
令和4年 全国地域安全運動

中 央 大 会

と　き／令和４年９月29日（木）
ところ／明 治 記 念 館（東京都港区元赤坂2-2-23）

主催／公益財団法人全国防犯協会連合会　警 察 庁

全国防犯協会連合会

防犯ボランティアシンボルマーク防犯マスコット「CPくん」



内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、都道府県、
全国知事会、全国市長会、全国町村会、一般財団法人全日本交通安全協会、都道府県交
通安全協会、青少年育成都道府県民会議、公益社団法人全国少年警察ボランティア協会、
都道府県少年補導員等連絡協議会

一般社団法人日本新聞協会、NHK、一般社団法人日本民間放送連盟、一般社団法人日
本雑誌協会、公益社団法人日本広報協会、更生保護法人全国保護司連盟、更生保護法人
全国更生保護法人連盟、日本更生保護女性連盟、日本BBS連盟、全国都道府県教育長
協議会、全国高等学校長協会、全日本中学校長会、全国連合小学校長会、日本私立中学
高等学校連合会、公益社団法人日本 PTA全国協議会、一般社団法人全国高等学校 PTA
連合会、社会福祉法人全国社会福祉協議会、全国児童自立支援施設協議会、一般社団
法人日本勤労青少年団体協議会、一般社団法人日本自動車工業会、一般社団法人日本自
動車連盟、一般社団法人日本自動車販売協会連合会、一般社団法人日本中古自動車販売
協会連合会、全国ハイヤー・タクシー防犯協力団体連合会、一般社団法人日本二輪車普
及安全協会、一般社団法人自転車協会、日本自転車軽自動車商協同組合連合会、一般財
団法人自転車産業振興協会、一般財団法人日本自転車普及協会、公益財団法人自転車駐
車場整備センター、全国石油商業組合連合会、一般社団法人全日本指定自動車教習所協
会連合会、一般社団法人全国届出自動車教習所協会、一般社団法人日本住宅協会、一般
社団法人日本ビルヂング協会連合会、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会、公益財
団法人マンション管理センター、一般財団法人ベターリビング、一般社団法人全国警備
業協会、公益財団法人日本防災通信協会、公益社団法人日本防犯設備協会、不正商品対
策協議会、全国質屋防犯協力会連合会、一般社団法人東京古物商防犯連盟、全国女性団
体連絡協議会、日本弁護士連合会、独立行政法人国民生活センター、公益財団法人麻薬・
覚せい剤乱用防止センター、自動車安全運転センター、公益社団法人経済同友会、日本
ロック工業会、日本ロックセキュリティ協同組合、一般社団法人日本損害保険協会、機
能ガラス普及推進協議会、全国オートバイ協同組合連合会、一般社団法人日本オートオー
クション協議会、一般社団法人日本サッシ協会、一般社団法人日本シヤッター・ドア協
会、日本チケット商協同組合、一般社団法人日本二輪車オークション協会、日本ウイン
ドウ・フィルム工業会、一般社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所、一般社団
法人全国銀行協会、公益財団法人日工組社会安全研究財団、一般社団法人日本フランチャ
イズチェーン協会、板硝子協会、一般財団法人保安通信協会、日本遊技機工業組合、日
本電動式遊技機工業協同組合、全国読売防犯協力会、一般社団法人日本カラオケボック
ス協会連合会、特定非営利活動法人日本ガーディアン・エンジェルス

後　援

協　賛



― 大　会　次　第 ―

開会　　14時 00分� （敬称略）

１　国歌斉唱

２　主催者挨拶

３　来賓祝辞

４　表　　彰� •防犯功労者（防犯栄誉金章）� 94 名
� •防犯功労団体� 25 団体
� •功労ボランティア団体� 42 団体
� •ポスター・青パト活動写真 最優秀賞� ２名

５　大会宣言

閉会　　14時 45分

司会　鶴田さと美
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都 道 府 県 氏　　　　名 年齢 団　　体　　役　　職　　名　　等

北　海　道 小　野　　　弘 81 中標津地区防犯協会連合会会長

〃 植　村　正　志 74 赤平防犯協会会長

〃 奥　成　正　三 99 入舟町会監事

青　森　県 菊　池　穂津美 75 黒石地区防犯指導隊大鰐支隊隊長

岩　手　県 菊　池　長　男 74 上郷町防犯協会理事

宮　城　県 佐々木　正　美 72 大崎西部地区防犯協会連合会理事

秋　田　県 工　藤　四　郎 81 秋田市東防犯協会会長

山　形　県 丹　　　　　潔 79 金山町防犯協会副会長

福　島　県 高　橋　　　猛 83 南相馬地区防犯指導隊顧問

東　京　都 丸　　　哲　夫 81 愛宕防犯協会会長

〃 髙　瀨　幸　男 81 池上防犯協会副会長

〃 足　立　義　夫 83 綾瀬防犯協会副会長

〃 榎　本　藤　二 78 高島平防犯協会会長

〃 河　埜　里　世 92 小松川母の会会長

〃 栗　原　一　雄 79 五日市防犯協会会長

〃 増　島　光　博 80 光が丘防犯協会会長

〃 冨　岡　光　男 80 石神井防犯協会副会長

茨　城　県 小野寺　治　子 79 牛久市防犯連絡員協議会顧問

〃 阿　部　守　男 80 土浦地区セーフティ・マイタウン・チーム防犯連絡員

栃　木　県 荒　山　　　榮 73 下野警察署小金井駅前交番連絡協議会会長

群　馬　県 角　田　雄　二 85 前橋市防犯協会会長

防 犯 功 労 受 賞 者

警　　　察　　　庁　　　長　　　官
公益財団法人全国防犯協会連合会会長　連名表彰

防犯功労者（防犯栄誉金章） 94 名（敬称略）
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都 道 府 県 氏　　　　名 年齢 団　　体　　役　　職　　名　　等

