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令和３年度事業報告

令和３年度は、県警察をはじめ関係機関・団体と緊密に連携して「安全・安

心な街づくり」を目指して、次の事業を推進しました。

第１ 地域防犯対策事業

１ 季節地域安全運動

⑴ 春の子どもの安全見まもり大作戦（４月６日～４月15日）の実施

JA共済連鹿児島から寄付を受けたLEDリストライト 950個、反射ミニ

エコバッグ 800個、鹿児島県民共済協同組合から寄付を受けた「イカの

おすし」下敷き 2,000枚、定規 1,800個を各地区防犯団体に配分しまし

た。(別表１のとおり)

⑵ 全国地域安全運動（10月11日から同月20日）の実施

全国地域安全運動鹿児島県大会は、新型コロナウィルス感染症の影響

で中止となり、県警察、地区防犯団体及び関係機関と緊密な連携のもと

に子供と女性の犯罪被害防止、うそ電話詐欺の被害防止を図り、安心し

て暮らせる地域社会の実現を目指して、10月11日から同月20日までの10

日間、全国地域安全運動を実施しました。

⑶ 年末・年始の地域安全運動（12月10日～翌年１月10日）の実施

年末・年始の地域安全運動で広報啓発用のエコバッグ 2,950個を各

地区防犯団体に配分しました。(別表１のとおり)

２ 少年の非行防止と健全育成及び子どもの安全対策活動

⑴ 企業とタイアップし、防犯協会キャラクター「フィルとん」「よかに

せブルー」及び「おごじょピンク」を使用した商品宣伝によるフィルタ

リングの普及促進に努めました。

⑵ 新入学児童対象の誘拐、連れ去り、いたずら防止を目的とした子ども

用チラシ「５つの約束を守りましょう（イカのおすし）」と保護者用チ

ラシ ｢保護者の皆さんにお願い｣ を各々16,500枚を作成し、県下すべて

の小学校に地区防犯団体を通じて配布しました。(別表１のとおり)

⑶ 南日本新聞の「こどもを守るキャンペーン2021」による広報啓発を行

いました。
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⑷ 大学生少年サポーター活動支援として防犯教室等の各種活動に対する

援助を行いました。

３ 覚醒剤等薬物乱用防止運動

鹿児島県が実施した「ダメ。 ゼッタイ。」普及運動（６月～７月）に

リーフレット｢ＭＤＭＡ乱用防止｣を配布して協力しました。

４ うそ電話詐欺、悪質商法等の被害防止運動

⑴ 高齢者に対する被害防止対策として南日本新聞の「うそ電話詐欺防止

運動（年金支給月の年６回）」を行いました。

⑵ うそ電話詐欺撃退装置10台を購入し、県警と連携して県内

の高齢者に貸し出しました。

５ 暴力追放運動

第34回鹿児島市暴力追放市民大会は、新型コロナウィルス感染症により、

中止となりました。

６ 防犯団体が行う防犯活動に対する協力援助

⑴ 11月26日に開催された鹿児島県ボランティア団体代表者交流会に専務

理事が出席するとともに同会実施に伴う諸経費の支援を行いました。

⑵ 全防連から送付されたカレンダー、防犯手帳及び月刊誌「安心な街

に」等を各地区防犯団体に配分しました。(別表１のとおり)

７ 防犯広報啓発活動

⑴ ホームページ、鹿児島アミュビジョン等の各種広報媒体を活用して、

県民に犯罪の防止及び被害防止について広報啓発を行いました。

⑵ 全国地域安全運動ポスター 800部、全国地域安全運動リーフレット

3,000部を配布しました。（別表１のとおり）

８ 防犯功労者・団体、防犯ポスター・標語コンクール・青パト写真入選者

表彰

⑴ 防犯功労者・団体に対する表彰

令和３年度の全国表彰は個人９人・団体１、九州管区表彰は個人４

人・団体１、県表彰は個人26人・団体６でした。（別表２のとおり）

⑵ 防犯ポスター・標語コンクール・青パト写真入選者に対する表彰

全国防犯協会連合会主催で全国地域安全運動用ポスター・標語コンク
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ール・青パト写真の募集が行われ、県内ではポスター212点、標語 564

