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地域安全標語 声かけて  地域で守る  子どもの未来声かけて  地域で守る  子どもの未来

��いよいよ入学シーズンとなり、新小学一年生はこれからの学校生活を夢見て、わくわくしていると思
います。友だちをたくさんつくって、勉強も運動も頑張り、是非、楽しい学校生活を送ってください。
　そして、新しいステージを安全で安心に過ごすためにも、子どもも見守る大人も準備が必要です。
犯罪や声掛け事案から自分を守るための取り組みに心がけ、事件・事故に巻き込まれることがない
ようにしましょう。防犯ブザーの使い方を紹介しますので実践してみてください。

防犯ブザーの使い方マニュアル
1　防犯ブザーの仕組みと選び方
　「防犯ブザー」は子どもや女性が自分の身を守るために手軽
に携行できる身近な防犯グッズです。選び方や使用方法につい
て正しく理解しておきましょう。
��基本的な仕組みは、本体に差し込まれた状態のピン（絶縁体）
を引き抜くと音が鳴るというものです。
　ブザーのタイプは多様ですので用途に応じて選びましょう。
◦ピンが完全に引き抜けるもの
◦ピンが引き抜けないもの
◦本体のスイッチで、電源をオン・オフするもの
◦音が出ることを確認するサインスイッチがあるもの
◦ライト付きのもの

2　基本的な使い方
●「いざという時に」すぐ鳴らす
　子どもや女性が不審者等に遭遇するなどして身の危険を感じ
た時に、防犯ブザーを鳴らして不審者を威嚇したり、周囲の人
たちに気付いてもらうようにしたりします。
　バッグやカバンの中に入れておいては鳴らすことができませ
ん。一人で歩く時には手に持っているか、ランドセルやバッグ
等に取り付けておいて、ピンを抜いて音を出しましょう。

●子どもに持たせる場合
【登校時】
　小学生のランドセルには、肩ベルト（肩ひも、背負いひも）に
ある金属フック（ナスカン、Ｄカン等）に取り付けるか、付属の
取り付けベルト等で固定して、緊急時にはすぐに手が届いて防
犯ブザーを鳴らせるようにします。側面のオオマチ部分のフック
に取り付けると手が届きません。必ず体の前面に装着しましょう。
【外出時】
　遊びや塾などの外出時、バッグがあれば持ち手（ハンドル）
部分に見えるように取り付けて、いつでもすぐに鳴らせるように

しておきましょう。バッグ等を持たずに外出する場合は、衣類
のウェスト部分にベルトループ（ベルト通し）があれば簡単に落
ちないようにしっかりと取り付けます。
　首から下げる場合は、必ずネックストラップ（ひも）で首を絞
められないように安全装置（ブレイクアウェイ）が付いているこ
とを確認してから使いましょう。
※安全装置（ブレイクアウェイ）：強く引っ張るとストラップがはずれます。

◦実際に不審者に遭遇したときは、防犯ブザーを鳴らし
て、すぐに人がいる安全な方向に走って避難しましょう。

◦逃げる際には、防犯ブザーを投げつけたり、ランドセル
自体を落としたり投げたりすることも覚えておきましょう。

3　安全に利用するために
◦使用上の注意は、必ず子どもと一緒に読み、保存しましょう。
◦使用前には、ブザーの音が鳴ることを確かめましょう。
◦最低１ヶ月に１回は、ブザー音が鳴るかどうか確かめ、ブザー
音が小さくなったときなどは、新しい電池に交換しましょう。
◦いざという時のために、子どもと一緒に、使い方を練習して
おきましょう。
◦電池交換時にふたを開ける以外は、本体の分解や改造など
をしてはいけません。