群　馬　県 中　繁　キミ子 78 大泉警察署少年補導員連絡会元副会長

埼　玉　県 佐　藤　丈　弘 86 西入間地区地域安全推進連絡協議会鶴ヶ島支部副支部長

〃 清　水　新　三 89 所沢市防犯協会副会長

〃 岡　野　　　正 72 飯能署管内防犯協力会会長

〃 蓑　毛　五　夫 85 蕨市北町４丁目町会相談役

〃 古　谷　征　夫 83 狭山地方防犯協力会顧問

〃 竹　内　誠三郎 84 行田市地域安全推進連絡協議会佐間支部支部長

千　葉　県 宮　應　照　三 78 成田防犯連合会防犯指導員部成田支部会副会長

〃 西　原　正　博 73 六実交番管内防犯協会会長

〃 川　島　義　美 81 千葉西警察署少年警察ボランティア連絡会少年指導委員

〃 浅　倉　純　夫 75 成田防犯連合会防犯指導員部栄町部会顧問

〃 大　木　靜　夫 71 匝瑳市防犯協会栄支部防犯指導員

神 奈 川 県 德　江　傳　三 75 青葉事業所防犯協会常任理事

〃 田　所　幸　雄 74 保土ケ谷防犯指導員連絡会会長

〃 藤　木　幸　太 68 公益社団法人横浜港防犯協力会会長

〃 藍　原　　　晃 88 川崎防犯協会副会長

〃 大　橋　新太郎 86 姥ヶ森町内会最高顧問

〃 松　澤　孝　郎 83 青葉防犯協会会長

〃 深　瀬　謙　二 81 幸防犯指導員会会長

新　潟　県 桾　澤　英　男 88 南地域防犯連絡協議会監事

山　梨　県 関　沢　良　男 79 山梨県防犯協会評議員

長　野　県 石　塚　栄　一 87 松本駅前防犯協会顧問

静　岡　県 清　水　昇　一 71 掛川警察署管内大須賀交番地域安全推進員連絡会地域安全推進員

〃 大　川　光　夫 68 天竜警察署地域安全協議会会長

富　山　県 北　島　忠治郎 76 山田地区防犯組合組合長

石　川　県 漆　原　政　則 74 志賀町富来地区防犯協会理事
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都 道 府 県 氏　　　　名 年齢 団　　体　　役　　職　　名　　等

福　井　県 北　野　憲太郎 87 福井県職域防犯連絡協議会会長

岐　阜　県 竹　中　昌　子 82 大垣市女性連合会会長

〃 大　平　輝　夫 85 公益財団法人岐阜県防犯協会理事長

愛　知　県 小　林　昭　平 89 羽根っ子みまもり隊元隊長

〃 戸　田　　　勇 85 共和西青パト隊元隊長

〃 大　島　浪　子 78 岩倉市更生保護女性会会長

〃 市　川　　　修 90 形原６区愛のパトロール隊相談役

〃 青　山　克　子 79 春日井防犯協会連合会会計

三　重　県 莊　司　　　裕 67 少年指導委員

滋　賀　県 安孫子　平　次 84 和邇学区自治連合会顧問

京　都　府 今　安　茂　也 66 舞鶴防犯協会会長

〃 十　倉　康　吉 81 亀岡防犯推進委員連絡協議会相談役

大　阪　府 多　田　俊　彦 88 大淀防犯協会中津南副支部長

〃 國　貞　照　夫 76 豊中南事業所防犯協会常任理事

〃 飯　野　修　芳 80 南防犯協会副会長

〃 中　村　英　明 87 大阪阪南地区水上防犯協会相談役

〃 竜　田　千賀男 78 東大阪市枚岡防犯協議会常任顧問

〃 楠　部　　　徹 74 泉南警察署管内補導員連絡会副会長

〃 牛　島　憲　人 68 港防犯協会副会長

兵　庫　県 髙　井　國　昭 82 揖龍少年補導員連絡協議会副会長

〃 松　尾　傳次郎 86 明石防犯協会会長

〃 浦　田　由紀子 72 尼崎東防犯協会事務局長

〃 黒　川　敏　夫 76 神戸北防犯協会監事

奈　良　県 井　谷　　　兌 75 桜井・宇陀・東吉野地区防犯協議会地域安全推進委員委員長

和 歌 山 県 浦　　　長　男 85 龍神地区地域安全推進員会指導員

鳥　取　県 安　達　信　義 75 鳥取地区少年健全育成指導員等連絡会会長
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都 道 府 県 氏　　　　名 年齢 団　　体　　役　　職　　名　　等

