にて
春の法要、総門前、法要行列が総門入場後には数千人が一気に総門内に入ろうとする。しかしそ
こには階段があり、退場門と入場門が同じ為、大変危険な計画であるため、計画を変えて頂いた。
一方通行化により入場口と退場口を分け、数千人の群集は雑踏警備の「いかだ流し」の方法を応用
した。長く続く風習にもかかわらず我々の姿勢を理解して今までの方式から変えて頂いたことが非
常に嬉しかった。
３． ＬＲＴ交通社会実験・トランジットモール

世界遺産社寺での警備

ＬＲＴ交通社会実験、綜合警備との初の大規模合同イベントである。京都市が実施する交通社会
実験であり、様々な意見がある中実施された。交差点内での大型バスの離合、交通誘導の感覚が必
要な場面でＫｏｔｏｎａの能力が存分に発揮された。翌年、トランジットモール交通社会実験では
碁盤の目になっている狭い一方通行道路で、一箇所に交通が集中してしまう等、困難と思われた。
京都市の行政担当者が聞いてきた「同和警備さんやれますでしょうか？」我々の返答は「やれま
す。」その場にいた皆が驚いた。
根拠は我々ならやれる漠然とした人員であったが、言った以上、何としてでもやりきる。即座に
その関係ポジションを増強した。費用が頂ける頂けないは二の次である。専門チームで対応した。
結果やりきることが出来た。関係担当者とともに安堵した。先日、その時の行政担当責任者とお会
いする機会があった。「あの時のやれますという言葉に“本当のプロ”だと感心しました。」わが

トランジットモール
（京都市交通社会実験）

社の社員を更に誇りに思った瞬間であった。
４．ＡＤＢ国際会議
ＡＬＳＯＫグループとの業務委託の元、実施。会場となったホテルは弊社が常駐しており、慣れ
親しんだ施設ではあったが、金属探知機を使用した警備、女性隊員による身体検索。初めてのこと
が多くいつもの会場が違う場所に思え、全員が緊張した。幾度も練習を重ね、疑似体験をした。雑
踏警備も施設警備も連携が十分であればやれる。本当にいろんな意味での勉強となったイベントで
あった。
ＡＤＢ国際会議

10年史

感謝

勉強・転機となったイベント

５．京都シティハーフマラソン
ＡＬＳＯＫ受注の姿勢を貫いた結果、3000 名を超える現在の京都マラソンに繋がったことを考え
るとその姿勢は決して間違いではなかった。Ｋｏｔｏｎａの配置人員も 100 名を超え、これを機に
100 名以上の配置統制が比較的容易になった。ゴールとなった平安神宮、岡崎周辺を中心にまかせ
て頂いた。この警備がみやこメッセを始めとした岡崎関係の現在のお付き合いに繋がることとなる。
６．びわ湖大花火大会、淀川花火大会
協会講師としての大先輩、びわ湖花火の前川氏、淀川花火の山下氏とのお付き合いから始まった
花火大会の警備は、まさしく圧巻であった。圧倒的な人、人、人。この雑踏警備を実施出来たこと

マラソン大会警戒警備

が毎回、社員の自信に変わっていくことが実感できる警備である。びわ湖花火大会では主要箇所で
ある浜大津周辺 100 名、淀川花火大会では新北野交差点 50 名を中心にまかせて頂く。数万人規模
の群集圧力への対応、びわ湖ではダブルスチールフェンス等の固定資機材を、淀川では雑踏バンド
等の警備員が装備する資機材を使うなど、その場所の地形や群集の動きに合わせ資機材を変える。
しかし、全て基本になるのはその意図や用途を、十分に理解した《優秀な警備員》が基本になるこ
とに変わりはない。
Ｋｏｔｏｎａの基本が人であることを更に意識する警備となった。
７．東山交通対策・嵐山交通対策
花灯路のお付き合いから繋がりを広げていった警備が秋の交通対策の警備である。嵐山ではえび
すや様と、東山では東山３Ｋ協力金会議様と、共同受注警備の先駆けとなる。発注期間が違うとい