※子どもや女性、高齢者などが防犯ブザーを鳴らしてい
る場面に遭遇したら、救助を必要としているので、110
番や119番に通報しましょう。

みんなで つくろう 安心の街みんなで つくろう 安心の街みんなで つくろう 安心の街
新入学・進級シーズンとなりました新入学・進級シーズンとなりました

安全で安心な楽しい学校生活を送りましょう安全で安心な楽しい学校生活を送りましょう

肩ベルトのフックに
取り付ける

オオマチのフックに
付けると手が届かない

ピン

（全国防犯協会連合会HPより）



～　作　品　募　集　中　～
　令和3年全国地域安全運動（10月11日～20日）・全国暴
力追放運動に向けて、本年も地域安全ポスター・標語・
青パト活動写真コンクールを実施します。
　優秀作品は、公益財団法人全国防犯協会連合会・全国
暴力追放運動推進センターが公募する全国審査の応募作
として出品されるほか、県内の地域安全活動の広報資料
等として活用されます。
１　課題　
●ポスター・標語の課題
・なりすまし詐欺の被害防止
　・悪質商法の被害防止
●標語のみの課題
・暴力団への加入阻止
●青パト写真の課題
・青色回転灯装備車の活動中の写真

２　応募区分
　・小学生の部
　・中学生の部
　・高校生・一般の部
３　締切　５月24日（月）
　各地区防犯協会連合会事務局（各警察署）必着
※応募の詳細は、募集チラシ又は公益社団法人福島
県防犯協会連合会のホームページ（https://www.bou�����
hanfukushima.com）をご覧ください。

～ 多数の応募をお待ちしています ～

令和３年 全国地域安全運動・全国暴力追放運動
「ポスター・標語・青パト活動写真コンクール」

昨年のポスター

昨年の青パト写真

令和２年 令和元年 増減
件数 被害金額 件数 被害金額 件数 被害金額
135 22,795万円 104 17,496万円 ＋31 ＋5,299万円

※ 福島県警察調べ

＜令和2年の特徴＞
●高齢者（65歳以上）の被害が８割強
●被害全体の65.9％（135件中89件）が
　・被害者をだましてカードを交付させる手口
　・被害者の隙を見てカードを窃取する手口
　・福島市と郡山市での被害が82件（６割強）
● 「還付金名目」の予兆電話が増加し、特に被害者宅を訪

問し、隙を見てカードをすり替えて窃取する手口に発展

＜対策＞
●留守番電話機能･防犯機能付きの電話機器の活用を！

　詐欺の手口はとても悪質･巧妙で、犯人からの電話
に一度でも出てしまうと、だまされてしまう危険性が
あります。そうならないためにも、留守番電話機能や
防犯機能付き電話機器（通話自動録音機等）を活用し、
詐欺被害を防ぎましょう。

～みんなで協力して詐欺被害を防止しましょう～

なりすまし詐欺被害が大幅増加なりすまし詐欺被害が大幅増加（令和２年）（令和２年）
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各地区防犯協会・ボランティア団体の活動紹介各地区防犯協会・ボランティア団体の活動紹介

　白河地区防犯指導隊西郷分隊は、近藤徹分隊長以下12名で構成され、
青パトによる防犯パトロールを定期的に実施しているほか、ＪＲ新白河駅
の駐輪場において自転車の防犯診断を毎月実施するなど、西郷村の安全・
安心の確保に多大な貢献をしており、地域の安全と安心を守るその姿に
は、住民の方の大きな信頼が寄せられています。

　絹の里見守り隊は、平成17年４月に川俣町老人クラブ連合会
の有志が結成し、川俣町内各小学校の下校時間に合わせて見守
り活動を行っています。また、警察が行う「なりすまし詐欺」
被害防止の広報活動にも協力して積極的に呼び掛けを行うな
ど、地域住民の防犯意識の高揚に大いに貢献しています。

　ばんげＣrimeバスターズは、平成30年に結成され、会津坂下
警察署長から委嘱された４校「県立坂下高等学校、県立会津農
林高等学校、会津坂下町立坂下中学校、湯川村立湯川中学校」
の37名で構成されている学生ボランティアです。　ＳＮＳを利用
した福祉犯被害やトラブル等の被害防止、少年非行防止などに
ついて、学生目線で学校・地域に注意を呼び掛けています。

絹の里見守り隊（川俣町）

白河地区防犯指導隊西郷分隊（西郷村）

ばんげＣrimeバスターズ（会津坂下町・湯川村）
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子どもたち子どもたちののオンラインゲームオンラインゲームによるによるトラブルに注意トラブルに注意しましょう！！しましょう！！

