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「防犯おかやま」は、岡山県防犯協会のホームページ（https://www.obouhan.com）でも閲覧（印刷）できます。

　全国地域安全運動は、防犯協会をはじめとする地域安全に資する関係機関・団体及び
警察が、期間を定め、地域安全活動を更に強化するとともに、相互の連携を一層緊密に
することにより、地域安全活動の効果を最大限に上げて更なる浸透と定着を図り、もっ
て安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的としています。
　活動の重点は次のとおりです。地域の実情に即した活動に参加して、犯罪等のない安
全で、安心して暮らせる街づくりに努めましょう。

○運動のスローガン 
　セイフティーアップ
　おかやま２０２２
　わがまち・みんなで・安全に

○活動の重点
■全国重点
　☆子供と女性の犯罪被害防止
　☆特殊詐欺の被害防止

■県重点
　☆侵入窃盗の被害防止
　☆自転車盗及び万引きの
　　被害防止
　☆防犯ボランティア活動の活性化

　　　 発　行・編　集
（ 公 社 ）岡 山 県 防 犯 協 会
岡 山 県 風 俗 環 境 浄 化 協 会
〒700－0824 岡山市北区内山下2－2－6
　☎０８６（２３３）２５５０
印刷所　山 陽 印 刷 株 式 会 社

令和４年

～10月11日（火）から20日（木）までの間、
　　　　　　　　　　　　各地域で地域安全運動を展開～

 『全国地域安全運動』
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　令和４年度全国及び中国防犯功労者・団体表彰の県内受賞者が次のとおり決まり
ました。永年のお取組みに敬意と感謝を申し上げるとともに、引き続きご活躍され
ますようご祈念申し上げます。

令和４年度全国及び中国防犯功労者・団体表彰受賞の皆様方

中 国 地 区 表 彰

全　国　表　彰 敬称略

栄えある受賞おめでとうございます

◎防犯栄誉金章　２名

樋口　清治 玉島警察署管内地域安全推進員連絡協議会会長 （玉島署）
土井　利宣 勝山地域安全青パト隊副隊長 （真庭署）
◎防犯栄誉銀章　４名

神﨑　保代 岡山中央地域安全推進員平井交番班班員 （岡山中央署）
吉本　喜一 京山地区地域安全パトロール隊隊長 （岡山西署）
黒川　智雄 高梁警察署管内地域安全推進員協議会班長 （高梁署）
鳥越　重一 美作第一小学校PTAパトロール隊隊長 （美作署）

◎防犯栄誉銅章　12名

八田　博子 岡山中央警察署少年警察協助員会副会長 （岡山中央署）
鶴海　高一 岡山東地域安全推進員西大寺班 （岡山東署）
末廣　麻信 岡山西地域安全推進員協議会吉宗駐在所班班長 （岡山西署）
星崎　幸子 岡山南少年警察協助員 （岡山南署）
矢延　國三 岡山北少年警察協助員会会長 （岡山北署）
森本　峯正 岡山県少年警察栄誉協助員 （備前署）
　山　義嗣 倉敷市緑丘地域安全パトロール隊隊長 （児島署）
磯田　治彦 里ちゃん西パトロール隊隊員 （玉島署）
阿部　和子 岡山県少年警察栄誉協助員 （総社署）
滝口　久晴 高梁警察署管内地域安全推進員協議会会長 （高梁署）
山本久美子 新見警察署管内地域安全推進員協議会副会長 （新見署）
高橋　正延 真庭警察署管内地域安全推進員 （真庭署）

