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令和元年 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（金）から20日（日）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
大幅増加

［令和元年8月末現在、県内46件（前年同期比＋30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４２点、標語５５１点のご応募をいただきました。
審査の結果、ポスターの部１２点、標語の部１２点の作品が入選し、それぞれ入選者には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２，５６２点、標語１９，８１７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いたします。

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34回岩手県防犯少年柔道錬成大会
　令和元年８月４日（日）岩手県営武道館において、小・中学生選手１６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　
　 舘藤　誠人さん（紫波町）　
◎ 振り込め詐欺被害防止
　 吉田　瀬里菜さん（紫波町）
◎ 住宅を対象とした侵入犯罪防止
　 高橋　梨音さん（紫波町）
◎ 防犯ボランティアの活躍
　 佐藤　静音さん（北上市）

標語の部 最優秀賞
◎ 子供と女性の犯罪被害防止
　「登下校　いつもの道でも　気をつけて」
　 氏家　　雅さん（大船渡市）
◎ 振り込め詐欺被害防止
　「日頃から　孫との電話　詐欺防止」
　 菅原　　陸さん（花巻市）
◎ 住宅を対象とした侵入犯罪防止
　「広げよう　カギかけ声かけ　地域の輪」
　 越田　温大さん（盛岡市）
◎ 防犯ボランティアの活躍　
　「ぼくたちを　みまもるその目に　ありがとう」
　 佐藤　　創さん（奥州市）

小学生の部
優　勝　晨武館Ａ新明館橋市道場
準優勝　新明館橋市道場Ａ
第3位　一戸剣道スポーツ少年団
　〃　　北上警察署さくら館Ａ

中学生男子の部
優　勝　山田斉心館
準優勝　福岡中学校
第3位　盛岡中央剣道スポーツ少年団
　〃　　一戸中学校

中学生女子の部
優　勝　上田中学校
準優勝　新明館橋市道場
第3位　宮古地区合同
　〃　　飯豊中学校

優　勝　久慈市立三船十段記念館Ａ
準優勝　盛岡柔道スポーツ少年団
第３位　時習館
　〃　　直心館柔道少年団

岩手県知事杯争奪第58回岩手県下少年剣道大会
　平成３1年4月2８日（日）岩手県営武道館において、小・中学生選手１81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
年金支給日における特殊詐欺被
害防止広報・警戒活動の実施
　松園地区防犯交通安全協議会では、
このたび、盛岡東警察署松園交番と連
携し、青パト・ミニパトを活用し、金融機
関、コンビニ、スーパー等12ヵ所におい
て年金支給日に合わせた特殊詐欺防止
の広報・警戒活動を行いました。
　各所では、高齢者に対するチラシや
グッズを配布しての被害防止広報や店
員に対する防犯指導やＡＴＭ警戒を行
いました。

盛岡西地区防犯協会連合会
広報用チラシの作成と活用
　盛岡西地区防犯協会連合会では、こ
のたび、管内住民の防犯意識の更なる
高揚を図るべく、「ながら見守り」「鍵か
け」「特殊詐欺被害防止」に特化した防
犯広報用チラシ5,000枚を作成しまし
た。　作成したチラシは、各種防犯イベ
ントでの配布や盛岡西警察署員の防犯
講話等で積極的に活用されており、防犯
意識の高揚に繋がるものと期待してい
ます。

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
　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
年補導員等ら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。

紫波地区地域安全推進協議会
危険箇所を地域安全マップで学
ぶ
　岩手県県民くらしの安全課等と連携
し、夏休みに合わせ、星山小学校、徳田
小学校間野々子ども会など希望のあっ
た３団体を回り通学路周辺を調査して
の地域安全マップ作りを行いました。星
山小学校では毎年地域安全マップを作
成しており、７月19日に、県民くらしの
安全課担当者からの説明後、県の地域
安全アドバイザーとともに２班に分かれ
て危険な場所や安全な場所を実際に確
認し、マップを作成しました。
　参加した児童からは「思ったより、危
ないところがあったので驚いた。」との
声も聞かれ、子供達の防犯意識を高め
ました。

