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地域安全標語 見ていてね  一人で歩く  小さな子見ていてね  一人で歩く  小さな子

 1　大人の方にお願いします！！
　犯罪や声掛け事案から子供を守るために､ 通学路や登下校の際に子供が集まる場所（集団登校の集合場所やスクールバ
スの停留所等）を通行する際は､ 子供の見守りを行う に努めていただくようお願いします。登下校時の
見守りや防犯パトロール活動を通して､ 子供が被害に遭う状況をつくりださないように地域で取り組むことが大切です。
　現在、県内各地で、多くの子ども見守り隊の方々が活躍中ですが、昨年の当連合会の作文コンクールでも、子供たちの
見守り隊の方々に対する感謝の気持ちを表した作品が多数寄せられました。今後ともよろしくお願いします。

　新入学・進級シーズンとなりました。
　子供も、見守る大人も、新しいステージを安全・安心に過ごすための準備
が大切です。地域の協力で、地域の見守りで子供の安全と安心を守りましょう。
◎犯罪や声掛け事案から子供を守る取組みを実践しましょう。

　買い物、ウォーキング、ジョギング、犬の散歩、花の水やりなどの日常生活、配達や
運転などの日常業務を行いながら､ 防犯の視点を持って子供の見守りを行う活動です。

 2　子供に教えてください！！
　子供には、
　◦人通りの少ない場所に近づかないこと
　◦�危ないと思ったらすぐに逃げて､ 近くの商店や家、子供110番の家に助けを求めるこ

とを教えてください。また、子供には､必ず防犯ブザーを持たせて、もしもの場合は、
必ず防犯ブザーをならすこと

を教えましょう。
　そして、　　　　　　　を繰り返し教え、子供自身の防犯能力を高めることが大切です。

　福島県内の令和元年中の声掛け事案は、155件（前年比＋４件）と依
然多発しています。特徴としては､ 多発時間帯が午後１時から午後5
時までの下校時間、被害者の約６割が小学生、そして路上での発生が

約９割となっています。また、約８割の123件が被害者が１人でいるときに発生しています。
　小学生が１人で登下校しているときは､ 特に注意が必要な状況になっています。

令和元年 平成30年 増減
声掛け事案 155件 151件 ＋４件

福島県内の声掛け事案の状況（令和元年中：福島県警調べ）

「ながら見守り」とは「ながら見守り」とは

「ながら見守り」「ながら見守り」

みんなでつくろう安心の街みんなでつくろう安心の街みんなでつくろう安心の街

●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。

声掛け事案の発生状況（令和元年中）
時間帯別
発生状況

下校時間帯の
発生が約 7割

被害対象別
発生状況

小学生の被害が
約 6割

場所別
発生状況

路上での発生が
約 9割

13：00～17：00
66.5%

小学生
62.6%

路上
86.5%

その他
6.5%

駐車場
2.6%

公園
1.9% 屋内

0.6%

電車・バス
1.9%

中学生
25.8%

高校生
9.7%

未就学児
1.9%

6：00～11：00
14.8%

17：00～19：00
14.8%

19：00～23：00
2.6%

11：00～13：00
1.3%

イカのおすし



（2） 2020年（令和 2年）4月 第378号防 犯 し ゃ く な げ

　都路すずらん隊は、犯罪の未然防止や青少年の健全育成を目的に、平成17年に都
路町の有志により結成された防犯ボランティア団体です。すずらんは、都路町に群
生する町を代表する花で当団体の名前の由来となっています。子どもの見守り活動
や安全パトロールなどを積極的に実施しているほか、令和元年からは、一人暮らし
の高齢者宅訪問活動を始め、地域住民とふれあいながらなりすまし詐欺被害や交通
事故等の被害防止について助言し、地域の安全と安心の確保に貢献しています。

　下郷町防犯協力会は、芳賀優会長以下55名で構成され、小・中学校の登下校時の見守り・
随行活動等を積極的に実施しています。当協力会では、初めての試みとして、県防連か
ら借り受けた「青パト」による町内のイベント会場や周辺等の巡回活動を実施し、子供
たちを犯罪から守るとともに、地域の安全と安心の確保に努めています。これからも安
全で安心して暮らせる街づくりの一助となるよう活動を継続していきたいと思います。

