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 くつろぐ、遊ぶ、学ぶだけではなく、
 働く、健康になる、夢中になる、年を重ねる…。
 住まう人の生き方や、変わりゆく価値観に寄り添い、
 その時々に最善の答えをデザインし、お届けする。
 家は人生の喜びや幸せを叶え続けられる場所だから。
 「家は生きる場所へ。」

℡092-473-5156 fax092-473-5175
〒812-0006 福岡市博多区上牟田2-11-24

www.daiwahouse.co.jp
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　　　　　　　　　明けましておめでとうございます。皆様には健やかに新年をお迎えのこととお慶び
申し上げます。また、犯罪のない安全で安心な街づくりに献身的なご尽力をされておられることに改めて
敬意を表しますとともに、平素から当連合会及び各地区防犯協会に多大なご理解・ご支援をいただいて
おりますことに、深く感謝を申し上げる次第です。
　さて、現在県下では、防犯ボランティア約２，０００団体と青パト約１，９００台を中心に、新型コロナウイ
ルス感染者が増減を繰り返す中、マスクの着用、三密の回避等、感染対策に配意されながら、防犯パト
ロールや見守り活動、ながら防犯活動等の地域安全活動が継続的に行われているところでありますが、
昨年、減少を続けていた刑法犯の認知件数は増加に転じております。
　また、ニセ電話詐欺は認知件数・被害額ともに前年を上回り、その手口も多様化しており、性犯罪や子
供を狙った犯罪も後を絶たないことや防犯ボランティアの高齢化及びコロナ禍における活動の推進な
ど課題も多く、防犯活動により一層の創意工夫が必要となっております。
　当連合会では、引き続き県や県警察、各地区防犯協会などと連携し、防犯ボランティアの活動拡大や
コロナ禍においても継続できる防犯活動に取り組むなど、安全で安心な福岡県の
実現を目指し、公益法人としての使命と責任を果たして参る所存でありますので、
本年も皆様のなお一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。
　結びに、皆様の益々のご健勝とご多幸並びに各地区防犯協会の更なる
ご発展を祈念申し上げまして、新年の挨拶といたします。

謹 賀 新 年
～安全で安心な福岡県の実現に向けて～

会　長　　荒 牧 智 之
公益社団法人 福岡県防犯協会連合会

撮影者 櫻木治文
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【豊築】警友会等と協働で年金支給日に
金融機関前でニセ電話詐欺被害防止
キャンペーンを実施。特殊詐欺防止ミニ
のぼり旗を作成し金融機関等に贈呈。

