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みんなでつくろう 安全･安心の街 ふくおか
令和2年全国地域安全運動モデルポスター・標語 福岡県最優秀作品 福岡県防犯協会連合会会長表彰
安心なインターネット社会の実現〜ＳＮＳ、
メールの安全な利用〜

吉﨑

真子（九州産業大学1年）

松岡

日葵（川口小学校6年）

子供・女性の犯罪被害防止

室

ほのか（九州産業大学1年）

「みまもっち」
防犯アプリで 身を守る

小林 みどり
（北九州市）

子の安全
守る笑顔の パトロール

山本 勝万
（北九州市）

プロフィール
言わない書かない 教えない

前田 謙
（櫛原中学校1年）

子どもたち
見守りながら ランニング

匿名希望

危険だぞ
いかのおすしで 身を守れ

上杉 美彩希
（横代小学校6年）

ＳＮＳ
悪口かかない 傷つけない

平野

美羽

（西川小学校6年）

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

安河内

成一(東福岡)

防犯栄誉銀章
駒井 重美(東福岡)
吉岡千鶴子(行橋京都)

防犯功労団体
美和台校区防犯組合

山元

正俊(糸

島)

土谷

義一(門

司)

白川

周司(行橋京都)

下川

三夫(柳川・みやま)

10名
藤野 和志(春日･大野城・那珂川) 森田
山口 勝彦(うきは)
田中

英則（糸 島)
忠信(八 女)

吉岡愛一郎(糸 島)
久保田 匠(柳川・みやま)

１団体
代表者

山下

喜久男(東福岡)

ありがとう 地域を守る ボランティア！

髙橋
猪飼

守(宗 像)
久司(大牟田)
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全国防犯協会連合会会長表彰
防犯栄誉銅章

29名
中島 正裕(中 央)
藤元 和巳(早良・城南)
藤島 竹介(筑紫野・太宰府)
木下 幸子(折 尾)
原田
修(戸 畑)
関
教幸(久留米)

田中洋一朗(中 央)
鵜野 捷一(早良・城南)
窪田 浩二(筑紫野・太宰府)
遠藤 一吉(八幡西)
加藤 敏隆(戸 畑)
早谷 克粘(田 川)

功労ボランティア団体
福岡中央麻雀業防犯組合
直方市植木自治区公民館

坂上
湯浅
原野
山下
垣田
庄村

正晴(東福岡)
尊臣(西福岡)
勝男(糸 島)
徹(折 尾)
宣春(門 司)
國義(筑 後)

實渕 一也(東福岡)
石橋 芳雄(春日・大野城・那珂川)
山下 義則(糸 島)
安部 伸二(若 松)
平田 正昭(飯 塚)
永島 幸夫(大川・大木)

廣木 勝弘(福岡南)
眞﨑 静雄(春日・大野城・那珂川)
中野 哲治(小倉北)
山本 治美(若 松)
沖園 隆男(直 方)

２団体

代表者
代表者

横尾
松田

俊二(中
曻(直

央)
方)

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
奥村
川添
藤井

芳幸(中
龍登(糸
徳榮(門

12名

央)
島)
司)

防犯功労団体

扇
政光(早良・城南)
伊豆 弘子(宗 像)
相良 信也(直 方)

武末 政利(春日・大野城・那珂川)
井生 猛志(小倉北)
岡田八重子(久留米)

尾上 勝彦(筑紫野・太宰府)
森
敏明(八幡西)
坂本 弘敏(八 女)

２団体

天神防犯組合
代表者 和田
長浦台区自治会 代表者 山田

金也(中 央)
修(筑紫野・太宰府)

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

38名

田中 清司(中 央)
佐谷 英明(東福岡)
冨田 勝彦(春日・大野城・那珂川)
竹村 英山(八幡東)
碇
正(若 松)
永野 朝光(豊 築)
白石 廣己(久留米)
河原
公(柳川･みやま)

防犯功労団体

中川 進一(中 央)
宮本 康雄(東福岡)
宮本 敏憲(春日・大野城・那珂川)
平山 禄祐(八幡西)
安武 俊幸(若 松)
松岡 光昭(嘉 麻)
橋本 安彦(久留米)
樽見 哲也(柳川･みやま)

19団体

石野 修一(博 多)
鳥巣 治朗(福岡南)
鳥巣 延幸(糸 島)
大我憲太郎(折 尾)
石橋 克典(戸 畑)
菰野 静人(直 方)
手島 友喜(うきは)
田中 一枝(大牟田)

吉武健一郎(博 多)
帆足 順一(福岡南)
林
強(小倉北)
片山 和夫(折 尾)
山田 善則(戸 畑)
山﨑 伸一(直 方)
松山 輝雄(筑 後)

