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県民の皆様には
令和２年の輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます
公益社団法人岩手県防犯協会連合会は
岩手県、県警察をはじめ各地区の防犯協会連合会や職域防犯団体

2020

そして地域の安全を願うボランティア団体等多くの関係機関や団体等と手を携えて
「なくそう犯罪

ふやそう笑顔

みんな大好き岩手県」を合言葉に

安全で安心なまちづくりのために積極的に地域安全活動を推進して参ります
本年も県民の皆様の変わらぬご支援ご協力をお願い申し上げます
令和２年

元

旦
公益社団法人岩手県防犯協会連合会

全国地域安全運動ポスター・標語／岩手県最優秀作品

住宅を対象とした
侵入犯罪防止

防犯ボランティア
の活躍

「広げよう
カギかけ声かけ
地域の輪」

「ぼくたちを
みまもるその目に
ありがとう」
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令和元年度

安全安心
まちづくり
県民大会
10月1日
（火）盛岡劇場メインホールで、県内の防犯団体や防犯ボランティア団体等約450人が出席し、安全安心まち
づくり県民大会が開催されました。
大会第１部では、岩手県犯罪のない安全で安心なまちづくり推進協議会会長の達増知事挨拶の後、島村警察本部長によ
る犯罪概況説明、防犯功労者等の表彰が行われました。
第２部では、社会心理学及び犯罪心理学を専門に地域安全活動をはじめとする犯罪予防等を研究する、岩手大学人文社
会科学部准教授 鈴木 護 氏から「ムリ・ムラ・ムダのない防犯活動」
と題して、地域環境を理解した上で各ボランティア、学
校・行政などが地域と連携することが重要との講演をいただき、安心安全まちづくりへの決意を新たにしました。

令和元年全国防犯功労者表彰、
岩手県犯罪のない安全で安心なまちづくり表彰には、
次の個人・団体の方々が表彰されました。おめでとうございます。
☆全国防犯功労者表彰（警察庁長官・全国防犯協会連合会会長表彰）
○防犯栄誉金章
山舘 松五郎（軽米町防犯隊・軽米町）
○防犯栄誉銀章
菅原 三千司（一関東地区防犯協会連合会・一関市）
坂田 新太郎（金ケ崎町防犯協会・金ケ崎町）
○防犯栄誉銅章
金
信成 （岩手県遊技業防犯協力会連合会・一関市）
白岩 俊貞 （遠野市防犯協会連合会・遠野市）
菅原 克郎 （北上市防犯協会防犯隊・北上市）
鎌田
俊 （紫波地区地域安全推進協議会・紫波町）
菅原 誠悦 （一関地区防犯協会連合会・一関市）
金
安信 （一関東地区防犯協会連合会・一関市）
○功労ボランティア団体 滝沢市防犯交通安全協会連合会（滝沢市）
☆岩手県犯罪のない安全で安心なまちづくり表彰（知事表彰）
○一関地域防犯協会厳美支部
（一関市）
○矢巾地域安全センター連絡協議会 （矢巾町）
○飯岡地区防犯協会
（盛岡市）
○小山地区防犯協会
（奥州市）
○株式会社小松組
（紫波町）
○小野寺 司
（奥州市）
○橘 冨 雄
（紫波町）
☆岩手県地域安全マップコンクール表彰 （知事表彰）
最優秀賞 盛岡市立厨川小学校 境田一区子供会

山舘 様

坂田 様

菅原 様
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岩手県防犯連絡所協議会連合会理事会

11月8日、
岩手県内１６の警察署単位
で構成する
「岩手県防犯連絡所協議会
連合会理事会」を岩手県自治会館で開
催しました。理事会には、
各警察署の防
犯連絡所協議会の会長等約20人が参
加し、
議事終了後、
県及び警察から講師
を迎え、
防犯連絡所の役割及び交番・駐
在所との連携、
岩手県における犯罪の発
生状況等の治安情勢や防犯の取り組み
などについて研修を行いました。

［3］

岩手県防犯隊長連絡協議会総会

10月7日
（月）
岩手県自治会館で県内
市町村が構成する防犯隊の隊長等約
45人が参加し
「岩手県防犯隊長連絡協
議会定例総会」
を開催しました。
総会では、
各防犯隊の組織の現状と活
動紹介が行われ今後の活動に向けた意
見交換を活発に行いました。また県、
警
察から講師を迎え、
県内における防犯の
取り組みや治安情勢等について研修を
行いました。

風俗営業所管理者講習会

岩手県防犯協会連合会は、
岩手県公安
委員会から岩手県風俗環境浄化協会の
指定を受け、
県内の風俗営業所の管理者
に対する講習会を実施しています。 風
俗営業所の管理者には、
風俗営業等の規
制及び業務の適正化等に関する法律に
より、
安全で安心な環境づくりとともに、
健全性・適法性を確保するため、
３年に１
度の受講が義務づけられており、10月
15日から11月21日まで、
県内７か所で
228名の管理者が受講しました。

令和元年 全国地域安全運動

〜なくそう犯罪 ふやそう笑顔 みんな大好き岩手県〜

令和元年全国地域安全運動は、10月11日から20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、

◎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

を重点に、地域の特性に応じた地域安全活動を展開しました。各地区での主な取り組みを紹介します。

盛岡東地区防犯協会連合会
「地域安全大会」の開催

盛岡西地区防犯協会連合会
「地域安全運動出発式と防犯グランドゴルフ大会」の開催

紫波地区地域安全推進協議会
「チビッ子防犯キャラバン隊の
委嘱と出発式」の開催
「防犯管理者研修会」の開催

北岩手地区防犯協会連合会
「一日警察署長の委嘱と広報活動」
の実施

防犯いわて
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花巻市防犯協会
「一斉啓発活動」の実施
独自チラシを制作し
全世帯に配布

