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平成30年 夏 号 回 覧
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おきな安心
個のかぎかけできたかな？
いうっかりはいけません
どもも大人もみんなで広めよう

子どもを守る

危険箇所を点検！
　　子どもを守ろう

鍵かけは習慣
○家も車も自転車も、しっかり鍵をかけましょう。
○鍵をかけることは、モノだけではなくヒトを
　守ります。
○鍵かけを習慣づけ、防犯意識を
　高めましょう。

夏は特に窓の
開けっ放しに
注意！

振り込め詐欺に注意

○子どもが被害にあう事件が後を絶ちません。
○一番守られなければならないのは、子どもです。
○学校の周りや通学路で声かけやつきまといがあった場所や見通しの悪い道路
・公園、人通りの少ない道路など、犯罪被害や交通事故が発生する危険の
高い箇所を点検・改善しましょう。

オレオレ詐欺 もある！

有料動画未納
料金が発生して
います。本日ご
連絡なき場合は
法的手続きに移
行します。
○○相談窓口。
050-××××

SUMAHO

振り込め詐欺は今年も
架空請求詐欺が多い。
電話・メール・はがきでの請求に
注意！！
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平成30年 春の地域安全運動

～なくそう犯罪  ふやそう笑顔  みんな大好き岩手県～
平成30年 春の地域安全運動は、4月６日から15日までの10日間、多くの団体や地域のボランティア団体等が、

◎特殊詐欺の被害防止　◎鍵かけの励行 　◎子どもと女性の安全確保
　を重点に、様々な犯罪被害防止活動に取り組みました。

盛岡東地区防犯協会連合会
春の地域安全運動出発式と広報
活動の実施　
　都南地区防犯協会連合会は盛岡東警
察署見前幹部交番等と共に、４月６日、盛
岡市役所都南総合支所で関係者約40
名が参加し、春の地域安全運動出発式
を行いました。
　出発式の後、青パト及びパトカーによ
る防犯パトロールや、詐欺被害防止・
鍵かけの広報を行い、防犯意識の高揚
を図りました。

盛岡西地区防犯協会連合会
鍵かけモデル地区指定書交付式
等の実施
　盛岡西地区防犯協会連合会は、盛岡
西警察署と共に、４月10日、盛岡西警察
署で本年度の鍵かけモデル地区である
盛岡市夕顔瀬町第二町内会等４団体に
指定書と表示ステッカーを交付し、前年
度の指定団体である盛岡市新田町町内
会等４団体には感謝状及び記念品を贈
りました。

北岩手地区防犯協会連合会
春の地域安全運動開始式と広
報活動の実施
　八幡平市防犯協会は、八幡平市防犯
隊、岩手警察署と共に、４月６日、西根地
区の大型商業施設で春の地域安全運動
の活動開始式を行いました。
　その後、市内の大型商業施設の３か
所に分かれ、各商業施設で防犯啓発チ
ラシとティッシュを配布して広報啓発活
動を行うとともに、青パトによる防犯パ
レードを行いました。

紫波地区地域安全推進協議会
春の地域安全運動の出発式の
実施と一日警察署長の委嘱
　紫波地区地域安全推進協議会は、紫
波警察署と共に、４月６日、矢巾町交流
センター「やはぱーく」で、出発式を実施
しました。
　ピョンチャン冬季パラリンピックに出
場した矢巾町の高橋幸平さんに一日警
察署長を委嘱し、参加者と共に広報活動
を行いました。

花巻市防犯協会
「春の地域安全運動一斉啓発広
報活動」の実施
　花巻市防犯協会は、花巻警察署、花巻
交通安全関連団体等と共に、４月６日、春
の地域安全運動一斉啓発広報活動を行
いました。駅や商業店舗前など４か所
で、チラシやグッズ等を配布し、カギかけ
の徹底・特殊詐欺の被害防止を呼びかけ
たほか、通学路のパトロール強化や、駐
輪場での施錠点検などを行いました。

北上地区防犯協会連合会
鍵かけモデル地区の指定
　北上地区防犯協会連合会では、春の
地域安全運動期間中、金融機関・コンビ
ニ等への詐欺被害防止広報、青パトによ
る防犯パトロール、ケーブルテレビを活
用した広報活動等、各地域・団体が創意
工夫した活動を展開しました。
　また、「鍵かけモデル地区」の活動で
は、平成25年から北上警察署と連携し
て取り組んでおり、本年は北上市から５
行政区、西和賀町から１行政区をモデル
地区に指定し、啓発ステッカーは、北上
地区防犯協会連合会が後援して作成し
贈呈しました。
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奥州地区防犯協会連合会
春の地域安全運動の取り組み
　奥州地区防犯協会連合会は、奥州警
察署と共に、４月６日、奥州警察署で関
係者約150名が出発式を開催したほ
か、前沢保育園園児との合同による防
犯広報、リンリンパトロール、水沢公園
夜間パトロールなど、各地区において多
彩な広報啓発活動やパトロール活動を
展開しました。