花巻市防犯協会
夏の地域安全運動の実施
　7月19日から8月18日までの間、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。期間中は警察や防犯ボラン
ティア団体など各機関と連携し、市内５
カ所においてチラシやグッズなどを配布
して青少年の健全育成や子どもの安
全、鍵かけの徹底、特殊詐欺の被害防止
等を呼びかけたほか、青パトによる住宅
地や夏まつり会場周辺のパトロール強
化、駅やスーパーの駐輪場においての
鍵かけ点検なども行いました。

北上地区防犯協会連合会
学生ボランティアも参加～
夏休み期間中の広報活動等を
展開
　北上コンピュータ・アカデミーのボラ
ンティア部は、平成22年に北上地区防
犯協会連合会長と北上警察署長が学生
ボランティアとして委嘱した団体で、現
在は15名の学生が活躍しています。こ
のたび、夏休み期間に合わせ北上地区
少年警察ボランティア協会等と連携し、
街頭での自転車鍵かけ点検や、中高生
に対する「未成年者の喫煙は法律で禁
止されています。」と書かれたティッシュ
を配布しての非行防止活動等を行いま
した。
　また、今年度活動として登下校時の
「愛の一声運動」にも積極的に参加して
子供達の見守り活動に貢献しているほ
か、若者の参加により防犯活動関係者に
も活気を与えてくれています。奥州地区防犯協会連合会

特殊詐欺被害防止広報等の実施
　奥州警察署等と連携し、８月８日、奥州市内の大型スーパーにおいて、認定こども
園日高ななつ星の年長児４名を含む約30名が参加し、広報チラシ等を買い物客に
配布しながら特殊詐欺被害防止広報活動を行いました。園児らは、「振り込め詐欺に
気をつけてください。」と大きな声で呼びかけるなど大活躍でした。
　また、毎月特殊詐欺被害防止広報活動に参加してくれた幼稚園・保育所に対して
手作りの感謝状を贈呈しており、当日活躍してくれた園児には、８月28日に「ミニ防
犯教室」を開催の上感謝状を贈呈しました。
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一関地区防犯協会連合会
お盆帰省客に対する交通安全防
犯街頭活動の実施
　一関地域防犯協会赤荻地区防犯交通
安全協議会では一関警察署等と連携
し、８月11日、一関インターチェンジ付
近において関係者約80名が参加し、帰
省客にチラシ等を配付しながら交通事
故防止や特殊詐欺被害防止、鍵かけの
推進などを呼びかけました。
　参加者は、車一台一台に丁寧に声を
掛け、お盆休み期間が楽しく過ごせるよ
うに、安全運転や防犯を心掛けるよう呼
びかけていました。

一関東地区防犯協会連合会
一関東地区防犯連絡会協議会
定例協議会開催
　一関東地区防犯連絡会協議会は、７
月24日、千厩警察署で定例協議会を開
催しました。はじめに、地域安全活動に
尽力した防犯連絡員ら６名の方々に表
彰状が贈られ、続く議事では、事業報告
等について審議、役員改選では会長、副
会長とも再任されました。
　また、研修では、安心安全まちづくり
普及啓発キャラバンより、県環境生活部
県民くらしの安全課から講師を迎え、
「安全・安心なまちづくりについて」と題
して講演会を開催しました。

気仙地区防犯協会連合会　
防犯隊長らが交通安全施設総点
検に参加
　７月19日、大船渡市役所が主体と
なって令和元年度交通安全施設総点検
が開催され、気仙地区防犯協会連合会
から防犯隊長と副隊長が参加しました。
安全点検は、従来は子どもの通学路に
おける交通事故防止を重点に行われて
きましたが、昨年、国から「登下校防犯プ
ラン」が示され、防犯の観点からも子ど
もの通学路の安全確保が求められるよ
うになったことから、実際に子どもの見
守りを行う防犯隊員も本年から参加し
ました。
　当日は、市内の18箇所を現場確認
し、危険箇所の把握や地域の要望など
について行政の担当者等と情報共有し
たほか、今後、各地区に情報提供する等
して各地区での子どもの通学路の見守
り活動に役立てることにしています。