◎功労ボランティア団体　１団体

裳掛地区を明るくする会   　代表者  小野田　光 （瀬戸内署）

□防犯功労者　12名

阿部　　洋 岡山中央防犯連合会副会長 （岡山中央署）
浮田　孝允 岡山東地域安全推進員協議会会長 （岡山東署）
田口榮一郎 岡山西地域安全推進員 （岡山西署）
小田　昭美 岡山県少年警察栄誉協助員 （備前署）
上野むつ子 玉野警察署管内少年警察協助員 （玉野署）
岩中　正則 児島地域安全推進員 （児島署）
木本　満廣 倉敷警察署管内地域安全推進員 （倉敷署）
栗坂　　豪 倉敷警察署管内地域安全推進員 （倉敷署）
原田　旭司 笠岡地域安全推進員 （笠岡署）
齋藤幸之輔 笠岡警察署少年警察協助員 （笠岡署）
小川　庸光 総社警察署管内地域安全推進員 （総社署）
加藤　典男 高梁警察署管内地域安全推進員協議会副会長 （高梁署）

□防犯功労団体　２団体

津高防犯パトロール隊　　　   代表者　森原　啓之 （岡山西署）
新山地域安全パトロール隊　 代表者　山﨑　元明 （笠岡署）

片

防　犯　お　か　や　ま第  108  号 令和４年10月（3）

　令和４年全国地域安全運動・全国暴力追放運動用のポスター・標語・青パト写真の募集に多数の
作品を応募していただき、ありがとうございました。
　残念ながら、本年は、全国での最優秀作品等に選出されませんでしたが、優秀な作品ばかりでした。
紙面上の関係で、全国防犯協会へ送った作品のみを紹介させていただきます。

ポスター・標語、青パト写真作品

☆暴力団排除の徹底
　暴力団　この町いれない　はいらない （田井小学校　江口　心絢 さん）

●標　語

※来年も多数の優秀な作品の応募をお待ちしています。よろしくお願いします。

●青パト写真

備前署
スクールサポーター
根木　吉久 さん

玉野署
玉原小学校安全パトロール隊

小林　英機 さん

玉野署
長尾駐在所地域安全推進パトロール隊

小林　勝彦 さん

●ポスター

片上小学校　松岡　芽生 さん 八浜小学校　尾上　乃月 さん

佐伯中学校　麻植　愛加 さん 倉敷北中学校　加藤　舞 さん 倉敷北中学校　冨谷　優花 さん

☆特殊詐欺・悪質商法の被害防止ポスター
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地域安全活動のとりくみ

岡山南署

備前署

総社署

美咲署

備前署 津山署

玉野署

児島署

広報啓発活動

非行防止教室
（タイアップ防犯リーフレットの活用）

岡山東署  岡山西署

見
守
り
活
動・あ
い
さ
つ
運
動

少年課・津山署少年課・岡山中央・岡山西署

岡山西署 備前署

玉野署

総社署

児島署

高梁署

広報啓発活動（タイアップポスター）

健
全
育
成
活
動

防　犯　お　か　や　ま第  108  号 令和４年10月（5）

防犯協会だより

☆令和４年度通常総会の開催について
　　５月16日（月）にメルパルク岡山において、県警察本部長

を招き、役員、特別会員及び各地区代表者等70人余が出席
し、「令和４年度岡山県防犯協会通常総会」を３年ぶりに
開催しました。 総会では、防犯功労者･団体の表彰の他、役
員改選、事業・決算報告等を行い原案どおり承認され、活
動資金拡充のため、引き続き「賛助会員募集」及び「犯罪
防止支援自販機の設置」事業を推進していくことも了承さ
れました。

　新役員
　　会　　長　伊原木隆太（県 知 事）
　　理 事 長　友實　武則（赤磐市長）　　　　副理事長　中原　一郎（岡山中央)
　　理　　事　生水　哲男（倉敷市副市長）　　監　　事　滝口　久晴（高　　梁)
　　　 〃 　　西山　義正（笠　　岡）　　　　　 〃 　　福田　好子（税 理 士)
　　　 〃 　　今村　正照（津　　山）　　　　専務理事　島村　裕史（防犯協会)
　　　 〃 　　柴田　義朗（玉野市長）
　　◎事業報告、財務諸表及び事業計画等の詳細は、岡山県防犯協会のホームページ
　　　（https://www.obouhan.com）をご覧ください。

