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漢陽寺の紅葉

皆様方には、各地域における防犯活動の中心的存在として、地域の安全対策はもとより、警察活動
の様々な場面において、ご理解とご協力を賜っており、厚く御礼申し上げます。

さて、県内の犯罪情勢についてですが、昨年の刑法犯認知件数は約5,200件で、近年最多であった
平成14年から約５分の１に減少しているほか、刑法犯認知件数の戦後最少記録も11年連続で更新して
おります。

しかしながら、高齢者を中心にうそ電話詐欺の被害は後を絶たないほか、新型コロナウイルス感染
症に端を発する社会情勢の変化に便乗した各種犯罪の発生が懸念されるなど、依然として予断を許さ
ない状況にあります。

県警察としましては、県民一人ひとりが安心して暮らせる地域社会の実現を目的に、各種ネットワー
クを活用しての防犯情報の発信、地元企業や事業者団体等と連携した広報啓発活動など、山口県全体
の犯罪に対する抵抗力を強化し、犯罪から県民を守るための各種活動に取り組んでおります。

そのような中で皆様方におかれましては、地域の防犯活動のリーダーとして、警察や関係機関など
と連携しての広報活動、高齢者宅を中心とした戸別訪問による注意喚起活動、登下校時間帯の通学路
での見守りなど、各種防犯活動に献身的に取り組んでいただいており、その御労苦に対しまして、改
めて感謝申し上げます。

皆様方の地道な活動が、地域における防犯力向上の礎となっておりますので、今後も活動を継続し
ていただきますよう、よろしくお願いいたします。

結びに、皆様方の今後ますますのご健勝とご多幸をお祈りするとともに、山口県防犯連合会及び県
下各防犯ボランティア団体のご発展、そして皆様方が住みよい安全で安心な山口県の実現を祈念いた
しまして、挨拶とさせていただきます。

（公社）山口県防犯連合会参与
山口県警察本部
生活安全部長  落合 達也

参与ごあいさつ
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令和２年度定時総会
令和２年度定時総会は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、議決の省略による方法（書面決議）に

より執り行い、上程５議案「①令和元年度事業報告、②令和元年度収支決算報告、③正会員会費割当額（案）、④役

員選任（案）、⑤令和２年度総会宣言（案）」について、ご承認をいただきました。

関係の皆様方にはお手数をお掛けいたしましたことを、心よりお礼申し上げます。

当連合会では、本年度も引き続き、

　○　防犯運動推進事業

　○　風俗営業の管理者に対する講習、並びに風俗環境に関する苦情の処理事業

　○　適正遊技機の確認と表示、並びに営業所に対する立入り検査による不正改造防止事業

　○　優良防犯資機材等の斡旋、販売事業

　○　その他、当連合会の目的を達成するために必要な事業

を積極的に推進しますので、変わらぬご支援とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

毎年、定時総会で行っております「防犯功労者、防犯功労団体及び功労ボランティア表彰」ですが、書面

決議としたことから、受賞者の皆様への表彰伝達は、住居地を管轄する警察署長にお願いさせていただき

ました。

受賞者の皆様は次のとおりです。（敬称略、順不同）

防犯功労個人
岩国市　菅田　逸郎 柳井市　須磨　弘子 光　市　林　　和則
下松市　糀谷　政人 周南市　長廣　勝雄 防府市　重岡　好人
山口市　田中　義治 山口市　中村　　稔 山口市　國安　克行
山陽小野田市　尾﨑　茂登 美祢市　来嶋　道則 長門市　杉𠩤　了祐
萩　市　小野　達男 下関市　井上　親彦 下関市　梅田　政文

防犯功労団体
岩国市　中田地区安全安心推進協議会 下松市　南地区防犯
周南市　岐山地区子ども見守り隊 防府市　牟礼南校区子ども見守り隊
山口市　鋳銭司地区防犯対策協議会 宇部市　藤山地区コミュニティ運営協議会
美祢市　赤郷見廻り隊

