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あいさつで　安全・安心　地域の輪
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福岡県防犯協会連合会公益社団法人

　平成24年度「安全・安心まちづくり県民の集いふくおか」は、10月８日(月・祝)、福岡市中央区渡辺通の電気ビル
共創館みらいホールにおいて開催されました。この「県民の集いふくおか」は、県、警察、防犯協会等の共同開催で、
今回で６回目を迎えます。各地区の防犯協会の代表者や防犯ボランティア団体をはじめ、学生ボランティアや警
察、行政、企業等約600人が参加しました。
　はじめに、主催者側から海老井副知事、菱川県警本部長の
あいさつ、来賓として新村県議会副議長によるあいさつがあ
り、引き続き、防犯功労者・防犯功労団体等の表彰式が行われ
ました。次に、SDE（性犯罪防止教育）推進校の精華女子高校
と女性と子どもの安全みまもり企業の活動報告、「女性と子
どもが安全・安心して暮らせるまちづくり」をテーマに、防犯
ボランティア団体等によるディスカッション、続いて社会派漫
才師による講演、「安全・安心ふれあいステージ」として精華女
子高校吹奏楽部による演奏等が行われました。
　会場には防犯ボランティア団体のブースも展示されるなど
大きな盛り上がりをみせ、参加者は「安全で安心して暮らせる
福岡県の実現」に向けて誓いを新たにしました。

　長年、地域防犯活動に尽力し、社会貢献された防犯功労
者や防犯功労団体及び全国地域
安全運動の公募ポスター・標語の
優秀作品に対する表彰のほか、女
性と子どもの安全みまもり企業に
対する表彰が行われました。
(※表彰受賞者は２～３ページに掲載)

　防犯活動に活発に取組んでいる40の団体が工夫を凝ら
したブースを開設しました。各団体は、自らの活動を紹介す
るなど、ブース間での活発な交流が行われました。また、会
場には、平成24年全国地域安全運動公募ポスターの県内入
選作品が展示され、来場者は熱心に鑑賞していました。

表　　彰　　式

　講演は、初代林家三平門下生の夫
婦漫才師林家ライス・カレー子さん
による『犯罪は しない させない 見
逃さない』と題した防犯漫才が行わ
れました。
　防犯上の心構えや、安全・安心な地
域社会のあり方等について、風刺を
きかせた分かりやすい掛け合い漫才
に、楽しく学ぶことができました。　

講           演

　ＳＤＥ推進校の精華女子高校の生徒による活動報告
や、地域で防犯活動を行っている企業の取り組み内容
が紹介され、次に、山本啓一氏(九州国際大学法学部長)
をコーディネーターに、活動事例発表団体等が参加し
て、活動の取り組み内容や活動を進めるうえでの課題
等についてディスカッションしました。参加者は、今後
の活動の参考とするため、真剣に聞き入っていました。

活動報告・防犯ディスカッション

　精華女子高校吹奏楽部による演奏が行われ、参加者は
見事な演奏に聴き入っていました。また、同校の代表者
が、地域社会に貢献している防犯ボランティア団体に対し
て、「感謝のことば」を述べました。

安全・安心ふれあいステージ

地域活動団体の活動事例紹介(ブース展示)・ポスターの展示等

「安全・安心まちづくり県民の集い ふくおか」の開催平成24年度

（受付風景）（受付風景）

（公募ポスター・標語表彰） （女性と子どもの安全みまもり企業表彰）（女性と子どもの安全みまもり企業表彰） （活動報告）（活動報告） （ディスカッション）（ディスカッション）

（感謝のことば）（感謝のことば）

（ポスターの展示）（ポスターの展示）（ブース展示状況）（ブース展示状況）

（防犯功労 個人・団体表彰）（防犯功労 個人・団体表彰）
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おたがいに　声かけカギかけ　守るまち

(2) 防犯 ふくおか防犯 ふくおか

防犯活動功労者等表彰受賞者
受賞おめでとうございます 心からお祝い申し上げます
長年の防犯功労により表彰される個人・団体は、次のとおりです。(順不同・敬称略) 

警察庁長官・全国防犯協会連合会会長連名表彰

全国防犯協会連合会会長表彰

九州防犯協会連絡協議会会長・九州管区警察局長連名表彰

福岡県防犯協会連合会会長・福岡県警察本部長連名表彰 

防犯栄誉金章  ４名

防犯栄誉銀章　８名

防犯功労団体　２団体

防犯功労者　12名

功労ボランティア団体　１団体

藤原　敬造 (小 倉 北)

竹ノ上 時美　(戸　　畑)
大靏　洋海　(筑　　後)

