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福岡県防犯協会連合会公益社団法人

防 犯 活 動 功 労 者・団 体 表 彰
受賞おめでとうございます！

ご応募ありがとうございました！

長年にわたる防犯活動功労により表彰を受けられた方々です！

警察庁長官・全国防犯協会連合会会長連名表彰

課題：特殊詐欺・悪質商法の被害防止【ポスター】

課題：特殊詐欺・悪質商法の被害防止【 標　 語 】

樋原　悠加
（九州産業大学１年）

令和３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

松本　美優
（八幡中央高校２年）

髙田　真奈
（花尾中学校３年）

占部　夏鈴
（原田小学校６年）

普段から
会話重ねて　詐欺防止

上田　拓治（小郡市）

「大丈夫！」
そんなあなたが　ねらわれる

森田　実(学業院中学校２年）

大丈夫？
一人で決めない　振り込まない

堀内　海美(横代小学校６年）

防犯栄誉銀章　10名

防犯功労団体　１団体

佐藤　克鬨(博　多)
齋木　嗣憲(筑紫野・太宰府)

草ヶ江校区防犯組合　代表者　田中　郁堂(中　央)

村山　隆一(宗　像)
藤丸　正勝(柳川・みやま)

岩男　　學(若　松)
吉留　節子(粕　屋)

棚田　正憲(博　多)
青沼　　誠(久留米)

中村登志雄(早良・城南)
山本　善次(糸　島)

野田　喜代實(筑　後) 德安　憲一(博　多)江口　直司(東福岡)荒木　與一(早良・城南)德野　康博(川　崎)

(順不同・敬称略・（）は地区協会名)

防犯栄誉金章  ５名



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
博多遊技場防犯組合　代表者　西田　博志(博　多)

防犯栄誉銅章　30名
和田真矢子(朝　倉)
河辺　健治(宗　像)
田原すま子(筑紫野・太宰府)
藤田　和仁(東福岡)
善明　勝之(八幡西)
財満　信博(八幡東) 

山本　公二(直　方)
西山　敏幸(筑紫野・太宰府)
橋本　　巖(春日・大野城・那珂川)
浅野　節夫(中　央)
池田　久紀(折　尾) 
大橋　三俊(柳川･みやま)

岡村　耐治(若　松)
川野　秀丸(行橋京都)
大場　信二(戸　畑)
凌　　明利(糸　島)
野津　保弘(小倉北)
田中　繁樹(うきは)

山﨑　康弘(東福岡)
山本　三治(若　松)
龍　　雅博(戸　畑)
長谷川志朗(門　司)
馬場　　猛(八　女)
近藤　　勲(博　多)

小笠原孝子(糸　島)
嶋野　　久(春日・大野城・那珂川)
木下　重敏(中　央)
草場　信行(久留米)
永野　繁一(早良・城南)
松岡　光昭(嘉　麻)

防犯功労者　47名
下村　春雄(博　多)
箱嶋　良樹(福岡南)
藤村　武則(春日・大野城・那珂川)
小林　俊之(糸　島)
桑原　一夫(折　尾)
永井　杢幸(戸　畑)
西田　義勝(嘉　麻)
堀田　次明(久留米)
竹井　澄子(柳川･みやま)

石丸　隆一(博　多)
森藤　誠司(福岡南)
田中　稔(春日・大野城・那珂川)
岩崎みさよ(糸　島)
有松　健吾(八幡東)
小野敬太郎(若　松)
西　　和政(豊　築)
井上　森雄(久留米)
津村洋一郎(大川･大木)

日野　正則(中　央)
稲富　　勇(東福岡)
四元　重信(早良・城南)
宮崎　哲夫(筑紫野・太宰府)
村上　隆彦(小倉北)
日高　治人(若　松)
北山　寿一(行橋京都)
津田利枝子(田　川)
吉田　和博(筑　後)

和田　金也(中　央)
播磨　　洸(東福岡)
庄野崎哲彦(早良・城南)
田中　菊治(筑紫野・太宰府)
肝付　太郎(小倉北)
野中　茂彦(折　尾)
田村　　稔(門　司)
岡田　光晴(直　方)
岩佐　吉洋(うきは)
泉　　英明(大牟田)

鈴木　卓郎(中　央)
平井　幸雄(東福岡)
山田　久雄(福岡南)
中野　正常(春日・大野城・那珂川)
白水　礼子(博多臨港)
松田　貢二(折　尾)
城戸　正博(戸　畑)
竹内　利一(直　方)
中島　幸一(久留米)
西田　晴征(柳川･みやま)

防犯功労者　12名
猪飼　廣幸(久留米)
吉廣　　清(門　司)
人見　君博(筑紫野・太宰府)

藤野藤次郎(東福岡)
黒岩　文人(八幡西)
鈴木　孝義(田　川)