一関地区防犯協会連合会
大型商業施設での広報啓発活動
の実施
　一関地区防犯協会連合会は、地区コ
ンビニエンスストア等防犯対策協議会、
地区少年警察ボランティア協会、一関警
察署とともに作成した「万引き防止ポス
ター」を活用し、春の地域安全運動の一
環として、４月12日、市内の大型商業施
設で広報活動を行いました。

気仙地区防犯協会連合会
春の地域安全運動出発式等の
開催　
　大船渡市防犯協会では、大船渡市役
所・大船渡警察署と共に、４月５日、大船
渡警察署前で関係者約50名が参加し、
春の地域安全運動出動式を行い、パトカ
ー・青パトが市内各地区へパトロールに
出発しました。
　期間中、大船渡市の小学校では、防犯
協会員と大船渡警察署の防犯戦隊ケセ
ンジャーが合同で新入学児童や父兄に
対する防犯広報を行いました。

遠野市防犯協会
合同出発式等の実施
　遠野市防犯協会連合会は、遠野市交
通安全対策協議会等と共に、４月６日、
あえりあ遠野交流ホールで関係者約 
100名が参加し、春の全国交通安全運
動・春の地域安全運動出発式を行いまし
た。出発式では、新入学児童への啓発用
品を贈呈したほか、代表者による決意表
明が行なわれました。

一関東地区防犯協会連合会
春の地域安全運動の取り組み
　一関東地区防犯協会連合会では、地
域安全運動期間中、一関市千厩町内の

釜石地区防犯協会連合会
春の地域安全運動出発式等の
開催　
　釜石地区防犯協会連合会は、釜石警
察署等と共に、４月６日、釜石市と大槌町
の大型商業施設２か所で、春の地域安
全運動出動式を開催しました。
　開会式後、参加者は３方面に分かれ、
大型店舗や国道沿いで特殊詐欺被害防
止チラシ、啓発ティッシュ、受話器ポップ
等を配布して被害防止・啓発活動を行
い、また、青パト隊はパトカーと連携した
パトロールを行いました。

宮古地区防犯協会連合会
「STOP振り込め詐欺広報大
使」に対する委嘱状の交付
　宮古地区防犯協会連合会では、宮古
警察署が平成21年から地域の防犯ボ
ランティア団体等に委嘱している
「STOP振り込め詐欺広報大使」の活動
を支援しています。４月13日には、宮古
警察署と共に、委嘱書の交付や感謝状
贈呈の後、市内金融機関等で広報活動
を行いました。
　また、期間中、本年度の鍵かけモデル
地区である宮古市山口団地自治会と山
田町大沢地区コミュニティ推進協議会
に指定書を交付しました。
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大型商業施設における広報啓発活動
や、マチコミ（メール配信サービス）によ
る広報活動等を行いました。また、各地
区においては、青パトによる広報・防犯パ
トロール、高齢者対象の防犯教室の開催
など、多彩な広報啓発活動を展開しまし
た。
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下閉伊北地区防犯協会連合会
春の地域安全運動の取り組み
　下閉伊北地区防犯協会連合会は、岩
泉警察署と共に、４月６日、岩泉警察署に
関係者約50名が集まり、春の地域安全
運動出動式を開催し、広報車による広報
活動を行いました。
　また、４月13日には｢道の駅たのはた
｣で、グッズ等を配布して街頭広報活動
を行いました。

久慈地区防犯協会連合会
合同出発式等の実施
　久慈地区防犯協会連合会は、4月13
日、街の駅くじやませ土風館で、市内の
保育園児4名をちびっこ防犯隊員に委
嘱して出発式を行いました。
　当日は、防犯団体等の約50人が市日
通りや、銀行、郵便局等を巡回し、特殊
詐欺の被害防止と鍵かけを呼びかけま
した。

二戸地区防犯協会連合会
春の地域安全運動合同出発式
等の実施
　二戸地区防犯協会連合会は、二戸警
察署と共に、４月６日、二戸地区合同庁

花巻市防犯協会「石神町親和会」
　石神町親和会は、自警団として昭和38年に発足した自
主防犯ボランティア団体です。
　花巻市石神地区は住宅が多く、小学校や保育園、幼稚園
も近いことから、より一層地域住民の安全安心の意識を高
めようと平成21年から青パト車を導入し、地域内での広報
啓発パトロールを行っています。
　現在は23名のメンバーが仕事の合間をぬって参加して
いるため、活動は夜間が主となっていますが、地域に根差し
た地道な活動のおかげで、周囲の地区を含めて空き巣等

