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萩往還萩往還

皆様方には、平素から「犯罪のない安全で安心なまちづくり」を実現するために御尽力いただいてお
りますとともに、警察業務の各般にわたり深い御理解と御協力を賜っており厚く御礼申し上げます。
　さて、県内の犯罪情勢ですが、刑法犯認知件数は昨年まで18年連続で減少したほか、本年６月末に
おいても減少傾向が続いております。その一方で、児童虐待、ストーカー・配偶者暴力事案、うそ電
話詐欺など、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依然として後を絶たないほ
か、新型コロナウイルス感染症の流行に乗じた犯罪の発生も懸念されるなど、予断を許さない状況に
あります。
このような情勢の中、安全で安心なまちづくりを実現していくためには、警察はもとより、県、市
町、そして地域で活動しておられる防犯ボランティアの方々との連携・協働した県民総ぐるみの取組
を推進していくことが重要となってまいります。 
県警察では、現在、県民の皆様の防犯力強化に向け、各種広報媒体を活用し、安全・安心に関する
情報を幅広く発信しているほか、防犯ボランティアの方々と連携しての防犯パトロールや街頭におけ
る広報啓発活動、さらには、高齢者宅への戸別訪問による直接的な防犯指導などを推進しているとこ
ろです。 
今後も県民の皆様が安全・安心を実感していただけるよう、県警察を挙げて実効性のある対策を推
進してまいりますので、より一層の御支援と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 
結びに、山口県防犯連合会のますますの御発展と皆様方の御健勝、御多幸を祈念いたしまして御挨
拶とさせていただきます。

(公社)山口県防犯連合会顧問
山口県警察本部長
　　　　　　　  谷　滋 行

顧問ごあいさつ
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令和３年度定時総会令和３年度定時総会
　令和３年度定時総会は、令和２年度に引き続き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

よる書面決議により執り行い、上程５議案

　　第１号議案　　令和２年度事業報告について

　　第２号議案　　令和２年度収支決算報告について

　　第３号議案　　正会員会費割当額（案）について

　　第４号議案　　役員の選任（案）について

　　第５号議案　　令和３年度総会宣言（案）について

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しましたことを、紙面をお借りしましてお

礼申し上げます。

　当連合会では、今後も皆様のお力をお借りしながら犯罪や少年非行のない安全で明るく住みよい地域社会の実現

を目指して活動をしてまいりますので、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。
　また、従来は定時総会で行っております「防犯功労者、防犯功労団体及び防犯ボランティア表彰」の伝達につきま
しては、書面決議とした都合上、居住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）

防犯功労者（14名）
　岩国　　梅川　仁樹　様　  山口　　山本　厚彦　様 長門　　末廣　修二　様
　柳井　　金福　照明　様 　山口南　村上　武紀　様 萩　　　石田　憲雄　様
　光　　　福田　和紀　様 　宇部　　大谷　欣士　様 下関　　村岡　正康　様
　周南　　大矢根憲三　様 　山陽小野田    丸田　隆司　様 長府　　工藤　松雄　様
　防府　　中司日出雄　様 　美祢　　三上　洋典　様
 

防犯功労団体（６団体）
　下松　　はなおか防犯パトロール
　周南　　周南遊技場防犯組合 
　山口　　大内青パト隊
　宇部　　神原校区地域安全見守り隊
　小串　　阿川地区児童防犯パトロール隊
　美祢　　共和防犯パトロール隊

防犯功労者・防犯功労団体防犯功労者・防犯功労団体
及び功労ボランティア表彰及び功労ボランティア表彰

功労ボランティア（１団体）
美祢　　あつ見まくり隊
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令和３年度防犯功労者・団体表彰令和３年度防犯功労者・団体表彰
令和３年度「警察庁長官･全国防犯連合会会長表彰」（防犯栄誉金章･銀章）及び「全国防犯協会会長表彰」（防犯栄誉

銅章）などが内定しています。受章者の皆さんは次のとおりです。10月14日(木)に山口県庁に於いて、表彰伝達式
が行われます。

【防犯栄誉金章】　山下　浄(下関市)
【防犯栄誉銀章】　河村達丸(美祢市)、竹並和子(防府市)
【防犯栄誉銅章】　�松原一誠(岩国市)、瀬来英人(周南市)、木嶋信二郎(下関市)　
　　　　　　　　三嶋　充(美祢市)、田熊　隆(山口市)、大庭　浩(下関市)
【防犯功労団体】　神原地区防犯連絡所指導員協議会
【功労ボランティア団体】　周南市青少年育成市民会議熊毛部会(周南市)　　　　　　　※敬称略　

