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謹 賀 新 年
〜安全で安心な福岡県の実現に向けて〜
公益社団法人 福岡県防犯協会連合会
会

長

山 口

毅

明けましておめでとうございます。皆様には輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
また、
地域における防犯活動をはじめ、
新型コロナ感染症が猛威を振るう中におきましても、
マスクを着用し、
青
パトの窓を開けるなど、
三密を避けて活動を継続されたことに改めて敬意を表しますとともに、
平素から当連合会
及び各地区防犯協会に多大なご理解・ご支援をいただいておりますことに、
深く感謝を申し上げる次第です。
さて、現在県下では、防犯ボランティア約17万６千人と青パト約1,930台を中心に、防犯パトロールや見
守り活動、
ながら防犯活動などの地域安全活動が積極的に行われ、警察の検挙・抑止活動と相まって、刑法
犯認知件数は昨年も減少しているところであります。
しかしながら、依然としてニセ電話詐欺や性犯罪、子供が被害にあう犯罪が後を絶たないことや、防犯ボ
ランティアの高齢化により若い世代への参加拡大が求められること、及び新型コロナ感染防止などの観点
から、新たな防犯活動に一層の創意工夫が必要となっております。
そのため当連合会では、県や県警察などと力を合わせてこれらに取り組むなど、本年も安全で安心な福
岡県の実現を目指し、公益法人としての使命と責任を果たしてまいる所存であります。
皆様のなお一層のご支援、
ご協力をお願い申し上げます。
結びに、皆様の益々のご健勝とご多幸並びに各地区防犯協会の更なるご発展を祈念申し上げまして、新
年の挨拶といたします。

本年も みんなで守ろう 住む街を！
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新年のごあいさつ
福岡県警察本部長

福 田 正 信

新年明けましておめでとうございます。
県民の皆様には、平素から警察活動の各般にわたり御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。
昨年は、県内の刑法犯認知件数が、前年に引き続き戦後最少を更新するなど、犯罪情勢は数値的には良
い傾向を維持しております。
これもひとえに、新型コロナウイルス感染拡大といった未曾有の事態の中であっても、皆様方の「自分た
ちのまちは自分たちで守る」
という力強い信念の下、昼夜を分かたぬ防犯パトロール、子供の見守りなどの
地域安全活動を推進して頂いた成果であり、改めて感謝申し上げます。
しかしながら、未だ高水準で発生する性犯罪や、高齢者を狙ったニセ電話詐欺など、県民に不安を与える
犯罪は依然として予断を許さない状況にあります。
県警察では、
「県民の安全・安心の確保」
を本年の運営指針に設定し、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、犯罪の取締りに全力を尽くすとともに、地域、自治体、学校、企業等と緊密に連携
しながら、防犯行動を促すための広報啓発、合同パトロールなどを推進して参ります。
県 民の 皆 様 には、引き続き、安 全・安 心なまちづくりに対する御 支 援・御 協 力を賜りますようお 願
い申し上 げます。
結びに、皆様の御多幸と御健勝を心から祈念いたしまして、新年のあいさつとさせていただきます。

あけましておめでとうございます
（公社）福岡県防犯協会連合会 賛助会員一同

私たちは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。
芦屋町競艇事業局ボートレース芦屋
イオンショッパーズ福岡店
㈱井筒屋
伊藤権次郎商店
岩崎建設㈱
㈱岩田屋三越
Enazeal㈱
㈱ＦＣＣ テクノ
㈱オーレック
回胴式遊技機商業協同組合九州・沖縄支部
九州電力㈱
九州遊技機商業協同組合
㈱九電工
キリンビール㈱福岡工場
児島洋紙㈱
西部ガス㈱
佐川急便㈱
サンエス技研㈱福岡営業所
ＪＲ九州リテール㈱
㈱ＪＲ博多シティ
(一社)自転車安全対策協議会
㈱昭和マーケティングシステムズ
㈲新生社
新日本法規出版㈱
セキスイハイム九州㈱
総合調査イッシン福岡
㈱ダイケン
大商印刷㈱

㈱たいよう共済福岡支店
大和ハウス工業㈱福岡支社
太宰府天満宮
筑紫ガス㈱
筑紫小売酒販組合
㈱筑邦銀行
㈱津田総合企画
鉄鋼処理産業㈱
デンカ㈱大牟田工場
ＴＯＴＯ㈱
㈱ドッグエンタープライズ
㈱にしけい
㈱西日本シティ銀行
西日本鉄道㈱
西日本電信電話㈱福岡支店
(一社)日本アミューズメント産業協会 福岡県本部
日本たばこ産業㈱九州支社
(一社)日本二普協 福岡県二輪車普及安全協会
ニューヨーク･エボリューション㈱
博多辛子めんたい協同組合
㈱博多大丸
㈲博多屋事務器
㈱はせがわ
㈱パラダイス Ｄ ステーション（福岡,伊都,筑紫野,福重各店）
㈲ぴぃおんシステム
㈱ビデオシステム
㈱ヒロカネ
㈱福岡銀行

