〜回覧・掲示等でご活用下さい〜

平成29年11月号 Ｎｏ.744

©SUSUMU MATSUSHITA
ENTERPRISE

防犯 ふくおか

安全･安心まちづくり

県民の集い ふくおか
わたしたちの手で
、
は
安全
きる防犯活動 〜
の
たにで
域
な
あ
地
〜

今の

みんなの力で、安全･安心な
福岡県を実現しよう！
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福岡県防犯協会連合会
福岡市博多区東公園７番７号
福岡県警察本部内
TEL 092（633）3221
http://www.fukuboren.com/
白木メディア株式会社
ＴＥＬ 092（623）8355

平成29年度「安全・安心まちづくり県民の
集い ふくおか」を福岡県、県警察などと合同
で、10月７日(土)に福岡市中央区のエル
ガーラホールで開催しました。
会場には、
多数の来賓並びに県下の防犯関
係者、
警察、
行政等の約500名が集いました。
参加者は、大曲副知事、髙木警察本部長、
井手防犯協会連合会長による主催者挨拶や
表彰などの式典、防犯ボランティアの団体
代表者や大学生などによるディスカッショ
ン、子ども達のステージパフォーマンス等に
大きく盛り上がり、
これからの防犯活動への
取り組みに、気持ちを新たにしました。

防犯功労者･団体等表彰式

防犯ディスカッション

防犯功労者表彰

ステージパフォーマンス

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
防犯栄誉金章 ５名

田代

龍海(筑紫野・太宰府)

防犯栄誉銀章
德安
石山

憲一(博 多)
浩(直 方)

防犯功労団体
中洲防犯組合

代表者

長田

秀敏(糸 島)

的場

清乃(宗

像)

伊川

加代(添田･大任)

大靍

洋海(筑

後)

10名
田畑 三男(宗 像)
柴田
稔(直 方)

坂本
吉野

進(朝 倉)
洋右(田 川)

宮前 輝夫(折 尾)
大楠 三義(久留米)

１団体
石丸

隆一(博

多)

見守りで 笑顔が行き交う 秋のまち！

内山 知史(行橋京都)
野田喜代實(筑 後)

(2)
全国防犯協会連合会会長表彰
防犯栄誉銅章

30名

荒木
實（中 央）
山手誠之助（西福岡）
大堂九仁雄（宗 像）
慶田
勉（若 松）
上野 賢利（直 方）
関
健児（うきは）

副田 茂喜（中 央）
松永 俊昭（春日・大野城・那珂川）
和田 雄治（宗 像）
金子 正治（門 司）
中村 愼介（直 方）
原
和敏（八 女）

功労ボランティア団体

山口
岡本
神代
前田
鈴木
浦

博（博 多）
健治（筑紫野・太宰府）
秀則（小倉南）
利昭（行橋京都）
孝義（田 川）
博宣（柳川・みやま）

久保美喜雄（東福岡）
楢﨑 治久（糸 島）
津留 光政（八幡東）
山本 昭隆（飯 塚）
藤本 德章（久留米）
山田 良治（柳川・みやま）

山部 兼一（早良・城南）
波多江松喜（糸 島）
石川 智雄（折 尾）
平尾 善二（嘉 麻）
龍
元宣（久留米）
河野 起實（大牟田）

１団体

柳川・みやま地区防犯協会 豊原支部

代表者

中村

典幸(柳川・みやま)

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
防犯功労者

12名

佐藤 克鬨（博 多）
村山 隆一（宗 像）
吉岡千津子（行橋京都）

防犯功労団体

駒井
梶原
實藤

重美（東福岡）
政次（朝 倉）
清實（田 川）

金村 永治（西福岡）
角川 敏行（博多臨港）
山口 勝彦（うきは）

森田
尾崎
田中

英則（糸 島）
継夫（小倉南）
忠信（八 女）

２団体

柳川・みやま地区防犯協会 城内支部
粕屋遊技場組合

代表者 江口 陽二(柳川・みやま)
代表者 松尾 順児(粕 屋)

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

52名

浅野 節夫（中 央）
大場 秀樹（博 多） 榎田 時宗（博 多） 八尋 森彦（東福岡）
木下 重敏（中 央）
藤田 和仁（東福岡）
石橋 孝志（福岡南） 隈
征記（福岡南） 藤元 和巳（早良・城南）
村瀬 敏則（東福岡）
川脇
昭（早良・城南）
白坂
満（西福岡） 寺井伸一郎（西福岡） 橋本
鵜野 捷一（早良・城南）
巖（春日・大野城・那珂川）
前田 誠一（春日・大野城・那珂川）臼杵 孝幸（春日・大野城・那珂川）鳥巢 正行（筑紫野・太宰府）前田 通憲（筑紫野・太宰府）山﨑 千春（糸 島）
冨岡 正文（糸 島）
高田
晃（宗 像）
内田 美義（朝 倉） 中野 哲治（小倉北） 熊野 一雄（小倉北）
徹（折 尾）
伊﨑
實（小倉南）
竹村 元孝（八幡東）
濱田 勝年（八幡西） 松井 久巳（八幡西） 山下
松本浩一郎（折 尾）
木下 幸子（折 尾）
吉田 菜摘（若 松） 常友 良雄（若 松） 大場 信二（戸 畑）
巧（飯 塚）
龍
雅博（戸 畑）
河内 一夫（門 司）
立花
薫（門 司） 宝珠山輝彦（行橋京都） 中村
平田 正昭（飯 塚）
和田
明（直 方）
白𡈽 由加（直 方） 古木 一昭（田 川） 野見山徹彦（小郡三井）
鶴野 宏之（小郡三井）
實藤 俊彦（小郡三井）
吉瀨
充（うきは） 庄村 國義（筑 後） 長
茂行（大川･大木）
真崎 康博（柳川・みやま） 上野信之輔（柳川・みやま）