《中国管区局長･中国防犯連合会連絡協議会会長表彰》
【個　　　　人】　森田幸男（柳井市）　佐々木国生（長門市）　安部哲男（美祢市）　椙山由一（山口市）
　　　　　　　　平中政明（山陽小野田市）　石原行髙（下関市）　髙久道治（周南市）
【団　　　　体】　ひらた防犯情報協議会(下松市)　　　　　　　　　　　　　　　　　※敬称略

〇期間：令和３年10月11日～ 20日（10月11日は「安全安心なまちづくりの日」）
〇目的：「警察庁」および「全国防犯協会連合会」が主催する犯罪防止の啓発運動です。　　　
　　　　 地域安全活動の強化と相互間の連携をより緊密にして地域安全活動の効果を最大限に上げてより安心

　　　　　 して暮らせる社会の実現を図ろうとするものです。
〇ボランティア団体・警察等による各種行事の開催
　　運動期間中には、各種ボランティアや警察などによるイベント等が開催されます。この機会に地域やご家族

　　　でお住まいの地区の安全・安心を話し合いましょう。　

令和３年度全国地域安全運動に参加しよう！令和３年度全国地域安全運動に参加しよう！

©SUSUMU MATSUSHITA ENTERPRISE
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うそ電話詐欺の被害状況（令和3年上半期）

20-29歳 2件 6.9％

65歳以上 23件 79.3％

40-49歳
2件 6.9％

年代別の被害状況
50-59歳
 2件 6.9％

女性 16件 69.6％

男性 7件 30.4％

【高齢者被害】男女別の被害状況

一人暮らし 12件 52.2％

家族同居など 4件 17.4％

【高齢者被害】世帯構成の特徴

高齢者のみ世帯
7件 30.4％

お一人暮らしの高齢女性の被害が多く発生
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山口県内のうそ電話詐欺被害認知状況 （万円）（件）

H28 H29 H30 R1 R2 R3.6
 ■■■   認知件数 108 131 104 61 68 29
   被害金額（万円） 31,948 21,581 35,931 21,323 28,301 7,986

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、

７割が女性

高齢者被害の
うち、

５割以上が

お一人暮らし

※�一人の被害者が、約3,800万円を
　だまし取られる高額被害が発生！
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県内で確認されたうそ電話詐欺の手口
◇防犯協会やＮＰＯ法人などをかたる詐欺  �����������������������������������������

◇市役所等をかたる還付金詐欺  ����������������������������������������������������������

防犯協会、ＮＰＯ法人や検察官等をかたる者が何度も電話をかけ、身に覚え
のない個人情報の登録の解除手続を発端に、登録情報による商品購入を巡る
トラブルに巻き込まれたように装って、訴訟の示談金や弁護士費用として現
金をだまし取るものです。
実際にこの手口で、一人の方が高額の現金をだまし取られた被害も発生して
います。

市役所職員等をかたり、「介護保険料の払戻しがある。」などと言って、
近くのＡＴＭへ行くように誘導し、犯人が携帯電話で操作方法を指示し
て現金を犯人の口座に振り込ませる手口です。
このような還付金詐欺の被害や不審電話は山口県内だけでなく、全国
的にも増加傾向にあります。

被害を防止するために
◇留守番電話設定の有効活用  �������������������������������������������������������������

うそ電話詐欺被害の多くは自宅への電話からはじまります。
被害を防止するためには、犯人からの電話をとらないことが重要です。
そのためにも、在宅時の「留守番電話設定」を有効活用しましょう。

被害に遭わないためのポイント
◯ 確実に留守番電話設定をすること。
◯ 留守番電話に吹き込まれる相手の声を確かめてから電話に出ること。
◯ ナンバーディスプレイ機能を利用するなど知らない人からの電話には絶対に
　 出ないこと。

◇このような言葉に注意  ��������������������������������������������������������������������
電話で相手から

