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福岡県防犯協会連合会公益社団法人ふくおかふくおか防犯防犯

表　　彰　　式 防　犯　講  演

　平成25年度「安全・安心まちづくり県民の集いふくおか」
は、10月５日(土)、福岡市中央区渡辺通の電気ビルみらい
ホールにおいて、「子ども、女性、高齢者が安心して暮らせる
まちづくり～つなぎ合う、みまもりの輪～」をテーマに開催
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７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、警察、行
政、企業等約500名が参加しました。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。

　主催者側から海老井副知事、樋口
県警本部長のあいさつ、来賓として
長県議会副議長によるあいさつに引
き続き、表彰式が執り行われました。
　表彰式は、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企業に対する表彰のほか、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が行わ
れました。(※表彰受賞者は２～３ページに掲載)

　福岡大学工学部社会デザイン工学科 准教授 
柴田 久氏による「安全・安心なまちのデザイン」
と題した講演が行われました。昨年12月にリ
ニューアルした福岡市中央区の「警固公園」の
事例等を交えなが
ら、見通しを良くした
設計など「防犯」と
「景観」の両立を目指
したデザイン論につ
いて解説しました。

防　犯　演　劇
　福岡の劇団「万能グローブ ガラパゴスダイナ
モス」のシナリオにより、「福岡スクールオブ
ミュージック専門学校」の学生が出演した防
犯演劇が行われました。「振り込め詐欺」と「通
り魔Ｇメン」を上演し、高齢者や女性･子ども
が犯罪被害に遭いやすい問題の解決方法を
コメディタッチで分かりやすく紹介しました。

安全・安心交流ステージ
　福岡大学附属高校若葉高等学校のダンス部によるダンス演舞
が行われました。見事なダンスに参加者は息を凝らして見入っ
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の「感謝の言葉」を述べました。

地域安全活動団体の
ブース・ポスター等の展示

　防犯活動に活発に取り組んでいる
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25年全国地域安全運動公募ポ
スター・標語の入選作品も展示され、
来場者は熱心に鑑賞していました。

「安全・安心まちづくり県民の集い ふくおか」の開催平成25年度

防犯ディスカッション
　ＮＰＯ法人 地域交流センター九州事務所所長の
今泉重敏氏をコーディネーターに、日ごろから防犯
活動等に取り組んでいる「春日市天神山地区自治
会」「上久原かかし愛好会」「ななくま元気にするっ
隊」の代表者がアイデア溢れる活動事例等を紹介
しながら、地域防犯について意見交換しました。

（ブース展示状況）（ブース展示状況）

（ポスター・標語の展示）（ポスター・標語の展示）

（振り込め詐欺）（振り込め詐欺）

（感謝の言葉）（感謝の言葉）

（公募ポスター・標語表彰）（公募ポスター・標語表彰）（防犯功労個人・団体表彰）（防犯功労個人・団体表彰）

（防犯功労個人・団体表彰）（防犯功労個人・団体表彰）

（通り魔Gメン）（通り魔Gメン）

（ダンス演舞）（ダンス演舞）

（受付風景）（受付風景）



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　１団体

防犯功労者　11名

功労ボランティア団体　１団体

新島　高輝(東 福 岡)

西川　清澄　(博多臨港)
大内田昌之亮　(戸　　畑)

折尾防犯協会連合会　　　代表者　宮内　實生　(折　　尾) 

大川・大木地区防犯協会 木室支部 　　代表者　吉野　憲治　(大川大木)

加藤　聖三　(小 倉 北)
枝元　慶一　(早良城南)

甲斐　　廣　(折　　尾)
矢野　和己　(小 倉 南)

永原　義章　(行橋京都)
井手　和英　(久 留 米)

防犯栄誉銅章　24名
實藤　清實　(田　　川)
平野　一幸　(粕　　屋) 
福岡力太郎　(筑　　紫) 
永里　芳也　(宗　　像) 
棚田　正憲　(博　　多) 
山本　善次　(糸　　島) 

