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平成30年 秋 号 回 覧

全国地域安全運動の推進！！全国地域安全運動の推進！！
○ 子どもと女性の犯罪被害防止
○ 特殊詐欺の被害防止
○ 鍵かけの励行

～10月11日（木）から20日（土）までの10日間～

運  動  重  点
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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

おにつこで「鍵かけ」
防犯は「鍵かけ」から

みんなで「ながら見守り」
子どもの安全を守るため

今年の特殊詐欺の発生は
大幅減少

［平成30年8月末現在、県内16件（前年同期比－38件）］

「絆」の力で

特殊詐欺撲滅！！

「ぴかぽメール」の登録はここから
【登録用QRコード】

【パソコンや携帯電話登録用メールアドレス】
pikapo@seian.pref. iwate.jp

○不審者情報
○特殊詐欺発生情報
○行方不明者手配情報
○そのほか、人の生命身体に危害が及ぶおそれ
　のある緊急の事案の情報

配信中!

©岩手県警HPより

仕事中の人は事業活動をしながら支障の無い範囲で
ほんの少しだけ、子どもに目を配り、子どもの笑顔を守りましょう。

ウォーキングしながら…
ジョギングしながら…

花の水やりをしながら…
犬の散歩をしながら…

みんなで登録しましょう！
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全国地域安全運動ポスター・標語入選作品
̶̶たくさんの応募ありがとうございました。̶ ̶

　地域安全運動ポスター・標語コンクールに、ポスター３１点、標語４１８点のご応募をいただきました。
審査の結果、ポスターの部１０点、標語の部１３点の作品が入選し、それぞれ表彰状と記念品を贈呈しました。
　（公財）全国防犯協会連合会の全国審査には、各県からポスター２，９９９点、標語２７，９４２点の応募があり、本県からも応募し
ましたが、入選はありませんでした。
　岩手県の最優秀作品は下記の作品です。また、最優秀作品をモチーフに、本年の地域安全運動ポスターを作成しています。来
年も、たくさんのご応募をお願いします。

県下少年柔道、剣道大会　選手の皆さんの健闘を讃えます。
　岩手県柔道連盟、岩手県剣道連盟、当連合会との共催の柔道・剣道大会の結果は次のとおりでした。

第33回岩手県防犯少年柔道錬成大会
　平成３０年８月５日（日）岩手県営武道館で、小・中学生選手２２チームが参加して開催されました。

ポスターの部 最優秀賞
◎ 子供と女性の犯罪被害防止　
　 播磨　美南さん（北上市）　
◎ 振り込め詐欺被害防止
　 菊池　萌希さん（金ケ崎町）
◎ 住宅を対象とした侵入犯罪防止
　 伊藤　優太さん（北上市）
◎ 防犯ボランティアの活躍（優秀賞）
　 千葉　美桜さん（奥州市）

標語の部 最優秀賞
◎ 子供と女性の犯罪被害防止
　「ＳＮＳ　誘いのメール　気をつけよう」
　 藤原　知慈さん（花巻市）
◎ 振り込め詐欺被害防止
　「ちょっと待て　信じる前に　まず相談」
　 及川　翔也さん（陸前高田市）
◎ 住宅を対象とした侵入犯罪防止
　「すぐ戻る　油断大敵　まず施錠」
　 氏家　　雅さん（大船渡市）
◎ 防犯ボランティアの活躍　
　「ボランティア　地域を照らす　防犯灯」
　 藤本　千二さん（一関市）

小学生の部
優　勝　新明館橋市道場
準優勝　晨武館Ａ
第3位　東和専心館
　〃　　釜石剣正館Ａ

中学生男子の部
優　勝　花巻中学校Ａ
準優勝　南城中学校Ａ
第3位　不動会
　〃　　花巻中学校Ｂ

中学生女子の部
優　勝　花巻中学校Ａ
準優勝　湯本中学校
第3位　一戸中学校
　〃　　広田剣道スポーツ少年団

優　勝　盛岡柔道スポーツ少年団
準優勝　時習館Ａ
第３位　宮古少年柔道教室Ａ
　〃　　直心館柔道少年団

岩手県知事杯争奪第57回岩手県下少年剣道大会
　平成３０年８月１８日（土）及び１９日（日）の２日間、岩手県営武道館において、小・中学生選手１７５チームが参加して開催されました。
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～なくそう犯罪　ふやそう笑顔　みんな大好き岩手県～
地域の特性に応じた地域安全活動を展開