淀川花火大会

うことは警備の目的が違う。交通円滑化を主眼とした警備と、歩行者の安全確保を主眼とした警備
では相反するように思われるが、突き詰めれば両立出来ることを証明できた。関係担当者と受注単
価の件で中々折り合いがつなかった。前年までの警備金額が変更できないという意見であった。Ｋ
ｏｔｏｎａの警備を理解して頂く上でそこは曲げれなかった。その担当者が警備終了後に言って頂
いた言葉が忘れられない。「今回、同和さんに頼んで本当に良かった。見てて凄かったですよ。宿
利さんや各隊員さん。本物の警備の費用を削ったりしたら、大変なことになる。それがよくわかり
ました。」東山と嵐山、雑踏警備のチームを同日に二つに分け、出来ることが分かった。
８．ＳＳＦ・京の七夕・岡崎イベント

交通対策

ＳＳＦスポーツイベントでは、ＡＬＳＯＫ受注の元、毎年実施となった。初年度、営業担当者が
問い合わせてきた。「Ｋｏｔｏｎａさんでは交通誘導の資格者を 30 名以上配置することが出来ます
か？」前年までの警備会社が検定所持者を配置することが困難であることからの話であった。平成
５年から検定資格者を積極的に養成してきたことが成果となって現れ始めた。先達に感謝である。
ＡＬＳＯＫグループと毎年一緒に仕事が出来る大型イベントとして社員の交流・指導の絶好の機会
にもなっている。同様に毎年ご一緒させて頂いているのが「京の七夕」、元請一括受注ではなく個
別契約となっている京の七夕では、指揮命令系統が二本存在する形となる。しかし、様々な警備を
通し、お互いの長所を理解でき、より良い刺激・勉強材料になっている。岡崎の活性化ビジョンに伴い、
様々なイベントが実施され、Ｋｏｔｏｎａで受注させて頂くことも出来た。光のプロムナードもそ
の一つ、警備だけでなくボランティアスタッフの紹介等も人脈を使いお手伝いすることが出来た。
様々なご要望があるが、Ｋｏｔｏｎａの基本は人である、それを再認識することが出来た。
いろんなイベントがあり、これからも増えていくであろう。お客様の思いを理解し、お客様に我々
の思いを伝えることが、我々のイベント警備であることを忘れてはならない。

佐川スポーツフェスティバル
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HISTORY
◆１月
・火の祭典イベント警備（1 日）

2001～2011
・アメリカでジョージ・ブッシュ大統
領が就任（20 日）

◆２月
・㈱公益社堀川支社 ニチコン
㈱社葬（24 日）
・108 歳の蟹江ぎんさんが死去（28 日）

◆３月
・第８回京都シティハーフマラ
ソン（11 日）
・大阪府にユニバーサル・スタジオ・
ジャパンがオープン（31 日）

◆４月
・第 50 回豊太閤観櫻行列
・明石一夫隊員が相深町町内会
より感謝状を授与される
・小泉純一郎首相内閣発足（26 日）

◆５月
・京都地下鉄六地蔵北 JV 工事
・埼玉県に「さいたま市」が誕生（1 日）

◆６月
・大原ケアハウス新築工事

2001年（平成13年）
◆７月
・兵庫県明石市で花火大会の見物客が
将棋倒しになり、死者 11 人（21 日）

◆８月
・( 財 ) 長岡記念財団長岡病院
増改築工事
◆９月
・京都地方簡易裁判所庁舎新営
建築工事
・東京都新宿区歌舞伎町の雑居ビルで
火災が発生、死者 44 人（1 日）
・東京ディズニーシーがオープン（4 日）
・日本で初めて狂牛病に感染した乳用
牛が発見される（10 日）
・アメリカ同時多発テロ事件（9.11 テ
ロ事件）（11 日）

◆10 月
・對龍山荘庭園 特別公開（２
日～翌月 30 日）
・アメリカとイギリス、アフガニスタ
ンへの空爆を開始。日本は自衛隊を難
民救済の目的で派遣（7 日）

◆11 月
・京都まつり 2001（27 ～ 28 日）
・メジャーリーグでシアトル・マリナ
ーズのイチロー選手が一年目で首位打
者・盗塁王・新人王・MVP を獲得

◆12 月

同和警備保障㈱

・皇太子妃・雅子さまが第 1 子をご出
産（1 日）

同和警備保障㈱ 年表
◆１月
・京都構内高倉ＢＯ改良工事
・ユーロ圏 12 ヶ国で欧州単一通貨「ユー
ロ」が流通開始（1 日）

2001～2011

◆１月
◆１月
◆１月
◆１月
・東洞院三条マンション新築工事 ・京阪本線淀駅及びその付近立 ・鳥羽水環境保全センター流動 ・ライブドア、堀江貴文社長と取締役３
人が証券取引法違反容疑で逮捕。また、
・北朝鮮が核拡散防止条約（NPT）から脱 体交差化工事
焼却炉工事
退（10 日）

