平成３０年４月１日現在

《防犯リーダー》
氏

名

（先駆的取組を実践している防犯団体のリーダー）

赤穂 賢 （アカホ カタシ）

所属団体等 防犯パトロール ついで隊
派遣可能な
【日時】相談に応じます 【場所】福岡県全域
日時と場所

・肩肘張らない簡単パトロール～パトロールじゃなくてイイんです！～
助言・指導
・だから永続き～自由な発想でやれる時だけ・・・最後は楽しい反省会～
できる内容
・楽しい資金づくり～お好み焼き、焼き鳥、ついで焼き～
アドバイザー 自治体活動に捉われない簡単、自由、無理のない楽しい活動スタイルで、地域住民による
のメッセージ “ついで（隊）パトロール”の世話役として、現在14名で細く長く活動中です。
氏

名

池田 尚弥（イケダ ナオヤ）

所属団体等 ＮＰＯ法人日本ガーディアン・エンジェルス北九州支部
派遣可能な
【日時】要相談 【場所】北九州市内
日時と場所
助言・指導 ・女性・子ども対象安全教室
できる内容 ・防犯パトロール
アドバイザー
のメッセージ
氏

名

犬丸 道比古（イヌマル ミチヒコ）

所属団体等 福岡市小田部校区 だいこんの会
派遣可能な 【日時】（土曜）15時～21時、（日曜・祝日）9時～21時
日時と場所 【場所】福岡県全域
・防犯パトロール隊の立ち上げ
助言・指導 ・運営方法
できる内容 ・資金づくり
・長続きの秘訣等
・父親の地域への関わり方
アドバイザー
・ボランティアを通じて、積極的な父親に変わり、子供や妻から信頼を築いていきます。
のメッセージ
・楽しみながら続けていく方法
※ 最新情報は「福岡県の安全・安心まちづくり」のウェブページ（http://www.anzen-fukuoka.jp/）をご覧ください。

《防犯リーダー》
氏

名

（先駆的取組を実践している防犯団体のリーダー）

金子 昌隆（カネコ マサタカ）

所属団体等 春日・大野城・那珂川防犯協会
派遣可能な
【日時】相談に応じます 【場所】福岡県全域
日時と場所

・できることから始めよう、安全安心まちづくり
助言・指導
・危機管理、人権問題、詐欺問題
できる内容
・防犯
アドバイザー 参加型の講座をします。
のメッセージ 要望に応じ、実演やクイズ形式等を組み合わせて実施します。
氏

名

櫻木 晴美（サクラギ ハルミ）

所属団体等 御笠青色パトロール隊
派遣可能な 【日時】（曜日）火曜・木曜・土曜
日時と場所 【場所】福岡県全域
・青パト活動のポイント
助言・指導 ・活動継続の秘訣
できる内容 ・各種パトロール方法
・青パト効果

（時間帯）指定なし

アドバイザー ＊地域と青パトが連携して認知症支援として訓練を行っている、又地元の民生委員・福祉委
のメッセージ 員との情報交換をしている。
氏

名

島津 明男（シマヅ アキオ）

所属団体等 ＮＰＯ法人日本ガーディアン・エンジェルス福岡支部
派遣可能な
【日時】相談に応じます 【場所】福岡市内
日時と場所
助言・指導 ・地域防犯活動
できる内容 ・安全セミナー

ＮＰＯ法人日本ガーディアン・エンジェルスは、安全で住みよいまちづくりの推進のために、
アドバイザー 防犯パトロールや落書き消しなどの地域安全活動や防犯セミナー・安全セミナー（危険回避）
のメッセージ などの安全教育活動に取り組んでいる団体です。
自身のボランティア活動を通して、地域の安全や防犯について講演等を行っています。

《防犯リーダー》
氏

名

（先駆的取組を実践している防犯団体のリーダー）

副田 茂喜（ソエダ シゲキ）

所属団体等 ＮＰＯ法人サンシャイン・ネットワーク
派遣可能な 【日時】日時・時間とも重複がない場合は基本的には可能
日時と場所 【場所】福岡県全域

・地域のあり方を考える
助言・指導 ・犯罪がない、犯罪被害に遭わない安全安心地域づくり
できる内容 ・犯罪被害に遭わないための子ども安全安心教室・高齢者安全安心教室
・校区防犯、地域の関わりを考える
県内最初に取り組んだ「わんわんパトロール」隊創設も含め、新事業や組織づくりの経験を
活かした地域防犯【安全安心まちづくり】活動のいろんな取組活動の紹介や指導が出来ま
アドバイザー
す。
のメッセージ
防犯を原点にして、少年・保護者（家庭）・地域など各々を対象にした【安全安心まちづくり】
【地域のあり方】などの講演活動が出来ます。
氏