長谷川和子　(博多臨港)
川上　豊冶　(東 福 岡) 
上田　哲男　(八 幡 東) 
深堀　利光　(久 留 米) 
寺島　忠幸　(八 幡 西)
江口　陽二　(柳　　川)

武内　節雄　(直　　方)
進　　昭一　(行橋京都) 
大坪　和彦　(大 牟 田)  
尾崎　継夫　(小 倉 南) 
松田　　武　(戸　　畑)
中村登志雄　(早良城南) 

石塚　政章　(門　　司)
岩男　　學　(若　　松)
金村　永治　(西 福 岡)
横尾　俊二　(中　　央)
坂本　弘敏　(八　　女)
矢次　光德　(筑　　後)

田畑　三男　(宗　　像)
吉野　洋右　(田　　川)
城田　敏盛　(若　　松)

防犯功労団体　２団体
植木自治区公民館　代表者　石山　　浩　(直　　方)    　  福岡中央麻雀業防犯組合　代表者　横尾　俊二　(中　　央)

柴田　　稔　(直　　方)
坂本　　進　(朝　　倉)
大楠　三義　(久 留 米)　

徳重　　登　(糸　　島)
宮前　輝夫　(折　　尾)

防犯功労者　54名
副田　茂喜　(中　　央)
森　　重夫　(博　　多)
森山　利幸　(福 岡 南)
阿部　哲法　(早良城南)
宮本　勇雄　(粕　　屋)
藤野　鉄次　(糸　　島) 
岡部　善人　(朝　　倉)
太田　　逞　(小 倉 南)
川原　憲次　(折　　尾)
安部　伸二　(若　　松)
大澤　幸雄　(門　　司)
檜原　孝嘉　(飯　　塚)
山本　公二　(直　　方)
添島　隆充　(大川大木)

野村　明男　(中　　央)
荒津　　剛　(東 福 岡) 
園山　泰男　(福 岡 南)
内川　義則　(西 福 岡)
磯部　正二　(筑　　紫)
古川　完一　(糸　　島)
甲斐　幸子　(小 倉 北)
田尾　安則　(小 倉 南)
岡崎まり子　(折　　尾)
吉本　茂行　(戸　　畑)
松尾　俊和　(門　　司)
山本　昭隆　(飯　　塚)
山田　芳光　(小郡三井)
河野　起實　(大 牟 田)

岡部　裕二　(中　　央)
長嶋　光德　(東 福 岡)
柴田　康夫　(早良城南)
三苫　　進　(西 福 岡)
眞﨑　静雄　(筑　　紫)　
七田　和男　(宗　　像)
仲摩　重利　(小 倉 北)
三郎丸正熙　(小 倉 南)
篠原廣一郎　(折　　尾)
湯浅　吉則　(戸　　畑)
井上　三三　(行橋京都)
野中　　武　(嘉　　麻)
髙倉　　大　(小郡三井)

大野　隆司(門　　司) 髙橋　達法(筑　　後) 上杉　鷹雄(東 福 岡)
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守ろうよ　地域の子どもは　みんなの子

(2) ふくお かふくお か防 犯防 犯

羽廣　正純　(行橋京都)
中村　　　　(八 幡 西)
利根　　子　(筑　　紫）

仏仏
祢禮

向　　　衛　(博　　多)
髙原　清美　(東 福 岡)
久恒　定夫　(早良城南)
入里　健二　(西 福 岡)
岡本　健治　(筑　　紫)
木下　憲一　(宗　　像)
井生　猛志　(小 倉 北)
宮部　　明　(八 幡 東)
村田　政明　(若　　松)
奥尾　嘉　　(門　　司)
清水　豊美　(行橋京都)
原　　敏幸　(直　　方)
古賀順一郎　(う き は)

