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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た方々　　　　(順不同・敬称略・（）は地区協会名)

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

防犯栄誉銀章　10名

防犯功労団体　１団体

枝元　慶一(早良･城南)

大﨑　信昭(中　央)
太田　　登(八幡東)

合川校区防犯安全対策委員会　代表者　猪飼　廣幸(久留米)

吉村　桂二(早良･城南)
洲鎌　誠光(八幡東)

小林　貞和(宗　像)
末永　次男(若　松)

林田　正義（筑紫野・太宰府）
岩男菊二郎(八幡西)

矢野　和己(小倉南) 甲斐　　廣(折　尾) 大内田昌之亮(戸　畑) 永原　義章(行橋京都)

矢野　由美(朝　倉)
緒方　元司(久留米)

安全･安心まちづくり県民の集い ふくおかを開催
　令和元年度「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５日に
福岡市東区のなみきスクエアで開催しました。

●多数の来賓並びに県下の防犯関係者や警察、行政
などから約600名が参加。
●大曲副知事、髙木警察本部長、山口防犯協会連合
会長による主催者挨拶、表彰等の式典を実施。
●防犯ボランティア団体による「ながら防犯」の活
動報告、「ながら防犯を生活の一部に」をテーマに
したパネルディスカッション、チアダンスチームの
ステージパフォーマンス等が催され大盛況。

◆「ながら防犯」の広がりと防犯活動の活性化に向
けて認識を高め、気持ちを新たにしました。

副知事挨拶 本部長挨拶 会長の表彰 防犯ディスカッション



ＩＤやパスワードを入力…　こんなメールは　要注意！
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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

福岡県防犯協会連合会会長・福岡県警察生活安全部長連名表彰

功労ボランティア団体　１団体
乙金区防犯パトロール 　代表者　齊藤　裕治（春日・大野城・那珂川）

防犯栄誉銅章　30名
岡部　裕二（中　央）
隈　　征記（福岡南）
高橋　道夫（春日・大野城・那珂川）
平嶋カヨ子（宗　像）
森   　照男（小倉南）
松尾　芳則（直　方）

早川　英一（中　央）
阿部　哲法（早良・城南）
大田　重信（筑紫野・太宰府）
内田　美義（朝　倉）
松井　久巳（八幡西）
古木　一昭（田　川）

山口　　毅（博　多）
寺井伸一郎（西福岡）
三村　敏明（筑紫野・太宰府）
浅田　康雄（小倉北）
村田　政明（若　松）
松門寺貴規（うきは）

荒津　　剛（東福岡）
安河内勝則（西福岡）
牛原　泰忠（糸　島）
福丸　清生（小倉北）
岡田　康夫（門　司） 
上野信之輔（柳川・みやま）

中村　千年（東福岡）
川﨑　和德(春日・大野城・那珂川)
須古井正明（糸　島）
笹月　二男（小倉南）
中村　　巧（飯　塚）
日高　敬三（大牟田）

防犯功労団体　２団体
舞鶴地区防犯組合　　　　　　　　　 代表者　岡部　裕二（中　央）
柳川・みやま地区防犯協会 東宮永支部　代表者　山田　丈美（柳川・みやま）

防犯功労者　49名
西郷　宜久（博　多）
今泉　徳弘（福岡南）
吉村　　悟（西福岡）
前田　良夫（筑紫野・太宰府）
梶　　　務（小倉北）
工藤　良一（折　尾）
藤﨑　孝一（門　司）
西田　義雄（直　方）
平田　源司（大川･大木）

近藤　　勲（博　多）
山本　道子（東福岡）
小野　正彦（西福岡）
迫　　益喜（筑紫野・太宰府）
平田　久雄（朝　倉）
𠮷田　泰一（八幡西）
山口與志郎（若　松）
椿　　清吉（直　方）
田中　繁樹（うきは）
大橋　三俊(柳川･みやま)

森　　健一（中　央）
鶴田　晶子（東福岡）
池田　　進（西福岡）
古賀慶一郎（春日・大野城・那珂川）
鬼塚　栄教（朝　倉）
福間　敏彦（八幡西）
仲宗根都志雄（若　松）
堤　日出男（飯　塚）
森　　保幸（久留米）
牛嶋　利三（柳川・みやま）

藤澤　毅彦（中　央）
清水　國廣（東福岡）
永野　繁一（早良・城南）
小野原正人（春日・大野城・那珂川）
藤木　和明（糸　島）
財満　信博（八幡東）
三好　元昭（折　尾）
竹下　豊憲（飯　塚）
細岡　邦宏（久留米）
森松　　堅（八　女）

遠藤　市郎（中　央）
安本　俊治（博　多）
三隅　繁樹（福岡南）
内野　　徹（春日・大野城・那珂川）
井手　　清（糸　島）
立花　三男（小倉北）
古長　撓男（折　尾）
家倉五十二郎（門　司）
野中　健次（久留米）
合原　博人（八　女）

防犯功労者　12名
竹永健二郎（博多臨港）
三宅　　昭（行橋京都）
山中　洋一（八　女）

高宮　歳継（八幡西）
塚本　誠司（飯　塚）
江口　陽二（柳川・みやま）

山本　善次（糸　島）
石塚　政章（門　司）
矢次　光德（筑　後）

大熊　雅治（博　多）
永田健次郎（戸　畑）
中村　忠紀（嘉　麻）

全国地域安全運動公募ポスター・標語の本県最優秀作品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
●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）　●近畿大学防犯ボランティアサークル いしんの会（飯塚市）

