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謹  賀  新  年

　新年明けましておめでとうございます。
　会員の皆さんには、希望に満ちた新年をお迎えのことと心からお慶びを申し上げます。
　また、平素から犯罪や事故のない安全で安心な地域社会づくりにご理解とご協力をいただき深く感謝申し上げます。
　さて、昨年を振り返りますと、甚大な被害をもたらした東日本大震災、そして台風による大水害など、大きな困難
に直面した年でありました。
　しかしながら、こうした試練の中で、被災された方々や全国の皆さんがお互いに支え合い、助け合うという「地
域の絆」の力をあらためて実感した年でもありました。
　現在、県内では防犯ボランティア団体を中心とする多くの皆さんが、「地域の安全は地域で守る」を合い言葉
に、子どもの見守り活動や防犯パトロール活動、暴力団排除活動などに熱心に取り組まれています。皆さんの活
動により、県内の犯罪認知件数は、平成15年以降、９年連続で減少しており、まさに「地域の絆」の成果であると考
えています。
　また、安全で安心な地域社会づくりには、暴力団の撲滅は不可欠です。県では、昨年９月に福岡県暴力団排除
条例を改正し、青少年への有害行為が行われた場合の暴力団事務所の使用制限や廃止、不当要求を受けた場
合の建設工事関係者の県への通報義務など新たな措置を盛り込みました。全国で最も厳しい条例となった本条
例を本年２月より施行し、暴力団排除の取り組みを推進してまいります。
　県防犯協会連合会におきましても、地区防犯協会をはじめ関係機関・団体、地域の皆さんと協働して、犯罪のない、
安全・安心な地域社会の実現に向け、取り組んでまいりますので、なお一層のご支援とご協力をお願い申し上げます。
　皆さんのご多幸とご健勝、そして本年が希望に満ちた明るい年になることを祈念いたします。

防犯防犯ふくおかふくおか
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「犯罪のない、安全・安心な地域社会の実現」に向けて
社団法人福岡県防犯協会連合会会長

福岡県知事　　小　川　　洋
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福岡県防犯協会連合会賛助会
新年のお祝いを申し上げます
賛助会員は、「安全で安心して生活できる福岡県」の実現に向けて、
地域安全活動を応援しています。本年もよろしくお願いします。　〔順不同〕

九州電力㈱                      
西日本鉄道㈱
㈱福岡中央銀行
㈱岩田屋三越
㈱福岡銀行 
㈱博多大丸
㈱ダイエー
美和ロック㈱九州支店
㈳福岡県指定自動車学校協会
日本たばこ産業㈱福岡支店
福岡県自転車軽自動車商協同組合
セントラル印刷㈱
福岡県麻雀業組合連合会
岩崎建設㈱
福岡県コンビニエンスストア等

防犯協議会
福岡県ボウリング場協会
㈱西日本シティ銀行
西部ガス㈱
㈳福岡県料飲業生活衛生組合連合会
㈳福岡県警備業協会

福岡県遊技業防犯協力会連合会
㈱にしけい
福岡県サウナ防犯協議会
九州遊技機商業協同組合
㈱セキュリティハウス福岡
西日本電信電話㈱福岡支店
ＮＰＯ法人福岡県防犯設備士協会
福岡県二輪車安全普及協会
大商印刷㈱
サンエス技研㈱福岡営業所
児島洋紙㈱
㈱ビデオシステム
㈲鍵のポリスマン
白木メディア㈱
福岡県クレジットカード犯罪対策