川崎防犯組合連合会　　　　　　　　 代表者　小田　幸男　(川　　崎)　 
直方地区地域安全推進隊 感田校区班　代表者　中村　愼介　(直　　方)　

草ヶ江校区防犯組合 　代表者　田中　郁堂　(中　　央)

竹之内　忠　(東 福 岡)
矢野　郁子　(福 岡 南)

川端　知之　(飯　　塚)
仲　　政生　(田　　川)

小田切　勇   (早良城南)
諸熊　清秀   (西 福 岡)

防犯栄誉銅章　24名
大迫　隆典　 (小 倉 南)
山下　喜文　 (八　　女)
森田　英則　 (糸　　島)
正代　利美　 (行橋京都)
村山　隆一 　(宗　　像)
西尾　純一　 (久 留 米) 

猪飼　久司　(大 牟 田)
尋木　俊博　(筑　　後) 
佐藤　克鬨　(博　　多)
前﨑康友樹　(中　　央)
富松　卓磨　(早良城南)
大神　　巌　(西 福 岡)

黒岩　弘一　(戸　　畑)
藤野　和志　(筑　　紫)
洲鎌　誠光　(八 幡 東)
石丸　　忍　(八 幡 西) 
梅崎　英武　(柳　　川)
梶原　政次　(朝　　倉)

松本　世頭　(粕　　屋)
末永　次男   (若　　松)
谷口　　尚　(東 福 岡)
角川　敏行　(博多臨港)
恵藤　亘康   (門　　司)
山口　勝彦   (う き は)

江口　直司　(東 福 岡)
宮崎　實男　(直　　方)
石橋　通良　(筑　　後)

防犯功労団体　２団体
日本通運㈱福岡海運支店　代表者　和田　裕二　(博多臨港)    乙金区防犯組合  代表者　富永　尚強　(筑　　 紫)

片村　　弘　(小 倉 北)
西滝　玲子　(小 倉 南)
有田　　曻　(宗　　像）

笠　　卓宣　(久 留 米)
坂田　信子　(若　　松)
白石　昭二　(博　　多)

柚木　利道　(糸　　島)
山口　捷海　(筑　　紫)
下川　光弘　(八　　女)

防犯功労団体　19団体
●博多警備業防犯組合　(博　　多)
●中川自警団　　　　　(粕　　屋)

●福岡東遊技場防犯組合　　　　　　　　　　　　　　(東 福 岡)
●大野城市南地区コミュニティ運営委員会青少年育成部 (筑　　紫)  

防犯功労者　42名
蔵野　八郎　(中　　央)
笹山　守人　(博　　多)
平岡　聖教　(早良城南)
川﨑　和德　(筑　　紫)
高原　文明　(宗　　像)
本田　義廣　(折　　尾)
宮部　　博　(戸　　畑)
山田　聖志　(門　　司) 
楠原　修二　(飯　　塚)
猪飼　廣幸　(久 留 米)
大淵　清海　(大川大木)

渡邊　淸久　(中　　央)
中村　隆一　(東 福 岡)
石橋　正照　(早良城南)
平尾　正広　(糸　　島)
和田真矢子　(朝　　倉)
福田　武志　(折　　尾)
松本　　修　(戸　　畑)
前田　利昭　(行橋京都)
中村　忠紀　(嘉　　麻)
松尾　秀樹　(久 留 米) 
吹春　政友　(み や ま)   

間瀬　英樹　(中　　央)
久保美喜雄　(東 福 岡)
中村　建治　(筑　　紫)
行弘　重信　(糸　　島)
竹中　弘昌　(八 幡 東)
多田志津男　(若　　松)
和田　正己　(門　　司)
角野　祥子　(行橋京都)
吉野　愼一　(直　　方)
山村　武一　(小郡三井)

山田　玲子　(博　　多)
今村　靖彦　(東 福 岡)
久松　洋三　(筑　　紫)
板矢　英之　(宗　　像)
山崎　威暢　(八 幡 西)
富永　　靖　(若　　松)
吉廣　　清　(門　　司)
大塚　政信　(飯　　塚)
中村　愼介　(直　　方)
梅野　義之　(筑　　後)

宮原　深海 (門　　司) 江藤　勝己 (中　　央) 竹岡　進 (早良城南)
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みられてる　ぼうはんカメラが　みているぞ

(3)
防犯 ふくおか防犯 ふくおか

　暴力は、その対象の性別を問わず、決して許されるもので
はありません。特に、配偶者からの暴力(ＤＶ)、ストーカー行
為、性犯罪等は、女性の心身に深い傷を残す卑劣な犯罪です。
警察では女性に対する犯罪を防ぐため、様々な支援活動を
行っています。一人で悩まず、勇気をもって相談しましょう。