島　根　県 山　田　培　雄 86 安来市地域安全推進員連絡協議会地域安全推進委員

岡　山　県 樋　口　清　治 81 玉島警察署管内地域安全推進員連絡協議会会長

〃 土　井　利　宣 73 勝山地域安全青パト隊副隊長

広　島　県 土　居　徹　吉 87 広島南防犯連合会副会長

山　口　県 藤　井　茂　生 80 周南地区防犯連絡所指導員協議会副会長

徳　島　県 丸　浦　公　夫 73 三好警察署池田地域の安全を守る会会員

香　川　県 眞　鍋　欣　之 75 大見駐在所地域安全推進委員協議会会長

愛　媛　県 井　堀　春　清 81 四国中央地区防犯協会三島支部中曽根地区長

高　知　県 大久保　正　司 71 一宮地区地域安全推進協議会推進員

福　岡　県 大　楠　三　義 89 南薫校区防犯協会理事

〃 田　中　正　男 73 糸島市防犯協会防犯指導員

〃 垰　岡　昌　秀 82 直方地区地域安全推進隊班長

〃 山　口　捷　海 79 太宰府市補導員協議会会員

〃 太　田　信　幸 80 八幡西防犯協会連合会理事

佐　賀　県 田　中　康　教 71 三日月町青少年健全育成会理事

長　崎　県 永　田　清　昭 72 西海自警隊長

熊　本　県 溝　上　貫　三 74 水俣地区少年警察ボランティア連絡協議会会員（少年補導員）

大　分　県 岡　部　俊　憲 75 仏の里セーフティーパトロール会長

宮　崎　県 太　田　五　生 78 東海子ども安全パトロール隊隊長

鹿 児 島 県 永　山　惠　子 69 NPO法人「地域サポートよしのねぎぼうず」理事長

沖　縄　県 又　吉　　　新 84 うるま地区防犯協会理事
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防犯功労団体表彰 25 団体（敬称略）

都 道 府 県 団　体　名　・　代　表　者　・　活　動　内　容

北　海　道
（根室市）

○西浜新団町会� 代表者　工藤　久男
　昭和 57 年、犯罪のない地域を目指して結成。自主パトロールを通じた地域住民への声掛
け、危険箇所の点検、通学時間帯における児童の見守りによる子供の犯罪被害防止、特殊
詐欺被害防止を見据えた防犯講話の開催等、幅広い活動を展開している。

岩　手　県
（滝沢市）

○滝沢市防犯交通安全協会連合会� 代表者　切金　一夫
　昭和 44 年、交通部門と一体化した団体として発足し、通学路等での安全パトロールや見
守り活動を積極的に実施しているほか、約 37 台の青パトを駆使したパトロールに加え、少
年補導、危険箇所の点検等を通じた防犯意識の高揚・啓発活動を展開している。

山　形　県
（酒田市）

○酒田市防犯協会連合会富士見支部� 代表者　村上　　憲
　昭和 56 年に結成。定期的な防犯座談会、防犯研修会、高齢者宅への訪問による犯罪被害
防止対策のほか、平成 17 年に子供が被害者となる悲惨な事件が相次いだことから、地域見
守り隊「ふじみ安全隊」を発足し、登下校時の見守り活動を積極的に実施している。

東　京　都
（豊島区）

○池袋西地区環境浄化推進委員会� 代表者　外山　克己
　平成４年、池袋駅西口における暴力団、不良外国人、街娼等による環境悪化を浄化する
ため、地元住民・商店会が結成した団体。集団パトロールにより悪質客引きや街娼の排除、
違法な路上看板・貼り札の撤去等を行い、繁華街の環境浄化を積極的に推進している。

東　京　都
（武蔵野市）

○武蔵野ワンワンパトロール隊� 代表者　織井　隆司
　平成 17 年に結成以来、99 名の構成員が毎日欠かさず、日常的な犬の散歩などを兼ねて地
域の犯罪抑止のため、積極的なパトロールを実施しているほか、各種防犯キャンペーン、
防犯イベントにも隊員相互が声を掛け合って参加するなどの活動を展開している。

栃　木　県
（鹿沼市）

○菊沢防犯協会� 代表者　阿部　好朗
　昭和 58 年に結成。地域防犯活動の中心的存在であり、登下校時問帯に合わせた児童の見
守り活動、青色パトロール団体との昼夜における防犯パトロール、青少年育成団体と協働
した青少年の健全育成活動など多様な活動を積極的に展開している。

群　馬　県
（高崎市）

○高崎北地区地域安全活動推進協議会剣崎駐在所班� 代表者　中里　　悟
　平成６年に結成。自転車盗難防止、特殊詐欺防止などを実施しているほか、青パトを駆
使した防犯活動や相談対応等、地域に密着した活動を展開している。更に、児童を対象と
したイノシシ対策として、イノシシ対処訓練と登下校時の安全確保に尽力している。

千　葉　県
（流山市）

○美田自治会美田バスタークラブ� 代表者　川上　正明
　平成 15 年、多発する侵入盗対策として「自分たちの街は自分で守ろう」をキャッチフレー
ズに結成。午前、午後、夜間の時間を組み合わせたパトロールにより侵入盗は減少し、平
成 19 年には空き巣被害ゼロ 365 日を達成するなど防犯活動を推進している。

神 奈 川 県
（横浜市）

○和泉中央連合自治会� 代表者　佐藤　　愼
　昭和 61 年に結成した構成員数約 6,400 人の連合自治会で、平日の毎日、登下校時の見守
り活動、週１回の防犯パトロールのほか、高齢者対象の喫茶店「いこいの家」における特
殊詐欺防止を目的とした防犯講話を実施するなど、防犯意識の高揚に努めている。

新　潟　県
（佐渡市）

○八幡・銀杏の会� 代表者　本間　　浩
　平成 13 年に「21 世紀の財産づくりを、親子・仲間と親睦を深めながら、今、はじめよう」
をスローガンに結成。防犯パトロール、登下校時の見守り活動、環境美化活動、少年健全
育成を目的としたスポーツ大会、高齢者保護対策など手広い活動を推進している。

警　　　察　　　庁　　　長　　　官
公益財団法人全国防犯協会連合会会長　連名表彰
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都 道 府 県 団　体　名　・　代　表　者　・　活　動　内　容

山　梨　県
（甲府市）

○新田小・児童見守りボランティアの会� 代表者　兵道　顕司
　「子どもが被害者となる犯罪の防止」を目的として平成 19 年に結成。学校と連携し、学
年ごとの登下校時間に合わせた通学児童の見守りのほか、生徒との顔合わせ会やお礼の会
等を通じて児童と高齢者の絆を深めるなど地域コミュニティの活性化等に努めている。　