☆令和４年度春の防犯功労者・団体表彰の表彰式の開催について
　　５月16日（月）にメルパルク岡山において開催された令和４年度通常総会の席上、春の防

犯功労者・団体に対する表彰式が開催されました。おめでとうございます！
　　改めて受賞者の皆様について、ご紹介させていただきます。（順不同、敬称略）
　●多年にわたる功労団体（６団体）
　　操明学区連合町内会
　　牛窓東小学校地域教育学校協働活動協議会
　　第四福田小学校区見廻組
　　笠岡地域安全推進員協議会城見班
　　天満屋ストアリブ総社店
　　哲多中学校区少年を育てる会
　●功労ボランティア団体（４団体）
　　鯉山学区安全・安心ネットワーク
　　西高崎みまもり隊
　　玉原地区コミュニティ協議会内
　　　　　玉原コミュニティ安全パトロール隊
　　中川地区青色防犯パトロール隊
　●防犯功労者（15名）
　　古好　秀男　　斉藤　新一　　桐山　順子　　逢澤　武男
　　松本　政照　　川西　三郎　　原　　千年　　髙木　秀夫
　　川本由美子　　山下　隆志　　丸山　英明　　久本　利幸
　　牧野　　忠　　田村　俊夫　　大釜　和重

☆高校生防犯ボランティア体験事業の
　開催について

　令和４年８月３日及び４日の２日間、岡山県警察本部等
と共に、次世代を担う高校生を対象に、高等学校の夏季休暇
に合わせて、防犯ボランティアの体験事業を開催しました。
　県内の高等学校14校38名の高校生（男性５名、女性33
名）が参加し、広報啓発チラシ等の配布、青色防犯パトロー
ル車によるマイク広報などを体験しました。
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　　会　　長　伊原木隆太（県 知 事）
　　理 事 長　友實　武則（赤磐市長）　　　　副理事長　中原　一郎（岡山中央)
　　理　　事　生水　哲男（倉敷市副市長）　　監　　事　滝口　久晴（高　　梁)
　　　 〃 　　西山　義正（笠　　岡）　　　　　 〃 　　福田　好子（税 理 士)
　　　 〃 　　今村　正照（津　　山）　　　　専務理事　島村　裕史（防犯協会)
　　　 〃 　　柴田　義朗（玉野市長）
　　◎事業報告、財務諸表及び事業計画等の詳細は、岡山県防犯協会のホームページ
　　　（https://www.obouhan.com）をご覧ください。

☆令和４年度春の防犯功労者・団体表彰の表彰式の開催について
　　５月16日（月）にメルパルク岡山において開催された令和４年度通常総会の席上、春の防

犯功労者・団体に対する表彰式が開催されました。おめでとうございます！
　　改めて受賞者の皆様について、ご紹介させていただきます。（順不同、敬称略）
　●多年にわたる功労団体（６団体）
　　操明学区連合町内会
　　牛窓東小学校地域教育学校協働活動協議会
　　第四福田小学校区見廻組
　　笠岡地域安全推進員協議会城見班
　　天満屋ストアリブ総社店
　　哲多中学校区少年を育てる会
　●功労ボランティア団体（４団体）
　　鯉山学区安全・安心ネットワーク
　　西高崎みまもり隊
　　玉原地区コミュニティ協議会内
　　　　　玉原コミュニティ安全パトロール隊
　　中川地区青色防犯パトロール隊
　●防犯功労者（15名）
　　古好　秀男　　斉藤　新一　　桐山　順子　　逢澤　武男
　　松本　政照　　川西　三郎　　原　　千年　　髙木　秀夫
　　川本由美子　　山下　隆志　　丸山　英明　　久本　利幸
　　牧野　　忠　　田村　俊夫　　大釜　和重