北上地区防犯協会連合会
「おにっこキャラバン隊による
広報啓発活動」の実施

奥州地区防犯協会連合会
「青パト講習会」等の開催
「園児も参加しての広報活動」
等の多彩な活動を展開

一関地区防犯協会連合会
「鍵かけ推進モデル校における
広報活動」等の実施
万引き防止ポスターコンクール
参加作品の大型商業施設への
展示
一関東地区防犯協会連合会
「防犯少年柔剣道大会」等の
開催
大型商業施設で
地域安全ポスター展を開催

気仙地区防犯協会連合会
「安全・安心まちづくり
気仙地区大会」の開催
「高校生参加の自転車点検・
環境美化活動」の実施
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遠野市防犯協会連合会
「地域安全運動出発式」等の開催
「園児対象の防犯ぬりえコンクール」
応募作品の市役所への展示

釜石地区防犯協会連合会
「地域安全運動出発式」等の開催
「コンビニ強盗訓練」等の実施

宮古地区防犯協会連合会
「鍵かけモデル地区における
広報活動」の実施

下閉伊北地区防犯協会連合会
「一日警察署長の委嘱と広報活動」等の実施
「ぴーちゃんネット
（テレビ電話端末）
を
活用した広報活動」の実施

受賞作品

久慈地区防犯協会連合会
「第１回防犯ＰＲキャラクターコンクール」の開催

キーロッくん

二戸地区防犯協会連合会
「地域安全運動出発式と
合同広報パレード」等の開催
防犯パトロールの強化、
広報活動等の実施

ノーネコポリス

防犯いわて
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〜「子どもの安全対策」頑張ってます！〜
【各地区の活動紹介】

子供が被害に遭う事件事故が後を絶たず、
全国で子供の安全対策が
大きな課題となっています。県内でも様々な取り組みが展開されてお
り、
その中から今回は子供に対する防犯教育や通学路の安全点検等に
関する地区の取り組み等を紹介します。

紫波地区地域安全推進協議会
「子供の安全フォーラム」の開催

二戸地区防犯協会連合会
「第12回カシオペア安全安心ちびっこ
各市町村では、
毎年、
交通安全施設の まつり」の開催

遠野市防犯協会連合会
「通学路の安全点検」の実施

11月16日、
矢巾町文化会館田園ホ
ールにおいて、
児童や住民など約300
整備充実等を目的に、
道路管理者や警
人が集まり、
「子供の安全フォーラム」
を
察署等の関係者による
「通学路の合同
開催しました。鉄神ガンライザーと警察
点検」
が行われていますが、
登下校防犯
官によるステージショーや地域安全マッ プランでは、防犯関係者も参加しての
プ作りで受賞した子ども達とのパネル
緊急合同点検の実施を求めています。
ディスカッション等が行われました。パネ
遠野市防犯協会連合会では、昨年９
ルディスカッションでは紫波警察署生活
月、いち早く防犯協会関係者も参加し
安全課長から
「大事なのはマップを作る て
「通学路の緊急合同点検」
を実施して
課程で子ども達自身が、
『 入りやすく、見
おり、今年も防犯協会関係者が参加し
えにくい場所』
が危険な場所であること て通学路の合同点検を行いました。
を知ること」
と話されました。参加者から
［県防連コメント］
は「子どもの通学路の安全や危険な場
◎防犯教室は各地区で警察署や防犯関係者が
所を子どもと一緒に探検して周り、
再確
活発に行っています。家庭でも
「イカのおす
認したいと思った」
との声も聞かれまし
し」
などを題材に子供と一緒に防犯について
た。
話し合いましょう。
（ところで、
「イカのおす
し」
は知っていますか？）
◎通学路の緊急合同点検については、
防犯団
体からの参加が少なく感じられます。関係機
関との連携を図り、
防犯関係者も積極的に
参加されるようお願いします。
（ 子供が被害
に遭う事件や事故の多くは、
下校時間帯の
通学路や自宅周辺で起きいます）

地域で守るこどもの安全
全国でこどもが被害に遭う事件事故が相次ぎました。
みんなの目でこどもを事故や事件から守りましょう。
自分にできることからはじめてみませんか。

10月９日、
二戸市民文化会館大ホー
ルにおいて、
園児や住民など約700人
が参加し、
「第12回カシオペア安全安心
ちびっこまつり」
を開催しました。
フォーラムでは、
岩手県警察音楽隊に
よる演奏や二戸警察署員が扮する近未
来警察カシオペアによる防犯寸劇など
が行われ、
園児達は防犯に関する知識を
楽しく学びました。
［登下校防犯プラン］

昨年６月には関係閣僚会議において、
「地域における連携の強化」
「通学路の
合同点検の徹底及び環境の整備・改善」
「不審者情報の共有及び迅速な対応」
「多様な担い手による見守りの活性化」
「子供の危険回避に関する対策の促進」
を柱とした
「登下校防犯プラン」が示さ
れ、国を挙げて取り組むこととなりまし
た。

はじめよう！「ながら見守り」
通学や外遊びをしているこどもの安全を守
るため支障のない範囲で、ほんの少しだ
け、
こどもに目を配り、
こどもの笑顔を守り
ましょう
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します。
◯◯相談窓口。
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最終通告のお知らせ

あなたが利用されていた
契約の運用会社から訴状
が提出されました。裁判

こんな連絡は、

サギです!

取り下げの相談は下記まで
ご連絡ください。
最終期日◯月◯日
民事訴訟センター
窓口03-0000-0000

電子ギフト券やコンビニ
払いを求められます。
あとで返金するというの
はウソ。