功労ボランティア
【個人】 下関市　美奈　登
【団体】 美祢市　防犯城原　　　下関市　公益社団法人下関市シルバー人材センター

今後益々のご活躍をお祈りいたします。

防犯功労者・防犯功労団体
及び功労ボランティア表彰
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全国地域安全運動
10月11日（日）～ 10月20日（火）

運動の目的は、防犯協会を始めとする地域安全に関係する機関、団体そし

て警察が期間を定め、地域安全活動をさらに強化するとともに、相互間の連

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一層

の浸透と定着を図り、もっと安心して暮らせる地域社会の実現を図ろうとす

るものです。

なお、９月24日（木）、東京都内で開催された「令和２年全国地域安全運動

中央大会」は、新型コロナウイルス感染防止のため、例年と比べて規模を縮小

した形で執り行われました。

このような中、標語「安心なインターネット社会の実現」では、柳井市の高校１年、多田幸大さんの作品『守ろう
よ　ネットのモラルと　自分の情報』が佳作（最優秀１名、優秀１名、佳作２名）に選ばれています。

防犯CSR活動に参加してみませんか！
～地域住民・事業者・自治体みんなで行う防犯活動！～

「防犯ＣＳＲ活動」とは
ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility）とは、

一般的に「企業の社会的責任」と言われ、企業が社会の

一員として果たすべき様々な責任を意味します。近年、

多くの企業等の皆様が、環境保全や社会福祉、防災等

の活動に取り組んでいます。その中で、事業者等の皆

様が自ら企画・立案し、犯罪の被害防止などの地域の

安全に貢献する取組を「防犯ＣＳＲ活動」といいます。

 　　　　　  　　　　　防犯CSR活動に関心のある方は、防犯協会または警察まで。 　　　　　  　　　　

令和２年
全国地域安全運動向け公募ポスター
「子供・女性の犯罪被害防止」

最優秀賞  造田 知余さん（香川県）

令和２年度防犯功労者・団体表彰
令和２年度「警察庁長官・全国防犯協会連合会会長表彰」（防犯栄誉金章・銀章）及び「全国防犯協会連合会会長表彰」

（防犯栄誉銅章）が決定しております。

10月12日（月）、山口県庁において、表彰・伝達式が行われます。また、当日は、防犯功労者・団体に対する山

口県知事表彰があります。

受章者の皆様は次のとおりです。（敬称略、順不同）

【防犯栄誉金章】 大山政男（周南市）
【防犯栄誉銀章】 久保田元一（山口市）、伊達　剛（長門市）
【防犯栄誉銅章】　 森田幸男（柳井市）、安井啓治（防府市）、矢儀昭人（山口市）、吉武懿子（宇部市）、
　　　　　　　　藤田正人（山陽小野田市）、岡　弘（萩市）

このほか、令和２年度「中国管区警察局長・中国防犯連合会連絡協議会会長表彰」が決定しております。

受賞者の皆様は次のとおりです。（敬称略、順不同）

【個　　　　人】 藤井雅子（下松市）、河井日出夫（周南市）、蔵本栄造（宇部市）、深川伸次（美祢市）、
　　　　　　　　升野政典（下関市）、奥谷博明（下関市）、宮城　豊（下関市）
【団　　　　体】 岩国市老人クラブ連合会（岩国市）
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うそ電話詐欺の被害状況（令和２年上半期）

20-29歳 2件 4.5％

65歳以上 35件 79.5％

40-49歳
3件 6.8％

年代別の被害状況
30-39歳 2件 4.5％ 50-59歳

 2件 4.5％

女性 24件 92.3％

男性 2件 7.7％

【高齢者被害】男女別の被害状況

一人暮らし 21件 80.8％

家族同居など 3件 11.5％

【高齢者被害】世帯構成の特徴
高齢者のみ世帯
2件 7.7％

お一人暮らしの高齢女性の被害が多発
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山口県内のうそ電話詐欺被害認知状況

H27 H28 H29 H30 R1 R2.6
■■■   認知件数 114 108 131 104 61 32

  被害金額（万円） 29,584 31,948 21,581 35,931 21,323 5,138

うそ電話詐欺
被害のうち、

約８割が高齢
者

高齢者被害の
うち、

９割以上が
女性

高齢者被害の
うち、

９割以上が
女性

高齢者被害の
うち、

８割以上が

お一人暮らし

※ 市職員、警察官、百貨店等の店員を名乗って、
「キャッシュカードをだまし取る」等の手口に
よる被害（24件）が多発‼ 
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県内で確認されたうそ電話詐欺の手口
◇百貨店をかたる不審電話  ................................................................