点及び青パト写真４点の応募がありました。

当協会では、専門家に審査を依頼し、県の優秀作品としてポスター

24点、標語20点及び青パト写真２点を表彰しました。

第２ 自転車盗難防止対策事業

自転車防犯登録の普及、放置自転車の解消及び自転車の二重ロック等の

推進について、あらゆる広報媒体を活用して広報を行ったほか、JA共済連

鹿児島から寄付を受けた盗難防止用のロングワイヤーロック 1,830個を各

地区防犯団体に配布して有効活用しました。（別表１のとおり）

令和３年度中の自転車防犯登録台数は、36,608台（前年比－8,086台）

でした。

第３ 風俗環境浄化協会委託事業

１ 風俗営業の営業所の管理者講習

鹿児島県公安委員会の委託を受けて、風俗営業管理者講習を合計19回

626人に対して実施しました。

２ 風俗営業の営業所の構造、設備等の調査

鹿児島県公安委員会の委託を受けて、風俗営業の新規許可申請に関わる

調査92件 (前年比－31件）及び構造設備の変更申請に係る調査８件(前年

比-22件）を実施しました。

３ 広報啓発活動の推進

「風俗営業者（管理者）の遵守事項・禁止事項」、「風俗営業（接待飲食

業）管理者の手引き」及び「風俗営業(遊技業)管理者の手引き」を626部

配布するなど風俗環境浄化の広報啓発に努めました。

第４ 遊技機等の検査及び不正行為排除対策

１ ＡＭマーク貼付事業

県遊技業協同組合及び県遊技業防犯協力会と連携を図り、営業の健全化

を支援するとともに車上ねらいなどの盗難防止活動、少年の健全育成と非

行防止活動及び風俗営業からの暴力団排除等の社会貢献活動を推進するこ

となどを目的としたＡＭマーク貼付事業を推進し、新台入替等で更新され

たパチンコ、パチスロ遊技機にＡＭマーク52,858枚（前年比+1,342枚）を



- 4 -

貼付し、不正遊技機の設置及び流通の防止に努めました。

２ 遊技機の不正行為排除対策

県遊技業協同組合内に設置されている「県遊技業不正機防止対策委員

会」に専務理事が出席し、不正機防止対策について協議しました。

具体的な不正機防止対策としては､平成19年7月から県遊技業協同組合と

合同で遊技場店舗への立入調査を実施していますが、令和３年度中は、計

48回96店舗で実施しました。

第５ その他

１ 令和３年度月別事業実施結果（別表３）のとおり。

２ 一般財団法人日本宝くじ協会から青パト(宝くじ号)１台を贈呈

され、令和４年３月３日に鹿児島西地区防犯団体連合会へ配車

しました。



 
 

別表１ 

 

 

 

 

令和３年度広報啓発資料・資器材の配布状況 

配布月日 広報誌（紙）、資器材等 数 量 

毎月 安心な街に 毎月１４７部 

４月 ロングワイヤーロック ９５０個 

〃 LED リストライト ９５０個 

〃 防犯ポスター「劇場版ポリス×戦士ラブパトリーナ」 ４００枚 

９月 全国地域安全運動ポスター ８００枚 

〃 全国地域安全運動リーフレット ３０００枚 

〃 ロングワイヤーロック ８８０個 

〃 反射ミニエコバッグ ８００個 

１１月 防犯カレンダー １０５１冊 

〃 防犯手帳 ６４９冊 

１２月 広報啓発用エコバック ２９５０個 

２月 新小学一年生・保護者への防犯チラシ ３３０００枚 

３月 いかのおすし下敷き ２０００枚 

〃 定規 １８００個 

〃 ネットの安全ルール ３０００冊 

〃 本当のところ、大麻ってどうなのよ？ ３０００冊 

〃 ネックゲイター（防犯ボランティアシンボルマーク） ２００枚 

 