　上中田防犯協会は、昭和29年に発足し、「地域から犯罪を出さない。起
こさせない。」を合い言葉に、地域住民への防犯訓練、子どもの登下校時
の見守り活動、警察・消防団との合同夜間パトロール活動、街頭献血活動、
なりすまし詐欺被害防止広報活動等の地域ぐるみの活動を実施し、安全
で安心な街づくりに大きく貢献しています。

　新入学・進級、そして就職シーズンとなり、真新しい
自転車で軽快に学校や職場に向かう姿が多くなります。
　初めて自転車を利用する中・高校生もいると思います
が、自転車は盗難防止のため所定の駐輪場に止め、鍵は
二重ロックにしましょう。
　昨年、県内では自転車盗難が1,029件発生しましたが、
無施錠の状態での被害が約７割、学生のうち中・高校生
の被害が約５割となっています。
　自分の使っている大切な自転車が盗難被害に遭うこと
は大変悲しいことで嫌な思いをします。自転車盗難に遭
わないように必ず二重ロックをしましょう。
　また、自転車防犯登録は、自転車の盗難防止や被害の
回復に役立ちます。必ず、自転車防犯登録をしましょう。

～　作　品　募　集　中　～
　令和2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広く活用されます。
１　課題
●ポスター・標語の課題 
　◦安全なインターネット社会の実現
　　～ＳＮＳ、メールの安全な利用～
　◦子供・女性の犯罪被害防止��
●標語のみの課題
　◦暴力団排除の徹底
　　～暴力団のいない街づくり
●青パト活動写真の課題�
　◦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22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２年 全国地域安全運動・全国暴力追放運動令和２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」

自転車の二重ロックを励行しましょう自転車の二重ロックを励行しましょう!!
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都路すずらん隊（田村市）

南会津防犯協会連合会下郷町防犯連絡所連絡会・下郷町防犯協力会（下郷町）

いわき南地区防犯協会連合会 上中田防犯協会（いわき市）

自転車盗の認知状況（令和元年中）
1,029件（前年比－139件、－11.9%）

施錠の有無

無施錠での被害が
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発生場所
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約5割！
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　小学校に入学した時から一人で下校することが多く、怖
がりの私は、変な人がいたり、熊が出るのではないかと、
いつもビクビクしながら歩いて家まで帰って来ていまし
た。
　でも、私の通学路には家が並んでいて、お年寄りの方々
が住んでいました。下校時には庭の手入れや、畑仕事をし
ている手を止めて「おかえり。」「こんにちは。」と、私を
見掛けると声をかけてくれるお爺さんやお婆さんがいまし
た。私も声を掛けられる度に挨拶をして言葉をかわしてい
ました。近所の人から声をかけてもらうことで、皆に見守
られているような安心感をもらい、家まで怖い思いをしな
いで帰ることができました。
　近所の人に「大きくなったね。」と誉めてもらったり、夏
には、「暑いね。ちょっと待っててね。」と言われてアイス
をもらえたりすると、いつもとってもうれしくて、声を掛
けてくれるお爺さんやお婆さんとお話をすることが大好き
でした。
　しかし、最近は夫婦二人暮らしの家で、お爺さんが亡く
なったりして、お婆さんが一人で暮らしている家が何軒か
あります。
　「あそこの家のお爺ちゃん亡くなったよ。」と聞くたびに、
もうお話できないんだなと私はとても寂しく思いました。
この前学校からの帰り道「何年生になったんだい？」とい

つも話し掛けてくれるお婆さんと
私の事や私の姉、両親の事につい
て色々聞かれ、長い時間立ち話を
しました。その事について家に帰
り母に話すと母が、「お爺さんが亡
くなって一人でいるから寂しかっ
たんじゃないの。」と言いました。
私は母と同じ事を考えていました。私と話をしている時お
婆さんは、話し相手ができてとてもうれしそうで、この時、
一人で暮らすのは寂しいだろうと思いました。
　今までずーっと小さい頃から声を掛けてもらっていたけ
ど、これからは自分から声を掛けてお話しようと思いまし
た。少しでも、一人暮らしで寂しい思いや不安な気持ちを
やわらげるお手伝いができるといいなと思いました。
　私が大人になった時には、私がお爺さんやお婆さんに見
守ってもらいながら、安心して学校から歩いて家に帰って
くることが出来た様に、近所
の子どもたちに優しく声を掛
けてあげられる様な人になり
たいと思います。そして、安
心や安全を子どもたちにプレ
ゼントしてあげられる様に見
守ってあげたいと思います。