◇ウイルス駆除を装うサポート詐欺  ...................................................
パソコンに「ウイルスに感染した」旨の警告画面が表示され、セキュリティ費用等を請求される

詐欺が増えています！

実在する百貨店の従業員等を名乗り、あなたのクレジットカードで買物されている等
と説明し、キャッシュカードの情報や暗証番号などを聞き出そうとする不審電話が多数
発生しています。
実際にキャッシュカードをだまし取られた被害も発生しています。

表示された電話番号に連絡をすると、
　〇　「お使いのパソコンはコンピュータウイルスに感染している」
　〇　「遠隔でウイルスを駆除する」（又は「セキュリティソフトを入れる」）
　〇 　「クレジットカードで支払いができるので、カード情報を入力して」（又は「コン
ビニで電子マネーを購入して支払って」）

などと説明され、お金をだまし取られてしまいます。

引き落としができないように、口座を利用停止する手続
をします。

キャッシュカードの交換も必要になります。
金融機関や暗証番号、残高を教えてください。
担当の者が近くにいるので、交換に伺います。

あなたのクレジットカードで他人が買物をしています。
後ほど銀行協会（金融機関等）から電話があります。

【特徴①】
「警告」と表示し、
不安をあおってきます‼ 

【特徴②】
「Windows」の販売元（マイクロソフト社）からの
表示と誤信させる画面構成になっています‼
※マイクロソフト社とは関係ありません
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●●●●  防犯ボランティア団体の活動紹介  ●●●●

