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印刷

全国地域安全運動

メインスローガン

10月11日(月)
〜

令和
３年

㈱民報印刷

10月20日(水)

「みんなで つくろう 安心の街」
「あやしいぞ お金の電話 さぎかもよ」

サブスローガン
ク

防

本年も、安全で住みよい地域社会の実現に向けて、10月
11日（月）から10月20日（水）までの10日間、
「令和３年
運動の重点
全国地域安全運動」が、全国防犯協会連合会、都道府県防
犯協会、警察庁及び都道府県警察の協働で実施されます。
犯罪の発生件数は、平成14年をピークに年々減少して
いますが、子供・女性が被害者となる痛ましい事件や、高齢者を狙った
なりすまし詐欺、ＳＮＳ等を介した犯罪被害は深刻な状況になっています。
また、少子高齢化の進展、世帯規模の縮小、地域との関わりの希薄化と
いった社会の変化が安全と安心に影響を及ぼしている現状です。
このような情勢の下、犯罪の発生を抑え、安全で安心な社会を実現し
ていくためには、防犯ボランティア団体等の自主的な取り組みや、企業
等による活動（防犯ＣＳＲ活動）の更なる推進を図ることが大切です。
そのためにも「全国地域安全運動」を高揚発展させ、より安全で安心
して生活できる地域社会の実現を図りましょう。
昨年に続いて本年も、新型コロナウイルス感染症の拡大など厳しい社
会情勢にありますが、これらの情勢を見ながら、それぞれの地域で実情
に応じた効果的な運動にしていきましょう。
令和3年 全国地域安全運動福島県民大会
警察、関係機関・団体、防犯ボランティア、そして県民の皆様が一体
となって自主的な取り組みを進め、県民一人ひとりが防犯意識を高めま 日時：令和３年10月20日（水）午後2時30分～
場所：田村郡三春町 コミュタン福島
しょう。
シンボルマー
犯

● なりすまし詐欺の被害防止

● 子供と女性の犯罪被害防止

令和３年 全国地域安全運動・暴力追放運動 ポスター・標語 最優秀作品

（敬称略）

あやしいぞ

お金の電話

さぎかもよ

「大丈夫」 そう言うあなたが
決めておこう

地域安全標語

（福島県立福島東高等学校１年）

高校生・一般の部

高校生・一般の部

菅野 空 さん

中 学 生 の 部

（石川町立石川中学校３年）

小 学 生 の 部

最優秀作品

（敬称略）
中学生の部

地域安全標語

最優秀作品

迎 彩花 さん

（会津若松市立河東学園６年）

小学生の部

渡部 小夏 さん

地域安全ポスター

親子をつなぐ

ターゲット
合言葉

森山
西内

花さん（白河市立白河第二小学校３年）
心春さん（南相馬市立石神中学校１年）

今井ありささん（福島県立勿来工業高等学校２年）

「大丈夫」 そう言うあなたが ターゲット
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各地区防犯協会・ボランティア団体の活動紹介
福島北地区防犯レディーズ（福島市）
福島北地区防犯レディーズは、防犯ボランティア活動に女性
ならではの細やかな視点を生かす目的で、平成15年12月に結成
された女性のみの防犯ボランティア組織です。
各種街頭キャンペーンや少年非行防止活動において、しなや
かさや優しさによって住民の懐に入る活動を行い、自主防犯意
識の高揚や青少年健全育成活動を推進しています。

中谷地区防犯パトロール隊（石川町）
中谷地区防犯パトロール隊は、平成23年８月に石川町防犯協
会中谷支部の会員を軸に結成され、地域の「安全・安心」を守
るため、毎月20日頃の夕方に防犯パトロールを実施しています。
現在は４班に編制され、町の青色防犯パトロール車２台を使
用して、中谷地区全体をパトロールしながら防犯対策を呼び掛
け、地区民の「安全・安心」を見守っています。

荒海防犯協会（南会津町）
荒海防犯協会は、渡部東会長以下37名で構成され、荒海小・
中学校の登下校時の見守り活動、荒海地区内における巡回活動
等を実施しています。
また、小中学校における防犯教室への参加、荒海防犯協会主
催による防犯標語コンクールの実施、地区内の歩道橋への横断
幕の設置等、地域と密着した活動を展開し、地域の安全と安心
の確保に努めています。

福 島 県 警 察 からのお 知らせ

登録者
募集中

POLICE メールふくしま
警察から直接あなたに安全安心情報を届けます

〇犯罪発生情報・防犯情報

なりすまし詐欺、不審者、盗難情報など

〇交通安全情報

交通規制、交通取締情報などを含む

〇警察からのお知らせ

登録方法

詳しくは福島県警察ホームページをご覧ください

メールアドレス

pmf01@uh28.asp.cuenote.jp

を読み取り
空メール
送信

③ 登録フォームで
希望する情報に□

登録完了

② 自動送信されたメールの
URLをクリック

① QRコードを読み取りメール送信
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相馬警察署
副主任少年警察補導員