長　野　県
（安曇野市）

○劇団「あやめ」� 代表者　三好　さき子
　平成 16 年に結成。団員自身の取材・脚本づくり・演出により、社会問題となっている特
殊詐欺、不審者対応、暴力追放などをテーマとした劇を創作し、学校・保育園・お年寄り
向けのサロン、金融機関等多様な場所で上演し、被害防止の啓発活動を展開している。

富　山　県
（富山市）

○新庄校下防犯連絡協議会� 代表者　河野　隆雄
　昭和 30 年に結成。「明るいまちづくり」を合言葉に、青少年の健全育成では、学校付近
に設置された成人向け図書自動販売機を、粘り強い活動により撤去。その他、警察・消防・
少年補導員・町会長・防犯連絡所等を集めた「地域安全教室」を年４回実施している。

愛　知　県
（名古屋市）

○平子学区防犯協会� 代表者　高山　光直
　昭和 38 年に設立。下校時における小学校１年生を中心とした児童を保護者の下まで引率
する活動、高齢者施設利用者等による児童の見守り活動、青パトを活用した毎日のパトロー
ル、早朝、夜間のながらパトロール、防犯カメラの設置促進など幅広い活動を展開している。

三　重　県
（四日市市）

○諏訪栄町・西新地地区防犯協議会� 代表者　林　　悦男
　平成６年に結成。「不当要求拒否宣言の街」宣言及び「四日市市客引き行為の防止に関す
る条例」を徹底するため、町ぐるみによる浸透活動を実施しているほか、少年徘徊や客引
き防止を兼ねた商店街のパトロールなど積極的な防犯活動を推進している。

京　都　府
（亀岡市）

○亀岡防犯推進委員連絡協議会篠支部� 代表者　隅田　盛和
　平成６年に結成。毎週土曜日における青パトによる夜間パトロール、大型商業施設にお
ける警察署員と合同の少年非行防止パトロールを実施しているほか、亀岡市内の犯罪や特
殊詐欺の手口を盛り込んだ防犯寸劇による防犯活動にも力を入れている。

大　阪　府
（箕面市）

○防犯箕面なでしこ隊� 代表者　浅川　富子
　平成 16 年に結成した高齢者や女性向けの防犯寸劇を行う団体。配役に合わせて、かつら
等の装飾品、衣装や小道具を準備し、悪質商法、特殊詐欺、街頭犯罪、侵入盗などのシナ
リオをオリジナルで 44 本作成し、積極的な出前型防犯教室を実施している。

兵　庫　県
（加古川市）

○加古川地区企業防犯協会� 代表者　山口　勝英
　昭和 38 年に結成。夜間の犯罪抑止のため、687 灯の防犯灯を設置するとともに、57 基の
街頭防犯カメラを設置するなど地域の防犯環境浄化を推進していることに加え、事業車両
を青パトとして活用し、地域の子供の見守り活動にも積極的に取り組んでいる。

奈　良　県
（大和高田市）

○高田防犯協議会地域安全推進委員高田支部� 代表者　安井　　進
　平成 12 年に結成。地元の幼稚園、小学校の通学路における登園・登校時の見守り活動、
少年の健全育成を目的とした非行・被害防止活動、犯罪の多発場所や大型店舗等における
犯罪抑止啓発活動などを積極的に推進している。

島　根　県
（松江市）

○津田地区地域安全推進委員会� 代表者　浅野　要一
　平成８年に結成。地区内の各種団体に働きかけて、年間を通じた青パトによるパトロー
ルを実施しているとともに、夏季には夜間パトロールも実施している。また、「津田地区安
全情報マップ」の通学路を歩いて再点検し、危険個所、避難場所等を確認して更新している。
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都 道 府 県 団　体　名　・　代　表　者　・　活　動　内　容

徳　島　県
（板野郡）

○北島町地域安全推進会� 代表者　江富　久雄
　平成６年に結成。大型量販店における特殊詐欺被害防止キャンペーン、中学校・高校と
連携した生徒に対する自転車盗難防止キャンペーン、青パトを活用したパトロール、保育所・
幼稚園・小学校における寸劇や紙芝居を取り入れた誘拐防止教室等、幅広く活動している。

香　川　県
（三豊市）

○二ノ宮ふるさとの会� 代表者　髙木　　明
　平成 17 年に結成。防犯マップ作成、通学路での見守り活動、広報紙による防犯情報等発
信のほか、小学校の農業体験では、児童たちとの農作業により収穫したもち米で餅つき大
会を行い、手作りの餅を高齢者に配布するなど高齢者との触れ合い活動も行っている。

福　岡　県
（北九州市）

○門司防犯暴追協会連合会西門司校区防犯協会� 代表者　藤原　俊和
　昭和 38 年に結成。青パト、徒歩による昼・夜間の防犯パトロール及び夏休み期間中の
PTAとの合同夜間パトロール、各種行事への積極的な参加、小学校の登下校時間帯におけ
る見守り活動、高齢者に対する防犯指導など幅広い防犯活動を展開している。

佐　賀　県
（西松浦郡）

○有田町六区見守り隊� 代表者　土井　溥及
　平成 16 年に児童・生徒の安全確保を目的として発足。通学路を中心とした朝夕のパトロー
ル、危険個所の把握活動などのほか、少年の豊かな心を醸成するために設置した「子ども
農園」の管理、独居老人宅への定期的な訪問による声掛け運動等の活動を推進している。

