
福岡県

〇福岡地区 令和元年９月６日（金）

〇筑後地区 令和元年１１月１日（金）

〇北九州地区 令和元年１１月６日（水）

〇筑豊地区 令和元年１１月３０日（土）

福岡県では、若い世代を防犯活動に取り込んでいく仕組みづくりとして、
学生防犯ボランティアを対象に「学生防犯ボランティア育成・体験講座」を県
内４地区で開催しました。

本講座は、地域防犯団体と学生が合同でパトロールを行うほか、誰でも気
軽に取り組める「ながら防犯」活動について共に考えることで、交流の機会
を創出し、地域の防犯活動が活性化することを目的としています。



現状の課題と本講座の目的

～ 刑法犯認知件数 は1６年連続で減少
地域防犯活動団体・構成員とも伸び悩み～

○ 県内地域防犯活動団体の年齢構成（平成30年12月末現在）

３0歳代以下：3.0％、・・・、60歳代：29.8％、70歳代以上：27.6％

【課題】 構成員の高齢化、後継者の確保、活動の停滞化

○ 刑法犯認知件数と地域防犯団体数等の推移（福岡県）

【目的】 学生など若い世代との交流、活動の活性化

合同パトロール

青パト乗車体験

「ながら防犯」講話

グループワーク

学生防犯ボランティア育成・体験講座による交流・活性化



実施結果一覧

令和元年度「福岡県学生防犯ボランティア育成・体験講座」

日程 9月6日（金）

場所 福岡市青葉公民館

防犯団体 青葉校区防犯組合 12名

参加学生

福岡大学「ななくま元気にするっ隊」、東部地域
大学連携「女子学生のための防犯推進協議
会」、西南学院大学、麻生公務員専門学校（博
多校）

15名

関係機関 九州産業大学職員、県警察等 6名

日程 11月1日（金）
場所 久留米市コミュニティセンター上津校区会館

防犯団体 上津校区防犯協会 8名
参加学生 久留米工業大学「輪導」 4名
関係機関 久留米市 2名

日程 11月6日（水）
場所 北九州市小倉中央市民センター

防犯団体 小倉中央校区生活安全パトロール隊 11名

参加学生
九州国際大学、北九州市立大学、福岡美容専
門学校、麻生公務員専門学校（小倉校）

11名

関係機関 北九州市、県警察 5名

日程 11月30日（土）
場所 飯塚市片島公民館

防犯団体 飯塚市地域安全推進隊片島班 14名

参加学生
近畿大学産業理工学部 防犯ボランティア「いし
んの会」

7名

関係機関 0名

45名
37名
13名

防犯団体計
参加学生計

関係機関計

福岡

筑後

北九州

筑豊



福岡地区

時間
所要
時間

カリキュラム 講師等

13：00～13：10 10 開講式・オリエンテーション
主催者挨拶
福岡県人づくり・県民生活部生活安全課　参事補佐

13：10～14：10 60
防犯講座
「安全安心まちづくりをテーマとした学生と地
域住民との協働に向けて」

講師
株式会社まちづくり計画研究所
代表取締役　今泉 重敏 氏

14：10～14：30 20
防犯活動事例紹介
「防犯活動の視点とポイント」

青葉校区防犯組合、青葉女性パトロール隊
組合長　安岡　由雄　氏

14：30～14：40 10

14：40～15：30 50
グループワーク
（自己紹介、「ながら防犯」のアイデアを出そ
う！～地域と学生のコラボ～）

進行：今泉 重敏 氏
グループワーク：学生、防犯団体

15：30～16：30 60 防犯パトロール・青パト乗車体験

防犯パトロール(徒歩：20分)、青パト体験乗車（20分）

※「危険な場所」と「安全な場所」の確認
※終了後、記念撮影

16：30～16：45 15 まとめ（活動の振り返り等） 講師：今泉　重敏　氏

16：45～17：00 15 修了証交付式 福岡県人づくり・県民生活部　生活安全課　参事補佐

≪福岡地区≫　９月６日（金）　13：00～17：00

休憩



● 「安全安心まちづくりをテーマとした学生と地域住民との協働に向けて」

㈱まちづくり計画研究所 代表取締役 今泉 重敏 氏

青葉校区防犯組合 組合長 安岡 由雄 氏



● 「ながら防犯」のアイデアを出そう！





筑後地区

時間
所要
時間

カリキュラム 講師等

13：30～13：50 20 開講式・オリエンテーション
主催者挨拶、福岡県の安全・安心まちづくりの取組、
福岡県人づくり・県民生活部生活安全課　参事補佐
防犯団体紹介「上津校区防犯協会」会長 中島 幸一 氏

13：50～14：30 40
防犯講座
「安全安心まちづくりをテーマとした学生と地
域住民との協働に向けて」

講師
株式会社まちづくり計画研究所
代表取締役　今泉 重敏 氏

14：30～14：40 10

14：40～15：40 60
グループワーク
（自己紹介、「ながら防犯」のアイデアを出そ
う！～地域と学生のコラボ～）

進行：今泉 重敏 氏
グループワーク：学生、防犯団体

15：40～16：40 60 防犯パトロール・青パト乗車体験

防犯パトロール(徒歩：30分)、青パト体験乗車（30分）

※「危険な場所」と「安全な場所」の確認
※終了後、記念撮影

16：40～16：50 10 まとめ（活動の振り返り等） 講師：今泉　重敏　氏

16：50～17：00 10 修了証交付式 福岡県人づくり・県民生活部　生活安全課　参事補佐

≪筑後地区≫　１１月１日（金）　13：30～17：00

休憩



㈱まちづくり計画研究所 代表取締役 今泉 重敏 氏

上津校区防犯協会 会長 中島 幸一 氏

● 「安全安心まちづくりをテーマとした学生と地域住民との協働に向けて」



● 「ながら防犯」のアイデアを出そう！





北九州地区

時間
所要
時間

カリキュラム 講師等

13：00～13：20 20 開講式・オリエンテーション
主催者挨拶、福岡県の安全・安心まちづくりの取組、
福岡県人づくり・県民生活部生活安全課　参事補佐
防犯団体紹介「小倉中央校区生活安全パトロール隊」隊長 肝付 太郎 氏