・山口県の養鶏場で日本で 79 年ぶりに ・広島県福山市でノロウイルスを発症

粉飾決算で株価を操作していたことが

鳥インフルエンザが発生（12 日）

発覚、４月に東証上場廃止処分。
（23 日）

したお年寄り６人が死亡。一週間後には

・自衛隊がイラクへ派遣（16 日）
全国で死者８人、発症者 4100 人（８日）
◆２月
◆２月
◆２月
・阪神高速新十条工事
・京都市社会福祉・市民活動総
◆２月
◆２月
・醍醐寺五大力尊仁王会（23 日）
・醍醐寺五大力尊仁王会（23 日） 合センター新築工事
・ソルトレークシティー冬季五輪開催 ・醍醐寺五大力尊仁王会
・天皇家の秋篠宮紀子さまがご懐妊（６日）
（23 日） ・DIAMOND CITY Hana 新築工事警備 ・京都迎賓館新築工事
・自衛隊が東ティモールに派遣
・スペースシャトル「コロンビア」、大気圏 ・醍醐寺五大力尊仁王会
（23 日） ・醍醐寺五大力尊仁王会（23 日） ・冬季トリノオリンピックで日本は金１
突入の際、空中分解、乗組員７人死亡（１日） ・アメリカでの狂牛病発生に伴う米国

◆３月
◆３月
・建設工事国会図書館関西館
・第９回京都シティハーフマラ ・京都・花灯路（７～ 18 日）
・第 10 回 京都シティハーフマ
ソン（10 日）
ラソン（９日）
◆４月
・第 51 回豊太閤観櫻行列 (14 日 )
・薬師山病院新築工事完成
・雪印食品が解散（30 日）

つのメダル獲得。女子フィギュアで荒川

静香選手がアジア勢初の金（10 日～ 26 日）
◆３月
丼の販売を中止（11 日）
・京都・花灯路（11 ～ 21 日）
・第 12 回 京都シティハーフマ ◆３月
◆３月
・京都東山花灯路（11 ～ 21 日）
ラソン（13 日）
・京都・花灯路（12 ～ 21 日） ・愛知県で愛・地球博覧会が開幕（3 月 ・第 13 回 京都シティハーフマ
・第 11 回 京都シティハーフマ 25 日～ 9 月 25 日）
ラソン（12 日）
・第１回 WBC（ワールド・ベースボール・
ラソン（14 日）
クラシック）で王貞治監督率いる日本が
・東京都の営団地下鉄と成田空港が民 ◆４月
営化（1 日）
・第 54 回豊太閤観櫻行列 (10 日 ) 優勝（21 日）
産牛肉の輸入停止の影響で、吉野家が牛

・株式争奪戦を繰り広げていたフジテ

◆５月
・大 本 山 本 能 寺 法 華 宗 開 宗
750 年慶讃法要（４～６日）

・アメリカ・イラク戦争、アメリカ軍が
イラクへの攻撃を開始（20 日）

◆４月
・第 53 回豊太閤観櫻行列 (11 日 )
・イラクで武装グループに拘束されて

いた日本人 3 人が解放される（15 日）
◆４月
・第 52 回豊太閤観櫻行列 (13 日 )
・横大路第２工区鋼桁工事
◆５月
・日本郵政公社が営業開始（１日）
・今宮神社 今宮祭（１日～）
・イラクで日本人フリー記者らが車で
・日韓共同開催サッカーＷ杯で日本は
ベスト 16、優勝国はブラジル（31 日～）

