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みんなで つくろう 安心の街

年末年始の 犯罪被害防止 に努め、
明るい新年を迎えましょう !
令和３年も間もなく年末となりますが、今年の福島県は、昨年同様、新型
コロナウイルスの感染拡大に伴う不要不急の外出の自粛呼び掛けなどによ
り、社会活動が停滞した影響等を要因として、犯罪の発生件数は引き続き減
少傾向で推移しています。
一方、悪質・巧妙化するなりすまし詐欺や悪質商法の被害が依然として多
発し、また、ＳＮＳ等に絡んで子供が巻き込まれる事件やトラブルが増加する
など課題の多い年末となっています。
年末年始の期間は、例年、金融機関、コンビニ等を狙った強盗事件等の発
生が懸念されます。警察、自治体、各地区防犯協会、防犯ボランティア等の
関係機関・団体、そして多くの県民の方の参加により積極的に防犯活動を展
開し、安全で安心な、そして明るい年末年始となるよう取り組みましょう。
県民の皆様のご協力をお願いいたします。

ⒸSUSUMU MATSUSHITA ENTERPRISE

令和２年

年末警戒活動

令和３年 全国地域安全運動(10月11日～20日)が実施され、県内各地で
新型コロナウイルスの情勢を踏まえた、工夫した活動が展開されました。
10月20日には、県民大会が三春町のコミュタン福島で開催されました。

防犯マスコット『CPくん』

令和３年全国地域安全運動は、10月11日（月）
から20日（水）までの10日間にわたって実施され、
犯罪のないより安全で安心して暮らせる福島県
の実現に向けて県内各地区で広報活動等の各種
活動が展開されました。
今年は、緊急事態宣言が解除された情勢を踏
まえて、県民大会
が３年振りに三春
町のコミュタン福
島において開催さ
れ、防犯功労者等
の表彰が行われま
した。
伊達地区

地域安全標語

県民大会会場

県民大会表彰

猪苗代地区

相馬地区

あわてない 一人で決めない まず相談
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各地区防犯協会・ボランティア団体の活動紹介
小野地区防犯指導隊（小野町）
小野地区防犯指導隊は、宗像幸一隊長以下26名で構成され、地域の安全・
安心を守るために活動する防犯ボランティアです。
各種キャンペーンにおける広報活動や防犯パトロール等を通じて自主防犯
意識の高揚を図るとともに、地域の安全・安心を守る活動を推進しています。

会津美里地区防犯協会両尾岐支部（会津美里町）
両尾岐支部は、昭和37年に結成され、会津美里町の南部に位置する尾岐地
区と東尾岐地区で防犯活動を実施している団体です。地元の消防団を中心に
結成され、地区の見まわり活動や各世帯への防犯診断、広報活動、防犯灯の
設置活動など、高齢者世帯の多い地区の安全と安心に大きく貢献しています。

相馬地区防犯指導隊西部分隊（相馬市）
相馬地区防犯指導隊西部分隊（荒井正光分隊長以下７名）は、
平成６年に発足し、相馬市の中心市街地である西部地区におい
て、定期的に街頭のパトロールや登下校時の子ども見守り活動
などを行っています。また、年金支給日には、毎回、精力的に
なりすまし詐欺被害防止キャンペーンを実施するなど、
「自分
たちの地域は自分たちで守る」との高い意識のもと、相馬市西
部地区の防犯意識の高揚に多大な貢献をしており、地域の安全
を守るその姿には、住民の大きな信頼が寄せられています。

令和３年 全国防犯功労者・防犯功労団体表彰

年末年始の侵入盗に注意!!