錦見地区防犯パトロール隊【岩国】

錦見地区は、吉川藩の城下町の一部と小・中学校、工業高校を持つ学園の町であ

り、農地や田圃と造成された居住地区からなり、神社や街並みに歴史を感じ、学徒

も集う緑豊かな町です。

錦見地区防犯パトロール隊は、子供達の夜遊び監視や防犯を目的に立ち上げられ

た組織と聞いています。29自治会2,200世帯からなる地区を７部隊に分けてパト

ロールしています。

発足当初は、子供達への声掛け等での武勇伝をお聞きしました。今は、そんな武

勇伝もなく、無事にパトロールを終えています。

しかし、ただパトロールするだけではなく、自治会内の防犯灯が消えていないか、

暗い場所はないか等、自治会内の様子を見ながらパトロールします。

隊員は、現・元自治会長が多く、自然に自分達の自治会を確認することになり、

LED化も相まって、暗い場所を見つけて防犯灯を設置し、明るい街、明るい歴史

の町であるよう願っています。

宇部地区防犯連絡所指導員協議会【宇部】

宇部市は人口約16万４千人と、山口県内で下関に次いで人口が多く、昔から商業・工業ともに発展してきた街

です。毎年、人口は減少傾向にあるものの、県下では、刑法犯認知件数が常にワーストクラスで推移しています。

その中で、宇部市内を安全安心で住みよい街にするため、市内182名の防犯連絡所指導員が各地区の特色にあっ

た自主防犯活動に取り組んでいます。

今年度は、委嘱替えの年であり、本来であれば指導員が集まり、委嘱式を執り

行うところではありますが、残念ながら新型コロナウイルスの脅威により、致し

方なく式を行うことができませんでした。

しかしながら、指導員一人ひとりの志は高く、小学生児童登下校時の見守り活

動や夜間の見回り、駐車場の点検など、多種多様にわたり、地域に合った防犯活

動を行っています。

これからも犯罪のない住みよい街づくりをめざして、自分たちにできる活動を

続けていきます。

周防子どもみまもり隊【光】

周防子どもみまもり隊は、平成18年５月に発足し、「いつでも、どこでも、どのような形でも」をキャッチフレー

ズに、当番などを決めず、隊員が自主的に、出来る範囲で見守り活動を行っているのが特徴で、畑仕事をする合間

に子供達へ「行ってらっしゃい」、「お帰り」などと声をかけたり、登下校の時間に合わせて買い物やウオーキング、

散歩に出かけてパトロールをするなど、各自が生活の中で無理なく見守り活動を行っています。

また、こだわったのは隊員の登録番号が入った「周防子どもみまもり隊」オリジナルのワッペンを身に着けて活動

をしています。

このことにより、子供達が隊員の名前を知らなくて

も「○番のおじいちゃん、○番のおばあちゃん」と声

を掛けやすくし、地域住民と子供達とのコミュニケー

ションを取りやすくしています。

そして、光市立周防小学校が毎年６月に感謝の会を

開いてくださり、その時に、隊員と子供達が危険箇所

を話し合い、一緒に安全マップつくりにも取り組んで

います。 みまもり隊の方と一緒に下校

青色回転灯車出発式に参加する
防犯連絡所指導員
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お詫びと訂正

本紙、令和２年４月号、NO139号に掲

載の「防犯ボランティア団体の活動紹介」

につきましては、「須々万見守りネット

ワーク【周南】」と「嘉川地区防犯対策協議

会【山口南】」の活動写真が入れ替わってお

りましたので、お詫びして訂正させていた

だきます。

防犯ボランティア団体の皆様方には、今

後とも変わらぬご協力を賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。

須々万見守りネットワーク【周南】

嘉川地区防犯対策協議会【山口南】

平成27年５月から当連合会に籍を置き、早６年目になります。
その間、ご縁をいただきました皆様には、様々な局面で、ご理解とご協力を賜り、厚くお礼申

し上げます。
また、財政基盤の充実を図るために東奔西走する中で、賛助会への新規加入や継続のお願い、

さらには、就任と同時に取り組んで参りました犯罪防止支援自動販売機（寄附型自動販売機）設置
のお願いにつきまして、多くの方にご賛同をいただき、心から感謝申し上げます。

私ごとになりますが、前職は警察官です。警察では、正義のヒーローを目指し、刑事の道を歩
みました。

事件解決に心血を注ぐ中で、時には、心が挫けそうになることもありましたが、座右の銘であ
る「初志貫徹」の精神と「被害者の恨みを晴らす」という信念を持って捜査に臨み、犯人を検挙した
ことなどが、昨日のことのように思い出されます。 

もちろん、今でも困難に挫けることなく物事をやり遂げるという思いに変わりはなく、企業・
団体や防犯ボランティアの皆様と緊密に連携し、「犯罪のない安全・安心なまちづくり」のための
諸活動を推進しております。

防犯と検挙は車の両輪と言われますが、前職に引き続き、今でも関連する仕事ができることに、
大きなやり甲斐を感じています。

県内の刑法犯認知件数は、年々減少し、戦後最少となっていますが、社会的弱者である子供・女性・
高齢者が被害者となる犯罪が後を絶たないなど、多くの課題を抱えています。

残り少なくなった任期ではありますが、財政基盤のより一層の充実と防犯上の課題克服に向け
て全力を尽くしますので、今後とも変わらぬご指導とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

（公社）山口県防犯連合会
専務理事  清木 　博

就任６年目に当たり思うこと
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犯罪防止支援自動販売機の設置者様のご紹介（順不同、敬称略）