　安心・安全のプレゼント�福島市立松陵中学校2年　丹治 ひより最優秀作品
（中学生の部）

　身近なところで犯罪が発生しています。ちょっとし
た注意で防ぐことができますので、次の防犯対策を実
行しましょう。
＜防犯対策＞
◦車を離れる際は短時間でも必ず施錠する。
◦車内にバッグ等を放置しない。
◦明るく見通しの良い場所に駐車する。
◦駐車場に防犯カメラや照明器具を設置する。
◦車に警報装置等を設置する。

　昨年の暮れから、県北、県中地区を中心
に車上ねらいが多発しています。また、昨
年の県内の発生件数657件は前年を上回り、
特にいわき方部では大幅に増加しました。
　鍵を掛けていての被害が約５割、アパートやマンション
駐車場での被害が約４割で最多となっています。

令和元年 平成30年 増減
件数 被害金額 件数 被害金額 件数 被害金額
104 17,496万 105 17,754万 -１ -258万

※ 福島県警察調べ

＜令和元年の特徴＞
●高齢者（65歳以上）の被害が約８割
●被害全体の50％（104件中52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
●予兆電話が増加（3,823件＋130件）し、特に警察官や金融

機関職員等をかたる電話が大幅に増加（978件 ＋600件）

＜対策＞
●だましのプロとは話さない

　自宅にいても、常時、留守番電話にしておくことで、犯
人からの電話に出なくてすみます。また、録音した会話を
聞くことができるので、詐欺の電話に冷静に対処できます。

●一人で悩まず、家族や警察にまず相談

＜被害防止の格言＞
●「キャッシュカードを預かります」は、詐欺！

　警察官や銀行協会の職員が電話で暗証番号を聞いたり、
キャッシュカードを預かりに来ることはありません。

●「キャッシュカードと携帯電話を持ってＡＴＭに行け」は、
詐欺！

　ＡＴＭを操作しても還付金は戻ってきません。

～みんなで協力して詐欺被害を防止しましょう～

県北 県中 県南 会津 いわき 相双
R1 108 169 46 50 237 47
H30 121 245 30 87 139 26
増減 -13 -76 16 -37 98 21

※ 福島県警察調べ

車上ねらい
急増中！
車上ねらい
急増中！

　今年に入って、県内の『車上ねらい』被害が急増しており、
その約７割以上が無施錠の車内から被害にあっています。                           

車の窓やカギは必ず閉めましょう
　また、外から見える所にカバンやサイフを置かない、
明るく、人目につく場所に駐車するようにしましょう。

0

500

1000

H27

774
628

776

車上ねらい認知件数の推移

648 657

H28 H29 H30 R1

令和元年 なりすまし詐欺 被害状況 車上ねらいに注意!!
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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 大切な  地域を守るよ  パトロール大切な  地域を守るよ  パトロール

「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、会員の皆様の会費や寄附などにより、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。正会員・賛助会員（団体・企業、個人）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2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歯科医師会 （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）
株式会社アトムテック （福島市）
有限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）
損害保険ジャパン日本興亜株式会社福島支店福島支社 （福島市）
株式会社第一印刷 （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）
株式会社つばめ産業ビックつばめ矢野目店 （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）

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

3 賛助会員（個人）

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）
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）
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）
株式会社中原商事ビックつばめ郡山店 （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）
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）

齋藤　英明
佐藤　貞幸
鈴木　健一

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）
ネッツトヨタ福島株式会社 （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）
株式会社つばめ産業ビックつばめ須賀川店 （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）
福浜第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） 　
南湖自動車学校 （白河市）
水谷工業株式会社 （石川町）
株式会社中原商事ビックつばめ白河店 （西郷村）

（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）
株式会社東鳳マネジメント株式会社 （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）
親正産業株式会社世界のガラス館猪苗代店 （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）
株式会社つばめ産業ビックつばめ平店 （いわき市）
株式会社つばめ産業ビックつばめ岡小名店 （いわき市）
東電フユエル株式会社小名浜事業場 （いわき市）
株式会社中原商事ビックつばめ小名浜西店 （いわき市）
株式会社中原商事ビックつばめ錦店 （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 （南相馬市）
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）

渡邉　和也
氏家　知則

（県中方部）
影山　秀樹
千葉　　昇

（会津方部）
坂場　文男
古川　幸治

渡辺　敏幸
佐藤　方則

※�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

前後　　公
佐藤　　勤

芳賀　　優
室井　正義

（いわき方部）
井出　勝人