【うきは】ラグビーチームＬｅＲＩＲＯ福岡
と協働でチームマスコットキャラクター
デザイン入りの防犯ブザーを作成。管
内２高校の女子生徒全員に贈呈。

【筑後】勤労感謝の日に幼稚園や保育園の
園児から警察署と駐在所に感謝の花束が
贈られた。園児らにはいかのおすし折り
紙や防犯グッズを交付して注意喚起。

【大牟田】大牟田市内の幼稚園で防
犯教室を開催。不審者対応や誘拐被
害防止対策として大声大会を実施
し、園児と職員らの防犯意識を高揚。

【飯塚】「鎮西竜王祭り」に参加しニセ電
話詐欺被害防止キャンペーンを実施。
パトカー乗車体験や啓発チラシ配布、
まっ太フォン貸出しを行い注意喚起。

【直方】「電話でお金はすべて詐欺」の椅子
カバーを作成して病院内の待合室、血圧
測定の椅子及び送迎バスの座席等に設置
して病院を利用する高齢者に注意喚起。

【戸畑】戸畑工業高校と協働して同校正門
前で自転車盗難防止啓発チラシとワイ
ヤー錠を自転車通学生徒に配布。防犯協会
理事会でニセ電話詐欺の防犯講話を実施。

【中央】自転車盗増加のため、天神自転車
駐輪場で多くの利用者に防犯チラシとワ
イヤー錠を配布して注意喚起。県警音楽
隊と協働し管内保育園で防犯教室開催。

【早良】警友会と協働で増加傾向にある
自転車盗難及びひったくり被害防止キャ
ンペーンを実施。自転車反射キーホル
ダーと啓発チラシを配布して注意喚起。

【八幡東】起業祭で県警音楽隊と協働
して防犯キャンペーンを実施。音楽隊
による演奏演技とニセ電話詐欺被害
防止の寸劇を行い市民に注意喚起。

【折尾】自転車盗難防止対策でＪＲ駅駐輪
場６ヶ所の無施錠自転車に「自転車盗多
発警戒中」の注意カードを置き、自転車利
用者にワイヤー錠を配布して注意喚起。

【筑紫野･太宰府】筑紫野市と協働し市制
50周年記念行事で防犯ブザーのデコレー
ション、いかのおすし折り紙教室を開催。
寸劇「詐欺に注意」を披露して注意喚起。

いかのおすし

まっ太フォン

いかのおすし
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頑張っています
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◆西部７校区防犯推進連絡協議会◆
(活動地区～福岡市西区西部地区)

◆スターコーンＦＭ◆
(活動地区～行橋市・京都郡・豊前市・築上郡)

　私達の団体は、福岡市西区の西部７校区が一体

となり「犯罪のない安全安心なまち西区の実現」

を目指して、校区住民の自主防犯意識の醸成と子

供や女性を狙った性犯罪等を根絶するという強

い思いから、７校区合同で活動をしています。

　主な活動は、青パトを併用しての

● 児童・生徒の登下校時の見守り

● 校区の危険個所パトロール

活動を行っています。

　今後も、校区や各種団体の垣根を越えた活動で、

地域の底力を発揮し、安全で安心して生活が出来

る西部７校区のために頑張ります。

　当局は、平成１２年に開局し今年で２４年目に
なり、地域の安全安心を守るという使命感の元、
女性３名で京築地域に密着した幅広い情報を発
信しています。放送エリアは、京築地区を中心
に、北九州市や田川郡の一部で、そのエリアの人
口は約２５万人です。
　現在、毎週「京築ポリスの１１０番情報」など
のコーナーで、行橋警察署や豊前警察署の警察
官に生出演してもらい、事件事故の情報や詐欺
などの被害防止対策情報を一緒にお届けする
活動をしています。
　今後も、地域の皆様が安全で安心して暮らせ
ますように、警察とタイアップして情報発信を
していきます。

みんなでながら防犯しよう！

な　が　ら　防　犯 

　日常生活の中に防犯の視点を取り入れる「な
がら防犯」活動を推進するため、オンライン啓発
番組を配信します。
　企業・団体の「ながら防犯」活動事例の紹介や、
大学生対抗の防犯クイズ大会など、いつでもだ
れでも実践できる「ながら防犯」について楽しく
学べる内容となっています。
　皆さん、是非ご覧ください！

福岡ながラ！防犯ＳＨＯＷを開催! !

YouTubeライブ配信！

詳しくは
コチラ▼

福岡県の安全・
安心まちづくり
ホームページ

● 日　時　令和５年１月２２日（日）１４時～
● 主　催　令和４年度ながら防犯
　　　　 　　啓発イベント実行委員会
● Ｍ　Ｃ　 岡澤アキラ、福山芽以

１月10日は １１０番の日!
☎　110番は事件･事故の緊急通報専用電話です。
●　事件・事故にあった。
●　事件・事故を目撃した。
●　もめごとになっている。
●　 不審者がいる。
●　バスの青ランプ(非常灯)
　が点灯している。
こんな時は、迷わず110 番通報してください！
☎　緊急以外の事案や相談・要望などは、
　　　＃9110（相談受理専用電話）
　又は最寄りの警察署に、おかけください！
☎　言葉や耳が不自由な方には、
　● 110番アプリシステム（110 番アプリで検索）
　● ファックス110 番 （092-632-0110）
　がご利用いただけます。
※ 令和4年10月から、110番映像通報システムの
試行運用が開始されました。
　　 音声だけでは把握が難しい事件や事故等の現
場状況をスマートフォンやタブレット端末のカメ
ラ機能で映像･画像を送信できるシステムです。
　１１０通報の際、映像通報を依頼する場合
　があります。 《ご協力お願いします！》

 

