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〜安全で安心な地域社会づくりを目指して〜
公益社団法人 福岡県防犯協会連合会
会
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新年の誓い！ 力を合わせ

安心で安全で暮らせる福岡県を実現しましょう！

２・３ページにつづく

新年明けましておめでとうございます。
会員の皆様には、希望に満ちた輝かしい新年を迎えられたことと、心からお慶びを申し上げます。
ご案内のとおり、当防犯協会連合会は、皆様のご理解とご支援によりまして、昨年の４月１日、公益法人制度改
革に基づき、新たに公益社団法人としてスタートできました。
ここに改めて感謝を申し上げます。
さて、昨年の県内の犯罪発生件数は、前年に引き続き減少傾向で推移しているものの、振り込め詐欺等の悪質
な詐欺事件や都市圏を中心とした連続ひったくり事件の多発に加え、博多駅構内での通り魔事件などにみられ
るように、安全･安心を実感できるまでには至っていないのが実情ではないかと感じられます。なかでも暴力団犯
罪につきましては、警察の取締り強化や官民一体となった暴力団排除活動に反発するかのように、暴力団の犯行
と思われるけん銃や刃物を使用した殺人未遂事件、飲食店等への放火・脅迫事件が相次ぐなど、県民生活を著
しく脅かし、不安に陥れています。
こうした情勢のもと、社会存立の基盤であります安全で安心な地域社会を実現するためには、
これまで以上に
県民一丸となり、粘り強く地域安全活動並びに暴力団排除活動等に取り組むことが不可欠であります。
現在、県内では約1，700団体におよぶ防犯ボランティア団体を中心に、約1，500台の青パトを活用しての子
どもの見守りや防犯パトロールなど、活発な活動が展開されています。当防犯協会連合会におきましても、更に活
動の輪を広げるため、警察及び地区防犯協会はもとより、関係機関・団体並びに地域の皆様と連携を深めなが
ら、
より一層、地域安全活動の盛り上げを図って参る所存であります。
どうかこれまで同様、
ご支援、
ご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。
本年の干支の「巳」
は、植物に種子ができはじめる時期を表す と言われています。
これまでの県民の願いを込
めて蒔かれた「安全･安心」
という種がしっかりと根付き、大きく、立派な実を結ぶことを祈念しまして、新年のあい
さつとさせていただきます。
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新年のごあいさつ
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福岡県警察本部長
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明けましておめでとうございます。
皆様におかれましては、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、平素から警察活動の各般に
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、心からお礼申し上げます。
さて、警察では、誰もが犯罪被害に遭うことなく、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指し、
多くの県民の皆様とともに
「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、昨年は、若い世代による防犯ボランティアの裾野が広がり、学生による児童を対象とした安全教育
や地域の方々と協働した防犯パトロールなどが県内各地で展開されるようになりました。
また、病院の待合室等に
置く防犯ガイドブックの製作や銀行等の窓口職員による投資を装う詐欺被害の未然防止活動が展開されたほ
か、県・市町村等が主体となって街頭防犯カメラを設置するなど、確実に犯罪の起きにくい社会づくりの取組が広
がっております。加えて、数多くの防犯ボランティアの方々が、日夜、一生懸命に活動され、人と人との絆を育み、地
域の安全・安心を守っておられます。
私は、
こうした皆様方のご努力の積み重ねが、刑法犯認知件数の10年連続の減少に繋が
り、大きく治安を改善させた要因であると確信しております。
心から敬意を表し、
お礼を申し上げたいと思います。
本年も、
これらの取組を関係機関・団体、事業者の方々、
そして地域の皆様方とともに着実
に推進していきたいと考えておりますので、更なるご協力を賜りますようお願い申し上げます。
皆様のご多幸とご健勝を心から祈念いたしまして、新年のあいさつといたします。

福岡県防犯協会連合会 賛助会員
新年あけましておめでとうございます

からの新年のごあいさつ

賛助会員は、
「安全で安心して暮らせる福岡県」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
㈱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
(公社)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