子供に寄り添う
「補導」という言葉を聞くと、どのように思います
か？ 悪いことをする少年を見つけて捕まえるような
イメージを持つ方が多いと思います。私もこの仕事に
就く前はそう思っていました。ですが、この仕事をし
ている中で、
「『補導』の『補』は『捕まえる』ではなく、
『補う』である。補導とは『補い導く』ということである。」
と教えていただいたことがありました。
様々な問題を抱えている少年に対し、支援し、導く
ように寄り添うこと、私が仕事をしていく上で大切に
している言葉の一つになっています。
さて、「鉄は熱いうちに打て！」といいますが、少年
の立ち直りには、早い段階で対応すること、まさに「鉄
は熱いうちに打て！」が効果的だと思っています。
また、少年の立ち直りもさることながら、保護者の
方から、私たちと話して「ホッとした」と言われるこ
とがあります。誰にでも相談できるような内容ではな
いからです。保護者の方が安心することで少年への接
し方が変わり、結果的に少年自身が変わっていくとい
うことも多々あります。
以前、保護者からの相談で「小学生の息子が家族の
お金を盗んでしまう。何度注意しても繰り返してしま
うため、指導してほしい。」ということがありました。
保護者は子供のためを思って、叱っていると思うの
ですが、子供からは反発を受けている様子でした。

令和３年 防犯功労者・優良防犯団体表彰
長年にわたる献身的な防犯活動が認められ、次の個
人・団体の方が、防犯功労者・優良防犯団体として、
本年（令和３年７月７日付）の東北管区警察局長及び
東北防犯協会連絡協議会長の連名表彰を受賞されまし
た。ご尽力に心から感謝とお祝いを申し上げます。
防犯功労者（11名）（敬称略）
◦天沼芳美（塙町防犯協会常豊支部支部長）
◦円谷正美（西袋交番防犯連絡所連絡会会長）
◦秦 照子（桑折地区防犯指導隊国見町指導隊隊員）
◦菅野一意（川俣地区防犯協会連合会副会長）
◦関根秀樹（白河地区防犯指導隊東分隊分隊長）
◦谷津圭一（南相馬地区防犯指導隊原町区南部隊長）
◦志賀政行（相馬地区防犯指導隊中部分隊長）
◦小野民子（いわき東地区防犯協会連合会小名浜支部支部長）
◦佐藤 廣（緑ヶ丘地区防犯協議会会長）
◦佐藤武夫（福島地区防犯指導隊吾妻西分隊副分隊長）
◦椿 芳侑（喜多方地区防犯協会駒形支部副支部長）
優良功労者（３団体）（敬称略）
◦桑折町防犯協会睦合支部
◦本郷こまわり隊
◦四倉町防犯協会

志賀

悦美

「助言」とは難しいことだと思っています。誰しも頭
ごなしに拒否されたり、行動を制限されることは決し
て気持ちの良いものではありません。
自分が逆の立場に立ったときのことを考えると、「～
しなさい」「～してはいけない」と言う強制や禁止を受
けて、やる気を削がれた覚えがあります。
間違いのない正論であっても、それを押しつければ
角が立ちます。少年は、「保護者の主張の正しさ」を頭
では理解したとしても、心から納得して受け入れるこ
とは難しくなります。言葉の裏にある〝子供によくなっ
てもらいたい ＂ という思いをうまく伝えるにはどうし
たらいいのでしょうか。
〝自分が正しいことを言っている ＂ という思いは、相
手の気持ちや周囲の状況を見えにくくすると思います。
大切なことは、強制ではなく、相手の心に寄り添って、
子供の気持ち(言い分）を引き出すように働きかけるこ
とではないでしょうか。
私自身も子の親になり、相談に来る保護者の気持ち
を汲み取ることができるよ
うになりました。
これからも、子供たちに
規範意識を身につけさせる
ための支援をし、導くよう
に寄り添う「補導」をして
いきたいと思っています。

令和３年度通常総会を書面で実施
（公社）福島県防犯協会連合会の令和
３年度通常総会は、新型コロナウイル
スの感染が拡大する情勢を踏まえて、
みなし決議を運用して書面で行われま
した。「令和２年度収支決算」、「監事の
選任」の２議案は、慎重審議により議決・
承認したものとみなされたほか、令和
２年度事業報告等について報告されま
した。新監事に畠隆章氏（福島北地区
防犯協会連合会長）が選任されました。