地域の力
頑張っています

防犯ボランティア団体の紹介
      　　　　　（ペンリレー）

◎団体名
　門司校区生活安全パトロール隊
◎活動地区
　門司校区内
◎活動内容等
　私たちのパトロール隊は、「無理をせず、出来ることか
ら、出来る人から」を合い言葉に、平成18年２月に結成し
ました。主な活動は
　・犯罪や事故、災害被害の未然防止
　・地域の犯罪抑止機能の強化
　・通学路・公園等遊戯場所の安全確保
　・地域住民の犯罪抑止意識の高揚
などで、地域全体に目を光らせています。
　隊員の平均年齢も71歳を超え、合い言葉の「無理をせ
ず」は年々身体的に無理が生じていますが、まだまだ頑張っ
ていきます。
　公園等にペットボトル
等のゴミの投げ捨てもあ
りますが、街の美化が防
犯にも繋がると考え、清
掃活動も行っています。
　若いあなた、隊員の高
齢化防止に協力を！

平成24年度「女性に対する暴力をなくす運動」
《実施期間　11月12日(月)から11月25日(日)まで》
11月25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」です。

相　談　窓　口
★犯罪被害者の心のケア
　ミズ・リリーフライン(犯罪被害者相談電話)
　(月～金曜９:00～17:45) ☎092-632-7830
★心のサポート
　福岡犯罪被害者支援センター
　(月～金曜10:00～16:00)☎092-477-3156
　           　 　  北九州窓口☎093-582-2796
★配偶者暴力(DV)相談支援
　・福岡県女性相談所
　 (月～金曜９:00～17:15) ☎092-711-9874
　・北九州市配偶者暴力相談支援センター　
　 (火～金曜10:00～20:00、土・日曜10:00～17:00) 
　 　　　　　　　　　　   ☎093-591-1126
　・(夜間・休日)配偶者からの暴力相談電話
　 (平日夜間17:15～24:00、土日・祝日９:00～24:00) 
　 　　　　　　　　　　   ☎092-716-0424
★警察総合相談窓口　＃9110

全国地域安全運動公募ポスター・標語入選者(最優秀賞)

ポスター

標　語

●日の里８丁目防犯パトロール隊  (宗　　像) 
●警友会糸島支部　　　　　　　(糸　　島)
●八幡小売酒販組合　　　　　　(八 幡 西) 
●門司校区自治連合会　　　　　(門　　司)
●鞍手町青色防犯パトロール隊　 (直　　方)   
●大板井一区パトロール隊　　　 (小郡三井) 
●二川校区コミュニティ協議会　 (筑　　後) 
●柳川市防犯協会明野支部　　　(柳　　川)

平成24年度女性と子どもの安全みまもり企業表彰　５企業・団体
●SMBCコンシューマーファイナンス株式会社　天神お客様サービスプラザ
●西警察署警備業防犯連絡会　　　　　　　　●特定非営利活動法人　日本ガーディアン・エンジェルス北九州支部
●公益社団法人　福岡県宅地建物取引業協会　●みかど産業株式会社

一 般 の 部　　　鍵をする　盗難防止の　カギになる　　　　 小山　直人　　(九　州　産　業　大　学)
高校生の部　　　気をつけて　あなたの後ろに　ひそむ影　　松田　和樹　　(沖 学 園 隆 徳 館 高 校)
中学生の部　　　防犯ブザー　つねに身につけ　守り神　　　佐藤明日眞　　(北九州市立黒崎中学校)
小学校の部　　　万引きは　遊びじゃないよ　犯罪だ　　　　 安立　侑奈　　(北九州市立黒崎中央小学校)　

●井堀校区生活安全パトロール隊 (小 倉 北)  
●日本中央競馬会ウィンズ八幡    (八 幡 東) 
●折尾署管内金融機関防犯組合   (折　　尾)　
●西工大ニコニコ隊　　　　　　(行橋京都)　 
●山川校区防犯協会　　　　　　(久 留 米)　   
●ＪＡ・うきは防犯パトロール隊　 (う き は)
●福岡八女農業協同組合　　　　(八　　女)

福岡県防犯協会連合会会長表彰

一 般 の 部 高校生の部 中学生の部 小学生の部

川島　　咲
(九州産業大学) 平井　里佳

(古賀竟成館高校)

末吉　美奈
(北九州市立若松中学校)

村上　結哉
(行橋市立椿市小学校２年)