遠野市防犯協会連合会
夏祭り会場等の防犯パトロール
　８月２日、遠野警察署や遠野地区少年
警察ボランティア協会と連携し、関係者
12名が参加し、遠野市内の夏まつり会
場にて少年非行の防止を重点に防犯パ
トロールを行いました。
　当日は、たくさんの人が祭りを楽しん
でおり、参加者は、非行・不良行為による
補導件数が減少しているとはいえ、身近
に起こり得るかもしれない犯罪や事故
等に合わずに家まで無事に帰ってほし
いとの思いを込めながら、「いかのおす
し」のチラシ入りティッシュを配布しての
広報活動や少年への積極的な声かけ
等、活発な活動を展開しました。

宮古地区防犯協会連合会
年金支給日における広報・警戒
活動の実施
　宮古警察署では毎年ボランティア団
体数団体に「STOP振り込め詐欺被害
防止広報大使」を委嘱し、当連合会も活
動を支援していますが、このたび、委嘱
された山口団地自治会の広報大使７名
と宮古署員が参加し、年金支給日に合わ
せた広報・警戒活動を行いました。参加
した「STOP振り込め詐欺被害防止広
報大使」らは活発に、金融機関の利用者
や通行人に広報用ティッシュやチラシを
配布しながら特殊詐欺被害の防止を呼
びかけました。

釜石地区防犯協会連合会
地域・交通安全ふれあい七夕祭
り」の開催
　７月２日、釜石警察署や甲子駐在所連
絡協議会等と連携し、釜石市甲子町の
正福寺幼稚園において、関係者20数名
が参加し「地域・交通安全ふれあい七夕
祭り」を開催しました。当日は、七夕飾り
の笹竹に地域安全を願った短冊の飾り
付けを行ったほか、釜石警察署少年補
導員によるイカのおすしパネルやイカ
のおすしダンスを取り入れた防犯教室
も開催され賑やかな七夕祭りとなりまし
た。飾り付けした笹竹の１本は子供達か
ら釜石警察署にプレゼントされ、来庁者
の目を楽しませていました。
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各地区防犯協会・防犯ボランティアの活動紹介

「紫波町わんわんパトロール隊」
紫波地区地域安全推進協議会
　「ながら見守り」が全国的に注目される中、今年６月、紫波町からの呼
びかけも契機とり、愛犬との散歩時にこどもや高齢者の見守り等、安全で
安心な地域づくりに協力しようと愛犬家等の有志で結成されました。現
在は、有志17人とわんちゃん19匹の隊員がおり、県内でも数少ない「わ
んわんパトロール隊」として、町から貸与された「反射材のわんパトキー
ホルダー」を着けて、不審者や危険箇所等に気を配りながら散歩を楽し
んでいます。紫波町消防防災課では、「日課としている散歩のとき、周囲
にちょっと気を配るだけで、地域の防犯力向上やあいさつ運動の促進に
つながり、誰でも気軽に無理なくできる。」とその活動に期待を寄せてい
ます。　※県内では、「ながら見守り」を実践している団体等はまだまだ
少なく、積極的に働きかけることも大切ですね。（県防連）

「花巻市湯口地区コミュニティ会議」
花巻市防犯協会
　地域の自主的なまちづくりを推進するため、平成19年に設置され、現
在は46名が中心となり、４つの部会に分かれ地域課題の解決に取り組
んでいます。特に、総務・生活環境部会では、花巻市防犯協会花巻総支部
湯口支部や地域の小中学校などと協力して活動を行っており、今年度
は、子ども110番の家や道路の危険箇所を記した「学区安全マップ」を
作製し配布しました。また、車両用の見守りステッカーを構成員に配布。
地域住民が自家用車や作業車に付けて使用することによって「ながら見
守り」を推進するなど、防犯活動に参加しやすい環境づくりや地域の防犯
意識の高揚に貢献しています。　※子供110番の家や危険箇所などは
子供達に知ってもらうことが重要。「学区安全マップ」の配布はいい取り
組みですね。（県防連）