落ち着いて、
場所を明確に
伝えましょう

新年のごあいさつ

福岡県警察本部長　　岡 部 正 勝

　新年あけましておめでとうございます。
　県民の皆様には、平素から警察活動の各般にわたり御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症による影響が続く中、防犯ボランティアを始めとした地域の皆様方
には、子供の見守り活動や犯罪予防のための各種活動を継続していただき、改めて感謝申し上げます。
　さて、本県の犯罪情勢につきましては、刑法犯認知件数のピークとされる平成１４年と比べ、８割以上減
少するなど、一定の改善が見られるところです。
　しかしながら、昨年は自転車盗が増加したこともあり、平成１５年から１９年連続で減少していた刑法犯
認知件数が増加に転じております。
　さらに、子供や女性が被害者となる犯罪が依然として発生しているほか、高齢者を対象としたニセ電話
詐欺の認知件数・被害額がともに増加するなど、厳しい情勢が続いております。
　県警察では、県民の皆様が安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指し、地域、自治体、学校、
企業等と連携しながら、「性犯罪の根絶」や「ニセ電話詐欺対策の強化」を
始めとした各種対策に取り組んでまいります。
　結びに、皆様方の御多幸と御健勝を祈念いたしまして、新年のあいさつと
させていただきます。

明けましておめでとうございます
（公社）福岡県防犯協会連合会 賛助会員一同

私たちは地域の安全・安心なまちづくり活動を応援しています。 本年もよろしくお願いします。

芦屋町競艇事業局ボートレース芦屋
イオンショッパーズ福岡店
㈱井筒屋
伊藤権次郎商店
岩崎建設㈱
㈱岩田屋三越
Enazeal㈱
㈱ＦＣＣテクノ
㈱オーレック
回胴式遊技機商業協同組合九州・沖縄支部
九州電力㈱
九州遊技機商業協同組合
㈱九電工
キリンビール㈱福岡工場
西部ガスホールディングス㈱
佐川急便㈱
サンエス技研㈱福岡営業所
ＪＲ九州リテール㈱
㈱ＪＲ博多シティ
(一社)自転車安全対策協議会
㈱昭和マーケティングシステムズ
㈲新生社
新日本法規出版㈱
セキスイハイム九州㈱
㈱ダイケン
大商印刷㈱
㈱たいよう共済福岡支店

大和ハウス工業㈱福岡支社
太宰府天満宮
筑紫ガス㈱
筑紫小売酒販組合
㈱筑邦銀行
㈱津田総合企画
鉄鋼処理産業㈱
デンカ㈱大牟田工場
ＴＯＴＯ㈱
㈱ドッグエンタープライズ
㈱にしけい
㈱西日本シティ銀行
西日本鉄道㈱
西日本電信電話㈱九州支店
(一社)日本アミューズメント産業協会福岡県本部
日本たばこ産業㈱福岡支社
(一社)日本二普協 福岡県二輪車普及安全協会
ニューヨーク･エボリューション㈱
NEXUS㈱スーパーＤ‘ステーション
　福岡本店・伊都店・筑紫野店
NEXUS㈱Ｄ‘ステーション福重店
㈱パイロットコーポレーション九州支店
博多辛子めんたい協同組合
㈲博多屋事務器
㈱はせがわ
㈲ぴぃおんシステム
㈱ビデオシステム
㈱ヒロカネ

㈱福岡銀行
福岡県カラオケスタジオ防犯協会
福岡県クレジットカード犯罪対策連絡協議会
(一社)福岡県警備業協会
(一財)福岡県交通安全協会
福岡県公認ボウリング場協会
福岡県ゴルフ場暴力団等排除・防犯連絡協議会
福岡県コンビニエンスストア等防犯協議会
(一社)福岡県指定自動車学校協会
福岡県自転車軽自動車商協同組合
福岡県商工会連合会
(公社)福岡県宅地建物取引業協会
(NPO)福岡県防犯設備士協会
福岡県麻雀業組合連合会
福岡県遊技業防犯協力会連合会
(一社)福岡県料飲業生活衛生組合連合会
福岡商工会議所
㈱福岡中央銀行
Matsuo Sangyo㈱
㈱マツザキ
三井化学㈱大牟田工場
㈱都屋
宮地嶽神社
美和ロック㈱九州支店
㈱ムーンスター
明治安田生命保険(相)
㈱山口油屋福太郎
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　● ファックス110 番 （092-632-0110）
　がご利用いただけます。
※ 令和4年10月から、110番映像通報システムの
試行運用が開始されました。
　　 音声だけでは把握が難しい事件や事故等の現
場状況をスマートフォンやタブレット端末のカメ
ラ機能で映像･画像を送信できるシステムです。
　１１０通報の際、映像通報を依頼する場合
　があります。 《ご協力お願いします！》

 