☆高校生防犯ボランティア体験事業の
　開催について

　令和４年８月３日及び４日の２日間、岡山県警察本部等
と共に、次世代を担う高校生を対象に、高等学校の夏季休暇
に合わせて、防犯ボランティアの体験事業を開催しました。
　県内の高等学校14校38名の高校生（男性５名、女性33
名）が参加し、広報啓発チラシ等の配布、青色防犯パトロー
ル車によるマイク広報などを体験しました。
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岡山県金融機関防犯連合会
岡山県遊技業防犯協力会
岡山県タクシ－防犯組合連合会
岡山県JA共済防犯対策協議会
岡山県自動車販売会社防犯協議会
岡山県ゴルフ練習場連盟防犯協議会
岡山県カラオケボックス業防犯協議会
岡山流通情報懇話会防犯協力会

特別会員・賛助会員のご紹介  （順不同、敬称略）

岡山県自転車軽自動車商協同組合防犯協力会
岡山県警備業協会防犯協力会
岡山県防犯設備業防犯協力会
岡山県銃砲火薬商組合防犯協力会
岡山県石油販売業防犯協議会
岡山県レンタカ－防犯協会
岡山県サウナ・スパ協会防犯協力会
岡山県二輪車普及安全協会防犯協力会

岡山市北区 両備ホールディングス㈱
岡山市北区 ㈱ベネッセホールディングス
岡山市北区 イオンモール㈱イオンモール岡山
岡山市北区 ㈱天満屋
岡山市北区 ㈱アイアットOEC
岡山市北区 ㈱たいよう共済岡山支店
岡山市北区 山陽文具㈱
岡山市北区 岡山県信用保証協会
岡山市北区 （公財）日本防災通信協会岡山県支部
岡山市北区 （公社）岡山県青少年育成県民会議
岡山市北区 ㈲フード･エキスパート
岡山市北区 ㈲吉備環境設備
岡山市北区 協同組合岡山エコシステム
岡山市北区 ㈲みさお
岡山市北区 髙山産業㈱
岡山市北区 蜂谷工業㈱
岡山市北区 日本道路㈱中国支店岡山営業所
岡山市北区 ㈱山陽セフティ
岡山市中区 岡山ガス㈱
岡山市中区 ㈲岡南損害保険センター
岡山市東区 キョクトウ㈲
岡山市南区 ㈱クラレ岡山事業所
岡山市南区 DOWA IPクリエイション㈱
岡山市南区 ㈱岡南ファイン
岡山市南区 岡山トヨペット ㈱
岡山市南区 ㈱アミパラ
岡山市南区 一般社団法人JAIA
倉敷市 イオンモール㈱イオンモール倉敷
倉敷市 中谷興運㈱
倉敷市 岡山県遊技業協同組合倉敷支部
倉敷市 岡山県遊技業協同組合水島支部
津山市 ㈲永礼産業
津山市 建築塗装ハウスペイントクワハラ
津山市 ㈱ケーエムカーズ
津山市 津山飲食業組合
津山市 ㈱セヴィア
玉野市 ナイカイ塩業㈱
玉野市 日比製煉㈱日比製煉所
総社市 山崎製パン㈱岡山工場
総社市 サントピア岡山総社
高梁市 岡山県遊技業協同組合高梁支部
備前市 岡山大鵬薬品㈱
備前市 ㈱長崎鐵工所
赤磐市 みのる産業㈱
真庭市 ㈱ミヤタライフサービス
和気町 ㈱メイト
和気町 ㈱徳永こいのぼり
鏡野町 ㈱山田養蜂場本社
美咲町 ㈲美咲ファーム
大阪市 サンエス技研㈱