◆６月
・ベネトン京都店新築工事

移動中に銃撃され 2 人が死亡（27 日）

・ヨルダンのアンマン空港・手荷物検

◆６月
◆６月
・第 35 回花と緑の市民フェア（22 ・阪神高速竹田第３工区警備
～ 23 日）
・京都市花き地方卸売市場新築工事

査場で、毎日新聞の記者が持ち帰ろうと
した手榴弾が爆発、1 人が死亡（２日）

2002年（平成14年）
◆７月
・私のしごと館建設工事

◆６月
・acts 新聞 100 号記念

2003年（平成15年）
◆７月
・スーパー万代警備
・宮城県北部で震度６の地震が３回発

◆８月
・木津かぶと台マンション新築
工事

生、負傷者 700 人以上、5000 戸以上の住

・住民基本台帳ネットワークが稼動（5 日）

◆８月
・近鉄三山木駅鉄道高架化工事

◆９月

・テレビ朝日「西部警察 2003」の撮影中、

・北朝鮮の金正日総書記が小泉首相と

若手俳優の運転する車が見物人の列に

の会談で日本人拉致事件を認め謝罪（17

突っ込み５人が重軽傷（12 日）

宅が被害（26 日）

◆10 月
・沖縄県東風平町で 14 歳の中学生が 18
歳の兄を刺殺（18 日）
・日本人拉致被害者５人が北朝鮮から
24 年ぶりに帰国（15 日）

備員の遺体が Web サイトで公開（29 日）

◆６月
・村上ファンドの村上世彰代表がインサイ
ダー取引で証券取引法違反容疑で逮捕（５日）

・プロ野球の近鉄とオリックスの首脳
陣が来季からの球団合併に合意（13 日）

2004年（平成16年）

2005年（平成17年）

2006年（平成18年）

◆７月
◆７月
◆７月
・平安神宮大鳥居保存修理工事 ・テレビ朝日「祗園囃子」撮影現 ・ホテルモントレ京都新築工事
・京都学園澤村栄治投手 70 周
場警備（２～３日）
◆８月
・祗園祭に伴う雑踏警備（14 ～ 16 日） 年記念講演会（２日）
・愛宕神社千日詣り警備（31 ～１日） ・野 口 聡 一 宇 宙 飛 行 士 が 搭 乗 す る ス ・北朝鮮が日本海に 7 発のミサイルを
ペースシャトル「ディスカバリー」が打

日）

◆４月
・第 55 回豊太閤観櫻行列 (11 日 )

・電気用品安全法（PSE 法）が施行される（1 日）
◆５月
・今宮神社 今宮祭（１日～）
・第 １ 回 KYOTO ド ッ グ フ ェ ス ◆５月
・相国寺承天閣美術館増築工事
ティバル 2005（３～５日）
・イラクの武装グループが日本人警備 ・今宮神社 今宮祭
（１日～）
員を拉致したという犯行声明を発表、警 ・比叡山ほうとうの森大植樹祭（27 日）

◆５月
・旧竹内栖鳳邸リニューアル

・鈴木宗男 衆議院議員があっせん収賄
容疑で逮捕（19 日）

レビとライブドアが和解（18 日）

発射（６日）

ち上げに成功、８月９日に帰還（26 日）

・アテネ五輪で日本は金 16・銀 9・銅
12 のメダルを獲得（13 日～）
◆９月
・高速鉄道東西線建設工事 ( 六
◆９月
地蔵駅工区 )
・名古屋市東区のビルで人質事件発生、 ・高速鉄道東西線建設工事 ( 六
人質解放直後に爆発が起き、犯人のほか、 地蔵駅工区 )

◆８月
◆８月
・愛宕神社千日詣り警備（31 ～１日）
・愛宕神社千日詣り警備（31 ～１日）
◆９月
◆９月
・京都市総合防災訓練（1 日）
・ディークラディア醍醐駅前新 ・巡回車リニューアル
・秋篠宮紀子さまが男子をご出産。お名
築工事
・第 44 回衆議院選挙で自民党率いる与

◆10 月
・京都学園 文化祭（23 日）

人質 1 人、捜査員 1 人が死亡（16 日）

前は「悠仁（ひさひと）」さま（６日）

党が 326 議席を獲得し大勝（11 日）

◆10 月
・防寒コートリニューアル
・合同防災訓練（25 日）

◆10 月
・北朝鮮が地下核実験を実施したこと
◆11 月
◆10 月
・介護老人保健施設「学際」( 仮
を表明（９日）
◆11 月
・京都大学桂新築工事
・京都外国語大学新 1 号館新築工事 称 ) 新築工事
・京都まつり 2002（26 ～ 27 日） ・京都まつり 2003（25 ～ 26 日） ・京都新聞に声かけに感謝する ・姉歯建築設計事務所で設計された構
造計算書が偽装、地震で倒壊の危険があ ◆11 月
・京都府警備業協会創立 30 周年
記事が掲載（２日）
ることが発覚。その後、偽装を指示した” ・北海道佐呂間町で瞬間風速 80m 前後