安全で安心なまちづくり安全で安心なまちづくり

舎で４市町村の防犯隊員や交通指導員
等の関係者多数が参加し、春の地域安
全運動、春の交通安全運動合同出発式
を行いました。
　出発式終了後、青パトやパトカーとと
もに、二戸駅や大型商業施設等で買い
物客等に特殊詐欺の被害防止、子供女
性の安全確保、鍵かけの励行について
パンフレットを配布しながら被害防止を
呼びかけました。
　また期間中は、防災無線による広報
活動や小学校新入学児童に防犯啓発グ
ッズの贈呈等、多彩な活動を展開しまし
た。

の被害は近年ありません。
　また、自分たちの住む地区を守るために団結して自主的
に活動する姿は、花巻市防犯協会としても学ぶところが多
く、明るい街づくりにもつながっています。
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平成３０年度 定時総会を開催

　平成３０年度定時総会は、６月１４日
（木）盛岡市のホテル東日本で、各地区
代表者、防犯功労受賞者など約150人
が出席して盛大に開催されました。
　はじめに長年にわたり地域安全活動
に尽力された４団体５０人の方々の御労
苦を讃え、細江防犯協会連合会長、島村
警察本部長から、感謝状・表彰状が贈呈
されました。
　続いて議事に入り、平成２９年度事業
報告など６議案が審議され承認されまし
た。
　本県における治安情勢は、警察の懸
命な犯罪抑止対策と県や市町村、地区

防犯協会等の関係機関・団体が連携し、
県民と一体となった防犯活動の推進が
功を奏し、刑法犯認知件数が前年に引き
続き減少傾向で推移するなど、一定の
成果を挙げたところでありますが、子供
や女性に対する脅威事犯や高齢者が被
害となる特殊詐欺被害が依然として後
を絶たず、また、侵入窃盗における無施
錠被害率が依然として全国ワースト上
位にあるなど、県民が安全・安心を実感
できる地域社会の実現には、まだ多くの
課題があります。
　このような治安情勢の中、岩手県防犯
協会連合会は、県民の防犯意識の普及・

啓発と効果的な地域安全活動の推進を
通じ、犯罪のない「安全で安心な岩手」
の実現を目指し、自主的な地域安全活
動を行っている地区防犯協会連合会や
町内会、防犯ボランティア団体及び関係
機関等と連携、協力しながら、次の３項
目を重点に活動を推進します。

○地域安全活動の推進
○少年の非行防止・健全育成
　活動の推進
○風俗環境浄化活動の推進

奥州市防犯協会「江刺地区防犯協会」
　江刺地区防犯協会は、本年３月１日に水沢地区防犯協会
連合会と統合し、「奥州地区防犯協会連合会」として新たな
スタートを切りました。
　江刺地区防犯協会の活動について紹介します。
　江刺地区防犯協会は、昭和35年８月１日、各地区振興会
防犯担当部と職域団体で組織されて発足しました。自治会
組織の地区振興会には、総務部、生活安全部、生涯学習部
等が設けられており、これまで、地域安全大会や交流会を兼
ねた防犯講習会の開催、高齢者宅訪問など、自治会組織な

地区防犯協会
防犯ボランティアの活動紹介
地区防犯協会
防犯ボランティアの活動紹介
地区防犯協会
防犯ボランティアの活動紹介
地区防犯協会
防犯ボランティアの活動紹介

らではの地域に密着し、創意工夫した活動を推進してきまし
た。
　統合前に開催した年末年始地域安全運動出発式では、地
元を代表する郷土芸能である鹿踊りが街頭パレードを先導
するなど、江刺地区防として最後の街頭活動に花を添えま
した。
　組織は変わりましたが、今後も伝統を受け継ぎ、防犯活動
を推進して参ります。



受賞おめでとうございます（敬称略）
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１. 少しの時間の駐輪でも必ず
　2ロック！
２. 駐輪場であっても
　油断しないでしっかり2ロック！
３. 防犯登録ステッカーを必ず貼付！

自転車防犯登録
　自転車防犯登録は、法律によって義務づけられています。防
犯登録をすることにより、自転車盗難の防止効果とともに、自
転車の被害回復に役立っています。
　自転車を購入の際には、必ず防犯登録をしましょう。
　毎月２６日は「ツーロックの日」です。自転車盗の被害に遭わ
ないように、少しの時間の駐輪でも、必ずツーロック（二重ロッ
ク）をしましょう。

あなたの善意を県民の安全のために役立てます

　公益社団法人岩手県防犯協会連合会は、「犯罪のない安全
で安心なまちづくり」をめざして地域の皆さんとともに、犯罪
や事故を未然に防ぐ地域安全活動等に取り組んでいます。活
動にご賛同いただける会員の皆様の会費等により事業を推進
していますが、より充実した活動を行うため、賛助会員を募集し
ています。入会手続きは、事務局までお問い合わせください。