●赤坂校区防犯組合
●古賀南区安全・安心パトロール隊
●雷山青少年育成校区民会議
●長尾校区生活安全パトロール隊
●泉安心まちづくり協議会
●源じいの森
●筑後遊技場組合

(中　央)
(粕　屋)
(糸　島)
(小倉南)
(行橋京都)
(田　川)
(筑　後)

●博多飲食業安全宣言協議会
●宝町地区自治会
●イオンモール㈱イオンモール福津
●槻田第一自治区会
●福岡県警友会飯塚支部
●株式会社北斗開発
●柳川・みやま地区防犯協会江浦支部

(博　多)
(春日・大野城・那珂川)
(宗　像)
(八幡東)
(飯　塚)
(久留米)
(柳川･みやま)

●自転車軽自動車商協同組合東福岡支部
●むさしヶ丘防犯パトロール隊
●清水校区生活安全パトロール隊
●清見校区自治連合会
●剣北小学校区育成部会
●三井・小郡遊技場組合
●イオンモール㈱イオンモール大牟田

(東福岡)
(筑紫野・太宰府)
(小倉北)
(門　司)
(直　方)
(小郡･大刀洗)
(大牟田)

防犯功労団体　21団体 ※紙面の都合で一部名称を簡略しています。

石橋　春乃
（九州産業大学１年）

ねらわれる　
ながら歩きと　暗い道
原田祥二郎(田川市)

松延　紗弥乃
（古賀竟成館高校１年）

一瞬で
消える未来と　消せぬ罪

藤川菜乃香(福岡女子商業高校３年)

相良　琴迪
（春日野中学校３年）

気をつけて　
甘い誘惑　裏の意図

図師　明莉(穴生中学校３年)

勝本　彩那
（今川小学校６年）

だれですか
かぎを開けずに　まず確認
上田　知遥(横代小学校５年)



あたたかく　子供を見守る　地域の目！
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●児童相談所全国共通ダイヤル：189（いちはやく）
　24時間対応しています（匿名でＯＫです）
●緊急の場合は最寄りの警察署又は110番に

心配事や困り事は♯9110(警察相談電話)
又はお近くの警察署等に早めにご相談ください。

　子供の虐待が後を絶ちません。
●子供の泣き声や保護者等の怒鳴
り声、たたく音などが聞こえる
●子供の身体にあざや傷がある
●子供の身体や衣服が汚れている
等は、虐待を受けているおそれが大です。

このような行為は虐待です
◆殴る、ける、外に締め出す等　 ⇒身体的虐待
◆わいせつな行為をする、させる⇒性的虐待
◆食事を与えない、放置する等　⇒ネグレクト
◆暴力的な言動、拒絶的な対応等⇒心理的虐待

児童虐待を防ぎましょう！

●「虐待かも？」と思ったら迷わず
児童相談所等に連絡を！
●あなたの連絡が子供を救
います！
●連絡者のプライバシーは
法律で守られます。

女性に対する暴力をなくす運動
11月12日(火)～11月25日(月)

STOP 性暴力！
被害にあったら迷わず通報・相談!

11月25日は女性に対する暴力撤廃国際日

　ストーカーやＤＶで悩んでいませんか？
　あなた自身やあなたの周りの人を守るた
め、ひとりで我慢せず、早めに警察や行政機
関に相談しましょう。

緊急時はすぐに110番！

●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）

●福岡県配偶者からの暴力相談電話
　☎092-663-8724  
　　（月～金曜の17時～24時）          
　　（土日祝日の９時～24時）

福岡県配偶者からの暴力相談電話

　　（月～金曜の17時～24時）          

子供の泣き声や保護者等の怒鳴

子供の身体や衣服が汚れている

児童相談所全国共通ダイヤル：189（いちはやく）

「虐待かも？」と思ったら迷わず
児童相談所等に連絡を！
あなたの連絡が子供を救

連絡者のプライバシーは

●毎年、多くの子供が児童ポルノや児童買春
などの性被害にあっています。
●児童ポルノ事犯の被害児童（昨年中、福岡県）
　88人(前年比＋３人)
●インターネット、ＳＮＳに関する性被害が増加

●狩猟期間
　令和元年11月15日～令和２年２月15日
　(銃による鹿、猪猟はＲ１.11.１～Ｒ２.３.15)
●山や川や海でレ
ジャーなどをする
方は、銃声のする方
向には近づかない
でください。

●狩猟期間前に射撃練習を行い、銃の取り扱
いに慣れておく。
●狩猟区域を事前に確認しておく。
●銃は、ケースなどに入れて携帯、運搬する。
●射撃する前は、必ず矢先の安全を確認する。
●射撃する必要がないと
きは、弾を装填しない。
●弾を装填したまま銃を
携帯、運搬しない。
●銃や弾を車の中に放置
しない。

●子供の性被害は絶対に許されません！
●子供を守るのは大人の責任！
◆お子様に持たせるス
マートフォンなどには、
必ずフィルタリングを設
定しましょう。
◆お子様にスマートフォンやインター

ネットの危険性を
教え、これらを使
うときの約束や
ルールを話し合い
ましょう。

ＳＴＯＰ！ 子供の性被害
　　　　～ＮＯ！ 児童ポルノ～

責 任

狩猟事故をなくしましょう！

猟銃等を使用する時の注意

十分注意し、安全・無事故！