岡山市北区 ㈱大本組
岡山市北区 ㈱ホテルグランヴィア岡山
岡山市北区 ㈲B.Cマネージメント
岡山市北区 山陽印刷㈱
岡山市北区 ㈱やまつ屋
岡山市北区 ㈱成通
岡山市北区 ㈱エムズ・ユー
岡山市北区 ㈱Lee
岡山市北区 岡山県遊技業景品取扱商社防犯協力会
岡山市北区 ㈲吉備オカヤマ
岡山市北区 ㈲吉美
岡山市北区 ㈲ウインズ・エコ
岡山市北区 津高清掃㈲
岡山市北区 中国電力㈱
岡山市北区 ㈱日産サティオ岡山
岡山市北区 ㈱エスプランニング
岡山市北区 ㈱アイム・コラボレーション
岡山市北区 ㈱中央設備
岡山市中区 岡山プラザホテル㈱
岡山市東区 ㈱キリンビバックス岡山支店
岡山市東区 ㈲アイ・ワークン
岡山市南区 DOWA興産㈱
岡山市南区 DOWAエレクトロニクス岡山㈱
岡山市南区 ㈱チヂキ
岡山市南区 マックスバリュ西日本㈱
岡山市南区 ㈱岡南保険センター
倉敷市 ㈲間野保険事務所
倉敷市 山本幸㈱
倉敷市 ㈱テラオカ
倉敷市 ㈱いのうえ
津山市 津山工業原料㈱
津山市 ㈲ダンヒル
津山市 ㈲タルイストアー
津山市 医療法人西下内科医院
津山市 大衆割烹お染
津山市 イオンリテール㈱イオン津山店
玉野市 ㈱MESファシリティーズ
笠岡市 ㈱せとうちエステート
総社市 ㈱紀文西日本岡山総社工場
総社市 岡山県遊技業協同組合総社支部
高梁市 甲子園観光㈱
備前市 日生運輸㈱
瀬戸内市 ㈱岡山村田製作所
赤磐市 モリマシナリー㈱
真庭市 ㈲サンソーイング
和気町 谷尾食糧工業㈱
勝央町 明和化学工業㈱岡山工場
早島町 サントリービバレッジサービス㈱
広島市 中国遊技機商業協同組合

◎特別会員

◎賛助会員（法人)
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ご入会ありがとうございました。

岡山市北区 ㈲アップフィールズ
岡山市中区 ㈱小倉組

新規会員のご紹介 (敬称略)

岡山市北区 岡山県飲食業生活衛生協同組合
岡山市南区 ㈱アサヒセキュリティ

　(公社)岡山県防犯協会は、犯罪や事故などのない安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指し、
◇　各種犯罪予防活動に対する協力援助　　　　◇　少年の非行防止と健全育成

等の事業に取り組んでいます。
　当協会の目的と活動に賛同される方や企業・団体のご加入をお待ちしております。
　　◎　賛助会費
　　　　個人・企業 ～ 年額１万円以上　　団体 ～ 年額５万円以上
　　◎　公益社団法人に対する寄付金、賛助会費は税制上の優遇措置が受けられます。

賛助会員募集賛助会員募集

お問い合わせ先　　（公社）岡山県防犯協会　事務局　　０８６－２３３－２５５０

犯罪防止支援自動販売機設置協力者の募集について
　皆様方には、自動販売機の売上金の一部を寄付していただく犯罪防止支援自動販売機設置事業に
理解とご協力いただきありがとうございます。寄付金については、地域安全活動や青少年健全育成活
動等に活用させていただいております。今後も引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

熊山英国庭園 大本組　県道佐伯長船線改良工事

山陽ふれあい公園 山陽ふれあい公園 山陽ふれあい公園

新規犯罪防止支援
自動販売機設置の

ご紹介

お問い合わせ先　　（公社）岡山県防犯協会　事務局　　０８６－２３３－２５５０

◎賛助会員（個人）
岡山市北区　矢吹　依子　　　　　　岡山市北区　岡　　広宣　　　　　　岡山市北区　田島　保治
岡山市南区　鷲尾　明枝　　　　　　岡山市南区　粟本やすこ　　　　　　玉野市　　　瀬川　和裕
瀬戸内市　　志水　祐一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

犯罪防止支援自動販売機設置協力者の皆さまを募集中。
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新規会員のご紹介 (敬称略)

岡山市北区 岡山県飲食業生活衛生協同組合
岡山市南区 ㈱アサヒセキュリティ

　(公社)岡山県防犯協会は、犯罪や事故などのない安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指し、
◇　各種犯罪予防活動に対する協力援助　　　　◇　少年の非行防止と健全育成