 



別表２

１ 全国表彰(全国防犯協会連合会会長・警察庁長官連名（ただし、銅章は

全国防犯協会連合会会長単独表彰））

・ 個人（９人）

金章 柴 勝昭 （曽於）

銀章 村山 謙一 （指宿） 中塩屋 均 （鹿屋）

銅章 橋口 博芳 （中央） 中間 隆志 （西）

元 剛 （南） 東 幸徳 （曽於）

小牧 幸生 （種子島） 東 守仁 （徳之島）

・ 団体（1団体）

イエローロングラン作戦隊（代表 阿多 俊郎（曽於））

２ 九州管区表彰（九州防犯協会連絡協議会会長・九州管区警察局長連名）

・ 個人（４人）

森田 眞一 （南） 前村 千香男 （南九州）

田中 久嗣 （姶良） 田畑 昭南 （鹿屋）

・ 団体（１団体）

八幡校区振興会（代表 向井 弘志（中央））

３ 県表彰（鹿児島県防犯協会理事長・鹿児島県警察本部長連名）

・個人（２ 6人）

小山田 実 （中央） 岩元 流子 （中央）

南谷 公一 （南） 亀之園 初子 （指宿）

西 寅象 （指宿） 取違 八重子 （南九州）

安藤 義明 （いちき串木野）繁田 耕一 （いちき串木野）

山下 浩一 （薩摩川内） 勝田 芳孝 （薩摩川内）

赤瀬川 忠治 （阿久根） 築地 純人 （阿久根）

北薗 卓也 （伊佐湧水） 川田 盛正 （姶良）

福田 叶 （姶良） 平山 弘子 （霧島）

井之上 正市 （曽於） 吉松 辰志 （志布志）

折尾 昭弘 （鹿屋） 永井 美智子 （種子島）

砂坂 茂子 （種子島） 竹之内 新 （屋久島）

松 まち子 （奄美） 竹田 政茂 （奄美）

山畑 倭江 （瀬戸内） 武原 龍夫 （徳之島）

・ 団体（6団体）

上荒田町内会 （代表 森山 博行（中央））

串木野中学校安全パトロール隊（代表 梅北 成文（いちき串木野））

鹿児島県酪農乳業株式会社（代表 轟木 孝一（薩摩川内））

輝北☆町ぐるみ見守り隊（代表 吉元 和浩（鹿屋））

根占地域安全防犯パトロール隊（代表 牧 徳良（錦江））

特定非営利法人せとうち守り隊(代表 元井 直志（瀬戸内））



別表３

令和３年度 月別事業実施結果

月別 関係機関・団体の会議等 出席・参加者

４月 鹿児島県警備業協会第１回理事会 専務理事

JA共済連防犯グッズ贈呈式 〃

５月 鹿児島県警備業協会定時総会 専務理事

６月 公益財団法人かごしま犯罪者支援センター定時総会 専務理事

７月 鹿児島県遊技業不正防止対策委員会 専務理事

全国防犯連合会専務・事務長会議（リモート会議） 次 長

鹿児島県防犯功労者等表彰選考委員会 次 長

10月 鹿児島県警備業協会第４回理事会 専務理事

11月 鹿児島県医師会防犯協議会役員会 専務理事

12月 犯罪被害者支援フォーラム2021inかごしま 専務理事

１月 ストップ！ ATMでの携帯電話運動 専務理事

鹿児島県医師会防犯協議会特別講演会 〃

２月 鹿児島県民共済生活協同組合防犯グッズ贈呈式 専務理事

３月 鹿児島県警備業協会第７回理事会 専務理事

大学生少年サポーター活動感謝状贈呈式 〃