「境田町防犯パトロール隊」
盛岡西地区防犯協会連合会
　平成18年３月、町内会会員を中心に有志
23名で結成されました。同年10月には、い
ち早く青パトによる防犯パトロールを開始。
平成25年には近隣の町内会にも働きかけ
小学校スクールガードを結成するなど活発
な活動を展開しています。また、飼い犬の
リードや自転車に「防犯パトロール」を表示し
ての「ながら見守り」の推進や子供達との安
全マップ作りの推進など、地域ぐるみで防犯
活動に取り組んでおり、後継者育成等の課
題解決にも繋がっています。
　今年７月には、福島県で開催された「北海
道・東北ブロック防犯ボランティアフォーラ
ム」では、発表４団体の一つとして当県を代
表し活動内容を発表しています。　※境田
町防犯パトロール隊の防犯活動の取り組み
は、多くの防犯団体にとっても参考となるも
のと思われます。（県防連）

下閉伊北地区防犯協会連合会
「防犯＆防災コンサートin岩
泉！」の開催
　９月１日、岩泉町民会館で「防犯＆防
災コンサートin岩泉！」を開催しました。
　全国的に特殊詐欺事件が多発してい
ることから、町民が特殊詐欺被害に遭わ
ないよう啓発するため県警音楽隊を招
いて防犯コンサートを開催したもので、
当日は多くの町民が来場するなど、盛況
なコンサートとなりました。

久慈地区防犯協会連合会
強盗致傷事件発生を受け注意
喚起と啓発活動を実施
　久慈地区防犯協会連合会は久慈警察
署と連携し、７月23日に普代村で強盗
致傷事件が発生したことを受け、７月
26日に事件に関する注意喚起とカギか
けなどの啓発活動を実施しました。
　この日は月に１度の「べっぴん夜市」
の開催日で、やませ土風館や久慈駅周
辺に多くの人が来場。防犯関係者は二
手に分かれて市街地を巡回し、チラシな
どを配りながら、事件に関する注意喚起
と情報提供をお願いし、カギかけなどの
防犯措置を徹底するよう呼びかけまし
た。

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
害防止と鍵かけの広報　
　二戸地区防犯協会連合会と二戸警察
署は、６月26日、二戸警察署エントラン
スホールにおいて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。当日は、認定こども園と
もいきの年長児約50名や警察官扮す
る戦隊ヒーロー近未来警察カシオペア、
鍵かけモデル地区に指定された下米沢
自治会の代表者等も飾り付けに参加し、
子どもから大人まで楽しみながら防犯
についての意識を高めることができまし
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

令和元年 全国地域安全運動10月11日（金）～20日（日）

第21回 わたしの主張岩手県大会
最優秀賞に小笠原 凜さん

© S M E

参加者全員で記念撮影

各地区代表の１８名の発表者

　第２１回わたしの主張岩手県大会は、９月１８日（水）、小田島組☆ほ～る（いわて県
民情報交流センター（アイーナ））において盛岡市立城西中学校の協力を得て開催
されました。
　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、『自由にはばたける社会へ』と題して発表した、宮古地区代表の小笠
原凜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
小笠原　凜さん

優秀賞の
松尾 帆夏さん　　小林 友香さん

☆優良賞
『「いのち」を感じて』
　小黒 紗彩さん
　（八幡平市立西根中学校３年）　

『「幸せ」の橋渡し』
　浦田 唯花さん
　（紫波町立紫波第三中学校３年）

『当たり前の幸せ』
　木村 雪月 さん
　（釜石市立唐丹中学校３年）

☆最優秀賞
『自由にはばたける社会へ』
　小笠原　凜さん
 　（宮古市立第一中学校３年）

☆優秀賞
『「普通」というものさし』
　松尾 帆夏さん
　（一戸町立一戸中学校３年）

『ばばからの伝言』
　小林 友香さん
　（大船渡市立大船渡中学校３年）