連絡協議会
㈶福岡県交通安全協会
㈲ぴぃおんシステム
㈱九電工　　　
宗像大社
宮地嶽神社

太宰府天満宮
㈱トータルキーステーション福岡
筑紫小売酒販組合
筑紫ガス㈱
福岡県ゴルフ場防犯協会
キリンビール㈱福岡工場
芦屋町競艇事業局ボートレース芦屋
ＴＯＴＯ㈱
㈱井筒屋
ニューヨーク・エボリューション㈱
㈱ムーンスター
㈱ブリヂストン
㈱筑邦銀行
㈱オーレック
九州システム産業㈱
三井化学㈱大牟田工場
電気化学工業㈱大牟田工場
松尾産業㈱
㈱たいよう共済福岡支店
㈳福岡県宅地建物取引業協会
㈱昭和マーケティングシステムズ
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「地域の絆」を拡げ　力を合わせて　安全・安心まちづくり

(2) 防犯 ふくおか防犯 ふくおか

新年のごあいさつ

福岡県警察本部長　　菱　川　雄　治

　新年明けましておめでとうございます。
　平成24年の年頭に当たり、健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　また、皆様には、平素から警察のよき理解者として、警察活動の各般にわたり深いご理解とご支援をいただいて
おりますことに対し心からお礼申しあげます。
　さて、県警察では、誰もが犯罪被害に遭う不安を感じることなく、安全で安心して生活できる社会の実現に向け、
多くの県民の皆様と共に「犯罪の起きにくい社会づくり」を推進しております。その結果、若い世代や事業者の方々
のお力を得て防犯ボランティアの裾野が拡大するともに、小売業界主導による万引き防止対策の強化や住宅
メーカーによる防犯配慮型集合住宅の促進、さらには自治体等による防犯カメラの設置など確実にその取組は
社会全体に浸透しつつあります。
　これらの成果につきましては、県民の皆様が自らの手で安全・安心を確保すべく地道に取り組んでいただいて
いることによるものであり、深く敬意と謝意を表するものであります。
　しかしながら、県内では、暴力団によるものと見られる大手企業幹部宅に対する連続爆発物使用事件や会社役
員に対する拳銃使用殺人事件、道仁会・九州誠道会の対立抗争事件等の凶悪な暴力団犯罪の続発や飲酒運転
の横行、性犯罪の多発など、依然として県民の不安を掻き立てる犯罪が後を絶たず、真に県民が安全・安心を実
感できる治安の改善は、いまだ道半ばにあるといわざるを得ません。
　特に、県下に根深くはびこる「暴力団」、「飲酒運転」、「性犯罪」は、福岡県の三悪ともいうべき本県の重大な治
安課題であり、その根絶なくして、安全・安心な福岡県の実現はあり得ず、県警察では全力を傾注してこれらの治
安課題に取り組んでまいる所存であります。
　また、これら大きな課題の解決には、地域防犯ボランティアの皆様をはじめ、企業、ＮＰＯ、自治体、他の行政機
関等との連携・協働が不可欠であります。　　　　　
　今後とも、警察と共に安全で安心して生活できる社会の実現を目指し、犯罪や事故の「予防・未然防止」のため
の各種対策をより一層展開していただきますようお願い申し上げます。
　終わりに、皆様のご多幸とご健勝を心から祈念いたしまして、新年のご挨拶といたします。



 ★事例

　インターネットのアダ
ルトサイトで無料の画
像をダウンロードしよ
うとクリックしたら、突
然「登録ありがとうござ
いました。登録料９万円
です。３日以内に下記口
座へ振り込んでください。」と表示され、再起動しても
請求画面が消えない。その上、「貴方のＩＰアドレスは
○○、プロバイダー名は××」と表示された。無料と表
示があったのでクリックしただけ、どうしたらよいの
か分からない。