　Ａさんは、オンラインのボイスチャット機能で知り合ったＢ男と仲良く
なり、ＳＮＳでやり取りするようになりました。連絡を取り始めると、Ｂ男

から「裸の写真を送って」と言われて、Ａ子さんは信頼しているＢ男ならと思い、裸の
写真を送ってしまいました。Ａ子さんはＢ男から「裸の写真をネットにばらまく」と脅
され、初めて会った日に性犯罪に巻き込まれてしまいました。

　「悠眞君の家に、パトカーが止まっているけど、どう
して。」ある日の学校帰り、友だちがぼくにたずねてきた。
　ぼくの家は、ぼうはん連らく所になっている。ぼくの
おじいちゃんが、近所の人にすすめられて、ぼうはん連
らく会に入ったことがきっかけで、連らく所になったの
だ。そして時々、おまわりさんがやってきて、このあた
りの安全について聞きにきているのだった。ぼくは、そ
のことを友だちに話すと、「おじいちゃん、すごいね。こ
こには、悪い人はいないでしょ。いたら、すぐに見つかっ
ちゃうもんね。」と、友だちが感心しながら言った。おじ
いちゃんに、友だちと話していたことを伝えると、「この
へんは、昔から安全だったよ。なんて言ったって、近所
のみんなが、なかがいいからね。あいさつをするし、よ
くしゃべっているから、何かあったらすぐに連らくがく
るしな。」と、うれしそうに話してくれた。それから「じ
いのところに、悪い連らくがこないことがいい。ひまが
一番だな。」とわらって言った。
　よく考えてみると、ぼくは小さい時から近所の人に、
よく声をかけられていたし、あいさつもぼくからしてい
た。この当たり前のことが、安全につながっているのだ
な、と思った。
　この安全な町が、これからもつづくためにぼくに出来
ることは何か、と考えた。��
　まず一つ目は、今やっている「あいさつをすること」

をこれからもつづけてくことだ。
登下校時、行きかう人に大きな声
で自分からあいさつをしていきた
い。自分からすれば、相手もして
くれて、コミュニケーションにな
るからだ。
　二つ目は、地いきで行っている
活動にせっきょく的にさん加することだ。毎年夏休みに、
子どもが参加出来る「夜回り」にぼくは参加している。
近所のおじさん達と、話をしながら、地いきのきけんな
所を見回ったり、一人ぐらしのお年よりの家をかくにん
したりして歩いている。それでぼくも気をつけなくては
ならないことを、覚えている。
　ぼくが大人になっても、この地いきはずっと安全で
あってほしい。今、ぼくがしていることは、ほんの少し
の力かもしれないけれど、これから、友だちにも知らせ
ていって、みんなで力を合わせて大きな力になればいい
な、と思っている。
　今日もおじいちゃんは、わらっ
ている。「何なくていいな。ひま
が一番だ。」おじいちゃんのえ顔
がずっと見られるように、ぼくは
今日も、近所の人に元気な声で「お
はよう」とあいさつをする。

　安全なぼくの自まんの町� 会津若松市立城南小学校4年�上野 悠眞最優秀作品
（小学生の部）

事　例

オンラインゲーム利用時の注意点
●オンラインゲームの出会いも危険！！
　最近、子どもたちがオンラインゲームを利用して犯罪に巻き込まれる事
件が多発しています。オンラインゲームではチャット機能等を通じて、他
の利用者と知り合うことができ、知り合った相手とは、SNS等の通信手
段で連絡を取り合う傾向があり、誘拐や性犯罪の被害に発展している例
があります。利用者の中には、性別や年齢等を偽って、子どもたちの悩
みなどを聞き出し、物やお金を与えたり、泊まる場所を提供するなどと、
言葉巧みに誘い出そうとする人もいます。
～オンラインゲーム上で知り合った人と会う危険性を考えましょう～