熊　本　県
（玉名市）

○玉名駅前パトロールセンター� 代表者　鍛治尾　良一
　平成 15 年、駅前の空店舗にセンターを開設した。平成 16 年、活動資金を得るために設
立した「玉名駅前パトロールセンター運営協議会」の参画団体・個人からの協賛金を得た
ことにより、定期的なパトロールをはじめとする各種防犯活動を強力に展開している。
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公益財団法人全国防犯協会連合会会長　表彰

功労ボランティア団体 42 団体（敬称略）

都 道 府 県 団　体　名　・　代　表　者　・　活　動　内　容

北　海　道
（札幌市）

○北星地区市民委員会防犯部� 代表者　瀬波　金直
　昭和 30 年から防犯部として発足し、現在 2,400 名で構成されている。地域住民と連携し
ながら登下校の見守り活動、地域で開催する行事会場での防犯パトロール、独居老人宅へ
の訪問活動など、地域に根ざした防犯活動を展開し、犯罪防止に貢献している。

北　海　道
（帯広市）

○帯広市防犯協会広陵支部� 代表者　加藤　敏幸
　昭和 57 年に結成。地域安全活動の中核として、町内会、老人クラブ、学校等と連携し、「住
みよい街づくり」をスローガンに掲げた防犯活動を行っている。また、住民による防犯研
修会や街頭啓発活動を定期的に行い、地域全体の防犯気運を向上させている。

青　森　県
（青森市）

○浜田ニュータウン町会防犯パトロール隊� 代表者　加藤　恒雄
　平成 21 年に結成後、青色回転灯装備車による町内パトロール、子どもの見守り活動等を
積極的に実施。地域内で特殊詐欺予兆事案が発生した際は、通常の巡回や広報活動に加え、
「特殊詐欺被害防止広報活動」を重点的に実施し、地域住民への注意喚起を強化している。

宮　城　県
（大崎市）

○松山まちづくり協議会安心安全部会� 代表者　佐藤　　仁
　平成 18 年７月に設立。「であい、ふれあい、わかちあい」を地域づくりのスローガンに
かかげ、「子ども・地域 110 番の家」234 世帯にのぼり旗を設置、登校日の見守り活動、子
ども安全マップの作成、災害時要援護者マップの作成など、多彩な活動を展開している。

秋　田　県
（仙北市）

○たざわ湖防犯巡回隊� 代表者　佐々木　和幸
　平成 16 年結成。学区内居住の高齢者や小学校通学児童の父兄 21 名で活動している。主に、
子どもの声掛け事案や連れ去り事案などの子どもの犯罪被害防止活動として、徒歩及び青
色回転灯装備車両で通学路や公園などの見守り活動を重点的に実施している。

福　島　県
（石川郡）

○沢田自治協議会　安心安全部会� 代表者　近藤　孝男
　昭和 35 年結成。平成 16 年には、同地区内の各種団体と共に「沢田地区子ども安全見守
り隊」を県内で初めて結成し、当時多発していた声掛け事案を防止したほか、青パトによ
る防犯パトロールや防犯診断、なりすまし詐欺被害防止広報など、活発な活動を行っている。

東　京　都
（あきる野市）

○五日市防犯協会� 代表者　栗原　一雄
　昭和 28 年から「犯罪撲滅風土の醸成」「絆の強化」「互いに顔を合わせるきめ細かい活動」
をキャッチフレーズとして活動を開始。少年非行防止、青パトによる防犯広報、特殊詐欺
被害防止キャンペーン、高齢者宅に対する見廻りなど幅広い活動を実施している。

東　京　都
（文京区）

○富坂防犯協会� 代表者　島川　健治
　昭和 28 年結成。特殊詐欺被害防止活動、子どもの犯罪被害防止活動、フェイスブック、
ツイッターを活用した情報発信やチラシ配布による広報啓発活動を行うなど、地域の安全
安心街づくりに貢献している。現在 12,000 人で地域安全活動を行っている。

東　京　都
（大田区）

○西糀谷二丁目町会� 代表者　松原　茂登樹
　昭和 29 年結成。「ながら見守り」の先駆けとして、平成 16 年から途切れることなくワン
ワンパトロール活動を実施。夜警、環境美化・保全、子ども・高齢者見守り活動のほか、
自主作成した携帯防犯マップによる危険箇所の見回りを効率的かつ効果的に実施している。

茨　城　県
（ひたちなか市）

○大島コミセン地区　安心まちづくり連絡会� 代表者　鈴木　勝太郎
　平成 15 年、子供たちの安全と健全育成及び地域の安全安心を図ることを目的として設立。
登下校の見守り活動、婦人パトロールなどのほか、毎月、安心まちづくり定例連絡会を開
催し、警察・自治会・学校など 30 団体と犯罪発生状況などの情報共有も行っている。

栃　木　県
（足利市）

○両毛ヤクルト販売株式会社� 代表者　相馬　　稔
　平成 17 年、防犯 CSR活動として、地元警察署と覚書を締結し結成。従業員による防犯
パトロール、登下校パトロールなどを実施するほか、足利市と連携した高齢者見守り活動
では、高齢者宅訪問により急病人を発見するなど、地域に欠かせない存在となっている。
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都 道 府 県 団　体　名　・　代　表　者　・　活　動　内　容

群　馬　県
（邑楽郡）

○邑楽町第五区防犯活動グループ「なかま」� 代表者　小島　正宏
　平成 18 年、子供の安全確保を目的に発足。下校時間帯に子供の見守り活動を行うほか、
親子で地域の防犯診断を行い、子供に作成させた防犯マップを通して防犯教育を普及させ
る活動や、子供対象の護身術教室、特殊詐欺被害防止の寸劇など幅広く活動を行っている。