名

立花 祐平（タチバナ ユウヘイ）

所属団体等 ＮＰＯ法人改革プロジェクト
派遣可能な
【日時】要相談 【場所】福岡県全域
日時と場所

・日本の治安の現状と防犯活動における課題
助言・指導
・防犯組織の立ち上げと運営
できる内容
・大学生、社会人女性に向けての防犯啓発
アドバイザー
まちを走ってパトロールする新しい防犯スタイル「パトラン」を全国各地で展開しています。
のメッセージ
氏

名

十時 裕（トトキ ヒロシ）

所属団体等 早良区小田部校区自治協議会
派遣可能な
【日時】相談に応じます 【場所】福岡県全域
日時と場所
助言・指導 ・市民参加による安全安心マップづくり
できる内容 ・地域防犯組織の立ち上げ運営
アドバイザー コミュニティ、地域活動に関する市民活動を専門としており、防犯団体や自治協議会等を対
のメッセージ 象とした地域防犯活動と防犯、地域防災（特に震災）組織、活動の講演実績もあります。

《防犯設備士等》
氏

名

（防犯設備・防犯環境の専門家）

座親 雅夫（ザオヤ マサオ）

所属団体等 ＮＰＯ法人福岡県防犯設備士協会
派遣可能な
【日時】相談に応じます
日時と場所

【場所】福岡県全域

・防犯環境診断
助言・指導
・監視カメラシステム（モニタリング）
できる内容
・物理的防御（錠前・防犯ガラス・防犯フィルム）
アドバイザー
のメッセージ
氏

名

坪根 賢治 （ツボネ ケンジ）

所属団体等 ＮＰＯ法人福岡県防犯設備士協会
派遣可能な
【日時】相談に応じます 【場所】福岡県全域
日時と場所
・泥棒に狙われやすい建物と狙われにくい建物
助言・指導 ・防犯診断事例紹介
できる内容 ・安価で効果的な防犯対策紹介
・最新の防犯システム紹介
アドバイザー
機械警備装置・各種侵入センサー・防犯カメラ等に精通して、設置等のアドバイスも可能
のメッセージ
氏

名

野田 憲治（ノダ ケンジ）

所属団体等 ＮＰＯ法人福岡県防犯設備士協会
派遣可能な
【日時】ＡＭ９：００～ＰＭ５：００
日時と場所

【場所】北九州市及び周辺地域

助言・指導
・戸建・マンション住宅の防犯
できる内容
アドバイザー 最近、侵入盗の件数はかなり減少していますが、まだまだ被害額は大きく、傷害や殺人に発
のメッセージ 展する事例もあり、注意が必要です。
氏

名

藤滿 弘 （フジミツ ヒロム）

所属団体等 ＮＰＯ法人福岡県防犯設備士協会
派遣可能な
【日時】相談に応じます 【場所】福岡県全域
日時と場所
・我が家の防犯対策（診断）、地域の防犯対策（診断）
・公共設備、事業場における防犯対策(駐車場含む)
助言・指導
・ニセ電話詐欺にあわないための心がけ
できる内容
・防犯設備全般の防犯診断、設置指導
・ひったくりに遭わないための対策

防犯に関することは何なりと申し付けください。
アドバイザー 講話、診断、設置指導等対応させて頂きます。
のメッセージ パワーポイントでの説明に加え、簡単防犯グッズを持参し実演を交えながら説明します。
クイズを取り入れ受講者に飽きさせないよう講話を行います。

《防犯活動の専門家（元警察）》
氏

名

宮田 健二 （ミヤタ ケンジ）

所属団体等 元福岡県警察
派遣可能な
【日時】相談に応じます 【場所】福岡県全域
日時と場所
・安全安心まちづくり活動 ～犯罪者の視点で防犯を考える～
助言・指導 ・犯罪弱者（女性・子ども・高齢者）を守る防犯講座
できる内容 ・高齢者お笑い防犯講座 ～泥棒の独り言～
・護身術講座（親子で学べる簡単護身術）（女性のための護身術）

