
主催者等あいさつ・表彰式

安全・安心 共感ステージ

防　犯　講　演
　主催者側から海老井副知事、樋口県
警本部長、井手福岡県防犯協会連合会
長のあいさつ、来賓として県議会から
野原警察委員会委員長によるあいさ
つがありました。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)

　精華女子高等学校吹奏楽部による演奏が行われました。同校
は、数々の輝かしい実績を持つ全国屈指の吹奏楽部です。
　参加者は、迫力あるすばらしい演奏に大きな拍手で応えていました。
　演奏終了後、吹奏楽部の代
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・標語等の展示
　防犯活動に活発に取組んでい
る団体等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。
　会場には、平成26年度全国地
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。

　ＮＰＯ法人さかいヒルフロント
フォーラム理事長 池﨑 守氏による
「人をつなぎ・世代をつなぎ～防犯を入口に
地域のまちづくり～」演題とした防犯講演が
行われました。防犯まちづくりに大切な「人の
繋がり・想いの
共有・活動の継
続」等について、
自らの活動事例
をもとに、わか
りやすく紹介さ
れました。

安全・安心 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、パネ
リストには日ごろから防犯活動に取り組んで
いる団体の代表者が活動事例等を紹介しなが
ら、地域防犯活動のすすめ方等について意見
交換をしました。
　参加者は、今後
の活動の参考にす
るため、真剣に聞
き入っていました。

防犯ボランティア交流会
　オープニング前に、㈱ステップ総合研究所 所長
及びNPO法人体験型安全教育支援機構代表理事 
清永奈穂氏をコーディネーターとして、防犯ボラン
ティア交流会を開催しま
した。各地域の代表者等
約50名が参加し、「子ど
もの安全を守る体験ト
レーニング」等を学びな
がら、交流を深めました。

「安全・安心まちづくり県民の集い ふくおか」の開催平成26年度
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あいさつで　守る地域と　子どもたち
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　平成26年度「安全・安心まちづくり県民の集い　ふくお
か」は、10月４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、「できることからはじめよう、安全で
安心なまちづくり」をテーマに開催されました。
　この「県民の集いふくおか」は、10月11日から始まる全
国地域安全運動の一環として、県、警察、防犯協会等の共
同開催で行われ、今回で８回目を迎えています。
　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、企業等から約600人が参加し、大きな
盛り上がりを見せました。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。
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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 心からお祝いを申し上げます
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盟表彰

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

秋元　正幸(飯　　塚)

安河内成一　(東 福 岡)
白川　周司　(行橋京都)

小倉南区防犯協会連合会　代表者　三郎丸正煕　(小 倉 南)　　  青葉校区防犯組合　代表者　救仁郷登喜男（東 福 岡）

御笠青色パトロール隊 　代表者　窪田　浩二　(筑紫野・太宰府)

山元　正俊　(糸　　島)
片村　　弘　(小 倉 北)

坂口　俊次　(宮　　若)
土谷　義一　(門　　司)

麻生　隆久　(う き は)
下川　三夫　(柳　　川)

防犯栄誉銅章　24名
丸田　睦生　(豊　　築)
三宅　　昭　(行橋京都) 
大熊　雅治　(博　　多) 
伊豆　弘子　(宗　　像) 
竹永健二郎　(博多臨港) 
永田健次郎　(戸　　畑) 

藤井　徳榮　(門　　司)
髙村　弘明　(大 牟 田) 
長澤雄之助　(東 福 岡) 
岩尾　新市　(八 幡 東) 
西兼　宏之　(折　　尾)
塚本　誠司　(飯　　塚)

川添　龍登　(糸　　島)
吉留　節子　(粕　　屋) 
舌間暉久男　(直　　方)  
奥村　芳幸　(中　　央) 
藤丸　正勝　(柳　　川)
平岡　聖教　(早良・城南) 

