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平成２７年度千葉市防犯協会連合会通常総会の開催 	 
 
５月２９日、千葉市長、千葉市議会議長、千葉市市民自治推進部長、千葉市警察部長、市内各警

察署、各区長並びに当連合会賛助会員の皆様のご出席をいただき通常総会を開催し、平成２６年度

事業報告、決算報告及び監査結果報告、平成２７年度事業計画（案）、予算（案）及び役員（案）

が審議され、全て承認されました。 
	 
【本年度の役員】	 
	 会	 長	 	 	 石橋	 邦彦	 
	 副会長	 	 	 小川	 善之	 	 藤川	 勇	 	 大槻	 勝三	 	 鈴木	 金作	 
	 会計監事	 	 工藤	 昂二	 	 原田	 雅男	 
 

会 長 就 任 挨 拶 	 
 

	 千葉市防犯協会連合会会長	 	 石橋	 邦彦 
本総会におきまして千葉市防犯協会連合会会長にご推挙いた

だきました、千葉中央警察署管内防犯協会の石橋でございます。 
当連合会会長の大役を仰せつかり、その責任の重さに身の引

き締まる思いでございます。引き続き地域に根ざした各種防犯

活動に邁進し、安全安心な町づくりに力を尽くして参る所存で

すので、前会長と同様に皆様方のご支援とご協力賜りますよう、

お願い申し上げます。 
さて、千葉市の刑法犯認知件数が平成１２年から１４年連続

で減少しているとのことで、私どもが警察や千葉市或いは関係団体などと協力して、日頃から、そ

れぞれの地域の街頭での防犯パトロールや子どもたちに対する見守り活動、自転車の盗難防止や振

込め詐欺防止などの各種キャンペーンが功を奏しているものと考えており大変喜ばしい限りです。 
一方で、手法を変えた悪質な各種詐欺事件が増加し、高齢者の皆様が被害にあうなど大変憂慮さ

れる情勢にあります。わたしたちの身近で発生する犯罪は、「誰しもが、いつ犯罪に巻き込まれる

か分からない」といった不安に駆られるもので、それが軽微な犯罪であっても体感的な治安を大き

く下げるものであります。 
わたしたちが実践している防犯活動のひとつに防犯パトロールがあります。千葉市内には７００

を超える防犯パトロール隊があり、活発な活躍がされております。それぞれの地域で、「自分たち

の街はわれわれで守る」という信念のもと、防犯パトロールを大変苦労されながら日々実施されて

おります。この一つ一つの活動の積み重ねが地域の治安向上に役立っており、犯罪の減少と併せ体

感的な治安をも向上しておりますことは、ご承知のとおりであります。当連合会は地域の力を結集

し、警察や千葉市或いは関係機関や団体などと連携をして、地域情勢に対応した防犯意識の向上に

努め、各種防犯活動を行って参りたいと思います。皆様方には今後も従来に増して、ご指導ご鞭撻

を賜りますようお願い申し上げて、私のご挨拶とさせていただきます。 

 



防犯功労表彰	 
	 総会の開催に先立ち、永年にわたり地区防犯活動に功労のあった個人、団体の方々が表彰されま

した。 
	 ○ 個人 

千葉中央警察署管内防犯協会	  畑野	 一徳様 
千葉東警察署管内防犯協会	  	 橋爪	 尊志様 
千葉西警察署管内防犯協会	  	 板垣	 建明様 
千葉南警察署管内防犯協会	    大槻	 勝三様 
千葉北警察署管内防犯協会	 	  中沢実智子様 

○ 団体 
千葉東警察署管内防犯協会	 	 加曽利親和自治会様 

～受賞者の皆様～   	 	 	 	   千葉西警察署管内防犯協会	 	 高浜６丁目防犯パトロール会様 
	 	   千葉北警察署管内防犯協会	 	 千葉北警察署管内金融機関防犯協会様 

 
◎千葉市内の刑法犯認知件数の推移 

	 

○	 千葉市における認知件数のピークは、平成１２	 

	 	 年で、以降１４年連続で減少した。	 	 	 	 

○	 千葉県は平成１４年がピークで、以降１２年連	 

	 	 続、減少した。	 	 	 

○	 平成１６年、千葉市内で１９０団体の防犯パト	 	 	 	 	 

	 	 ロール隊が結成された。平成２７年３月末では	 	 	 

	 	 	 ７１８団体となり、犯罪抑止に多大な成果をあ	 

	 	 げている。	 

◎振込め詐欺等に注意!!	 

平成２７年６月末の特殊詐欺の認知件数（振り込め詐欺＋類似詐欺平成２７年６月末、暫定値）	 	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

○最近の手口	 
・	 会社の小切手が入った鞄をなくした。取引で直ぐに現金が必要になった。 
・	 千葉市役所の福祉課です。医療費の還付があるのでキャッシュカードと携帯を持って……。 
・	 弁護士などを装い、ご主人が痴漢をして捕まった、逮捕されるので至急示談金が必要だ。  
○被害に遭わないために	 	 
・	 「携帯電話が変わった。」は、振り込め詐欺が濃厚です。元の電話番号にかけなおしてみる。	 

・	 電話でのお金の要求や、還付金の受け取りは、振り込め詐欺を疑い、家族や警察に相談する。	 

・	 市役所、公共機関、警察を名乗っても、電話だけの指示には従わないで電話帳に記載された。	 

	 代表電話に電話して確認してみる。	 

・	 自分から先に、息子や孫の名前を言わない。家族に通じる合言葉を決めておく。	 

	 	 	  

  件数（前年比） 被害額（前年比） 

千葉県 ４６５ （‐１１４） 約１３億９７００万円 （‐９億２３００万円） 

千葉市  ８５ （‐ ５４） 約 ２億１５００万円 （‐１億９０００万円） 

署

別 

千葉中央署  ２５ （‐  ９） 約    ４１００万円 （‐   ５８００万円)     

千葉東署  １５ （‐  ８） 約    ４２００万円 （＋    ３００万円) 

千葉西署  ３１ （‐ １３） 約    ８５００万円 （‐   ４６００万円) 

千葉南署   ５ （‐  ８） 約    １３００万円 （‐   ３０００万円) 

千葉北署   ９ （‐ １６） 約    ３４００万円 （‐   ５３００万円) 

千葉市防犯協会連合会法人賛助会員（入会順）	 
諏訪建設㈱〈総合建設業〉、㈲シーアンド・アール・セパレータ〈選別機械製造業〉、東テク電工㈱〈電気設

備設計工業〉、㈱ピーアーク千葉〈総合レジャー業〉、㈱オーシマ〈防犯設備設置販売業〉、ノーザンミツワ

㈱びっくりドンキー千葉若松店〈飲食業〉、㈲菊池工業〈左官業〉、読売センター稲毛東部〈新聞販売業〉	 
個人賛助会員１４名	 

～賛助会員を募集しております。皆様方の浄財が治安の向上に繋がります。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

青パトが必要です、ご支援・ご協力をお願いします。～	 
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