・東京都港区のカナダ大使館でスカッ

・「新潟県中越地震」新潟県中越地方で

シュの練習中に倒れた高円宮憲仁さま

震度６強の地震が３回発生、死者 39 人、 黒幕”や見抜けなかった検査機関などを

が寝室細動のため死去（21 日）

被災者 10 万人以上。
（23 日）

めぐり業界全体の問題に発展（17 日）

の竜巻が発生。プレハブ事務所で勤務し
ていた建築関係者９人が死亡、21 人が
重軽傷を負う（７日）

◆12 月
◆11 月
◆12 月
◆12 月
・ローレルコート三条堀川新築 ◆11 月
・( 仮称 ) 京都市粟田口計画
・京都・嵐山花灯路
・京都御所秋の一般公開（５～９日） ・一万円札・福沢諭吉、五千円札・樋口 ・スパリゾート雄琴あがりゃんせオープン ・京都・嵐山花灯路
工事
一葉、千円札・野口英世を肖像とした新
・洛趣会展（２～４日）
・大和会バスツアー開催
・イラク北部で日本大使館の公用車が

札が発行される（1 日）

襲撃され、外交官 2 人が死亡（29 日）

◆12 月
・土井志ば漬の里本店警備

◆12 月
・同志社大学京田辺校地「夢告
館」建設工事

・地上デジタル放送開始（1 日）

・インドネシアのスマトラ島沖の M9.0

・アメリカ軍がイラクのフセイン元大

の地震が発生、津波による被害で日本人

・イラクのサダム・フセイン元大統領

統領を拘束（14 日）

32 人を含む約 29 万人が死亡（26 日）

の死刑が執行される（30 日）

◆１月
◆１月
◆１月
◆１月
◆１月
・フジイダイマル冬のコーナーバーゲン (３日 ) ・阪本工営 近鉄百貨店解体工事 ・地主神社臨時警備
・虎屋 一条店 年末年始臨時警備 ・成人式 イベント警備（10 日）
・検定警備員の配置が必要とする路線が発表 ・大阪府知事に橋下徹氏（27 日）
・フジイダイマル冬のコーナーバーゲン (３日 ) ・コンベンションニュースにコトナが掲載 ・コトナスタンダード開始
・バラク・オバマ氏が第 44 代アメリカ ・日本航空、会社更生法の適用を申請（19 日） ・全国で“タイガーマスク運動”広がる（1 日～）
・LRT 交通社会実験臨時警備（24 日）
合衆国大統領に就任（20 日）
・大手菓子メーカー「不二家」が菓子の ◆２月
消費期限の延長、偽表示が発覚（11 日） ・京都市長選挙演説臨時警備
◆２月
◆２月
◆２月
・醍醐寺五大力尊仁王会（23 日） ・醍醐寺五大力尊仁王会（23 日）
◆２月
・醍醐寺五大力尊仁王会（23 日） ・みやこめっせ常駐警備を受注 ・コトナスタンダード一斉巡察開始
・エジプト・ムバラク大統領が辞任、長
・同和警備に新入社員 40 名入社
・ＡＥＤ講習会を開講開始
期政権が崩壊（11 日）
・醍醐寺五大力尊仁王会（23 日）
◆３月
・竹中工務店送り出し教育
・京都東山・花灯路（13 ～ 22 日）
・ワシントン条約会議が開幕（13 日）
◆３月
◆３月
◆３月
・京都東山・花灯路（10 ～ 21 日） ・醍醐寺五大力尊仁王会（23 日） ・第 16 回 京都シティハーフマラソン（８日）
・第 66 回びわ湖毎日マラソン警備（６日）
・京都東山・花灯路（13 ～ 22 日） ◆４月
・義捐金、援助に協力
・第 14 回 京都シティハーフマラソン（９日）
・インフルエンザ治療薬タミフル問題で、厚労 ◆３月
・ワールドベースボールクラシックで ・第 58 回豊太閤観櫻行列 (12 日 ) ・永年勤続表彰を行う