等の事業に取り組んでいます。
　当協会の目的と活動に賛同される方や企業・団体のご加入をお待ちしております。
　　◎　賛助会費
　　　　個人・企業 ～ 年額１万円以上　　団体 ～ 年額５万円以上
　　◎　公益社団法人に対する寄付金、賛助会費は税制上の優遇措置が受けられます。

賛助会員募集賛助会員募集

お問い合わせ先　　（公社）岡山県防犯協会　事務局　　０８６－２３３－２５５０

犯罪防止支援自動販売機設置協力者の募集について
　皆様方には、自動販売機の売上金の一部を寄付していただく犯罪防止支援自動販売機設置事業に
理解とご協力いただきありがとうございます。寄付金については、地域安全活動や青少年健全育成活
動等に活用させていただいております。今後も引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

熊山英国庭園 大本組　県道佐伯長船線改良工事

山陽ふれあい公園 山陽ふれあい公園 山陽ふれあい公園

新規犯罪防止支援
自動販売機設置の

ご紹介

お問い合わせ先　　（公社）岡山県防犯協会　事務局　　０８６－２３３－２５５０

◎賛助会員（個人）
岡山市北区　矢吹　依子　　　　　　岡山市北区　岡　　広宣　　　　　　岡山市北区　田島　保治
岡山市南区　鷲尾　明枝　　　　　　岡山市南区　粟本やすこ　　　　　　玉野市　　　瀬川　和裕
瀬戸内市　　志水　祐一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

犯罪防止支援自動販売機設置協力者の皆さまを募集中。
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設立年月日
　平成19年７月

構　成　員
　定廣　好和　代表以下20名

活動内容等
　加茂小学校区は、周囲を山陽自動車道と国道180号線に囲
まれ、田園地帯が広がる、静かな地域です。
　発足当初は、登下校する子どもたちを不審者や交通事故か
ら守ろうと、登下校時の見守り活動が中心でしたが、平成
19年から青色回転灯装備車（青パト）を導入し、年３回パトロール強化月を設定して地域パトロールを行う
ほか、地元の交番や消防団とも連携を図り、新学期や夏休み前、年末には合同パトロールを行っています。
　このほか、隊員同士で自主的に「ランダムパトロール」等を行って地域への「青パト」の認知度UPを図り、
地域の安全・安心を守ろうと頑張っています。

隊から一言
　地域の「安全・安心」を念頭に、子どもから高齢者まで防犯の垣根を越えて、「見守り」と「絆」の大きな
傘になるように、活動を継続していきたいと思います。

美作警察署管内少年警察協助員連絡協議会奈義班
（美作警察署管内）

美作警察署管内少年警察協助員連絡協議会奈義班
（美作警察署管内）

美作警察署管内少年警察協助員連絡協議会奈義班
（美作警察署管内）

美作警察署管内少年警察協助員連絡協議会奈義班
（美作警察署管内）

設立年月日
　昭和47年９月10日

構　成　員
　班長　森渕　東さん　班員２名

活動内容等
　継続的な登下校時のパトロール活動や毎月第２金曜日の
環境浄化の日にあわせての夜間パトロール活動等を行って
います。
　また、月１回警察署の方と合同で夜間パトロールを行い、
管内の子どもたちを守る活動も継続して行っています。

隊から一言
　班員は少ないですが、管内の児童・生徒が安心して登下校できるよう、「できるときにできることを」をモッ
トーに活動しています。
　最近は、夜間子どもたちが公園等でたむろする姿を見かけなくなりましたが、インターネット利用により
犯罪者や被害者になる子どもたちが増加しています。
　子どもたちの行動が見え難くなってきましたが、班員全員で力を合わせて、子どもたちとの会話を重視し
引き続き子どもたちの安全・安心を見守り続けていきます。

防犯パトロール隊紹介

～ 地域の安全は私たちにおまかせ下さい ～

加茂学区安全・安心ネットワーク
（岡山西警察署管内）

加茂学区安全・安心ネットワーク
（岡山西警察署管内）

加茂学区安全・安心ネットワーク
（岡山西警察署管内）

加茂学区安全・安心ネットワーク
（岡山西警察署管内）