盛岡東地区防犯協会連合会
防犯・交通安全
パトロールの実施
　盛岡西南地域安全協会は、盛岡東警
察署大宮交番ととともに、７月26日から
８月７日までの間、計９回にわたり「地区
一斉防犯・交通安全パトロール」を行い
ました。
　初日には、午後６時から本宮地区活動
センターに関係者約30人が参加して開
始式を行った後、徒歩班と青パト班に分
かれて地区内をパトロールし、犯罪被害
防止や交通事故防止を呼びかけました。

盛岡西地区防犯協会連合会
こども110番の家を対象とした
防犯講習会等の実施
　盛岡西地区防犯協会連合会は盛岡西
警察署と連携し、全国で子供の安全確保
に関心が高まる中、これまで「子供110
番の家」のなかった滝沢市元村地区に、
同地区自治会と共に設置に取り組み、
11箇所の「子供110番の家」を設置す
る運びとなり、８月31日、元村集会セン
ターにおいて指定書の交付と防犯講習
会を開催しました。
　講習会では、110番通報訓練も行わ
れ、参加者の携帯電話から直接110番
してもらうなど、参加者全員が真剣な表
情で受講しており、自治会長からは「訓
練を継続し、有事に備えたい」とのコメ
ントがありました。 奥州地区防犯協会連合会

特殊詐欺被害防止広報活動の実施
　奥州地区防犯協会連合会と奥州警察署は、奥州地
区少年警察ボランティア協会、シニアポリス水沢隊
等と連携し、８月22日、関係者約30名が参加して奥
州市内の商業施設において、広報チラシやティッシュ
等を配布しながら特殊詐欺被害防止の広報活動を
行いました。
　当日は、いずみ保育所の園児も参加し、園児らが、「振り込め詐欺に気をつけてく
ださい。」などと大きな声で呼びかけると、買い物客らは、可愛い園児達の呼びかけ
に「はい、ありがとう。」「気をつけるね。」などと笑顔で受け取っていました。

北岩手地区防犯協会連合会
夏季祭典 防犯パトロールの実施
　北岩手地区防犯協会連合会は、７月
23日～24日の愛宕神社祭典、８月14
日岩手町夏祭りの開催に合わせ、夏休み
中の青少年の健全育成と地域安全を目
的に「街頭巡回活動」を行いました。
　両日とも岩手警察署員、町防犯隊、少
年補導員等と連携をとりながら夜間徘
徊や不審者の警戒をはじめ、青パトによ
る違法駐車の巡視、青少年の犯罪被害
防止や非行防止の呼びかけを行いまし
た。

花巻市防犯協会
夏の地域安全運動の実施　
　花巻市防犯協会は、7月13日から8
月12日にかけて、鍵かけの励行や夏休
みの子どもたちの安全確保を目的に
「夏の地域安全運動」を行いました。
　期間中は、関係機関と連携し、商業施
設や祭典会場でのチラシを配布しての
カギかけの徹底、特殊詐欺被害防止等
の防犯広報や、青パトによる住宅地や夏
まつり会場等のパトロール強化、駅等の
駐輪場での鍵かけ点検なども行いまし
た。

北上地区防犯協会連合会
夏休み体験
～ちびっ子防犯活動の実施
　北上市防犯協会鬼柳支部は、北上警
察署大堤駐在所と共に、７月26日、小学
生118名、鬼柳支部や防犯団体関係者
52名、総勢170名で「ちびっ子防犯活
動」を行いました。
　子供達は、ティッシュなどの防犯グッズ
を配布しての広報活動や、キャラバン、
青パトによる広報活動等、鬼柳地区の安
全安心なまちづくりに元気いっぱい取り
組み、同地区の防犯意識の向上に大活
躍しました。