  ★アドバイス
●ワンクリックしただけで契約内容の確認をしていな
　いし、事業者からの承諾通知も届いていないので契
　約は成立していません。請求された登録料を支払う
　必要はありません。
●問い合せ先へは、絶対に連絡しない。かえって相手
　に個人情報を与えることになります。
●ＩＰアドレスやプロバイダー名から個人を特定するこ
　とはできません。
●張り付いた請求画面は、情報処理推進機構のホー
　ムページの情報セキュリティ安心相談窓口
　 (http://www.ipa.go.jp/security/anshin)
　で削除方法を無料で紹介しています。
●興味本位で内容を確認せず、安易にクリックしたり、
　ダウンロードなどを行ったりするのはやめましょう。
　【資料提供～福岡市消費生活センター】
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「110番」は　緊急通報専用ダイヤル　正しい利用を！
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　「第20回暴力追放県民大会」は、平成23年11月16日、北
九州市小倉北区のリバーウォーク北九州芸術劇場で開催
され、各地域や企業等から約1000名の方が参加しました。
　第１部では、小川県知事、菱川県警本部長、北橋北九州
市長等のあいさつ、暴力追放運動功労者等表彰に続き、県
民代表者が暴力団排除の大会宣言を読み上げ、暴力団排
除の決意を表明しました。
　第２部は、ＮＨＫ神戸放送局ニュースデスクの板倉弘政氏
による「ヤクザマネー～社会を蝕む闇の資金」と題した特
別講演、警察本部組織犯罪対策課長による改正福岡県暴
力団排除条例の説
明が行われました。
　参加者は、警察、
行政、県民が一層連
携を強化し、一体と
なって暴力団排除に
取り組もうと決意を
新たにしました。

防犯ボランティア団体の紹介
◎団体名
　警友会小郡三井支部防犯パトロール隊（小郡三井）
◎活動内容等
　私たちの団体は、警察職員退職者(約160名)が、何か地域の
皆さんの役に立ちたいと思い、小郡・三井郡太刀洗町地区の
平穏を願って、防犯パトロール隊を結成しました。主な活動は
●月初めの昼間一般パトロール
●毎月15日前後、高齢者が振り込め詐欺等に遭わないよう
　に、金融機関等の防犯パト
　ロール
●毎月第２、第４金曜日の夜間
　の一斉クリーンアップ・街頭
　補導作戦
を行っています。特にクリーン
アップ作戦では、青パトが十数台
結集し、各中学校校区ごとにパ
トロールする姿は誠に圧巻です。
私たちの隊員は、前に向かって
何時でも、何処でも命ある限り
活動していきたいと思います。

◎団体名
　折尾警備業防犯連絡会
　鷹の目パトロール隊
　折尾子ども女性見守り隊
　　　　　　　　　（折尾）
◎活動内容等
　平成15年４月24日「折尾警察署管内住民の日常生活の安
全を確保する」目的で、折尾警察署と警備業防犯連絡会が
「協定書」を交わし、「鷹の目パトロール隊」を立ち上げ、地域
住民に対し、安全情報の提供や犯罪の被害に遭わないため
の啓発活動を行ってきました。
　平成23年７月22日、警察署から「子ども女性見守り隊」と
して委嘱を受け、警察署が発信する「おりお安心ネット通信」
等で情報を共有化し、警備業者12社が業務車両24台にパト
ロール隊のステッカ―を貼り、子どもと女性が犯罪の被害に
遭わない安全安心な地域を目指して防犯パトロールを続け
ています。

暴力追放 福岡県民大会の開催

～「110番」は、事件・事故などの緊急通報
専用ダイヤルです。～

★事件事故なら110番
★相談ごとなら＃9110
　　※ダイヤル電話からは、092-641-9110

110番 Ｓ素早く Ｏおちついて Ｓしっかりと
１月10日は、「110番の日」

★110番は、全ての警察本部の通信指令室
　につながります。
★110番すると、警察官が必要なことを
　質問します。別の警察官が、警察署やパト
　カーに無線指令を行っていますので
　　安心して、落ち着いて、はっきりと
　答えてください。

　急を要しない相談等での
110番通報は、１分１秒を
争う事件・事故への対応を
遅らせる原因となります。

無料と表示があったのでクリック
したら請求画面が張り付いた！
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県警シンボル・マスコット「ふっけい君」


