
防犯活動功労者・団体表彰
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た方々　　　　　　　　　　　(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

防犯栄誉金章  ５名

防犯栄誉銀章　10名

防犯功労団体　１団体

竹之内　忠(東福岡)

吉村　義美(博　多)
垰岡　昌秀(直　方)

久留米市東部地区防犯協会連絡協議会　代表者　猪飼　廣幸(久留米)

金子　昌隆(春日・大野城・那珂川)
清藤　和彦(添田大任)

那須　英仁(糸　島)
髙田　龍介(八　女)

田中　正男(糸　島)
境　　洋一(大川･大木)

矢野　郁子(福岡南) 小田切　勇(早良･城南) 竹ノ上時美(戸　畑) 川端　知之(飯　塚)

太田　信幸(八幡西)
島添　　勝(柳川・みやま)

はじめよう！「ながら防犯」活動

～「ながら防犯」とは～
　「仕事、通勤、通学、買い物、ウォーキング、
ジョギング、犬の散歩、花の水やり」などの
日常の生活行動の中に、防犯の視点を取り入
れて、地域の「異変、異常、危険箇所」に気づき、
それを防犯や交通安全等の活動に関わる人に
伝えることで、犯罪を未然に防ぐ一連の行動
を「ながら防犯」と呼びます。

家に居ながら
●家の中からや、花の水やり、庭掃除等を
しながら、登下校中の子ども達を見守
りましょう。

外で移動しながら
●通勤、通学、買い物、ウォーキング、ジョ
ギング、犬の散歩をしながら、子ども達
や地域を見守りましょう。

趣味や特技を楽しみながら
●犬の散歩（わんわんパト）
愛犬のリードや腕章に「わんわんパト
ロール」と表示して活動しています。

●ランニング（パトラン）
お揃いの「パトラン」ロゴ入りＴシャツ
を着用して活動しています。

●ウォーキング（パトウォーク）
パトロールカードを首にかけたり、防犯
腕章を着けたりして活動しています。
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ありがとう　地域を守る　防犯ボランティア！
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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

防犯功労者　12名

功労ボランティア団体　１団体
日本通運株式会社 福岡海運支店 　代表者　宮原　照久(博多臨港)

防犯栄誉銅章　30名
田中　郁堂（中　央）
石橋　孝志（福岡南）
東　　利雄（筑紫野・太宰府）
橋本　清実（博多臨港）
嶋田　正之（八幡西）
星野　　哲（田　川）

野村　明男（中　央）
石橋　正照（早良・城南）
社家間義旦（糸　島）
甲斐　幸子（小倉北）
篠原廣一郎（折　尾）
郷原　　誠（久留米）

中野　敬己（博　多）
内川　義則（西福岡）
友尾　静正（糸　島）
仲摩　重利（小倉北）
安部　俊輝（若　松）
吉瀨　　充（うきは）

今村　靖彦（東福岡）
戸渡　　慧（春日・大野城・那珂川）
松永　寛二（宗　像）
村内　　実（小倉南）
國信　正行（門　司） 
園田　千春（八　女）

髙原　清美（東福岡）
中村　建治(春日・大野城・那珂川)
林　　隆雄（朝　倉）
中尾　秀壽（八幡東）
松尾　健一（直　方）
徳永　久樹（大牟田）

防犯功労団体　２団体
柴刈校区青少年健全育成協議会　代表者　小林　一成(うきは)
鍛冶町・堺町を明るくする会　　  代表者　林　　　強(小倉北)

吉留　節子（粕　屋）
惠藤　亘康（門　司）
山下　喜文（八　女）

齋木　嗣憲（筑紫野・太宰府）
舌間暉久男（直　方）
藤丸　正勝（柳川・みやま）

防犯功労者　53名
山下　　博（博　多）
的野　髙幸（福岡南）
富田　荘一（西福岡）
松延　光幸（筑紫野・太宰府）
野津　保弘（小倉北）
遠藤　一吉（八幡西）
佐藤　敦男（若　松）
尾崎　　喬（行橋京都）
鐘ヶ江順市（久留米）
馬場　　猛（八　女）

山口　　毅（博　多）
廣木　勝弘（福岡南）
湯浅　尊臣（西福岡）
柴田　朋彦（春日・大野城・那珂川）
米谷　元則（小倉北）
善明　勝之（八幡西）
菊池　文生（若　松）
長谷川志朗（門　司）
草場　信行（久留米）
永島　幸夫（大川･大木）

山口　敏光（中　央）
楠本　靖子（東福岡）
永田　詳二（早良・城南）
西村　弘幸（春日・大野城・那珂川）
凌　　明利（糸　島）
梅田　悦夫（八幡東）
永添冨士男（折　尾）
垣田　宣春（門　司）
早谷　克粘（田　川）
中村　征一（筑　後）
日高　敬三（大牟田）

福田　眞也（中　央）
藤本　俊房（東福岡）
山崎　　剛（早良・城南）
秋枝　惠美（春日・大野城・那珂川）
白水　典樹（糸　島）
丹村　賢一（小倉南）
山本　節治（折　尾）
渡邉　　登（戸　畑）
永冨　允生（直　方）
松門寺貴規（うきは）
成清　法作（柳川・みやま）

小山　　毅（中　央）
青木　直哉（東福岡）
白坂　友志（早良・城南）
柴田　正昭（西福岡）
木下慶次郎（筑紫野・太宰府）
安東　吉松（小倉南）
池田　久紀（折　尾）
加藤　良征（戸　畑）
和田　伸一（直　方）
関　　教幸（久留米）
梅﨑　博文（柳川・みやま）