青沼　　誠　(久 留 米)
齋木　嗣憲　(筑紫野・太宰府)
金子　隆次　(春日・大野城・那珂川)
高宮　歳継　(八 幡 西)
山中　洋一　(八　　女)
中村　忠紀　(嘉　　麻)

防犯功労団体　２団体
博多遊技場防犯組合　代表者　間瀬　幸一　(博　　多)    自警団・和白東地域安全パトロール隊　代表者　松本多喜男　(東 福 岡)

那須　英仁　(糸　　島)
石山　　浩　(直　　方)
小林　貞和　(宗　　像)　

徳安　憲一　(博　　多)
境　　洋一　(大川大木)
太田　信幸　(八 幡 西)

防犯功労者　51名
田中　郁堂　(中　　央)　 栗山　信之　(中　　央)　　　 早川　英一　(中　　央)　　 　中野　敬己　(博　　多)
谷川日出子　(東 福 岡) 　合屋　善克　(東 福 岡)　　　 實渕　一也　(東 福 岡)　　 　安延　茂弘　(福 岡 南)
鶴田　満徳　(福 岡 南)　 松山　憲正　(早良・城南)　　　 平川　吉晴　(早良・城南)　　 　渡辺　貞夫　(早良・城南)
山手誠之助　(西 福 岡)　 平　　輝國　(春日・大野城・那珂川)  堀　寛太郎　(春日・大野城・那珂川）  高橋　道夫　(春日・大野城・那珂川）    
大田　重信　(筑紫野・太宰府)  東　　利雄　(筑紫野・太宰府)　　  三村　敏明　(筑紫野・太宰府)        井上　正人　(糸　　島)
西　　重兼　(糸　　島)　 柳瀬　幹雄　(宗　　像)　　　 松永　寛二　(宗　　像)　　 　白石喜久美　(宗　　像)  
福丸　清生　(小 倉 北)　 浅田　康雄　(小 倉 北)　　　 三井　勇策　(小 倉 南)　　 　福岡　　明　(小 倉 南) 
津留　光政　(八 幡 東)　 佐々木　實　(八 幡 西)　　　 黒岩　文人　(八 幡 西)　　 　小八重勝利　(折　　尾)
石川　智雄　(折　　尾)　 林　　秀樹　(折　　尾)　　　 島崎　伸良　(若　　松)　　 　山本　治美　(若　　松) 　　　 
笹本　正市　(戸　　畑)　 加藤　敏隆　(戸　　畑)　　　 金子　正治　(門　　司)　　 　塚本　照信　(門　　司)      
三善　見治　(飯　　塚)　 平尾　善二　(嘉　　麻)　　　 有田　忠之　(直　　方)　　 　松尾　健一　(直　　方)
末竹　久美　(田　　川)　 郷原　　誠　(久 留 米)　　　 中村　信嘉　(大川大木)　　 　橋爪　哲也　(八　　女)
倉田　　守　(柳　　川)　 佐田　輝喜　(柳　　川)　　　 徳永　久樹　(大 牟 田） 

山田　規雄(福 岡 南) 安東喜八郎(豊　　築) 中島　清秋(行橋京都)

見守りの　声が迎える　帰り道

(2) ふくお かふくお か防 犯防 犯

内山　知史　(行橋京都)
野田喜代實　(筑　　後)
吉村　桂二　(早良・城南）

藤江　龍夫　(小 倉 北)
泉　　博士　(大 牟 田)
金子　昌　　(春日・筑紫野・那珂川)隆隆一



～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、性的暴力等は、女
性の心身に深い傷を残す卑劣な犯罪です。
●ＤＶ事案は、あなた自身や子ども、親族、知人等に対する殺
　人、傷害等重大な事案に発展するおそれがあります。
●あなたに対する暴力が一旦おさまっても、再び暴力を振る
　われるケースも少なくありません。
●あなた自身やあなたの子ども、親族や知人等の生命、身体を
　守ることを考えなければなりません。
一人で悩まず、勇気を持って、警察や行政機関等に相談しま
しょう。

