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声かけで　摘み取る悪の芽　非行の芽
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　平成27年度「安全・安心まちづくり県民
の集いふくおか」は、10月３日(土)、福岡工
業大学ＦＩＴホール(福岡市東区和白東)にお
いて開催されました。
　本年は、青パトが運用開始して10周年に
あたり、これを記念しての大会で、県内から
青パトを代表して約100台が集結しました。
また、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700名が参加して大きな盛り上が
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。

青パトに体験乗車した学
生ボランティアをパネリ
ストとしてディスカッ
ションを行いました。
パネリスト～九州大学、
福岡大学、九州産業大学、
福岡工業大学、保健医療
経営大学の５大学から

安全・安心まちづくり
県民の集い ふくおか

防犯功労者・団体等表彰式

大学生による防犯ディスカッション
～学生から見た防犯活動～

青パト100台集結

みんなの力で、安全・安心な
福岡県を実現しよう！

会場（福岡工業大学FITホール）会場（福岡工業大学FITホール） 防犯功労者・団体等表彰

最優秀防犯ポスター・標語表彰

防犯功労者・団体等表彰

最優秀防犯ポスター・標語表彰

青パト乗務員防犯セミナー防犯ボランティア交流会 青パト乗務員防犯セミナー防犯ボランティア交流会

福岡工業大学吹奏楽団福岡工業大学吹奏楽団

　福岡工業大学吹奏楽団の
演奏のなか、集結した青パト
を代表して31台が、白バイ・
パトカーの先導により出発！

オープニング前、青パトの参加者を対象に、活動の意見交換等
の交流会及び「110番通報要領」等のセミナーを開催しました。

地域を守る青パト大集合！

青パト出発式青パト出発式
防犯パトロール防犯パトロール 防犯パトロール防犯パトロール



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

防犯栄誉金章  ４名

防犯栄誉銀章　８名

防犯功労団体　１団体

防犯功労者　12名

功労ボランティア団体　１団体

松隈　　賢(飯　　塚)

江口　直司　(東 福 岡)
太田　賢治　(春日・大野城・那珂川)

八幡西防犯協会連合会　代表者　古川　義彦　(八 幡 西)　　

門司防犯暴追協会連合会　西門司校区防犯協会 　代表者　藤原　俊和　(門　　司)

德野　康博　(田　　川)
荒木　与一　(早良・城南)

田中　宏毅　(西 福 岡)
牛島　良育　(八　　女)

防犯栄誉銅章　24名
武末　政利　(春日・大野城・那珂川)
尾上　勝彦　(筑紫野・太宰府)
左﨑　　均　(八 幡 東) 
森　　敏明　(八 幡 西) 
吉廣　　清　(門　　司) 
井生　猛志　(小 倉 北) 

平石　隆紀　(博多臨港)
相良　信也　(直　　方) 
扇　　政光　(早良・城南) 
進藤　二郎　(中　　央) 
山村　武一　(小郡三井)
入里　健二　(西 福 岡)

安藤　知也　(添田大任)
永津　信介　(小 倉 南) 
藤野藤次郎　(東 福 岡)  
猪飼　廣幸　(久 留 米) 
大塚　政信　(飯　　塚)
西　　重兼　(糸　　島) 

長部　和博　(行橋京都)
桑原　博司　(大 牟 田)
石橋　利枝　(宗　　像)
笹山　守人　(博　　多)
宮本　勇雄　(粕　　屋)
安延　茂弘　(福 岡 南)

防犯功労団体　２団体
泉地区自治会　　　　　　　　　　　　　　  　　代表者　平山　邦之　(春日・大野城・那珂川)
津屋崎青少年健全育成　愛の夜間パトロール部会　代表者　塩屋　仁造　(宗　　像)

田中　正男　(糸　　島)
矢野　由美　(朝　　倉)
森　　光男　(粕　　屋)　

吉村　義美　(博　　多)
髙田　龍介　(八　　女)
林田　正義　(筑紫野・太宰府)

防犯功労者　42名
田中洋一朗　(中　　央)　　　  永吉　真治　(中　　央)　　　  中川　雅彦　(中　　央)　　　  末次　一成　(博　　多)
村上　寿浩　(博　　多)　　　  坂上　正晴　(東 福 岡)　　　  桝本　弘毅　(東 福 岡)　 　　 許斐俊次郎　(東 福 岡)
中島　邦昭　(早良・城南)　　 　 三苫　新吾　(西 福 岡)　　 　 石橋　康政　(西 福 岡)　　 　 野形　修一　(西 福 岡)
志岐　俊治　(春日・大野城・那珂川)   木村　文夫　(春日・大野城・那珂川)    石橋　芳雄　(春日・大野城・那珂川）   窪田　浩二　(筑紫野・太宰府) 
藤島　竹介　(筑紫野・太宰府)　　   久家　信行　(糸　　島)　　　  吉丸　隆晴　(糸　　島)　　　  末武　昭憲　(宗　　像)
平嶋カヨ子　(宗　　像)　　　  林　　隆雄　(朝　　倉)　　　  村内　　実　(小 倉 南)　　　  円城寺　誠　(八 幡 東)  
本村　英児　(八 幡 西)　　 　 松尾貞市郎　(折　　尾)　　　  緒方　　博　(折　　尾)　　　  岡村　耐治　(若　　松)
鶴田　　實　(若　　松)　　 　 山地利兵衛　(戸　　畑)　　 　 原田　　修　(戸　　畑)　　　  國信　正行　(門　　司)
大喜多　工　(門　　司)　　 　 松尾　芳則　(直　　方)　　 　 國房　幸一　(直　　方)　　　  鈴木　孝義　(田　　川)
近藤　俊雄　(久 留 米)　　 　 上野　　亨　(久 留 米)　　 　 龍　　元宣　(久 留 米)　　　  関　　健児　(う き は)
阿津坂正嘉　(大川・大木)　　 　 目野　　勉　(柳　　川)　　 　