約40年にわたり福岡県警察官として窃盗・殺人事件などの捜査や犯罪現場鑑識に携わり、
その経験を基に「犯罪者の視点に立った安全・安心まちづくり活動」について講演活動を続け
ています。
アドバイザー
特に高齢者については「お笑い防犯講座」として笑いを交えながら「楽しく」「分かりやすく」
のメッセージ
講演します。
また女性・子どもを守る講演には、「おかあさんと子どもの護身術」「護身体操」等 「参加型」
「体験型」「ゲーム型」の講座を体験してもらいます。
氏

名

矢次 光徳 （ヤツグ ミツノリ）

所属団体等 元福岡県警察
派遣可能な
【日時】相談に応じます
日時と場所

【場所】福岡地区及び筑後地区

助言・指導 ・地域における安全で安心できるまちづくり（避難、伝達含む）
できる内容 ・振込み詐欺（特殊詐欺）被害防止
アドバイザー
地域の連携と安全で安心できる生活を目指して
のメッセージ
氏

名

渡邊 達哉 （ワタナベ タツヤ）

所属団体等 元福岡県警察
派遣可能な
【日時】相談に応じます
日時と場所

【場所】福岡県全域

助言・指導
危機管理、コンプライアンス全般について（安全・安心まちづくりに関連したもの）
できる内容
助言・指導 アドバイスを通じて、防犯・防災等に関して「自分達のまちの安全は自分達で守る」等の心構
できる内容 えについて、意識の啓発を高めていきます。

《まちづくり活動の専門家》
氏

名

今泉 重敏 （イマイズミ シゲトシ）

所属団体等 ＮＰＯ法人地域交流センター 九州事務所
派遣可能な
【日時】相談に応じます
日時と場所

【場所】福岡県全域

・目からウロコの安全・安心まちづくり
助言・指導
・安全・安心な通路づくり
できる内容
・創意と工夫による安全・安心まちづくりの実践
アドバイザー できる人が、できるときに、できる防犯活動を！ 通勤しながら、散歩しながら、買い物しながら
のメッセージ の防犯活動・・・「ながら防犯」で、無理のない防犯活動を展開しよう。
氏

名

濱砂 清 （ハマスナ キヨシ）

所属団体等 ＮＰＯ法人男女・子育て環境改善研究所
派遣可能な
【日時】相談に応じます 【場所】福岡県全域
日時と場所
・地域資源を知ろう！ワークショップ（組織と役割）
・いいとこ発見！ワークショップ（明るい気づき）
助言・指導 ・組織立ち上げと継続の仕掛け（自立と工夫） コミュニティビジネス！で
できる内容 みんな楽しく暮らそう
・テーマ別コミュニティ創り、住民参加のまちづくり（ぐちを提案に！）
新たな公共は自らの手で！
アドバイザー 人々が集い感動できる地域社会と子どもたちにつなげます。
のメッセージ あんたがおって良かった～たすかった～

《有識者（臨床心理士）》
氏

名

梅本 育恵 （ウメモト イクエ）

所属団体等 九州国際大学（臨床心理士）
派遣可能な
【日時】相談に応じます 【場所】福岡県全域
日時と場所
・性暴力の影響について
助言・指導 ・私達の中にある性暴力への偏見
できる内容 ・身近な人が犯罪被害にあった時にできること
・犯罪被害にあわれた方へできることを考えよう
アドバイザー
のメッセージ

《有識者（弁護士）》
氏

名

郷田 真樹 （ゴウダ マキ）

所属団体等 福岡県弁護士会
派遣可能な
【日時】相談に応じます
日時と場所

【場所】福岡県全域

・性犯罪、ストーカーについて
・配偶者暴力（ＤＶ）について
必要な設備
・セクシュアル・ハラスメントについて
・機材等
・その他女性の権利に関する問題全般、性的マイノリティの権利・安全
医療事故、労働問題
アドバイザー
のメッセージ

派遣申請は、〒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
（電話：092-643-3124）へ。事前の御相談をお勧めします。お気軽にお問い合わせください。