埼　玉　県
（さいたま市）

○本郷町自治会自主防犯パトロール隊� 代表者　嶋村　　豊
　平成 16 年発足。４班編成による夜間の防犯パトロール活動、町内公園９か所に「振り込
め詐欺被害防止」の横断幕、「防犯パトロール中」ののぼり旗を掲揚するほか、振り込め詐
欺被害が頻発した時には、被害防止チラシ等のポスティング活動を実施している。

埼　玉　県
（新座市）

○新座事業所防犯協力会� 代表者　岡野　秀昭
　昭和 60 年に結成。青パト、防犯優良電話、防犯スピーカーなどの寄贈や、市内で多発し
ている振り込め詐欺対策として、注意喚起を促す文言を印刷した新座市内循環バスの定期
券入れを新座市に寄贈するなど、地域犯罪抑止のために支援・協力を行っている。

千　葉　県
（千葉市）

○こてはし台自治会� 代表者　須田　征司
　昭和 46年、「地域は自分たちで守る」という気運から結成。班編成による防犯パトロール
活動や、セーフティーウォッチャー活動として、警察の移動交番車、区役所の青パト車、小
学校 PTA会員との合同見守りと声掛け活動を行うなど、安全安心街づくりに尽力している。

千　葉　県
（我孫子市）

○我孫子市防犯指導員連絡協議会湖北支部� 代表者　増田　勝己
　昭和 59 年結成。登下校の見守り、青パトによる電話 de サギ被害防止広報とパトロール、
防犯のぼり旗の設置・管理や「一戸一灯運動」の呼び掛けとプレート設置、学校での誘拐
防止教室を開催するなど、自主防犯意識の高揚と安全安心な街づくりに貢献している。

神 奈 川 県
（横浜市）

○霧が丘連合自治会� 代表者　塚田　順一
　昭和 57 年に結成。徒歩によるパトロール、地区内の小中学生から募集した防犯標語、防
犯作文を看板に活用するなど、地域全体で防犯活動に努めているほか、高齢者の見守り活
動として募集した「見守る人」「見守りを希望する人」による、訪問活動も行っている。

神 奈 川 県
（足柄上郡）

○開成駅前連絡所ボランティア安全サポーター� 代表者　石井　　敏
　平成 13 年に発足。地域住民が主体となり、駅前連絡所での道案内、パトロール、見守り
活動、広報誌の作成など、町や警察等と連携した犯罪抑止と防犯意識の高揚に努めている。
また、交番のない地区を自分たちで守る自主防犯活動を積極的に推進している。

新　潟　県
（新潟市）

○巻地区コミュニティ協議会� 代表者　畔柳　光男
　平成 18 年に結成。特殊詐欺被害防止・盗難防止広報、駅駐輪場における自転車盗難防止・
鍵掛け広報や警察官等を招いての防犯研修会を開催するなど、年間を通じ、地域・警察・
行政が一体となった防犯活動を積極的に実施している。

山　梨　県
（山梨市）

○小原東六区セーフティーパトロール隊� 代表者　市川　榮也
　平成 16 年に、地域住民からなる自主防犯ボランティア団体として発足。子どもの安全確
保に重点を置いた小中学生の見守り活動や地域の巡回活動に加えて、駅周辺での防犯指導
や広報啓発活動など、継続的で幅広い防犯活動を行っている。

長　野　県
（須坂市）

○豊洲地区子供を守る会� 代表者　前川　博司
　平成 17 年に結成。豊洲小学校を中心とした８町の区役員、PTA役員、民生児童委員、
警察官OBなど幅広い構成員からなり、子供の見守り活動、あいさつ活動、安全補助活動
や青色防犯パトロールを実施しており、他の見守り隊の模範となる活動を続けている。

静　岡　県
（浜松市）

○浜松中央警察署曳馬交番管内地域安全連絡会� 代表者　川合　償吉
　平成７年に結成。駅駐輪場での乗り物盗が多発していたことから、通勤通学時間帯に駐
輪場や周辺道路において、自転車盗難防止の広報活動や防犯指導を実施しているほか、小
学生の登下校時間帯に、通学路等での防犯指導など、子供の安全確保にも貢献している。

富　山　県
（富山市）

○堀川校下防犯組合連合会� 代表者　荒瀬　　勝
　昭和 54 年に「堀川自主防犯パトロール隊」を発足。登下校時の通学路パトロール、自転
車カギかけキャンペーン、特殊詐欺未然防止広報活動のほか、危険場所を集約した「堀川
小学校校下安全マップ」を作成し、全生徒に配付するなど、熱心な活動を継続している。
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都 道 府 県 団　体　名　・　代　表　者　・　活　動　内　容

福　井　県
（坂井市）

○坂井警察署少年警察協助員会� 代表者　堀川　清治
　昭和 41 年に結成。少年非行防止、街頭補導活動、規範意識高揚に向けた広報啓発活動等
を推進し、少年健全育成、街頭犯罪抑止にも寄与しているほか、幼稚園・保育園児を対象
に防犯標語「いかのおすし」を題材にした紙芝居など、幅広い活動を行っている。

岐　阜　県
（賀茂郡）

○中川辺第四福寿会� 代表者　栗山　正道
　平成 16 年に結成。現在 45 名の構成員が、当番制により、毎日、河辺西小学校区におい
て児童の登下校に合わせて、通学路の要点における児童の付添い・見守り活動を行っている。
また、継続的に危険個所の点検等も実施している。

愛　知　県
（名古屋市）

○東桜学区防犯連合会� 代表者　三澤　宗邦
　昭和 23 年発足。日常における防犯パトロールの実施、季節の防犯活動における防犯キャ
ンペーン・防犯パトロールの実施、交通安全・防犯住民決起大会の開催、年末夜間防犯パ
トロールの実施など、結成後 71 年以上継続して地域安全活動を実施している。