紫波地区地域安全推進協議会
小学生が夏休みに防犯パトロー
ル活動
　「矢巾っ子すくすくネットワーク」は、８
月２日、町内４小学校から16人の児童と
地域安全推進隊など約40人が参加して
「小学生防犯パトロール」を行いました。
　当日は、矢幅駅駐輪場での自転車の
整理や施錠確認の後、地区内のショッピ
ングセンター内において、買い物客への
防犯広報を行いました。
　同ネットワークでは、夏休み期間中、子
どもたちが被害に遭うことのないように
各地区のボランティア団体が協力して
地区内のパトロールを実施しています。
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一関地区防犯協会連合会
夏の地域安全運動の実施
　一関地域防犯協会東中田支部は、自
治会や関係団体等と連携し、一関地域防
犯協会で推進する「夏の地域安全運動
（７月21日から７月31日）」の一環とし
て、会員による中田団地や公園等での昼
夜の防犯パトロール、多くの住民の協力
を得ての公園・法面等の草刈りや清掃活
動など、地域が一丸となり、多彩な活動
を展開しました。
　運動期間中、一関地域防犯協会の各
支部では、それぞれ、防犯パトロールや
広報活動など、活発な防犯活動を展開し
ました。

一関東地区防犯協会連合会
かもめ～るを活用した啓発活動
　一関東地区防犯協会連合会は、千厩
警察署と連携して特殊詐欺被害防止活
動の一環として、暑中見舞いハガキ「か
もめ～る」を活用した啓発活動を展開し
ました。特殊詐欺被害防止の「かもめ～
る」は、平成２６年度から千厩警察署管
内の自宅へ全戸配付しているものです。
　はがきには、２０１７年度一関東地区地
域防犯ポスターコンクールの特選を採
用しました。

気仙地区防犯協会連合会
駅駐輪場の
環境美化活動の実施
　６月２９日、自転車盗難防止を目的と
して、盛駅駐輪場の環境美化活動を行
いました。活動は平成１４年から関係機
関と合同で行っており、今年も盛町民警
連絡協議会や大船渡警察署等の他、駅
を利用する高校も参加するなど、総勢
31名が集まりました。
　当日は、参加者全員で草取りを行った
後、防犯登録未登録、無施錠自転車に対
する警告タグの取り付けを行いました。
暑い中の作業でしたが、みんな熱心に
取り組み、1時間で集めた草はトラック1
台分にもなりました。

遠野市防犯協会連合会
第20回わたしの主張
遠野地区大会の開催
　わたしの主張遠野地区大会は８月30
日（木）、市内３中学校から９人が出場し、
遠野東中学校体育館で開催されまし
た。
　中学生らしいさわやかな主張に聴衆
は感銘を受けていました。審査の結果、
遠野東中学校の３年大久保星音（しお
ん）さんが最優秀賞に輝きました。
　また、発表後には遠野警察署生活安
全課長より「携帯電話・インターネットマ
ナーアップ講座」と題して防犯講話が行
われ、会場校の生徒は、身近な話題・問
題に防犯の大切さを再認識していまし
た。

釜石地区防犯協会連合会
わたしの主張
釜石地区大会の開催
　わたしの主張釜石地区大会は８月31
日（金）、釜石市立唐丹中学校において
管内７中学校の代表が出場して開催さ
れました。
　各代表は、未来の夢や日常生活の中
で感じたことなどについて熱弁を振る
い、聴衆も感銘を受けていました。審査
の結果、釜石市立甲子中学校３年の石
山友里花さんが最優秀賞に輝き、県大
会に出場することとなりました。

宮古地区防犯協会連合会
こども安全支援隊（対策名
「ＳＫｉＰ」）への委嘱書交付
　宮古警察署では、平成17年から宮古
地区防犯協会連合会が協力し、児童の
登下校を見守る防犯ボランティア「こど
も安全支援隊」を結成し、運用していま
す。
　本年度は、８月９日、宮古警察署にお
いて、各小学校から推薦を受けた各校
の代表者に対して、宮古警察署長から委
嘱書が交付されました。
　本年は、全国で通学路の安全対策が
喫緊の課題となっており、これまで運用
してきたこども安全支援隊の活動の活
発化や効果的運用等、関係機関の連携
により通学路の安全、安心の確保を図る
こととしています。



下閉伊北地区防犯協会連合会
仮設住宅等での特殊詐欺
被害防止広報の実施
　岩泉町防犯協会は、岩泉警察署小川
駐在所及び小川地区内の防犯・交通安
全関係団体と連携し、このたび、関係者
十数名が参加し、小川地区内の高齢者
宅や同町門、袰綿地区にある2年前の台
風10号に伴う２箇所の仮設住宅等を訪
問し、特殊詐欺被害防止や交通事故防
止を呼びかけました。
　小川地区では、地域の安全に関わる
活動については交通、防犯関係にかかわ
らず、関係団体が一体となった活動を展
開しています。

