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（1） 2023年（令和5年）4月 第390号防 犯 し ゃ く な げ 回らん

地域安全標語 見守りで  安心できる  街づくり見守りで  安心できる  街づくり

みんなで つくろう 安心の街みんなで つくろう 安心の街

家族みんなで話し合い、なりすまし詐欺被害を防止しましょう
●令和４年は令和３年より、なりすまし詐欺の件数、被害金額とも減少

しましたが、依然として高い水準にあります。
●被害者の多くが高齢者です。被害防止に効果のある「警告機能付き電

話録音機」の設置や留守電機能の活用などで、被害を防止しましょう。
●日頃、家族で防止策について話しておきましょう。警察官や市役所職員をかたる

不審電話があったら、直ぐに警察などの関係機関に相談しましょう。

　福島県の犯罪（刑法犯認知件数）は、平成14年をピークに19年連続で減少し
ていましたが、令和４年は増加に転じました。� （福島県警発表）

　なりすまし詐欺の被害は、件数104件、被害金額2億４,071万円で、依然とし
て高水準で推移しています。
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1 刑法犯認知状況 2 主な多発犯罪
　（認知件数順）

刑法犯認知件数の推移

認知件数6,913件（前年比＋286件、＋4.3%）
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窃盗犯認知状況（12月末）

刑法犯全体の
約7割が窃盗犯

　増えたのは、「タイヤ窃盗」、「自転車盗」、「車上狙い」
などの身近な犯罪です。
　鍵掛けなどを徹底し、身近な犯罪を防止しましょう。

【年別推移（平成28年～）】 ＜年齢別＞
●被害者は、９割弱が65歳以上
の高齢者、特に80歳以上の高
齢者が５割を超えています。

＜地域別＞
●地域別では、７割以上が福島
市、郡山市、白河市、須賀川市
などの中通りです。

＜手口別＞
●７割以上が、訪問型のキャッ
シュカード盗などです。
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　富岡地区防犯指導隊大熊分隊は、安全で住みよい地域社会を実現するため、平
成６年９月に地域の有志により結成され、多年にわたり地域安全活動を展開して
きました。平成23年３月に発生した東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事
故の影響により、活動休止を余儀なくされた時期がありました。しかしながら、
大熊町の避難指示が一部解除になって以降の令和２年12月、松永秀篤分隊長以下
の有志の「自分の故郷の安全と安心は自分たちが守る」という強い信念の下、防
犯活動が再開され、現在６名の隊員の方が地域と密着した活動を展開しています。

　会津学鳳高校美術部員（１、２年生18名）が、なりすまし詐
欺被害防止の黒板アートを制作しました。高齢者等が被害に遭
わないようにとの思いを込めて完成した４作品をもとにチラシ
やクリアファイル等を作成し、なりすまし詐欺被害ゼロの日等
の広報に役立てられています。制作状況や広報活動が新聞やテ
レビで紹介され、大きな反響がありました。

　福島地区防犯指導隊蓬莱分隊（高橋眞理子分隊長以下９名）
では、年間計画に基づき、地元の駐在所や蓬莱地区子どもの安
全連絡協議会との連携を図り、防犯パトロールや街頭広報など
の活動に取り組んでいます。日頃から地域の方々とのふれあい
を大切にした活動を行っており、地域住民の平穏な暮らしの確
保に貢献しています。

　新入学、進級シーズンとなりました。
　真新しいランドセルを背負った小学１年生が楽しく登
校しています。
  庭での水やりや買い物時の「ながら見守り」は、気軽
にできる子ども見守り活動です。
　不審者（車）が近づく隙を与えない
など、子どもたちに安心感を与えるこ
とができます。
  地域の皆さん、気軽にできる「子ど
も見守り活動」に
ご協力をお願いし
ます。
　また、子どもが
身を守る合い言葉
として「イカのおす
し」を教えましょう。

「ながら見守り」「ながら見守り」と「イカのおすし」「イカのおすし」で
子どもたちの安全を守りましょう！！

  令和５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、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