令和２年９月末現在　合計55台

ご支援は、犯罪の予防や少年の健全育成等の活動に活かされており、県民の皆様の安全・安心につながっています。
（岩国） ○岩国建設業協同組合 ○（一社）岩国薬剤師会会営薬局 ○（一社）岩国薬剤師会会営介護支援事業所 ○吉川林産興業㈱〇
早野ビル〇安本建設㈱　（柳井） ○若山電設 ○田代工業　（光） ○㈱三知 ○㈱ステンレス光〇メガガイヤ光ツインパークⅠ〇メ
ガガイヤ光ツインパークⅡ　（下松） ○㈱サンリブ下松店 ○下松商業開発㈱ ○下松市消防本部 ○国民宿舎「大城」（２台）〇有吉
良美　（周南）〇山口県民共済生活協同組合 ○㈱南陽「徳山競艇場」　（防府） ○㈱ベルポリエステルプロダクツ　（山口）〇アク
ティブS-Ⅰ〇アクティブS-Ⅱ〇アクティブS-Ⅲ〇㈱三知山口支店 ○信和不動産㈱ ○サン・プロジェクト㈱ ○ざ・せんたくや
維新公園店〇明倫学館宮野校〇明倫学館大内教室〇㈱ＮＩＰＰＯ山口統括事業部　（山口南） ○㈱ヤマトク ○山口ＪＡビル（４
台） ○㈲たかせん　（美祢） ○㈱シグナレックス ○美祢グランドホテル ○美祢観光開発㈱「道の駅おふく」 ○㈱技工団鉱山部 ○
ぽんぽこの里　（長門） ○ボートレースチケットショップながと　（下関） ○㈱アイテック ○㈱東洋ランドリー ○山口県民共済
生活協同組合下関支所　（警察） ○山口県警察本部（２台） ○山口県警察本部別館　 ○山口県総合交通センター ○周南警察署周
南西幹部交番  ○防府警察署 〇山口警察署 ○宇部警察署 ○下関警察署

 新型コロナウイルスに便乗した犯罪に気をつけて！
全国的に新型コロナウイルスに便乗した事件が発生しています。

今後、県内においてもコロナ禍の不安な気持ちにつけ込んだ詐欺や悪質商法が予想されます。

　　【詐　　　欺】　○　国の機関を名乗る者から、融資を持ちかけられた。

　　　　　　　　○　助成金が出るので、ＡＴＭで手続きをするよう指示された。

　　　　　　　　○　ＷＨＯ（世界保健機関）を名乗る者から、検査費用を要求された。

　　【詐欺サイト】　○　ショッピングサイトでマスクを購入したが、連絡が取れず、商品も届かない。

　　【悪 質 商 法】　○ 　水道業者を名乗る者から「水道管に付着したコロナウイルスを取り除く」などと言われ、高額

な工事費用を請求された。　

不審な電話、郵便、メールは、警察等へ相談しましょう。

●　山口県では、「うそ電話詐欺撲滅県民運動」を推進中です。
　 　このような中、本号では、依然として後を絶たないうそ電話詐

欺の記事を掲載しました。
　 　みんなで、声掛け合って、被害防止に努めましょう。
● 　「うそ電話詐欺防止戸別訪問隊」（防犯ボランティアを中心に結成

し、警察署単位で活動）は、高齢者らのお宅を訪問して、うそ電話
詐欺の手法や不審電話がかかってきた際の対処法などをアドバイ
スしています。

当連合会では、戸別訪問隊のほか、県警本部生活安全企画課の犯罪被害防止アドバイザー
等とも連携し、うそ電話詐欺を始めとする各種犯罪の被害防止活動を推進していますので、
今後ともご協力を賜りますようお願いいたします。

編集後記

「賛助会員」入会、「犯罪防止支援自動販売機」設置のお願い
山口県防犯連合会では、安全で安心して暮らせる地域社会の実現をめざし、防犯

意識の普及・高揚、各種犯罪予防活動等に対する協力援助、少年非行防止と健全育成、

風俗環境浄化活動等の事業に取り組んでいます。

当連合会の活動にご賛同をいただく個人、法人、企業の皆様方のご協力をよろし

くお願いいたします。

〇 　賛助会費（年会費）として、法人１万円以上、個人３千円以上をお願いしてい

ます。

〇 　犯罪防止支援自動販売機の設置により、売上利益の何パーセントかの寄附を

お願いしています。

〇　公益法人に対する賛助会費や寄附金は、税法上の優遇措置が受けられます。 会員之証 犯罪防止支援自動販売機

被害防止アドバイザーと連携
した活動（７月15日、玖珂町）