　クレジットカード盗難被害の原因で最も多いのは「車上ね
らい」によるものです。
　「車上ねらい」は、駐車場での被害が大半を占めています
が、最近では保育所や幼稚園へのお子様の送り迎えの際、短
時間の駐車時に被害に遭う事例が多く発生しています。

●至急警察に届けると同時
　に、クレジット会社へもご連
　絡下さい。（事前にお持ちの
　クレジットカード会社の会社
　名、連絡先を確認しておくと
　便利です。）
●連絡先がわからない場合
　は、各カード会社のホーム
　ページもしくは警察署・交番
　にお尋ね下さい。

平成26年度「女性に対する暴力をなくす運動」
《実施期間　11月12日(水)から11月25日(火)まで》

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
      ☎092-711-9874
　　(月～金曜９：00～17：15)  
　・福岡県配偶者からの暴力相談電話 ☎092-716-0424
　　(月～金曜17：15～24：00  土、日、祝９：00～24：00)
　・福岡市配偶者暴力相談支援センター ☎092-711-7030
　　(月、水、木、金曜10：00～17：00、火曜10：00～20：00)
　・北九州市配偶者暴力相談支援センター ☎093-591-1126
　　(火～金曜10：00～20：00、土・日曜10：00～17：00) 
　　木曜は17：00までの場合あり　

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

●警固校区防犯組合
●福岡工業大学コミュニティパトロール隊
●月の浦区防犯パトロール隊
●ごみゼロ青春探検隊いとしま
●中島校区生活安全パトロール隊
●ロイヤル警備保障株式会社
●白野江校区自治連合会
●上新入川西自治区公民館
●柳川市防犯協会 皿垣・有明支部
●一般社団法人 福岡県警備業協会

(中　　央)
(東 福 岡)
(春日・大野城・那珂川)
(糸　　島)
(小 倉 北)　
(八 幡 東)
(門　　司)
(直　　方)
(柳　　川)
(警察本部)

一 般 の 部　　　あいさつで　守る地域と　子どもたち　　　

高校生の部　　　スマホより　あなたの背後　気にかけて　　　

中学生の部　　　帰り道　「いつも」の道でも　気をつけて　　　

小学校の部　　　「かぎかけた？」　ぼくの一声　家守る　　　

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

津田　華澄
(九州産業大学)

野原　美咲
(真颯館高等学校)

福澤　麻衣
(春日市立春日南中学校)

梅﨑　遥菜
(大川市立木室小学校)

防犯功労団体　19団体

帰り道　「いつも」の道でも　気をつけて

(3)
ふくお かふくお か防 犯防 犯

福岡県クレジットカード犯罪対策協議会からのお知らせ

「車上ねらい」に注意しましょう！！
クレジットカードの盗難が多発！

★短い時間でも必ずカギをかけましょう。
★車内に貴重品を残さないようにしましょう。
★外から見える所に荷物を
　置かないようにしましょう。

「車上ねらい」の被害に遭わないように
次のことに注意しましょう！

もし、盗難に遭った場合は！

11月25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」です。

●博多金融機関防犯組合
●特定非営利活動法人 新宮みどりの会
●梅香苑区自治会
●葉山区防犯推進委員会
●葛原校区生活安全パトロール隊
●八幡西遊技業組合
●飯塚市鎮西地区青少年健全育成会
●羽犬塚校区安全で安心できる
　まちづくり推進協議会
●福岡県警友会 大牟田支部

(博　　多)
(粕　　屋)
(筑紫野・太宰府)
(宗　　像)
(小 倉 南)　
(八 幡 西)
(飯　　塚)

(筑　　後)
(大 牟 田)

小川　　清　(福岡市東区)

德永日向子　(北九州市立戸畑高等専修学校)

堀　　雅子　(北九州市立曽根中学校)

末兼　悠嗣　(朝倉市立朝倉東小学校)