田村地区防犯協に青パト(宝くじ号）を配備
県防連では、（公財）全国防犯協会連合会から無償譲渡
を受けた青色回転灯装備車（青パト）を田村地区防犯協会
連合会に配備することとし、7月29日に田村市役所で引渡
式を行いました。
菅野豊会長の挨拶の後、田村
地区防会長の白石高司田村市長
から、謝意と今後の積極的な活
動について決意が述べられ、ま
た、齋藤光次田村警察署長から
激励の挨拶をいただきました。
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令和３年 地域安全ポスター・標語・青パト活動写真コンクール審査結果

「令和３年 全国地域安全運動・暴力追放運動 地域安全ポスター・標語・青パト活動写真コンクール」の審査会が6月15日（火）、福島
市の杉妻会館で行われ、次のとおり入選者・入選作品が決定しました。
同コンクールは、公益財団法人全国防犯協会連合会が全国地域安全運動に向けて行う全国公募の一環として行われましたが、新型コロナ
ウイルスによる休校措置など厳しい社会情勢にもかかわらず、ポスター374点、標語2,519点、青パト活動写真５点の応募をいただきました。
都道府県別の応募数は、ポスター・標語ともに全国１位で、県内の防犯意識の高さが窺われる盛り上がりのあるコンクールとなりました。

テーマ：
「 なりすまし詐 欺の 被 害 防 止 」、
「悪質 商法の被害防止 」

（最優秀は１面に掲載）

小林
由季 さん
小池
智 さん

佳織 さん

平

佳作

夕菜 さん

瑠梨 さん

須田

慈さん（喜多方市立第一小学校４年）

佳作

あわてない

いそがない かくにんしても おそくない

佐藤

川俣

鳳王さん（白河市立白河第二小学校６年）

菜那さん（会津坂下町立坂下東小学校２年）

優秀

ちょっと待て!! うまい言葉に 落とし穴

村田

絢音さん（南相馬市立原町第三中学校１年）

大丈夫

岡本

士門さん（会津若松市立一箕中学校２年）

あなたにも かかってくるかも その電話

大関

那南さん（福島県立坂下高等学校１年）

もうかるよ

三田

梨央さん（福島県立船引高等学校１年）

中学生の部

俺だよ俺

佳作

大金は

佳作

高校生・一般の部

優秀

一人で決めない

自信が招く

振り込む前に

その言葉

再確認

佐藤

齋藤

竜輝さん（本宮市立本宮第二中学校３年）

瑛輝さん（桑折町立醸芳中学校２年）

智也さん（福島県立船引高等学校１年）

悠奈さん（福島県立坂下高等学校２年）

勝 さん

秀

大原第一区防犯対策協議会

優

パトロール実施」
「緊急下校時の

英次 さん

大田支部
伊達市防犯協会連合会

ダマされないでね！」

最優秀

「還付金に

青パト活動写真

地域安全標語

吉田

ここなさん（南会津町立荒海小学校１年）

蓬田

身を守る

だまされないで

星

鈴木

気をつけて

まず相談

遠藤

佳作

疑う心が

詐欺師だよ

詐欺被害

引き出す前に

誰あなた

佳作

まず相談

息子じゃないよ

優秀

高等学校３年）
高等学校３年）
高等学校２年）
（福島県立会津学鳳
（福島県立会津学鳳
（ 会津若松ザベリオ学園

佳作

根本

佳作

藤田あつみ さん

藤田

このでんわ なんかへんだよ すぐそうだん

優秀

尚志高等学校３年）

美紅 さん

心優 さん

花 さん

小学生の部

ぼう力だん みんなでなじょする？！ はいじょする

佳作

佐藤

優秀

塚本

佳作

森山

浅川中学校３年）
石川中学校２年）
松陵中学校３年）
（浅川町立
（石川町立
（福島市立

蘭 さん

テーマ：
「 なりすまし詐 欺の 被 害 防止 」、
「 悪 質 商 法 の 被 害 防止 」、
「 暴力 団 への 加 入 阻 止 」

優秀
優秀

（ 学校法人尚志学園

よしみ さん

高校生・一般の部

須藤

優秀

後藤

小学校６年）
小学校３年）
近津小学校５年）
（本宮市立本宮まゆみ
（白河市立白河第二
（棚倉町立

佳作
（最優秀は１面に掲載）

浅川中学校３年）
（浅川町立

結衣 さん

佳作

語

中学生の部

優秀

齋丸

優秀

標

渡辺小学校５年）
（いわき市立

優秀

小学生の部

優秀

ポスター

全国防犯協会
連合会の全国公募で
「佳作」に入選 !!
齋丸結衣さん（いわ
き市立渡辺小学校５
年）のポスターが、
（公
財）全国防犯協会連
合会の全国公募で、多
数の応募作品の中から
「佳作」に入選しまし
た。全国入選おめでと
うございます。

たくさんのご応募
ありがとうございました！
！

決めておこう 親子をつなぐ 合言葉