防犯功労団体

20団体

※紙面の都合で一部名称を簡略しています。

(中 央) ●板付北校区防犯組合
(東福岡)
●天神防犯組合
(博 多) ●香椎浜校区防犯組合
(西福岡) ●古賀市花見防犯パトロール隊
(春日・大野城・那珂川)
●ウエストコート姪浜
(粕 屋) ●春日原地区自治会
(筑紫野・太宰府) ●（公社）宗像青年会議所
●高雄台区自治会
(宗 像) ●寿山校区生活安全パトロール隊 (小倉北)
●守恒校区生活安全パトロール隊 (小倉南) ●福岡ひびき信用金庫
(八幡東) ●丸山校区自治連合会
(門 司)
(直 方) ●猪位金校区活性化協議会 (田 川)
●相田団地防犯パトロール隊 (飯 塚) ●須崎町第１自治区公民館
(小郡三井) ●筑後･羽犬塚校区安全安心 (筑 後)
(久留米) ●御原隊
●久留米遊技場組合
●開校区子ども見守り隊 (柳川・みやま) ●（公社）福岡県宅建業協会県南支部大牟田地区 (大牟田) まちづくり推進協議会

学生防犯ボランティア団体 ２団体
●東部地域大学連携｢女子学生のための防犯推進協議会｣（福岡市）

福岡県防犯協会連合会会長表彰

石田 みなみ
（九州産業大学１年）
安心は
田中

鍵かけ 声かけ
心がけ
正悟（北九州市）

●北九州市立大学 ｋeeple（北九州市）

全国地域安全運動公募ポスター・標語の本県最優秀作品

山下 美結
（筑陽学園高校３年）

在津 采佑乃
（遠賀中学校２年）

德永 莉愛
（道海島小学校５年）

気をつけて ウイルスメール
なりすまし
木下 徳康（八女工業高校１年）

あんたがね 鍵かけんけん
とられるたい
江﨑 千夏（甘木中学校３年）

確かめだ その行動が
ひがい０
（ゼロ）
玉江 遥菜（今宿小学校６年）

防犯意識

みんなが高めて 安全・安心！
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子どもを虐待から守リましょう！

９月30日、戸畑防犯協会連合会が九州工業
大学講堂で記念大会を開催。
防犯関係者など区民多数が参加し、戸畑の
更なる安全・安心に向けて
●戸畑区長、警察署長挨拶、自治総連合会長
等の祝辞、小・中・高校生の防犯標語入選作
品表彰
●県安全・安心まちづくりアドバイザーの宮田
健二講師による防犯講座
「泥棒の独り言」
●飛幡中学校吹奏楽部の演奏、
沢見まちづくり
協議会のニセ電話詐欺防犯寸劇
が行われ、
参加者の防犯意識を一層高めました。

●子どもの泣き声や、保護者等
の怒鳴り声が聞こえる
●子どもの身体や衣服が、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」と思ったら、すぐに児童相談
所、警察又は市町村に連絡してください。

最優秀標語

祝 戸畑防犯協会連合会創立60周年

・小学生
・中学生
・高校生

あいさつは 犯罪なくす 地域の目
犯罪を するは一瞬 罪一生
薬物は 買わないあげない もらわない

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

ＳＴＯＰ
！子どもの性被害
〜ＮＯ！児童ポルノ〜
●児童買春や児童ポルノの製造など、児童に
性的な被害を与える犯罪行為
●児童の性を売り物にした営業に係る犯罪
行為
などの性的搾取等から、児童を守りましょう。
子どもの性被害（性的搾取等）に関する相談は
♯9110（警察総合相談電話）又は警察署に！

架空請求と悪質商法にご用心！
ストーカー

リベンジポルノ

配偶者や元交際相手等から、
このような被害
にあっていたら、
迷わずに警察や行政機関等へ！

相談窓口・電話番号

●警察署の生活安全担当課又は相談担当係
●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
・年末年始と８月13日〜15日を除く
●配偶者からの暴力相談電話
☎092-663-8724（夜間休日）
・月〜金曜の17時〜24時
・土日祝日の９時〜24時
・年末年始を除く

11月25日は｢女性に対する暴力撤廃国際日｣

未納

DV

●ハガキでの架空請求の事例
｢○○料金が未納、会社から民事
訴訟が提出、取下げ期日までに
連絡がなければ差押さえをする｣
などの内容〜相手に連絡せず、無視を！
●訪問業者による悪質商法の事例
火災保険で修理できるといわれ、修理を依
頼したが保険金が下りず、高額請求をされ
た〜業者の説明をよく聞き、自分で保険会
社に確認を！
◆不安や疑問を感じた場合は相談しましょう。
福岡県消費生活センター（☎092-632-0999）

狩猟期間中の事件事故を防ごう！
●狩猟期間 H29.11.15〜Ｈ30.２.15
・銃による鹿、
猪猟…H29.11.１〜Ｈ30.３.15
・箱わなによる猪猟…H29.10.15〜Ｈ30.４.15
●猟銃等を使用するときは、周囲を
よく確認する
●登山者等は、銃声のする方向には、
近づかないようにする
など、
事故防止に努めてください。

ダメ。ゼッタイ。 薬物乱用は許さない！

アブナイ！