落ち着いて、
場所を明確に
伝えましょう

新年のごあいさつ

福岡県警察本部長　　岡 部 正 勝

　新年あけましておめでとうございます。
　県民の皆様には、平素から警察活動の各般にわたり御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症による影響が続く中、防犯ボランティアを始めとした地域の皆様方
には、子供の見守り活動や犯罪予防のための各種活動を継続していただき、改めて感謝申し上げます。
　さて、本県の犯罪情勢につきましては、刑法犯認知件数のピークとされる平成１４年と比べ、８割以上減
少するなど、一定の改善が見られるところです。
　しかしながら、昨年は自転車盗が増加したこともあり、平成１５年から１９年連続で減少していた刑法犯
認知件数が増加に転じております。
　さらに、子供や女性が被害者となる犯罪が依然として発生しているほか、高齢者を対象としたニセ電話
詐欺の認知件数・被害額がともに増加するなど、厳しい情勢が続いております。
　県警察では、県民の皆様が安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指し、地域、自治体、学校、
企業等と連携しながら、「性犯罪の根絶」や「ニセ電話詐欺対策の強化」を
始めとした各種対策に取り組んでまいります。
　結びに、皆様方の御多幸と御健勝を祈念いたしまして、新年のあいさつと
させていただきます。

明けましておめでとうございます
（公社）福岡県防犯協会連合会 賛助会員一同

私たちは地域の安全・安心なまちづくり活動を応援しています。 本年もよろしくお願いします。

芦屋町競艇事業局ボートレース芦屋
イオンショッパーズ福岡店
㈱井筒屋
伊藤権次郎商店
岩崎建設㈱
㈱岩田屋三越
Enazeal㈱
㈱ＦＣＣテクノ
㈱オーレック
回胴式遊技機商業協同組合九州・沖縄支部
九州電力㈱
九州遊技機商業協同組合
㈱九電工
キリンビール㈱福岡工場
西部ガスホールディングス㈱
佐川急便㈱
サンエス技研㈱福岡営業所
ＪＲ九州リテール㈱
㈱ＪＲ博多シティ
(一社)自転車安全対策協議会
㈱昭和マーケティングシステムズ
㈲新生社
新日本法規出版㈱
セキスイハイム九州㈱
㈱ダイケン
大商印刷㈱
㈱たいよう共済福岡支店

大和ハウス工業㈱福岡支社
太宰府天満宮
筑紫ガス㈱
筑紫小売酒販組合
㈱筑邦銀行
㈱津田総合企画
鉄鋼処理産業㈱
デンカ㈱大牟田工場
ＴＯＴＯ㈱
㈱ドッグエンタープライズ
㈱にしけい
㈱西日本シティ銀行
西日本鉄道㈱
西日本電信電話㈱九州支店
(一社)日本アミューズメント産業協会福岡県本部
日本たばこ産業㈱福岡支社
(一社)日本二普協 福岡県二輪車普及安全協会
ニューヨーク･エボリューション㈱
NEXUS㈱スーパーＤ‘ステーション
　福岡本店・伊都店・筑紫野店
NEXUS㈱Ｄ‘ステーション福重店
㈱パイロットコーポレーション九州支店
博多辛子めんたい協同組合
㈲博多屋事務器
㈱はせがわ
㈲ぴぃおんシステム
㈱ビデオシステム
㈱ヒロカネ

㈱福岡銀行
福岡県カラオケスタジオ防犯協会
福岡県クレジットカード犯罪対策連絡協議会
(一社)福岡県警備業協会
(一財)福岡県交通安全協会
福岡県公認ボウリング場協会
福岡県ゴルフ場暴力団等排除・防犯連絡協議会
福岡県コンビニエンスストア等防犯協議会
(一社)福岡県指定自動車学校協会
福岡県自転車軽自動車商協同組合
福岡県商工会連合会
(公社)福岡県宅地建物取引業協会
(NPO)福岡県防犯設備士協会
福岡県麻雀業組合連合会
福岡県遊技業防犯協力会連合会
(一社)福岡県料飲業生活衛生組合連合会
福岡商工会議所
㈱福岡中央銀行
Matsuo Sangyo㈱
㈱マツザキ
三井化学㈱大牟田工場
㈱都屋
宮地嶽神社
美和ロック㈱九州支店
㈱ムーンスター
明治安田生命保険(相)
㈱山口油屋福太郎