やさしさと おもいやり溢れる 安全･安心なまちづくり
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改正「暴力団対策法」
市民生活に対する危害の防止
１.対立抗争に伴う県民の危害防止

◎危険な対立抗争事件を繰り返す指定
暴力団を特定抗争指定暴力団として
指定し、
警戒区域を定めて、
下記の通り
新たな規制を加えることができます。
◎警戒区域内で
❶暴力団事務所へ立ち入る
❷暴力団事務所周辺をうろつく
❸暴力団員が大勢で集まる
ことが禁止されます。 第15条の３関係

暴力団に対する禁止行為の拡大
３.不当要求行為が拡大

不当要求として禁止される行為の類型に、拒絶する事業
者等に対して暴力団の威力を示して
❶金融商品の取引 ❷預貯金の受入れ
❸不動産取引 ❹建設工事
❺ゴルフ場等の施設利用
を要求する行為が
新たに加わります。 第９条関係

暴力団排除活動の推進
５.暴追センターによる差止請求訴訟

国家公安委員会の認定を受けた暴力追放運動推進セン
ターが、暴力団事務所付近住民から委託を受け、原告とし
て、差止請求訴訟
を 行う こ と が で
きます。(H25年１
月30日施行)
第32条の４関係

緊急時 あわてず あせらず 110番

〜１月10日は「110番の日」〜
110番は緊急電話 相談ごとは＃9110

「110番」は、事件・事故などの緊急専用ダイヤルです。
相談ごとなどの急を要しない通報は、
「＃9110」
※ダイヤル回線からは、092-641-9110へ電話して下さい。

急を要しない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に
なるんだよ！
県警シンボル・マスコット「ふっけい君」

★福岡県内の110番は、全て福岡県警察本部の通信
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。
その間に別の警察官が、警察署やパトカーに無線指
令を行っていますのであわてず、あせらず質問に答
えて下さい。
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平成24年10月30日施行(一部平成25年１月30日施行)

暴力団による不当な要求の規制範囲が拡大されます！

２.不当要求に伴う県民の危害防止

◎危険な不当要求行為を繰り返す指定暴力団を
特定危険指定暴力団として指定し、警戒区域を定め
て、
下記の通り新たな規制を加えることができます。
◎警戒区域内での不当要求が直ちに処罰されます。
◎警戒区域内で、不当要求目的で
❶面会を要求する
❷電話･メール・ＦＡＸをする
❸居宅、会社周辺をうろつく
❹つきまとう
ことが禁止されます。
第30条の９関係

４.縄張に係る禁止行為

暴力団員と縄張内の営業者が
❶用心棒行為
❷訪問による押し売り
❸面会による債権取立て
を行う約束をすることが
禁止されます。
第30条の６関係

６.事業活動からの暴力団排除

❶行政の責務として、公共事務事業全般の入札に指
定暴力団員等を参加させない措置を講ずるものと
されています。
❷事業者の方々は、
事業活動を通じ
暴力団員に不当
な利益を得させ
ないよう努めて
下さい。
第32条･32条の２関係

暴力追放福岡県民大会の開催

県民一丸となって暴力団を追放しよう！
第21回暴力追放県民大会は、平成24年11月20日
(火)、福岡市中央区天神１丁目「アクロス福岡」において
開催され、各地域や企業等から約1，800名が参加しま
した。第１部の式典では、小川県知事、菱川県警本部長、
高島福岡市長等のあいさつ、暴力追放運動功労者等表
彰に続いて、
「 暴力団を排除し、安全で平穏に生活でき
る福岡県の実現に邁進する」との大会宣言が行われま
した。第２部は、全国暴力追放運動推進センター参与
中林喜代司氏による「反社
会的勢力とのたたかい〜全
国で進展する取組事例から
考える〜」と題した特別講
演が行われました。
参加者は、警察、行政、事
業者、県民が一体となって
暴力団排除に取り組もうと
決意を新たにしました。

緊急時 あわてず あせらず 110番