本年の全国防犯功労者・防犯功労団体に、防犯栄誉金
章 金成克哉氏（いわき市）をはじめ、次の方々が受章
されました。

年末年始は、慌ただしい時期となり、強盗事件や
窃盗事件が多発する時期です。地域全体で、侵入し
にくい環境をつくり、侵入盗を防止しましょう。

防犯功労者（９名）（敬称略）
＜防犯栄誉金章＞
◦金成克哉（いわき東地区防犯協会連合会会長）
＜防犯栄誉銀章＞
◦蛭田三男（いわき東地区防犯協会連合会玉川支部支部長）
◦大川原勝人（猪苗代地区防犯指導隊顧問）
＜防犯栄誉銅章＞
◦大森嘉雄
（小川地区防犯協会会長）
◦細堀 清
（三島町防犯連絡会会長）
◦岡征四郎
（南 相馬地区防犯指導隊
副隊長兼原町区北部隊長）
◦渡辺 武（福島地区防犯指導隊副隊長兼八島田分隊長）
◦小針武夫（岩瀬地区防犯連絡所連絡会顧問）
◦宗像幸一（小野地区防犯指導隊隊長）
防犯功労ボランティア団体（敬称略）
◦伊達市防犯協会連合会大田支部（代表：遠藤英次）
※大川原勝人様は9月29日ご逝去されました。大川原様は、地区防犯指導隊長としてリーダーシッ
プを発揮され、各種防犯活動と後進の育成等にご尽力されました。謹んでお悔やみ申し上げます。

～長年のご貢献に敬意と感謝を申し上げます～

◦音で威嚇し、侵入をあきらめさせる！
窓や玄関に防犯アラームを設置
窓用の防犯アラームには、窓の開
閉を察知して警報音を発するタイ
プ、ガラスが割れた時など窓への衝
撃によって音が鳴るタイプに大別され、その2
つの機能を兼ね備えたものもあります。玄関に
は、人感センサーにより動きを探知して警告音
を発するタイプが適しています。

◦侵入しにくい環境をつくる！
玄関や勝手口に防犯ライトを設置
人が通るとセンサーが反応して照明を点
灯させる防犯ライトも、防犯意識の高さのアピー
ルに有効です。電池式やソーラー充電式のものを
選択すれば、場所を問わず使用できます。

◦地域全体で侵入者を見張る！
「地域の目」で街を守る！
侵入者が犯行をあきらめた理由で多い
のは、実は「近所の人に声をかけられた
り、ジロジロ見られた」です。侵入者が
下見に来ている可能性があるため、普段
からあいさつ、声かけを励行するなど、
ご近所づきあいを大事にしておくこと
が、地域全体の防犯につながります。
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令和3年度 地域安全作文コンクール
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審査結果

「令和３年度地域安全作文コンクール」の審査が行われ、
入選作品が決定しました。今年の応募数は、
小学生107点、
中学生629点 計736点と、新型コロナウイルスの感染が拡大する厳しい情勢の中で多数の応募をいただきました。
いずれの作品も小・中学生らしい純粋で地域の安全に対する熱い思いが感じられる作品で、今後、各種防犯広
報に活用されます。多数のご応募ありがとうございました。

小学生の部
入選者
（敬称略）

中学生の部
入選者
（敬称略）

最優秀作品

（中学生の部）

最優秀 「なりすまし詐欺」を防ぐには
優 秀 いつもありがとう
優 秀 みんなでつくる安心の街
優 秀 安心安全な町を目指して
佳 作 よりよい安全な町を目指して
佳 作 あんしんしてすごせるまちをめざして
佳 作 高齢者の被害防止
佳 作 ぼくのまちのちいきあんぜん
佳 作 安心できる町の秘密
佳 作 「なりすまし詐欺の被害防止」

近内 正英（須賀川市立第二小学校６年）
渡邊 望羽（郡山市立行健小学校３年)
松下 奏英（会津若松市立一箕小学校５年）
佐藤 碧咲（いわき市立泉小学校５年)
佐々木羚央（伊達市立伊達小学校５年）
菅野 乃愛（田村市立船引小学校１年）
齋藤
竣（会津美里町立高田小学校６年）
横山 武尊（会津若松市立河東学園１年）
五十嵐陽向（喜多方市立関柴小学校６年）
上神谷 花（いわき市立勿来第一小学校６年）