13：20～13：50 30
防犯講座
「安全安心まちづくりをテーマとした学生と地
域住民との協働に向けて」

講師
株式会社まちづくり計画研究所
代表取締役　今泉 重敏 氏

13：50～14：00 10

14：00～15：00 60
グループワーク
（自己紹介、「ながら防犯」のアイデアを出そ
う！～地域と学生のコラボ～）

進行：今泉 重敏 氏
グループワーク：学生、防犯団体

15：00～16：10 70 防犯パトロール・青パト乗車体験

防犯パトロール(徒歩：30分)、青パト体験乗車（30分）

※「危険な場所」と「安全な場所」の確認
※終了後、記念撮影

16：10～16：20 10 まとめ（活動の振り返り等） 講師：今泉　重敏　氏

16：20～16：30 10 修了証交付式 福岡県人づくり・県民生活部　生活安全課　参事補佐

≪北九州地区≫　１１月６日（水）　13：00～16：30

休憩



㈱まちづくり計画研究所 代表取締役 今泉 重敏 氏

小倉中央校区生活安全パトロール隊 隊長 肝付 太郎 氏

● 「安全安心まちづくりをテーマとした学生と地域住民との協働に向けて」



● 「ながら防犯」のアイデアを出そう！





筑豊地区

時間
所要
時間

カリキュラム 講師等

13：30～13：40 10 開講式・オリエンテーション
主催者挨拶、福岡県の安全・安心まちづくりの取組、
福岡県人づくり・県民生活部生活安全課　参事補佐
防犯団体紹介「飯塚市地域安全推進隊片島班」代表 中村 香代　氏

13：40～14：10 30
防犯講座
「安全安心まちづくりをテーマとした学生
と地域住民との協働に向けて」

講師
株式会社まちづくり計画研究所
代表取締役　今泉 重敏 氏

14：10～15：10 60 防犯パトロール・青パト乗車体験

防犯パトロール(徒歩：30分)、青パト体験乗車（30分）

※「危険な場所」と「安全な場所」の確認
※終了後、記念撮影

15：10～15：20 10

15：20～16：10 50
グループワーク
（自己紹介、「ながら防犯」のアイデアを
出そう！～地域と学生のコラボ～）

進行：今泉 重敏 氏
グループワーク：学生、防犯団体

16：10～16：20 10 まとめ（活動の振り返り等） 講師：今泉　重敏　氏

16：20～16：30 10 修了証交付式 福岡県人づくり・県民生活部　生活安全課　参事補佐

≪筑豊地区≫　１１月３０日（土）　13：30～16：30

休憩



㈱まちづくり計画研究所 代表取締役 今泉 重敏 氏

飯塚市地域安全推進隊片島班 代表 中村 香代 氏

● 「安全安心まちづくりをテーマとした学生と地域住民との協働に向けて」





アンケートに寄せられた声（抜粋）

〇 現在どのような防犯活動をされていますか？
・あいさつ運動
・登下校の見守り活動
・夜間防犯パトロール活動
・防犯キャンペーン
・サイバーパトロール
・今日から「ながら防犯」

〇 他にどのような講座があるとよいと思われますか？
・防犯に関する知識の基礎講座
・高齢者向けの特殊詐欺に関する知識
・ＳＮＳ上で起こる犯罪について
・様々な地域、学校などでこの講座を行ってほしい
・学校教員などを交えた研修会・交流会

〇 この講座で学んだことや気づいたこと
・防犯活動に対する意識が変わった（学生）
・青パトによるパトロールの大切さがよくわかった（学生）
・自分達も簡単にできることがあるので取り組みたい（学生）
・こんなにも防犯に力を入れている地域があると知り、私

たちももっと頑張らなければと感じた（学生）
・個人でできる防犯のアイデアがたくさんあったので実践

したい（団体）
・学生の皆さんが防犯の意識をしっかりと持たれ、地域で

引き継いでくれると嬉しい（団体）
・若い人の発想は素晴らしい（団体）
・楽しい“まちづくり”が防犯につながることに驚いた（団体）



● 西日本新聞（朝刊・筑豊版）／2019年12月4日（木）



● 福岡県安全・安心まちづくりＨＰ （http://www.anzen-fukuoka.jp/）

● J:COM福岡 デイリーニュース／2019年9月11日（水）



〒８１２－８５７７
福岡市博多区東公園７－７
福岡県人づくり・県民生活部 生活安全課 安全企画係

電 話：０９２－６４３－３１２４
ＦＡＸ：０９２－６４３－３１６９
メール：anzen@pref.fukuoka.lg.jp
安全・安心まちづくりホームページ
http://www.anzen-fukuoka.jp