園田　照彦(福 岡 南) 香月　良彦(若　　松) 田中丸 栄治(大 牟 田)

島添　　勝　(柳　　川)
垰岡　昌秀　(直　　方)
二場　浩隆　(田　　川）

清藤　和彦　(添田大任)
青木冨士夫　(門　　司)
太田　　登　(八 幡 東)

大丈夫　そう言うあなたが　ターゲット
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立川　初義　(粕　　屋)
藤　　喜衞　(福 岡 南)



　県内の警察署には、警察官OBの「スクール
サポーター」が配置されています。
　この制度は、平成19年８月に14名体制でス
タートし、平成26年４月には、33の警察署に各
１名が配置されるなど体制が強化され、県内す
べての学校をカバーできるようになりました。
　担当区域の学校を訪問して、いじめや校内暴
力などの問題があれば、解決に向けて先生方
へのアドバイスや、生徒の相談に乗るなどの活
動をしています。
　次号からは、活動の様子などについて紹介し
ていきますので、学校でスクールサポーターを
見かけたときは、気軽にお声かけください。

　あなたは、配偶者からの暴力被害やストーカー被害、リベ
ンジポルノ被害にあっていませんか？配偶者から暴力を
振るわれる、元交際相手からしつこく連絡がくる、交際中に
撮影された裸の画像をネットに載せられる・・・
　これらは、あなたの心に深い傷を残す卑劣な犯罪であ
り、あなただけでなく、子どもや親族、知人等に
も危険が及ぶおそれがあります。
　あなた自身はもちろん、あなたの周りの人を
守るためにも、早めに警察や行政機関等へ相談
しましょう。

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

●中洲防犯組合
●下府二区環境防犯パトロール隊
●五条西区自治会
●警友会宗像支部
●城野校区生活安全パトロール隊
●黒崎商店組合連合会
●大分安全安心見まもり隊
●青パトいかり隊
●干潟防犯パトロール隊
●柳川市防犯協会六合支部

(博　　多)
(粕　　屋)
(筑紫野・太宰府)
(宗　　像)
(小 倉 南)　
(八 幡 西)
(飯　　塚)
(田　　川)
(小郡三井)
(柳　　川)

一 般 の 部　 他人(ヒト) ごとと　思うな今朝の　詐欺の記事(全防連「佳作」)　　　
高校生の部　 日ごろから　家族と電話　詐欺防止　　　
中学生の部　 ちょっと待て　電話の向こうは　「本物」か？　
小学生の部　 ありがとう　毎日安心　見守り隊　　　

福岡県防犯協会連合会会長表彰

学生防犯ボランティア団体　２団体 福岡県防犯協会連合会会長・福岡県警察本部防犯部長連名表彰

一 般 の 部 高校生の部 中学生の部 小学生の部

深町　一登
(九州産業大学１年)

冨田　豊旭
(福岡県立三池工業高等学校３年)

浦塚　月菜
(朝倉市立十文字中学校２年)

川内　聖来
(宇美町立原田小学校１年)

●九州女子大学・九州女子短期大学学友会防犯ボランティア　　●福岡工業大学コミュニティパトロール隊

防犯功労団体　20団体
●青葉女性パトロール隊
●北地区コミュニティ運営委員会青少年育成部
●青少年育成南風校区民会議
●桜丘校区生活安全パトロール隊
●槻田第３自治区会生活安全パトロール隊
●大積校区自治連合会
●感田東和苑自治区公民館
●金丸校区防犯協会
●大川・大木地区防犯協会北酒見町支部
●大牟田遊技場組合

(東 福 岡)
(春日・大野城・那珂川)
(糸　　島)
(小 倉 北)
(八 幡 東)　
(門　　司)
(直　　方)
(久 留 米)
(大川・大木)
(大 牟 田)

原田祥二郎　(田川市)
中村　桃香　(北九州市立戸畑高等専修学校１年)
後藤　龍洋　(田川市立猪位金学園９年)
櫻木　美佑　(朝倉市立朝倉東小学校４年)

一人で居るとき・歩くとき　忍び寄る危険に　注意・警戒
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学校現場で活躍しています！
★★警察のスクールサポーター★★

女性に対する暴力対策の推進月間
被害にあったら迷わず相談を！

平成27年度「女性に対する暴力をなくす運動」
実施期間11月12日(木)から11月25日(水)
11月25日は「女性に対する暴力撤廃国際日」

★最寄りの警察署生活安全担当課
★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、年末年始・８月13日～15日除く)  
★夜間休日は・・・配偶者からの暴力相談電話
　☎092-663-8724(月～金曜17時～24時　土日祝日
　９時～24時、年末年始を除く) 

相　談　窓　口