滋　賀　県
（大津市）

○和邇学区自主防犯防災会� 代表者　松井　平一
　平成 19 年に「住民誰もが安心して暮らせる安全なまちづくり」を目指して結成。青パト
による自主防犯活動を行っているほか、学区内の危険箇所などの点検を行い、パトロール
箇所の見直しや防犯カメラの設置を積極的に行うなど、犯罪抑止にも貢献している。

京　都　府
（木津川市）

○木津防犯推進委員協議会　精華台支部� 代表者　井上　雅臣
　平成 16 年に結成。警察署、役場、地域の関係機関と連携して、登下校時の子どもの見守
り活動、各種防犯パトロール活動、青色防犯パトロール車によるパトロール活動、SNSを
活用したタイムリーな情報発信など、地域に密着した活動を実施している。

大　阪　府
（大東市）

○四條畷警察署管内防犯連合協議会� 代表者　奥田　進久
　昭和 60 年に発足。構成員は 2,341 名で、女性や子どもの安全確保を目的とした地域パト
ロール活動、安全安心まちづくりの日における各種キャンペーン、年金支給日における警
戒活動など、地域住民の防犯意識向上を目指した活動を活発に行っている。

兵　庫　県
（高砂市）

○高砂防犯協会　高砂支部� 代表者　森田　利博
　昭和 31 年結成。下校時間に合わせた、学校・公園・コンビニ等のパトロール、量販店や
スーパー等においてチラシ、ティッシュ、広報グッズなどを配布し、街頭犯罪被害防止を
呼び掛けるほか、各種団体や住民と連携した防犯活動にも積極的に参加している。

奈　良　県
（高市郡）

○橿原防犯協議会　地域安全推進委員　下土佐支部� 代表者　中西　宏次
　平成２年に結成。「ながら見守り事業」確立に向けた諸活動の推進と発足後の同活動の中
心的役割を担っているほか、夏期・年末年始の重点防犯パトロール、祭りなどにおける自
主警備活動、地域安全活動としての街頭啓発活動などを行っている。

和 歌 山 県
（有田郡）

○有田市地区地域安全推進員会� 代表者　大浦　　稔
　平成７年に結成以来、登下校時の子供見守り活動、各種祭礼・行事の会場警備や少年非
行防止活動、青色回転灯を使用した防犯パトロール活動、警察署との合同パトロールなど、
有田市における各種防犯活動の中核となり、運動を展開中。

島　根　県
（益田市）

○益田東地区地域安全推進員会� 代表者　積田　正平
　平成８年に結成。子どもたちの登下校時におけるあいさつ運動や、交差点の見守り活動
を実施しているほか、月一度の定例会では、警察との情報交換を積極的に行い、独居高齢
者宅の訪問では、特殊詐欺被害防止に関する注意喚起などを行う活動を展開している。

岡　山　県
（瀬戸内市）

○裳掛地区を明るくする会� 代表者　小野田　光
　昭和 57 年「地区の人が安全・安心にくらしていける町づくり」を目的に結成。登下校時
間帯の見守り活動・声掛け運動、犯罪の発生しやすい時間帯におけるパトロール及び補導
活動、防災対象箇所の見回りや危険箇所の確認など、活発に活動している。

徳　島　県
（鳴門市）

○うずしお母の会� 代表者　橋本　信子
　昭和 58 年、少年の健全育成活動に熱意を持った鳴門市内の女性 13 名で結成。高校生ボ
ランティアと駅構内・周辺において自転車盗難防止活動や環境美化活動、ATM前では特
殊詐欺の新手口を紹介して、被害防止を呼び掛けるなど、女性視点に立った防犯活動を展開。
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都 道 府 県 団　体　名　・　代　表　者　・　活　動　内　容

香　川　県
（高松市）

○国分寺交番地域安全推進委員協議会� 代表者　上田　克己
　平成５年に結成。夜間パトロール、主要交差点における交通マナーアップ活動、地域行
事の自主警備、商業施設での万引き防止キャンペーン等を実施しているほか、年間を通じ、
小中学生の登下校時の見守り活動など、多岐にわたり地域に根差した活動を展開している。

愛　媛　県
（西宇和郡）

○八幡浜地区防犯相談所伊方支部� 代表者　水沼　　仁
　平成６年に発足。毎月５日の「防犯の日」、季節ごとの地域安全運動でビラ配りなどの広
報活動、海岸部岸壁及び埋立地岸壁からの転落事故に備えた救助器具の点検整備と危険箇
所の把握、他の団体と連携した小学校児童の登下校時の見守り活動などを実施している。

福　岡　県
（福岡市）

○和白東校区防犯推進会� 代表者　西野　嘉志久
　平成８年に結成。年２回、各種団体・警察・行政と合同の情報交換会を開催し、地域住
民の安全に情報を積極的に配信しているほか、「防犯ニュース」を作成して、毎月１～２回、
全戸配布・回覧等で地域住民に情報提供を行い、地域の安全・安心に大きく貢献している。

福　岡　県
（春日市）

○泉地区自治会
　自治会組織の環境防災部が中心となり平成２年発足。児童の登下校時における見守り・
声掛け活動、防犯パトロール、高齢者向け防犯教室の実施や放置自転車による環境悪化を
防ぐ見回り・ゴミ拾いなど、防犯環境対策の強化を図り、幅広い活動を推進している。

長　崎　県
（長崎市）

○滑石・横尾地区少年補導 パトロール隊� 代表者　多以良　政行
　平成 19 年、青パト団体を結成。小学生の下校時の見守り活動、声かけ事案等の発生時に
おける重点パトロール、滑石中学校 PTAとの合同による夜間パトロール、暴追パレードへ
の積極的な参加など、地域の自主防犯意識等の高揚に努めている。