中村登志雄（早良・城南）
岩男　　學（若　松）
田中　洋右（筑　後）

棚田　正憲（博　多）
徳安　正大（糸　島）
青沼　　誠（久留米）

●高宮校区防犯組合
●花鶴パトロール隊
●前原校区｢ぬくもりネットワーク｣
●貫校区生活安全パトロール隊
●行橋京都安全まちづくり推進協力会
●鎮西花園会
●下妻校区コミュニティ協議会
●中島物産株式会社

(中　央)
(粕　屋)
(糸　島)
(小倉南)
(行橋京都)
(田　川)
(筑　後)
(大牟田)

●冷泉防犯組合
●惣利地区犯罪抑止プロジェクトチーム
●ひかりヶ丘福祉会
●大蔵第三自治区会
●若菜校区若菜っ子見守り隊
●久留米地区金融機関防犯連絡協議会
●大川信用金庫

(博　多)
(春日・大野城・那珂川)
(宗　像)
(八幡東)
(飯　塚)
(久留米)
(大川･大木)

●青葉中学校生徒会
●吉松区自治会
●北小倉校区生活安全パトロール隊
●松ヶ江北校区自治連合会
●室木小学校区育成部会
●のぞみが丘･三国校区｢ついで隊｣
●柳川遊技場組合

(東福岡)
(筑紫野・太宰府)
(小倉北)
(門　司)
(直　方)
(小郡･大刀洗)
(柳川･みやま)

防犯功労団体　22団体

学生防犯ボランティア団体 ２団体

全国地域安全運動公募ポスター・標語の本県最優秀作品福岡県防犯協会連合会会長表彰

●福岡大学「ななくま元気にするっ隊」（福岡市）　 ●久留米工業大学「輪導」（久留米市）

※紙面の都合で一部名称を簡略しています。

栁原　亜友
（九州産業大学１年）

防犯は  ひとりの目より
みんなの目

原田祥二郎(田川市)

工藤　愛果
（小倉商業高校３年）

ちゃんと見て
画面じゃなくて　子の姿

上荷田優貴(福岡女子商業高校３年)

松本　愛衣
（春日南中学校３年）

声かけと　笑顔でつながる
町づくり

柴田　真拓(岡垣東中学校２年)

立野ナナネ
（田口小学校６年）

青パトで　みんなの生活
青信号

古賀　大毅(川口小学校６年)

パスワード　使い回しは　危険です！
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児童相談所全国共通ダイヤル：189（いちはやく）
　●24時間対応（匿名可）
　●緊急の場合は、近くの警察署又は110番

●子供の泣き声や、保護者等の
　怒鳴り声が聞こえる 
●子供の身体や衣服が、不衛生
　で汚れている 
等は、虐待のサインかも知れません。 
　「虐待かも」⇒すぐ児童相談所、警察又は市町
村に連絡を⇒子供たちの救助につながります。

子供を虐待から守リましょう！

●児童ポルノ事犯の被害児童数(昨年中、福岡県)
　85人(前年比＋26人)…５年前の３倍以上
◆子供の性被害は絶対に許され
　ない！
◆子供を守るのは大人の責任！

◆これは、ソフトウェアを購入させる手口です。
◆カード番号を入力しては、いけません。
◆表示された電話番号にかけても、いけません。
◆直ちに、画面を閉じましょう。
◆不安や疑問を感じた場合は、相談しましょう。

　インターネットを利用
中、「あなたのパソコンが
危険にさらされている」と
いう警告表示の後、セキュ
リティ対策ソフトが提示され、クレジット
カード番号の入力画面になった場合は？

ＳＴＯＰ！ 子供の性被害
　　　　～ＮＯ！ 児童ポルノ～

♯9110（警察総合相談電話）や
最寄りの警察署等にご相談ください。

ニセ警告画面にダマサレナイで！

狩猟期間中の事件事故を防ごう！

アブナイ！

福岡県消費生活センター（☎092-632-0999）

等は、虐待のサインかも知れません。 

女性に対する暴力をなくす運動
11月12日(月)～11月25日(日)

酒・タバコ　二十歳になるまで　禁止です！ 
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●狩猟期間　H30.11.15～Ｈ31.２.15
　（銃による鹿、猪猟は、H30.11.１～Ｈ31.３.15）
●猟銃等を使用するときは、周囲をよく確認する
●銃や弾を車の中に放置しない
●山や川等で行動する方は、銃声の
　する方向には近づかない
など、十分注意してください。

相談窓口

責 任

警告

STOP DV！

古物営業法が変わります！！

被害にあったら迷わず通報・相談!

11月25日は女性に対する暴力撤廃国際日

　あなた自身やあなたの周りの人を守るた
め、ひとりで悩まず、早めに警察や行政機関
に相談しましょう。

●本年４月25日に公布され、２年以内に政令
で定める日から施行されます。
●主たる営業所又は古物市場がある都道府
県公安委員会の許可を受ければ、他の都道
府県に営業所等を設置する場合は届出と
なりました。

緊急時はすぐに110番を！

●福岡県あすばる女性相談ホットライン
　☎092-584-1266（９時～17時）
　　（金曜日は18時～20時30分も対応）

●福岡県配偶者からの暴力相談電話
　☎092-663-8724  
　　（月～金曜の17時～24時）          
　　（土日祝日の９時～24時）

古物営業法の一部を改正する法律について

●営業制限の見直し  ●簡易取消し制度の新設
●欠格事由の追加　が施行されます。

法律の一部は、本年10月24日から施行

　既に古物営業の許可を受けている方は、
◆本年10月24日から法律の施行前まで
に、主たる営業所等の届出を行う必要が
あります。
◆届出をしないと許可が失効します。

詳しくは福岡県警ホームページの生活安全
部生活保安課のコーナーをご覧ください。

届出に！

　　（月～金曜の17時～24時）          