省が 10 代患者に投与しないよう指示（21 日） ・京都東山・花灯路
（14 ～ 23 日） 日本が優勝（23 日）
・清水坂観光駐車場、年間常駐 ・東日本大震災 マグニチュード 9.0、国
内観測史上最大の巨大地震が発生（11 日）
・第 15 回 京都シティハーフマラソン（7 日～）
警備を受注
・日銀総裁が空席に (18 日 )
・殺人事件の時効が廃止に（27 日）
◆４月
◆４月
◆４月
・第 56 回豊太閤観櫻行列 (８日 )
・第 58 回豊太閤観櫻行列 (12 日 )
・温家宝首相来日に伴う出入管理（13 日） ◆４月
◆５月
・清瀧大権現例祭櫻会
・第 16 回統一地方選挙。東京都知事選 ・第 57 回豊太閤観櫻行列 (13 日 ) ◆５月
・佐川スポーツフェスティバル ・東山３Ｋ協力金会議 遠忌対策 (１～３日 )
では現職の石原慎太郎が３選（８日）
・福島第一原発の事故評価、
「レベル７」
・赤木次長が復職
・美空ひばり座１周年記念警備
に引き上げ（12 日）
・今宮神社 神幸祭（５日）
◆５月
◆５月
・佐川スポーツフェスティバル（２～４日）
・佐川スポーツフェスティバル（２～４日） ・民主党の小沢一郎氏が代表を辞任、新
◆５月
・今宮神社 神幸祭（５日）
・佐川スポーツフェスティバル（２～４日）
・アジア開発銀行 (ＡＤＢ) 年次総会 財 ・上賀茂神社 源氏物語千年紀パネル警備 代表に鳩山由紀夫氏（11 日）
・道の駅びわ湖大橋米プラザ交通誘導警備 ・今宮神社 神幸祭、還幸祭（５日・15 日）
務大臣主催歓迎レセプション（6 ～７日） ・赤木次長が復職
・ヒヤリハットを開始
◆６月
・営業部長 高尾俊輔氏が退職 ・オバマ大統領、ビンラディン容疑者の
・今宮神社 神幸祭（５日）
・胡錦濤国家主席来日（6 日）
・信楽カントリー リゾートト ・宮崎県で家畜の伝染病・口蹄疫が拡 殺害を発表（２日）
大（18 日）
ラストレディス警備
◆６月
◆６月
◆６月
・リゾートトラストレディスゴルフ
・みやこめっせ特別教育実施
・国民投票法が成立（15 日）
トーナメント臨時警備（６～８日）
・江 守 石 油ＧＳ夜 間 巡 回 警 備、・醍醐寺研修会実施
・レッドエース導入
新たに３店舗受注
・本社外観改装
・連続幼女誘拐殺人事件 宮崎死刑囚
◆６月
・東山３ｋ合同清掃活動（28 日） ・スパコン世界ランキング、日本が７年
・鳩山首相と民主・小沢幹事長が辞任（２日） ぶりに首位を奪還（20 日）
・湯の花温泉「渓山閣」夜間常駐警備 に死刑執行 (17 日 )

2007年（平成19年）
◆７月
・祇園祭 警備
・新潟・長野で震度 6

2008年（平成20年）

◆７月
・機動巡回警備の受注増える
強の地震が発生。・祇園祭 警備

死者 7 人、負傷者 800 人以上（16 日）

・北海道・洞爺湖サミット開催（７日）

2009年（平成21年）

2010年（平成22年）

2011年（平成23年）

◆７月
◆７月
◆７月
・祇園祭 警備
・祇園祭 警備
・祇園祭 警備
・アクツからコトナへ体制変更 ・参議院選挙、民主党が大敗。再び「ねじ ・東山３Ｋ協力金会議 清掃活動（27 日）
・衆議院が解散（21 日）

れ」国会へ（11 日）

・アナログ放送終了

地上デジタル放

送へ完全移行（24 日）

◆８月
◆８月
・愛宕神社千日詣り警備（31 ～１日） ・びわ湖花火大会警備（８日）
・三寳寺 焙烙灸祈祷警備 (18 日 )