最優秀 小さなことの積み重ね
優 秀 私の地区の見守り活動について
優 秀 地域の安全
優 秀 私の村には笑顔をくれる人たちがいる
佳 作 自分の自転車を守るために
佳 作 地域社会を実感するため
佳 作 優しいあいさつ
佳 作 祖父母と取り組むなりすまし詐欺防止
佳 作 「知ること」が「守ること」
佳 作 私の町の交差点

鈴木
上倉
髙崎
金作
角舘
緑河
齊藤
遠藤
坂本
泉

小さなことの積み重ね

「70代女性 280万円被害」
なりすまし詐欺に関するニュースは毎日あとを絶た
ない。
「まただ・
・。
」
僕はその新聞記事を読んでそう思っ
た。なりすまし詐欺に関する報道や注意喚起は様々な
メディアを通じて行われている。しかし、その被害は
今も減らない。
僕には今年74歳になる祖母がいる。卓球のサークル
に所属して毎週汗を流し、最近の話題にも明るい。年
齢を感じさせないくらい活動的だ。しかしそんな祖母
が、数年前からなりすまし詐欺への対策をするように
なった。僕たち家族は
「そこまでしなくても大丈夫じゃ
ないの。
」と思っているが、祖母はとても慎重だ。
第一の対策として、電話機を買い替えた。それは
かけてきた相手の電話番号が見られる仕様になってお
り、設定すれば相手の名前を読み上げることもできる。
「これなら安心して電話にでることができる。
」と祖母
は言っている。また祖母は、知らない番号からの着信
だった場合、すぐに電話には出ず番号をメモする。再
度同じ番号から電話があれば、迷惑電話防止対策用の
ボタンを押す。そうすると電話機からは「この電話は
迷惑電話対応モードです。ご用件のある方はお名前を
おっしゃってください。
」という音声が流れる仕組みに
なっている。これで相手が知り合いであればそのまま
対応できる。その後番号と名前を設定すれば、次から
問題なく連絡を取り合えるというわけだ。
また、祖母は、僕たち家族も詐欺の被害にあわない

瑛太（いわき市立内郷第一中学校２年）
大馳（福島市立福島第四中学校１年）
健佑（白河市立表郷中学校３年）
愛凜（北塩原村立裏磐梯中学校３年）
慧悟（桑折町立醸芳中学校３年）
里那（鏡石町立鏡石中学校３年）
一佳（猪苗代町立猪苗代中学校１年）
瑠偉（いわき市立小川中学校１年）
凜（いわき市立平第一中学校３年）
美羽（いわき市立錦中学校１年）

いわき市立内郷第一中学校２年

すず き

えい た

鈴木 瑛 太

ように、電話に関するルールを
決めている。それは「２回コー
ル作戦」である。祖母は僕たち
の家に電話をかける時、まず２
回コールして電話を切る。そし
てすぐに電話をかけ直し、本題
に入るというものだ。これのお
かげで僕たちは、祖母からの電話であると一発で理解
でき、安心して電話に出ることができる。
このような対策を行うことで、祖母は自分だけでな
く、家族がなりすまし詐欺にあわないように考えてく
れている。今、祖母が行っている対策は、ちょっと面
倒だが、全て簡単にできるものだ。つまり、簡単で単
純な対策でも、一つ一つを積み重ねることで詐欺の被
害防止につなげられるのだと思う。さらに全ての人が
「自分は大丈夫。
」と思わず、
「もしかしたら、自分も詐
欺の被害にあうかもしれない。
」と考えて行動すること
が大切なのではないだろうか。なりすまし詐欺への対
策は、
「慎重すぎるくらいがちょうどいい。
」僕はこの
ことを祖母から学んだ。こ
れからは僕も被害を防止
するためにどんな対策が
有効かを考えていきたい、
そして祖母にその対策を
提案し、毎日安心して生
活してもらいたいと思う。
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福島県警察本部
少年女性安全対策課
少年警察補導員