福岡力太郎(春日・大野城・那珂川)
西　　重兼(糸　島)
橋爪　哲也(八　女)

大坪　和彦(大牟田)
大塚　政信(飯　塚)
鶴田　満徳(福岡南)

学生防犯ボランティア団体 １団体
福岡県立大学防犯サークルオリオンズ（田川市）

中央警備業防犯組合
株式会社 九電工
榎寺区自治会
槻田第二自治区会
飯塚遊技場組合
津福校区防犯暴追協会
大牟田市立駛馬小学校ニセ電話詐欺Ｋｉｄｓかせ隊(大牟田)

(中　央)
(福岡南)
(筑紫野・太宰府)
(八幡東)
(飯　塚)
(久留米)

月隈校区防犯組合
古賀市日吉台区安心安全パトロール隊
青少年育成前原南校区民会議
（一財）福岡県警友会八幡西支部
上頓野校区自治公民館
水洗校区コミュニティ協議会

(博　多)
(粕　屋)
(糸　島)
(八幡西)
(直　方)
(筑　後)

香椎東校区自警団
大池区防犯パトロール隊
泉台校区生活安全パトロール隊 
大里東校区自治連合会
田川自動車学校
柳川警備業防犯連絡会

(東福岡)
(春日・大野城・那珂川)
(小倉北)
(門　司)
(田　川)
(柳川･みやま)

防犯功労団体　19団体 （紙面の都合で名称を簡略することがあります）

『ながら防犯』できることから始めましょう！
●
●

●

： 地域全体で街の安全を見守っていると周りに示し、犯罪の大きな抑止力となります。
： 見知らぬ人にも、相手の目を見て挨拶し、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を嫌います。～
： 自宅前の路上や交差点に立ち、また自宅前の掃除や草花の手入れなどをしながら、
　登下校時の子供たちを見守ります。

防犯功労団体　２団体
久留米遊技場組合　代表者　郭　康晴(久留米)　  天拝ブロックコミュニティパトロール　代表者　栗原　秀峰(筑紫野・太宰府) 

防犯パトロール
挨拶・声かけ運動

子供の見守り活動

インターネットで検索して活動事例を参考にしてください。

はじめよう！『ながら防犯』活動

(2)
ふくおかふくおか防犯防犯



ストップ  ＤＶ

なくそう、子どもの性被害

被害にあったら迷わず通報・相談!

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

女性に対する暴力をなくす運動
11月12日(金)～11月25日(木)

11月25日は女性に対する暴力撤廃国際日

★　配偶者や交際相手からの
暴力に悩んでいませんか？
★　ひとりで我慢せず、早めに
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
　　◆毎日の  9:00～17:00
　　◆金曜は18:00～20:30も対応

《福岡県内での被害事例》

許すな子供への性犯罪！

《子供たちが狙われています》

★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
＊祝日や年末年始を除きます。

児童虐待防止

～知らせて守る子どもの未来～

迷わず警察や児童相談所に連絡してください！

《虐待対応ダイヤル：189（いちはやく）》

●　子供の泣き声や、保護者等の
怒鳴り声が聞こえる。
●　子供の身体にアザや傷がある。
●　子供の身体や衣服が、不衛生
で汚れている。
●　家に帰りたがらず、保護者におびえる。
等は、虐待のサインかもしれません。

◆24時間対応しています。
◆お近くの児童相談所につながります。
◆匿名でＯＫです。
◆連絡者のプライバシーは守られます。
◆緊急の場合は110番通報しましょう！

●狩猟前に射撃練習し、銃の取扱に慣れておく。
●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。

　児童買春や児童ポルノの製造などの子ども
への性犯罪は、子どもの人権を著しく侵害する
極めて悪質な行為です。

狩猟事故をなくしましょう！

《狩猟期間》
令和３年11月15日～令和４年２月15日
《特例》
＜銃による鹿、猪猟⇒Ｒ3.11.1～Ｒ4.3.15＞
＜箱罠による鹿、猪猟⇒Ｒ3.10.15～Ｒ4.4.15＞

《猟銃等を使用される皆様へのお願い》

〇　SNSを通じた出会いからの性的被害
〇　援助交際をきっかけとした性的被害
〇　人のＳＮＳアカウントを乗っ取り知人になり
すまし、女子児童が自分の裸を送信させられ
る児童ポルノ被害

★　例年、狩猟期は、猟銃等による事件事故が増
加する傾向にあります。
★　山や川、海でレジャーを楽しまれる方は、銃
声のする方向には絶対近づかないでください。

　インターネットの危険性を教えて、使うときの
約束やルールを決めておきましょう。

◆児童買春
◆児童ポルノ
◆ＪＫビジネス

あなたの１本の電話で救われる子供がいます

(3)
ふくおかふくおか防犯防犯