◆８月
◆８月
・びわ湖花火大会警備（7 日） ・びわ湖花火大会警備（7 日）
・愛宕神社千日詣り警備（31 ～１日） ・京の七夕イベント警備

・世界陸上選手権が大阪で開催。

・全国初の裁判員裁判が始まる（３日）

◆８月
・びわ湖花火大会警備（８日）
・京の七夕イベント警備
・菅首相が辞任表明、民主党・新代表に

野田佳彦氏 第 95 代首相に（29 日）
◆９月
◆９月
・Live Image 京 都 ～ 平 安 神 宮
・木村清教隊員、片岡昭男隊員に
・愛宕神社千日詣り警備（31 ～１日） 21 年度上半期コトナ特別表彰
◆９月
月夜の宴～（15 ～ 16 日）
・福田改造内閣が発足（２日）
・京都音楽博覧会警備 IN 梅小路公園 ・愛宕神社千日詣り警備（31 ～１日） ・平安神宮堂本剛ライブ 2011 警備
・北京オリンピックが開幕（７日）
・第 7 回 京都学生祭典 ＰＲパレード警備 ・チリ鉱山事故、生き埋めの 33 人の生 ・京都音楽博覧会 2011 警備
・民主党・鳩山代表が第 93 代内閣総理 存が確認される（22 日）
・民医連病院警備 24 時間化
大臣に決まる（16 日）
・台風 12 号が日本列島を直撃、死者 90
◆９月
人以上に（３日）
◆９月
・第６回 京都学生祭典 ＰＲパレード警備
・安倍晋三首相が突然の退陣表明（12 日） ・第 16 回名月鑑賞の夕べ 警備 ◆10 月
・第８回 京都学生祭典 ＰＲパレード警備
・京都音楽博覧会警備 IN 梅小路公園 ・總本山醍醐寺 聖宝理源大師 ・京都音楽博覧会警備 IN 梅小路公園 ◆10 月
・民主党代表選挙、菅首相が再選（14 日） ・醍醐寺 第 103 世座主晋山式
◆10 月
・平安神宮月夜の宴警備
一千百年御遠忌大法要 警備
・「トランジットモール」実験に ・福田首相が辞任を表明（１日）
警備（22 日）
・第 42 回日本薬剤師学術大会（11 ～ 12 日）
・麻生新内閣が発足（24 日）
◆10 月
伴う警備
・岡崎あかりとアートのプロム
◆11 月
・平安神宮 コンサートイベント警備 ナード警備（27 ～ 30 日）
・京都音楽博覧会 in 梅小路公
◆10 月
・内閣府主催 国民保護合同訓練（12 日）
・嵐山、東山交通対策警備
園（30 日）
・郵政民営化がスタート（1 日）
・民医連病院、年間常駐警備を受注 ・京都御所 御即位 20 年記念特 ・ノーベル化学賞に北海道大の鈴木章
名誉教授と米・パデュー大の根岸英一
・新冬服導入
別拝観
・円高ドル安が加速、14 年ぶりに一時 特別教授（６日）
◆11 月
・ホームページ開設
84 円台に（26 日）
・タイ全土で洪水 日系企業の工場も
・東映年末映画「茶々 - 天涯の ・ノーベル賞で日本人 4 人が受賞
被害に（10 日）
◆11 月
貴妃」撮影セットの臨時警備
・米アップルのスティーブ・ジョブズ
◆12 月
・嵐山、東山交通対策警備
・個人情報の取り扱いについて、◆11 月
・清水寺 今年の漢字 2009 警備 ・ＡＰＥＣ京都財務大臣会合歓 前ＣＥＯが死去（5 日）
綜合警備保障㈱セキュリティ ・嵐山交通対策警備
迎レセプション（仁和寺）
サービス部、森崎部長からレク ・秋の御所特別拝観 交通対策警備
・アメリカ大統領選挙でバラク・オバ
・尖閣沖の中国漁船衝突事件、衝突映像 ◆11 月
チャーを受ける
マ氏が当選（４日）
がネットに流出（５日）
・嵐山、東山交通対策警備
・泉涌寺 解脱会法要警備（4 日）
◆12 月
◆12 月
・京都 嵐山 花灯路（８～ 17 日） ◆12 月
・京都 嵐山 花灯路（14 ～ 23 日） ・京都 嵐山 花灯路（13 ～ 22 日） ・京都 嵐山 花灯路（10 ～ 19 日） ◆12 月
・ホームページリニューアル
・清水寺 今年の漢字 2010 警備 ・京都 嵐山 花灯路（９～ 18 日）
・宇宙飛行士・野口聡一さんが宇宙長期滞在へ
・清水寺 今年の漢字 2011 警備
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同和警備保障㈱

2010 年 佐川スポーツフェスティバル

2006 年 京都御所 秋の一般公開
2009 年 シティハーフマラソン

2008 年 今宮神社 神幸祭 神輿巡行

2007 年 豊太閤観桜行列

2005 年 東山花灯路