○　キャッシュカードを渡して　　○　暗証番号を教えて
○　ＡＴＭに行って　　　　　　　○　宅配便で送って

と言われたら詐欺です！すぐに家族や警察へ相談しましょう！

被害防止のキーワードは、
詐欺犯人に教えない！渡さない！

留 守



6 NO.142 防犯やまぐち

防犯ボランティア団体の活動紹介  

徳地見守り隊（山口）
徳地見守り隊は、地区にある五つの小学校の登下校時における生徒の安全・安心を見守る活動を中心に、民生委

員さんと協力しながら活動しています。

現在は蔵重会長以下約30名の隊員が頑張っていますが、高齢者も多い上、コロナ禍での活動を余儀なくされて

おり、困難な情勢の中でもそれぞれ感染防止には万全を期すなど、苦労しながらも、子どもたちの安全を守るため、

青パトでの警戒や、学校周辺での立番、声掛けなどを積極的に行っています。

そのような中でも児童、生徒の「おはようございます。」の元気な挨拶に励まされながら、「明日天気にな〜れ」と

祈りつつ「ガンバ・ガンバ」　「行ってらっしゃい。」と見送る日々を送っています。

安全にこにこ隊（小野田校区児童安全対策協議会）は、「地域の子どもは地域で守ろう。」をキャッチフレーズに平

成18年に結成されました。現在は30名の隊員で活動しています。現在行っている主な活動は、児童・生徒の登下

校の見まもり、不審者を見かけたときの警察への通報などや、青パトでの校区内の防犯パトロールも行っています。

また、通学路で不審情報があった場所では、地域の方々に声を掛け、「子ども110番の家」を増設するなど、地域一

体となった「見まもり活動」も強化しています。

これからも、子どもたちが安全に安心して登下校できるよう、警察署をはじめとした関係機関や地域住民と連携

をとり、見まもり活動を続けていきたいと思います。

安全にこにこ隊（山陽小野田）
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防犯城原（美祢）
「防犯城原」は、平成29年に城原小学校長の要望と、美祢警察署のご指導により、城原地区の見まもり隊として「登

下校時の児童見まもり活動」、「うそ電話詐欺被害防止の広報活動」、「お一人暮らしの方の見まもり活動」、「高齢者

への交通安全広報活動」等を目的に隊員１１名で発足しました。

城原地区には11の地区があり、隊員はそれぞれの担当地区で防犯活動を行っていますが、当地区でも少子化が

急激に進み、平成31年３月に城原小学校は閉校となり、登下校時の見まもり活動はなくなりました。しかし各隊

員は自分の担当地区をしっかり守ろうと決意を新たにして、高齢者の見守りを中心とした防犯活動を日々頑張って

います。これからも地域の人々が安全で安心して暮らせるように、隊員一丸となって防犯活動を続けてまいります。

「地域安全活動に参加したい」、「地域の力になりたい」と思ったとき、何から始めればいいのでしょうか。
そのポイントは、「無理せず、できることから」です。例えば、町内でのあいさつ、声かけ運動、通学路の立番活

動など、地域の中でのちょっとしたコミュニケーションや活動によっても、地域を見守る機会が増えることになり、
不審者を寄せ付けにくくするといった効果があります。また、ウォーキング、ジョギング、買い物、犬の散歩、花
の水やり等の日常生活や事業活動の機会に、防犯の視点を持って見守りを行う「ながら見守り」という取組も立派な
地域コミュニティ防犯力となります。
防犯ボランティアとして活動を始めたい場合は、最寄りの警察署や市町村に相談してみましょう。県内では約
440の防犯ボランティア団体が活動しています。地域で防犯ボランティア活動をしている団体があれば、警察等か
ら紹介してもらうこともできますし、実際に街で見かけたボランティアの方々に声を掛けてみるのもいいですね。
　警察庁では、防犯ボランティア活動のノウハウを共有し、それぞれの地域の取組に活用していくため、インター
ネットに「自主防犯ボランティア活動支援サイト」を開設し、活動事例を紹介しています。また、防犯ボランティア
活動の始め方についても情報提供をしていますので、こちらの情報も参考にしてください。

ボランティア活動に参加しませんか！ボランティア活動に参加しませんか！
～地域安全活動を始めるには？～
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新規ご入会賛助会員様 ～ご支援ありがとうございます～新規ご入会賛助会員様 ～ご支援ありがとうございます～
(防府）富国生命保険相互会社山口支社　藤本工業(株)　(山口）亀山ビル(有)　(有)ナカムラサイクル