坪井 文明(東福岡)
池田 穂波(春日・大野城・那珂川)
北原 正利(小倉南)
高橋 正治(折 尾)
進 森太郎(門 司)
坪根 清博(田 川)
吉田 功利(大川･大木)

（紙面の都合で名称を簡略することがあります）

●福岡中央金融機関防犯連絡協議会 (中 央)
(粕 屋)
●西っ子守る会
(糸 島)
●青少年育成東風校区民会議
●高蔵校区生活安全パトロール隊 (小倉南)
(嘉 麻)
●嘉麻防犯指導員連絡会
(久留米)
●上津校区防犯協会
●さくらで繋ぐ吉野小と地域の｢絆プロジェクト｣(大牟田)

●東吉塚校区自治協議会防犯・防災部会 (博 多)
●安徳地区防犯対策協議会 (春日・大野城・那珂川)
●赤間西地区コミュニティ運営協議会 (宗 像)
(八幡東)
●槻田第五自治区会
(直 方)
●下新入自治公民館
(筑 後)
●筑後商工会議所

●東警察署少年補導員連絡会(東福岡)
●美しが丘北安全安心街づくり協議会 (筑紫野・太宰府)
●到津校区生活安全パトロール隊 (小倉北)
(八幡西)
●八幡西麻雀業組合
●糸田町少年補導員連絡会 (田 川)
●柳川・みやま地区防犯協会蒲池支部(柳川･みやま)

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
学生防犯ボランティア団体 ２団体
●防犯サークルオリオンズ
（福岡県立大学：田川市） ●Ｋ
Ｉ
ＴＡＭＡＰ
（九州国際大学：北九州市）

〜みんなでつくろう 安全・安心の街 ふくおか〜
地 域 で
で き る
防犯活動
の 事 例

福岡県警ホーム
● 防犯パトロール…地域ぐるみで街の安全を見守っているとい
うことを周りに示し、
犯罪者に対して大きな抑止力となります。 ページの安全・安
● 挨拶・声かけ運動…見知らぬ人にも、相手の目を見て挨拶 心な暮らしの中の
し、声をかけましょう。犯罪者は自分の存在を意識されること 安全安心まちづく
りの中の防犯パト
を嫌います。
● 子供の登下校時の見守り活動…自宅前の路上や交差点に ロールから防犯パ
立ち、また自宅前の掃除や草花の手入れなどをしながら、子 トロール活動ガイ
ドをご覧ください。
供たちを見守ります。

暴力を 見たら聞いたら １１０番！
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STOP DV！
被害にあったら迷わず通報・相談!
女性に対する暴力をなくす運動
11月12日(木)〜11月25日(水)
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。
●福岡県あすばる女性相談ホットライン
☎092-584-1266
（9:00〜17:00）
金曜は18：00〜20：30も対応(祝日を除く)
●福岡県配偶者からの暴力相談電話
☎092-663-8724
・月〜金曜の17:00〜24:00
・土日祝日の 9:00〜24:00
・年末年始を除く

緊急時はすぐに110番！
ＳＴＯＰ
！子供の性被害
〜ＮＯ！児童ポルノ〜
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）
63人(前年比−25人)
●SNS等に起因する被害が増加傾向
●性被害から子供を守るのは、大人の責任！
●子供のスマホやタブレットの安全管理を！
●お子様にスマホなどを持たせ、
インターネッ
トを使用させるときは、
任
◆インターネットの 危 険 性 責
を教え、これらを使うとき
の約束やルールを決めま
しょう。
◆ 必 ず スマホ な ど に
フィルタリングを設
定しましょう。

〜心配事や困り事は、
早いうちにご相談を〜
警察相談電話♯9110又は警察署等に

(3)

あなたの心で児童虐待を防ぎましょう！
児童虐待は増加傾向、
命を落とす事案も
事案も！
●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、不衛生で汚れている
等は、虐待のサインかもしれません。
児童にこのような行為は虐待です
◆殴る、
ける、
激しくゆさぶる等⇒身体的虐待
◆わいせつな行為をする、
させる等⇒性的虐待
◆食事を与えない、
乳幼児の放置等⇒ネグレクト
言葉で脅す等⇒心理的虐待
⇒心理的虐待
◆無視や拒否的な態度、
●「虐待かも？」と思ったら、迷わず
児童相談所等に連絡を！
●あなたの連絡が児童を救います！
●連絡者のプライバシーは守られます。
◆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

狩猟事故をなくしましょう！
●狩猟期間
令和２年11月15日〜令和３年２月15日
(銃による鹿、猪猟はＲ２.11.１〜Ｒ３.３.15)
●山、川、池、海などで
レジャー等をする方
は、銃声のする方向
には近づかないでく
ださい。

猟銃等を使用する時の注意
●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。

薬物を 断る勇気が

十分注意し、安全・無事故！

身を守る！