●高額課金に注意！！
　クレジットカードやキャリア決済（携帯電話会社等の料金に加算され
る決済方法）などは、便利な反面、お金を使っている感覚が薄いため
請求が高額になってしまう可能性があるので注意が必要です。
～課金をして一人で悩んだりせず親子で話し合いましょう～

保護者の方へのお願い
●課金等に必要なパスワード等は保護者が
管理しましょう。
●フィルタリングを活用しましょう。
●親子でルールを決めておきましょう。
　◦�オンラインゲームで知り合った人と安易
に会わない、
個人情報を教
えない。

　◦�使っているア
プリの課金の
有無を親子で
知っておく。



（4） 2021年（令和 3年）4月 第382号防 犯 し ゃ く な げ

　公益社団法人　福島県防犯協会連合会では、より充
実した活動を行うため、賛助会員を募集しています。
　寄附金や賛助会費は．税制上の優遇措置を受けるこ
とができます。皆様のご協力をお願いいたします。入
会手続きの詳細は、当連合会のホームページ（https://
www.bouhanfukushima.com）をご覧ください。

賛助会員募集中

地域安全標語 ネットでも  見えない相手へ  思いやりネットでも  見えない相手へ  思いやり

「福島県自転車防犯登録推進協会」からのお願い

　自転車防犯登録は、法律で義務づけられています。
自転車防犯登録は、自転車盗難被害の防止とともに、
被害回復に役立ちます。
　購入や譲り受けた際は新規防犯登録を、廃棄や
人に譲った際は抹消登録をしましょう。
　手続きの詳細は、福島県防犯協会連合会のホームページをご覧ください。

自 転 車 防 犯 登 録必ずしましょう!!必ずしましょう!!

　公益社団法人福島県防犯協会連合会は、寄附や会員の皆様の会費等により、犯罪の防止、青少年の非行防止、覚醒剤等薬物乱用防止、自転
車盗難の防止、風俗環境の浄化などに取り組んでいますが、会員として、次の方々に地域安全活動や運営等にご支援・ご協力をいただいてお
ります。今後とも変わらぬご協力を賜りますようお願い申し上げます。� 令和3年２月末現在

皆様のご支援・ご協力に感謝申し上げます

2 賛助会員（団体・企業） 　

（県北方部） 　
一般社団法人福島県医師会 （福島市）
一般社団法人福島県銀行協会 （福島市）
一般社団法人福島県警備業協会 （福島市）
一般社団法人福島県警友会 （福島市）
一般社団法人福島県建設業協会 （福島市）
一般社団法人福島県交通安全協会 （福島市）
一般社団法人福島県猟友会 （福島市）
公益社団法人日本防災通信協会福島県支部 （福島市）
公益社団法人福島県歯科医師会 （福島市）
公益社団法人ふくしま被害者支援センター （福島市）
福島県ゴルフ連盟 （福島市）
福島県再生資源商工組合 （福島市）
福島県JA共済事業防犯対策連絡協議会 （福島市）
福島県自動車販売店協会 （福島市）
福島県信用金庫協会 （福島市）
福島県社交飲食業生活衛生同業組合 （福島市）
福島県商工会議所連合会 （福島市）
福島県警察官友の会連合会 （福島市）
福島県中古自動車販売協会 （福島市）
福島県防犯設備協会 （福島市）
福島県旅館ホテル生活衛生同業組合 （福島市）
福島地区遊技業協同組合 （福島市）
旭産業株式会社 （福島市）
株式会社朝日総合企画 （福島市）
株式会社アトリエオレンジ （福島市）
有限会社安彦染工場 （福島市）
株式会社阿部紙工 （福島市）
株式会社いちい （福島市）
株式会社エフエム福島 （福島市）
大槻電設工業株式会社 （福島市）
有限会社からしま （福島市）
菅野建設株式会社 （福島市）
株式会社キャビンプラザ （福島市）
株式会社クラシマ （福島市）
グランド商事株式会社 （福島市）
小林土木株式会社 （福島市)
有限会社櫻井運送 （福島市）
ザ・セレクトン福島 （福島市）
佐藤工業株式会社 （福島市）
三和シャッター工業株式会社福島北営業所 （福島市）
株式会社宍戸工務店 （福島市）
有限会社シャダイ （福島市)
株式会社商工組合中央金庫福島支店 （福島市）
有限会社杉妻自動車学校 （福島市）
有限会社鈴木商事 （福島市）
損害保険ジャパン株式会社福島支社 （福島市）
株式会社第一印刷 （福島市）
第一温調工業株式会社 （福島市）
第一環境株式会社福島事務所 （福島市）
株式会社ダイユーエイト （福島市）
株式会社たいよう共済福島支店 （福島市）
タカラ印刷株式会社 （福島市）
株式会社たまのや （福島市）
株式会社テレビユー福島 （福島市）
株式会社東興 （福島市）
株式会社東邦銀行 （福島市）
東北電力株式会社福島支店 （福島市）
東北労働金庫福島県本部 （福島市）
株式会社ドコモCS東北福島支店 （福島市）
株式会社東横イン福島駅東口Ⅰ （福島市）