(山口南）(株)小郡衛生公社　(宇部)(株)エイム　

  「犯罪防止支援自動販売機」設置協力事業所様 ～ご支援ありがとうございます～「犯罪防止支援自動販売機」設置協力事業所様 ～ご支援ありがとうございます～
 (岩国)岩国建設業協同組合　岩国薬剤師会　吉川林産興業(株)　(有)早野商店　安本建設(株)　 (柳井)田代工業
若山電設　(光)(株)三知　日本製鉄(株)光鋼管部　メガガイア光((株)アサヒ飲料）　(下松)サンリブ下松　下松商
業開発(株)　下松市消防本部　下松市笠戸開発センター (国民宿舎大城)　有吉良美（個人）　(周南)山口県民共済
生活協同組合　徳山競艇場((株)南陽）　(防府)(株)ベルポリエステルプロダクツ　(山口)昭和建設(株)　信和不動
産(株)　明倫学館宮野校　明倫学館大内校　(株)キリンビバックス　(株)ＮＩＰＰＯ山口統括事業所　(山口南)
山口県農業協同組合中央会　(株)ヤマトク　サン・プロジェクト(株)　(有)たかせん　山口ヤクルト販売(株)　

(株)小郡衛生公社　(美祢)(株)シグナレックス　美祢グランドホテル　美祢観光開発(株)(道の駅おふく)　(株)
技工団鉱山部　ぽんぽこの里　石田採石(株)　(有)小田工務店　(長門)ボートレースチケットショップながと　
(下関)(株)東洋ランドリー　(株)アイテック　(警察関係)山口県警察（警察本部、警察署等）　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※青字は新規設置事業所

本年６月から山口県防犯連合会の専務理事に着任しました長尾と申します。６年
もの長きにわたりご苦労されました清木専務様、大変お疲れ様でした。私にとって
は全て初めての業務で、右往左往している中、機関紙「防犯やまぐち」の編集を担当
させていただきました。なにぶん慣れていない編集業務でありますので不手際等が
ございましたら当会までご連絡いただければと思います。
さて、新型コロナウイルスの感染流行は未だ収束せず、社会生活が大きく変化し

ています。このような情勢の中でも、地域に密着して活動されているボランティア
の方々のご労苦に最大限の敬意を表します。

ピンチは最大のチャンスとも言われます。コロナ禍で気づいたメリット、デメリットなど、この機会に皆様と共に考え、
アフターコロナに立ち向かう柔軟な思考をもって、安心して暮らせる地域社会の実現に向け、自助、共助、公助の繋ぎ役
として頑張って参りたいと思います。

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「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、県民の皆様のご支援を受け、犯罪防止や少年非行防止等の活動を推進し、安全で

安心して生活ができる地域社会の実現を目指して各種の活動を行っており、本会の目的と活動にご賛同いた

だける方に「賛助会員」入会と「犯罪防止支援自動販売機」設置のお願いをしています。

●����賛助会員〜法人１口(１万円／年)以上　　個人１口(千円／年)以上

●　犯罪防止支援自動販売機

　����寄附金付自動販売機（ラッピング付）を設置し、設置事業者利益の数パーセントを寄附していただきます。

●　賛助会費や犯罪防止支援自動販売機での寄附金は、税法上の優遇措置があります。

●　「SDGｓ」の目標１１「住み続けられるまちづくり」にも合致しています。

電話機で防ごう「うそ電話詐欺」電話機で防ごう「うそ電話詐欺」
～被害の約６割が固定電話利用～

言葉巧みに不安をあおり、現金やキャッシュカードをだまし取る「うそ電話詐欺」、被害者の８割以上が65歳以
上のシニア世代です。いったん電話に出ると、焦らされ、舞い上がって冷静な判断が出来なくなります。犯人との
最初の接点となる電話機が被害防止の鍵です。この機会に自宅の電話機を確認して、詐欺被害を防ぐための保険料
として、また老後の不安を払拭する意味でも
　〇　迷惑電話防止機能付きの電話機・外付け機器
の利用を検討してみませんか？
　★　機能付き電話機、外付け機器とも１万円〜２万円前後で電気店などで販売しています。
　★　初期費用やサービス月額が生じる場合がありますので店員さんにご相談下さい。
　★　全防連は「優良防犯電話」として推奨機器を認定しています。参考として下さい。