ながら防犯

福岡県カラオケスタジオ防犯協会
福岡県クレジットカード犯罪対策連絡協議会
(一社)福岡県警備業協会
(一財)福岡県交通安全協会
福岡県公認ボウリング場協会
福岡県ゴルフ場暴力団等排除防犯連絡会
福岡県コンビニエンスストア等防犯協議会
福岡県サウナ防犯協議会
(一社)福岡県指定自動車学校協会
福岡県自転車軽自動車商協同組合
福岡県商工会連合会
(公社)福岡県宅地建物取引業協会
(NPO)福岡県防犯設備士協会
福岡県麻雀業組合連合会
福岡県遊技業防犯協力会連合会
(一社)福岡県料飲業生活衛生組合連合会
福岡商工会議所
㈱福岡中央銀行
Matsuo Sangyo㈱
三井化学㈱大牟田工場
㈱都屋
宮地嶽神社
美和ロック㈱九州支店
㈱ムーンスター
明治安田生命保険(相)
㈱山口油屋福太郎
㈱力匠

地域を見守る 思いやり！
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ニセ電話気づかせ隊を県知事が表彰
昨年11月５日、県庁で小川県知事並びに福田
警察本部長出席のもと、独自の取り組みや被害
阻止など、ニセ電話詐欺撲滅への取り組みが活
発であった団体に対する表彰式が行われました。
金融機関(７団体)

一般団体(９団体)

遠賀信用金庫
久留米草野郵便局
福岡市農業協同組合
西日本シティ銀行
野芥支店四箇田出張所
西日本シティ銀行
自由ヶ丘支店
春日野郵便局
蒲池郵便局

大牟田市立駛馬小学校
｢ニセ電話詐欺 kids かせ隊｣
久留米市シルバー人材センター
福岡県警備業協会
青年女性特別委員会
ファミリーマート
戸畑沖台通り店
コミュニティメディア
パートナーズ福岡
大牟田タクシー協会
セブンイレブン
福岡野多目店
セブンイレブン
春日天神山２丁目店
ファミリーマート
博多吉塚五丁目店

電話でお金は全て詐欺!
職場、家庭、地域ぐる
みで被害を阻止しま
しょう!!
地域の力
頑張っています
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１月10日は１１０番の日！
☎ 110番は事件･事故の緊急通報専用電話です。
・事件にあった！
おちついて、
・事件を目撃した！ 場所を明確に
・事故にあった！
伝えましょう
・事故を目撃した！
・もめごとになっている！
・不審者がいる！
・バスの青ランプ(非常灯)が点灯している！
こんな時は、
迷わず110 番をおかけください。
☎ 緊急以外の事案や相談・要望などは、
＃9110
（相談受理専用電話）
又は最寄りの警察署に、
おかけください。
☎ 言葉や耳が不自由な方には、
・110 番アプリシステム
（110 番アプリで検索）
・ファックス110 番（092-632-0110）
がご利用いただけます。

福岡県警察年頭視閲の中止のお知らせ
毎年年始に実施しておりました
年頭視閲は、新型コロナウイルス感
染症等の諸般の事情により、令和３
年は中止が決定されました。

ふっけい君

防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)

◆小田部校区「だいこんの会」◆

◆柴刈校区まちづくり振興会◆

(活動地区〜福岡市早良区原北中学校区)

(活動地区〜久留米市田主丸地区)

私達の団体は、
平成13年に児童の安全のための
パトロール活動を目的として発足し、平成17年か
らは青パト団体としての活動も開始しました。
現在、
地域のボランティア約百名を中心に、
青パ
トを運用して、
登下校時の見守り活動や地域の夜間
パトロール活動などを行っています。
昨年10月、
福岡県宅地建物取引業協会福岡西支
部から青パトが贈呈されましたので、12月に青パ
ト贈呈式を開催、活動に参加されている地域のボ
ランティアの方々に「４代目」となる青パトをお披
露目した後、
活動を開始しました。
今後も、地域一丸となって、見守り活動やパト
ロール活動などを継続し、地域の安全のために尽
力していきたいと考えています。

私達の団体は、平成23年に「柴刈校区の青少年
の健全育成と、校区民の安全安心なまちづくり
を」という思いから発足しました。
主な活動として、
●児童・生徒の登下校時の見守り活動
●青パトによる校区内パトロール
●年末の自転車部隊による防犯パトロール
などを行っています。
特に昨年からは、新型コロナウイルスの影響で
活動の縮小を余儀なくされ、通勤、買物、散歩など
を通じた「ながら防犯」に力を入れるなど、会員そ
れぞれが可能な活動に力を入れています。
これからも地域の安全・安心を守る活動を続け
ていきます。

ニセ電話

防ぐ機能の まっ太フォン！