1 正会員
福島地区防犯協会連合会
福島北地区防犯協会連合会
桑折地区防犯協会連合会
伊達市防犯協会連合会

川俣地区防犯協会連合会
二本松地区防犯協会連合会
本宮地区防犯協会連合会
郡山地区防犯協会連合会

（県北方部）
岩井　雄一
笠原　壽一
木須　清市
今野　　大

3 賛助会員（個人）

株式会社東横イン福島駅東口Ⅱ （福島市）
株式会社中松商会東北支店 （福島市）
株式会社日新土建 （福島市）
日本中央競馬会福島競馬場 （福島市）
ネッツトヨタ福島株式会社 （福島市）
ハイテック株式会社 （福島市）
東日本電信電話株式会社福島支店 （福島市）
福島会計プランニング （福島市）
福島ガス株式会社 （福島市)
株式会社福島銀行 （福島市）
福島信用金庫 （福島市）
福島テレビ株式会社 （福島市）
福島トヨタ自動車株式会社 （福島市）
株式会社福島丸公 （福島市)
福島民報社 （福島市）
福島民友新聞社 （福島市）
福島ヤクルト販売株式会社 （福島市）
富士印刷有限会社 （福島市）
株式会社文化堂 （福島市）
株式会社北星商事 （福島市）
マツキドライビングスクール福島飯坂校 （福島市）
丸藤ガラス株式会社 （福島市）
有限会社三浦商店 （福島市）
株式会社民報印刷 （福島市）
株式会社メディアシステム （福島市）
株式会社やどや （福島市）
株式会社山川印刷所 （福島市）
有限会社山岸建設 （福島市）
株式会社吉田運輸 （福島市）
社会福祉法人ライフ・タイム・福島 （福島市）
株式会社ラジオ福島 （福島市）
株式会社ロックファミリー （福島市）
宮崎運輸株式会社 （伊達市）
有限会社本陣サテライトあだたら （二本松市）
斎藤運輸工業株式会社 （川俣町）

（県中方部） 　
一般社団法人生命保険協会福島県協会 （郡山市）
郡山商工会議所 （郡山市）
福島県カラオケボックス防犯協会 （郡山市）
福島県自転車軽自動車商工協同組合 （郡山市）
福島県信用組合協会 （郡山市）
福島県遊技業防犯協力会連合会 （郡山市）
有限会社アイディアルグループ （郡山市）
株式会社アイワコーポ （郡山市)
株式会社アラジン （郡山市）
ALSOK福島株式会社 （郡山市）
株式会社栄楽館 （郡山市）
鍵錠 （郡山市）
郡山運送株式会社 （郡山市）
学校法人郡山開成学園 （郡山市）
株式会社郡山自動車学校 （郡山市）
株式会社郡山水産 （郡山市）
郡山木材有限会社 （郡山市）
宗教法人常居寺 （郡山市）
昭和ドライバーズカレッジ （郡山市）
株式会社西部開発 （郡山市)
西部自動車学校 （郡山市）
ゼビオコーポレート株式会社 （郡山市）
株式会社大東銀行 （郡山市）
株式会社中央総合自動車学校 （郡山市）
つばめグループ株式会社中原商事 （郡山市）