長尾

親を想う
よく、「子を思わない親はいない」、「親は子どもに
無償の愛を注ぐ」などと言われます。
しかし昨今、虐待の末、親が子どもの命を奪ってし
まう痛ましい事件が起きるなど、「子のことを考えな
い身勝手な親」がいるのも事実です。
私は、補導員の仕事を通して、「放任な親」、「過剰
に心配性な親」、「非行に走る子ども」、「虐待を受ける
子ども」など様々な親子に出会いました。
その中で、忘れられない出会いがあります。
私が補導員になりたての時に、高校生のＡ君に出会
いました。
街頭補導活動中に煙草を吸っていたＡ君を発見し、
声を掛けたのがきっかけでした。
Ａ君は、駅前で集団でたむろし、喫煙していた高校
生グループの一員でした。
そのグループを指導する中で、Ａ君と話をする機会
が増えました。
Ａ君との会話の中で「俺のお母さんは最近新しい男
の人と結婚したんだ。俺のことはどうでもいいと思う
よ。」と話したことがありました。
仲間といるからか、明るく話しているように見えま
したが、ふっと見せた寂しそうな表情から、母親に「自
分をみてもらいたい、気にかけてほしい」という思い
から非行に走っているのだと感じました。
また、小学生のＢさんは、母親と二人暮らしでした

実里

が、小学校にもまともに通わせてもらえず、不登校が
続いていました。
Ｂさんは、ほとんど家の外に出してもらえない生活
を送っており、小学生にしては、とても小さかった印
象があります。
Ｂさんは、母親から虐待を受けているにもかかわら
ず、話を聞こうとする私たちを鋭い目つきで睨み付け、
「お母さんと離れたくない。」と必死に訴える姿に母を
想う気持ちの強さを感じました。
私は、Ａ君やＢさんをはじめ様々な親子との出会い
から、いかなる境遇の少年たちも心の中には、親を慕
う気持ちがあり、親に愛されたい、認められたいと願っ
ていて、そしてなによりも、少年たちの心を満たすこ
とができるのは、親であり、私たちがどんなに寄り添っ
ても親にはかなわないと実感しました。
そしていかなる親でも無条件で受け入れ、許し、変
わらない愛を伝えるという少年たちの親への想いの強
さも学びました。
私は、今後も様々な問題を抱える親子と出会うと思
います。
親が子を想う以上に子は親
を想っているということを忘
れず、親子に寄り添い、親子
が笑顔でいられる手助けがで
きる補導員になりたいと思い
ます。

なりすまし詐欺の被害防止のため「警告機能付き電話録音機」等を推奨しています
福島県防犯協会連合会では、なりすまし詐欺の被害を防止するため被害防止に効果

のある「警告機能付き電話録音機」の貸出事業を本年６月から開始しましたが、県内
各地から問合せをいただき、多くの方に利用していただいております。
あらためて、なりすまし詐欺に不安を持っておられる方が多いことを
実感しています。同種の機器は、市販されており、全国防犯協会等で
推奨していますが、詳しいことをお知りになりたい方は、県防犯協会
連合会までお問い合わせください。

「福島県自転車防犯登録推進協会」から

必ずしよう!!

自転車防犯登録

●自転車防犯登録は、法律で義務づけられてい
ます。自転車を購入した際は、必ず防犯登録
をしましょう。
詳しく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。

地域安全標語

賛 助会員募 集中
公益社団法人 福島県防犯協会連合会は、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おり、その活動を
より充実したものとするため、賛助会員を募集しています。
みな様のご協力をお願いいたします。詳しくは、当連合
会のホームページをご覧ください。

ちょっと待て！
！ うまい言葉に 落とし穴