◦ポスターの部
　・様 な々かたちの防犯ボランティア活動

〜防犯ボランティアの裾野の拡大と活性化を目指して〜��
◦標語の部
　◦様 な々かたちの防犯ボランティア活動

〜防犯ボランティアの裾野の拡大と活性化を目指して〜

　◦暴力団への排除の徹底
〜なりすまし詐欺の「受け子」等にならないために〜��

◦青パト活動写真の部
　◦�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
　※青パト活動写真は、一括審査

３ 締切  ５月19日（金）
　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.bouhanfukushima.com）をご覧ください。

～ 多数の応募をお待ちしています ～

令和５年 全国地域安全運動・全国暴力追放運動令和５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」「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

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

会津学鳳高等学校美術部（会津若松市）

●イカ 行かない
知らない人について行かない。

●の 乗らない
知らない人の車に乗らない。

●お 大声で叫ぶ
「助けて！」と大きな声を出す。

●す すぐ逃げる
大人のいる方に逃げる。

●し 知らせる
どんな人が何をしたのか知らせる。

～　作　品　募　集　中　～

富岡地区防犯指導隊大熊分隊（大熊町）

福島地区防犯指導隊蓬莱分隊（福島市）
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　夏休みに入るころ、私のひいばあちゃんが病院から退院
しました。転んでけがをしてしまい、しばらく入院してい
たのです。とてもいたがって、泣いていたそうです。お母
さんの実家のばあちゃんなので、あまり会えませんが、小
さい時はたくさん遊んでもらいました。だから、その話を
聞いた時はとても心配しました。でも、ばあちゃんは、リ
ハビリをがんばって元気に家に帰って来ました。私は、ば
あちゃんの元気な姿を見て安心しました。
��しかし、一つだけ心配な事があります。それは、認知症
です。何回も同じ事を言ったり「家に帰るから車で送って
くろ。」と、昔の家に帰ろうとしたりします。私が、「ここ
がばあちゃんの家だよ。」と言っても、全く聞いてくれま
せん。ばあちゃんは足が弱っているので、歩いて出て行っ
てたりはしませんが、もしも、一人で歩いて行ったりしたら、
大けがをするかもしれません。
��私は、前に認知症のお年よりが川に落ちて亡くなったと
いう話を聞きました。家族がねている夜中に出て行ってし
まったら、だれも気付かないのでとてもきけんです。車に
ひかれたり、川やがけに落ちたりしたら、死んでしまうか
もしれません。
��私が住んでる地域にもお年よりの方は大ぜいいます。お
年よりが増えれば、認知症の割合もふえていくと考えます。
でも反対に、若い人や子どもの人数がへっているので、お
年よりがきけんにあう場面が多くなってしまうと思います。
��私は、地域のために何かできる事はないかと考えました。
そして、ふだんから注意して周りに目を向ける事が大切だ

と感じました。
��認知症の方は、ひと目では分から
ないと思います。でも、よく注意し
て見ていれば、「いつもと様子がち
がうな。」と感じる行動があるかも
しれません。小さな事でも家の人
にほうこくしていれば、けがや事
こなどのきけんが少なくなると思います。
��また、自転車の運転にも十分に注意したいと思います。
特に集落内はスピードを出さずに安全に心がけます。私の
お父さんもお母さんも、集落内はゆっくり運転しています。
��「小さい子がとび出してきたらあぶないから。」と、お父
さんはいつも言っていました。
��私だって小さい時は、きけんだとは分からずに道ろにと
び出していたと思います。でも、近所の方や、安全に注意
してくれたおかげで、大けがをしないですんだのです。子
ども達はみんな、地域の方に見守られ
て元気に育っているのだなあと感じま
した。
��だから今度は、私達が地域のお年よ
りを見守る番です。地域のみんなが協
力して、認知症を少しでも理かいでき
れば良いのです。周りに目を向けて生
活していけば、悲しい事こはなくなる
はずです。私は小さな見守り隊として、
地域の安全のためにがんばりたいです。