「羽田地区防犯協会」
奥州地区防犯協会連合会
　羽田地区防犯協会は、昭和58年、東北新幹線水沢江刺駅が設置され
たことや新興住宅地としての発展が著しかった同地区において、犯罪の
未然防止と自主防犯意識の高揚等を目的として全世帯が加入して結成
されました。
主な活動は、広報誌を作成しての防犯広報や例年の羽田小学校での防
犯教室、新入生への防犯ホイッスル贈呈事業のほか、青パトを活用して
のパトロールや見守り活動を積極的に推進しています。
　また、「地域の顔」でもある新幹線水沢・江刺駅での清掃奉仕活動や同
駅利用者に対する防犯広報等、独自の活動を展開しています。

安全で安心なまちづくり安全で安心なまちづくり

「高田町防犯協会」気仙地区防犯協会連合会
　昭和44年に設置した既設の防犯協会を解消し、新たに、陸前高田市
高田町内から犯罪の未然防止を図ることを目的に、平成８年２月、地区
の区長が中心となり会員を募集して「高田町防犯協会」が結成されまし
た。
　主な活動は、青パトを活用しての防犯パトロールや街頭における見
守り活動を実施しているほか、防犯広報活動、青少年の非行防止活動
などを行い、地域の安全・安心なまちづくりに取り組んでいます。
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久慈地区防犯協会連合会
夏祭り防犯パトロールの実施
　８月6日から3日間久慈市内で行われ
た久慈夏祭りの初日に、久慈警察署及
び他の防犯団体と共同で、夜間の見守
り活動を実施しました。警察署員と防犯
ボランティア約30名が2つのグループ
に分かれ、ポケットティッシュを配りなが
ら、約1時間にわたりまつり会場を中心
に防犯パトロールを実施しました。

各地区防犯協会・防犯ボランティアの活動紹介

二戸地区防犯協会連合会
七夕お飾り会による特殊詐欺被
害防止と鍵かけの励行　
　二戸地区防犯協会連合会と二戸警察
署は、６月２５日、一戸町立鳥海保育所を
会場に特殊詐欺被害防止や鍵かけの励
行・交通安全を呼びかける短冊を笹竹に
飾り付ける「七夕お飾り会」を行いまし
た。園児は、警察官による地域の安全を
守るヒーロー「近未来警察カシオペア」
や、今年度鍵かけモデル地区に指定さ
れた一戸町沢田行政区の住民及び老人
保健施設の利用者等と飾り付けに参
加、地域住民と防犯関係者が一丸と
なり被害防止を祈願しました。
　また、装飾後の笹竹は二戸警察署
エントランスホールに設置され、明るく
華やかな雰囲気で来庁者へ注意喚起を
することができました。
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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

平成30年 全国地域安全運動10月11日（木）～20日（土）

第20回 わたしの主張岩手県大会
最優秀賞に小野寺 千里さん
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参加者全員で記念撮影

各地区代表の１８名の発表者

優秀賞の
中村 音さんと
中戸鎖 花凜さん

　第20回わたしの主張岩手県大会は、９月１４日（金）、田園ホール（矢巾文化会館）
で矢巾町立矢巾中学校の協力を得て開催しました。
　県内各地区を代表する18人の中学生が、未来に向けた夢、日常生活の中で感じ
たこと、地域社会とのかかわりや社会に対しての意見や希望、心の叫びや素直な気
持ちを声高らかに力一杯発表しました。
　審査の結果、『挑戦し続ける勇気』と題して発表した、一関地区代表の小野寺千里
さんが最優秀賞に輝きました。入賞者は次のとおりです。
　皆さんおめでとうございます。

最優秀賞の
小野寺 千里さん

☆優良賞
「笑ってください　僕と一緒に」
　大久保 星音さん
　（遠野市立遠野東中学校３年）　

「パズル」
　箱石 華 さん
　（宮古市立宮古西中学校３年）

「ふるさとの良さ」
　皆川 友唯さん
　（一関市立興田中学校３年）

☆最優秀賞
「挑戦し続ける勇気」
　小野寺 千里さん
 　（県立一関第一高等学校
　　附属中学校３年）

☆優秀賞
「伝える勇気」
　中村 音さん
　（盛岡市立見前南中学校３年）

「何も求めてないけれど」
　中戸鎖 花凜さん
　（久慈市立長内中学校３年）