お問い合わせ・申し込みは
（公社）岩手県防犯協会連合会事務局
TEL 019‐653‐4448

自転車盗難防止の基本3か条

賛 助 会 員 募 集 中

岩手県防犯協会連合会
特殊詐欺被害防止

○一般功労団体表彰
　紫波地区 
　　株式会社 小松組 
　　岩手三八五流通 株式会社

○一般功労者表彰
　一関地区
　　佐々木　幸　［一関地区少年警察ボランティア協会］

○役職員表彰
　　菊 池 昭 一　［（公社）岩手県防犯協会連合会］
　二戸地区
　　昆　  清 一　［一戸町防犯協会小鳥谷支部］

○優良団体表彰
　盛岡西地区
　　大釜上自治会
　紫波地区
　　紫波地区ヤングボランティア隊バイオレッツ

○功労者表彰
　盛岡東地区
　　阿 部 幸 一　［盛岡市防犯隊都南地区隊］
　　鈴 木 四 郎　［盛岡市防犯隊都南地区隊］
　盛岡西地区 
　　村 田 　 巌　［境田町防犯パトロール隊］ 
　　髙 橋 春 男　［滝沢市スクールガード］
　北岩手地区
　　畠 山　  勉　［八幡平市防犯隊西根地区隊］ 
　　工 藤 靖 雄　［八幡平市防犯隊西根地区隊］
　　工 藤 友 則　［八幡平市防犯隊西根地区隊］
　　伊 藤　  肇　［八幡平市防犯隊松尾地区隊］
　　川 又 武 彦　［八幡平市防犯隊安代地区隊］

　紫波地区    
　　橘　  冨 雄　［紫波地区企業等地域安全連絡会］ 
　　岡 崎 俊 子　［紫波地区企業等地域安全連絡会］
　花巻地区
　　高 橋 　 明　［花巻市防犯協会防犯隊宮野目分隊］
　　菊 池　  貢　［花巻市防犯協会防犯隊宮野目分隊］
　　鈴 木 文 雄　［花巻市防犯協会防犯隊湯口分隊］
　　阿 部　  太　［花巻市防犯協会花巻総支部宮野目支部］
　北上地区
　　大 鷹 康 宏　［北上市防犯協会防犯隊］
　　千 田 雅 弘　［北上市防犯協会防犯隊］
　　菊 池 俊 久　［北上市防犯協会防犯隊］
　　杉 澤 忠 光　［北上市防犯協会防犯隊］
　奥州地区
　　鈴 木 友 一　［白山地区防犯協会］
　　及 川 和 也　［羽田地区防犯協会］ 
　　小 泉 正 憲　［常盤地区防犯協会］
　　宮 舘 郁 男　［金ケ崎町防犯協会］
　　渡 辺 文 好　［若柳地区防犯協会］
　　及 川 正 幸　［稲瀬振興会生活安全部］
　　菊 地 修 一　［岩谷堂地区振興会防犯対策部］
　一関地区
　　那 須 良 一　［一関地域防犯協会関が丘支部］
　　池 田 鐵 男　［一関・三関安全安心まちづくり協議会］
　　佐々木   久　［赤荻地区防犯交通安全協議会］
　　及 川 和 雄　［花泉地域防犯協会］
　一関東地区
　　三 浦 幹 夫　［室根地域防犯協会］
　　鈴 木 啓 市　［東山地域防犯協会長坂分会］
　　菅 原 常 夫　［川崎地域防犯協会］  
　気仙地区
　　及 川　  直　［大船渡町防犯協会］  

　遠野地区
　　佐々木　岩　［遠野町防犯協会］
　　千代川道林　［青笹町防犯協会］
　釜石地区
　　白 銀 照 男　［大槌町防犯協会防犯隊］
　　澤 舘　  瞳　［大槌町防犯協会防犯隊］
　宮古地区
　　西 野 勝 雄　［末前防犯協会］
　　吉 田 榮 一　［神林地区防犯協会］ 
　　髙 田　  昭　［藤原地区防犯協会］
　下閉伊北地区
　　佐々木良治　［岩泉町防犯協会連合会］ 
　久慈地区
　　奥 寺 文 夫　［久慈市防犯協会連合会］
　職　域
　　三 浦　  崇　［岩手県遊技業防犯協力会連合会］

○防犯連絡所防犯連絡委員功労者表彰
　盛岡西地区
　　阿 部 一 雄　［雫石地区防犯連絡会］
　　大 橋 清 司　［盛岡駅前地区防犯連絡会］
　下閉伊北地区 
　　長 崎 宗 仁　［岩泉町防犯連絡会協議会］

　本年も県内路線バス車内等にポスターを掲示し
て、特殊詐欺被害防止を呼びかけています。