　見守り活動に参加しよう� 喜多方市立堂島小学校3年　関
せきもと

本 桜
お り ひ め

里姫
最優秀作品

（小学生の部）

「防犯性能の高い建物部品（ＣＰ部品）」で侵入犯罪に備えましょう！！

彫込錠
一戸建てやマンションに一般的に採用
されている、ドアに彫り込まれているタ
イプ。
面付錠
ドア内側の面に取り付けられているタイ
プで、補助錠としてよく使われます。
電気錠
カードキー、リモコンなどで操作できま
す。
サムターン
万がー、扉に開けた穴からサムターンを
操作する道具を挿入されても空まわりし
たり、回すことができなくなっています。

　侵入者が、容易に開けることが
できないように防犯ガラスを使用
しているほか、ロックが付いたク
レセントや補助錠が付いていま
す。また、戸を外すことができな
いように外れ止めが付いている
のが特長です。

　ピッキング、サムターン(内鍵)
回し、こじ破りなどに強力な対
策が講じられ
ています。

　2枚のガラスの間
に柔軟で強靱な中間
膜がはさみ込まれて
いるため、打撃を加
えても貫通しにくく
なっています。間に
はさんである膜が厚
くなるほど、貫通へ
の抵抗力が大きくな
ります。

　防犯フィルムを窓ガラス全面に貼ることで、ガ
ラス破り対策に効果があります。防犯ガラス、防
犯フィルムの取り付けは、専門の業者に依頼しま
しょう。

外れ止め

防犯ガラス

ロック付
クレセント

補助錠

サッシ（CP部品)

ガラス、フィルム（CP部品)

窓の防犯性能を高める建物部品 入口の防犯性能を高める建物部品

面格子（CP部品)

窓シャッター、雨戸
（CP部品)

　外されにくく、切
断されにくい構造
で、取り付け部分
も堅牢なつくりに
なっています。

　こじ開けや切り破りに強い構
造であることに加え、持ち上げ
て外すことが困難な構造になっ
ているなど、強固なつくりで窓
を守ります。

中間膜

板ガラス

防犯フィルム

板ガラス
（5㎜以上）

材質の強化 レールの強化錠

錠（CP部品)

　バールや金切りばさみなどで破
られにくい材質を使い、また、主錠
と補助錠のツーロックにするな
ど、強固なつくりになっています。

ドア（CP部品)

おもな錠の種類防犯ガラス

防犯フィルム

　昨年から全国的に戸建て住宅等を狙った凶悪な強盗等が発生しています。防犯性能を高める建物部品で侵入犯罪を防
ぐことも有効な犯罪防止策です。
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　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 なりすまし  今すぐやめて！　犯罪ですなりすまし  今すぐやめて！　犯罪です

「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、賛助会員として、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５年３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自動車販売店協会 （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）
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）
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）
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）
株式会社鈴木商事 （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）
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）

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
氏家　知則
笠原　壽一
木須　清市

3 賛助会員（個人）

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）
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）
サテライトあだたら有限会社本陣 （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）
つばめグループ株式会社中原商事 （郡山市）
東北アルフレッサ株式会社 （郡山市）
株式会社東北ナヴィスソリューション （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)

今野　　大
齋藤　英明
佐藤　貞幸
鈴木　健一

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）
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）
一般社団法人日本アミューズメント産業協会福島県本部（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教習所 （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
喜多方ドライビングスクール （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）
福島県信用組合協会 （いわき市）
福島県防犯設備協会 （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）
株式会社ネクセライズ小名浜事業所 （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） 　
株式会社佐伯不動産 （相馬市）
相馬商工会議所 （相馬市）
五洋建設株式会社東電福島営業所 （富岡町）
西松・フジタ特定建設工事共同企業体 （富岡町）
株式会社エイブル （広野町）

（県外） 　
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）

田代　　均
渡邉　和也

（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

事 務 局 か ら 前号（第389号）で令和４年地域安全作文コンクール中学生の部の入選者（優秀）「小林昊大」さん
のお名前が「小林昊天」と表記されていました。お詫びして訂正させていただきます。