宮　崎　県
（宮崎市）

○ NPO 法人ハートム� 代表者　初鹿野　聡
　平成 15 年に結成。青パトによる防犯パトロール、登下校児童の見守り活動やゴミ拾いな
どの環境整備活動、各地域及び各防犯ボランティア団体等に対して年間 50 回程度の防犯講
話や防犯活動要領等の指導を行い、地域安全活動の活性化を図っている。

沖　縄　県
（中頭郡）

○北谷町宮城区防犯分会� 代表者　喜友名　昭美
　昭和 62 年結成。週末における遊び場や公園・海岸線の夜間パトロールを継続して実施し
ているほか、自治会と連携した交通規制、パトロールの強化、米軍への協力申し入れを積
極的に行い、深夜の騒音被害の解消など生活環境の浄化に貢献している。
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� 公益財団法人全国防犯協会連合会会長　表彰

公募ポスター・青パト活動写真　最優秀賞
種　　　別 都 道 府 県 氏　　　名 年齢 職　　　業

幅広い世代が参加する�
防犯ボランティア活動ポスター 愛　知　県 伊　東　貴　志 45 会　社　員

青パト活動写真 熊　本　県 吉　並　和　浩 61 自　営　業

※作品は、裏表紙に掲載しております。

2022 年　応募数
ポ　ス　タ　ー� 1,601 点

青パト活動写真� 295 点

　安全で安心して暮らせる地域社会の実現は、国民共通の願いです。

　しかし、子供と女性が被害者となる犯罪や高齢者を狙った特殊詐欺
など、私たちの日々の生活を脅かす事件の発生が後を絶ちません。

　未来にわたり、地域安全運動を継続・発展させ、地域の安全安心を
確保するためには、多くの世代の参加を促し、地域社会で活動する様々
な方々と手を携えながら、その輪を大きく広げていかなければなりま
せん。

　私たちは、地域安全運動の先導者として、「みんなでつくろう安心
の街」を合言葉に、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指し
て、一層の努力をすることをここに宣言します。

�
� 令和４年９月 29日����　　　　　　
� 全国地域安全運動中央大会　　　　

大 会 宣 言
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全国防犯協会連合会　インフォメーション

公益財団法人 全国防犯協会連合会へ寄附のお願い
当連合会は
　１．地域の安全、安心を確保するための事業
　２．善良な風俗の維持に関する事業
　３．暴力団をはじめとする反社会的勢力による不当要求行為を効果的に防止するための事業
を行っており、皆様にご協力をお願いいたしております。

　当連合会は、内閣総理大臣から公益財団法人の認定を受けており、当連合会への
寄附は税制上の優遇措置を受けることができます。

寄附金応募方法
【振込んでいただく銀行】
　ゆうちょ銀行
　　口座番号　00190－0－766690
　他の銀行から振込は
　　店名　〇一九（ゼロイチキュウ）店
　　当座　0766690
　口座名義　公益財団法人 全国防犯協会連合会
　※領収書が必要な場合は当連合会へご連絡ください。

【送金していただく場合】
　〒１１３－００３３
　東京都文京区本郷３－３８－１　本郷信徳ビル６階
　☎０３－３８６８－０１５７

寄附金は課税優遇措置の対象となります

防犯マスコット『CPくん』

　振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の被害額は、令和３年の１年間で約 278.1 億円という膨大な金
額です。今まで防犯協会等のボランティアや関係機関が様々な対策を実施してきていますが、未だ特殊
詐欺の猛威を鎮めるには至っておりません。
　全国防犯協会連合会では、犯人からの電話を断ち切れば、特殊詐欺の被害に遭わないことに着目し、
平成 29年４月から、特殊詐欺犯人からの電話をブロックする機能がある電話機等を　「優良迷惑電話
防止機器」（通称、優良防犯電話）として推奨する事業を始めました。
　これらの機器を設置すると、特殊詐欺の電話はおろか、様々な迷惑電話すらかかって来なくなるとの
実績があります。

優良防犯電話推奨品目録
【この件に関するお問い合わせ先】

　 （公財）全国防犯協会連合会
� 防犯部　島　田

� ☎03-3868-0146







　年間購読料︓2,316円（定価110円、送料83円）

　9月号　　主な記事

             全国防犯協会連合会では、都道府県防犯協会や地区防犯協会、自主防犯活動に
         取り組むボランティア団体等を紹介する、機関誌「月刊安心な街に」を毎月発行
         しています。日々、活動に従事する人々の士気を高めるとともに、活動の参考と
         なるような紙面づくりに取り組んでいます。

機関誌の紹介　　『月刊　安心な街に』

　※　お申込みはTELかFAXで-全国防犯協会連合会・広報誌購読申込係まで

　　　　TEL︓03-3868-0157
　　　　FAX︓03-3868-0257 　　　　　FAXの申込用紙は、こちらを読み取り、印刷してください　⇒　

　〈特　集〉・令和４年「全国地域安全運動」ポスター、青パト活動
　　　　　　　写真入選者発表！
　　　　　　・職質指導班（福島県警察）
　〈連　載〉・虫のいどころ、身のおきどころ
　　　　　　・防犯コラム



※送料別途

B5判／16ページ／
オールカラー

定価  　　円（税込）110

住居侵入犯罪
最強防犯読本

侵入者目線を知って、
攻めの防犯対策を

●侵入犯罪の
　脅威を知ろう
●侵入されにくい
　防犯住宅をつくる
●防犯新常識
●防犯度チェック

内  容