敎子
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～あなたは、配偶者から暴力を受けていませんか？～
　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。配偶者からの暴力を
受けているにもかかわらず
●「逃げたら殺されるかもしれない」という恐怖感
●「何をやっても加害者から離れられない」という無気力感
●「いつか変わってくれるのではないか」という期待感
から相談しないでいると暴力がエスカレート
して重大な事件に発展するおそれがありま
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。

　毎年、多くの児童が児童ポルノ事犯の被害に遭っていま
す。特にインターネットに関する被害が増加しており、画像
が一旦インターネット上に流出すれば、画像のコピーが繰り
返され、そのすべてを回収することは大変難しく、被害児童
の苦しみは将来にわたって続くことになります。
【被害実例】
★携帯電話のブログサービスで少女になりすました成人男
　性に裸の画像を送らされた。
★プロフィールサイトで知り合った男性から、裸の姿を撮影
　され、インターネット掲示板サイトに掲載された。
－子どもを児童ポルノ被害から守るためには？－

　　●インターネットを通じて送った
　　　写真は、半永久的に広まる可
　　　能性がある。
　　●女の子になりすまして裸の写
　　　真を送信させることがある。
　　●コミュニティサイトやゲームサ
　　　イトなど、アクセス可能なサイ
　　　トでも被害に遭う場合がある。

平成25年度「女性に対する暴力をなくす運動」
《実施期間　11月12日(火)から11月25日(月)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

★最寄りの警察署や警察本部警察安全相談コーナー
　＃9110　又は　☎092-641-4141

★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

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

●三筑校区安全・安心まちづくり推進協議会　(博　　多) 
●内橋一区ＧＰクラブ　　　　　　　　　　(粕　　屋)
●糸島遊技場組合　　　　　　　　　　　  (糸　　島) 
●三郎丸校区生活安全パトロール隊　　　　(小 倉 北)
●九州国際大学　 　　　　　　　　　　　 (八 幡 東)   
●市の間自治会老人部むつみ会　　　　　  (飯　　塚) 
●京町校区防犯協会　　　　　　　　　　  (久 留 米) 
●柳川市防犯協会 沖端支部　　　　　　    (柳　　川)

一 般 の 部　　　携帯に　心奪われ　見せるスキ　　　　 　　　　 大橋　伸次　(北九州市八幡西区)
高校生の部　　　下校中　見まもる笑顔　また明日　　　　  　　 坂口　   凛　(福岡県立嘉穂高校)
中学生の部　　　確かめよう　その手とその目で　二度チェック　　田中　陽彩　(柳川市立大和中学校)
小学校の部　　　身につけよう　防犯ブザーと　大きな声　　　　  鹿田亜沙妃　(大川市立三又小学校)　

●福岡市タクシー協会 東部会　　　  (東 福 岡)  
●南畑校区防犯対策協議会　　　　  (筑　　紫) 
●赤間地区コミュニティ運営協議会　(宗　　像)　
●田原校区生活安全パトロール隊　　(小 倉 南)　 
●小森江東校区自治連合会　　　　   (門　　司)　   
●直方市王子団地自治区公民館　　  (直　　方)
●古川校区コミュニティ協議会　　　(筑　　後)

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

和田　有加
(第一薬科大学)

平田　愛祐美
(精華女子高校)

野口　奨悟
(福岡舞鶴誠和中学校)

坂中　　愛
(大川市立大莞小学校)

防犯功労団体　15団体

振り込めと　来たら確かめ　子や孫に

(3)
ふくお かふくお か防 犯防 犯

(全国防犯協会連合会会長表彰 優秀賞)

(全国防犯協会連合会会長表彰  優秀賞)

児童ポルノから子どもを守ろう!!

対策①　フィルタリングを必ず利用しましょう。

対策②　保護者による適切な教育が必要です。

使用する際の約束を決めましょう！
●出会い系サイトには絶対アクセスしない。
●知らない人とはメール交換しない。
●プロフィールサイトや掲示板に個人を特定される情
　報は書かない。
●接続するサイトは、保護者が確認する。　等

危　

険　

性

約束を
守ろう！