齋藤　英明
佐藤　貞幸
鈴木　健一
田代　　均

東北アルフレッサ株式会社 （郡山市）
トヨタカローラ福島株式会社 （郡山市）
名木製帽店 （郡山市)
日本大学工学部 （郡山市）
株式会社ニラク （郡山市）
ネッツトヨタ郡山株式会社 （郡山市）
ネッツトヨタノヴェルふくしま株式会社 （郡山市）
東日本ダイワ株式会社 （郡山市）
株式会社福島中央テレビ （郡山市）
福島トヨペット株式会社 （郡山市）
株式会社福島放送 （郡山市）
株式会社富久山自動車教習所 （郡山市）
富士ゼロックス福島株式会社 （郡山市)
有限会社ふじ旅館 （郡山市）
ヤマト運輸株式会社郡山主管支店 （郡山市）
有限会社横山ビル （郡山市）
株式会社ヨークベニマル （郡山市）
石橋建設工業株式会社 （本宮市）
福島県アミューズメント施設営業者協会 （須賀川市）
株式会社南部自動車学校 （須賀川市）
株式会社田村自動車学校 （田村市）
株式会社タツミ電工 （三春町）
福浜大一建設株式会社三春支店 （三春町）
本宮自動車学校 （大玉村）
株式会社PLANTSUPERCENTARPLANT5大玉店 （大玉村)

（県南方部） 　
株式会社南湖自動車学校 （白河市）
株式会社MIRAIE （白河市）
水谷工業株式会社 （石川町）

（会津方部） 　
医療法人健心会えんどうクリニック （会津若松市）
オリックスホテルマネジメント㈱御宿東鳳 （会津若松市）
株式会社リオン・ドールコーポレーション （会津若松市）
第一総合ホールディングス株式会社
喜多方ドライバーズスクール （喜多方市）
公益財団法人野口英世記念会 （猪苗代町）
佐久間建設工業株式会社 （三島町）
五十嵐建設株式会社 （下郷町）
有限会社東洋車体 （下郷町）

（いわき方部） 　
福島県信用漁業協同組合連合会 （いわき市）
小名浜海陸運送株式会社 （いわき市）
北関東空調工業株式会社 （いわき市）
株式会社クレハ環境 （いわき市）
常磐興産株式会社 （いわき市）
株式会社平中央自動車学校 （いわき市）
東洋システム株式会社 （いわき市）
東電フユエル株式会社小名浜事業場 （いわき市）
株式会社勿来製作所 （いわき市）
株式会社マルト （いわき市）

（相双方部） 　
相馬商工会議所 （相馬市）
有限会社SST （南相馬市）
五洋建設株式会社東電福島営業所 （富岡町）
西松・五洋・フジタ特定建設工事共同企業体（富岡町）

（県外） 　
株式会社サンケイシステム広告社 （仙台市）
東北遊技機商業協同組合 （仙台市）
セブンイレブン目黒柳通店 （東京都）
株式会社マルハン （京都府）
ヤマショウ株式会社 （愛媛県）

渡邉　和也
氏家　知則

（県中方部）
影山　秀樹
千葉　　昇

（会津方部）
古川　幸治
渡辺　敏幸

佐藤　方則
前後　　公

※�匿名を希望された団体・企業、個人の方は、掲載を控えさせていただいております。

郡山北地区防犯協会連合会
須賀川地区防犯協会連合会
白河地区防犯協会連合会
石川地区防犯協会連合会

東白川防犯協会連合会
田村地区防犯協会連合会
会津若松地区防犯協会連合会
猪苗代地区防犯協会連合会
喜多方地区防犯協会連合会

会津坂下地区防犯協会連合会
会津美里地区防犯協会
南会津防犯協会連合会
いわき中央地区防犯協会連合会
いわき東地区防犯協会連合会

いわき南地区防犯協会連合会
富岡地区防犯協会連合会
浪江地区防犯団体連合会
南相馬地区防犯協会連合会
相馬地区防犯協会連合会

佐藤　　勤
芳賀　　優

室井　正義
（いわき方部）
井出　勝人
鈴木　忠夫


