
平成 28年度事業報告
(平成 28年 4月 1日 ～平成 29年 3月 31日 )

県内の治安情勢は、刑法犯認知件数が、平成 15年の約 1万 7千件をピークに

減少して近年に至り、年間7,500件前後で推移していたが、平成28年には6,

202件となり前年対比マイナス 1,383件と大幅に減少し、改善傾向を示して

いる。

しかしながら、コンビニエンスス トアやタクシー等を狙つた強盗事件や女子高

校生が被害者となる殺人事件が発生し、更に振込め詐欺等の特殊詐欺事件の被害

金額が約 3億 8千万円となるなど県民生活に不安を与えており、治安維持に予断

を許さない状況にある。

当防犯協会連合会は、防犯活動の中核的存在として、県民の「安全 E安心街づ

くり」に資する公益目的事業を積極的に展開して、県民生活の安全を確保し、犯

罪の起きにくい社会づくりの実現を目指して、次の事業を積極的に推進した。

その主な事業は次のとおりである。

第 1 公益目的事業

1 防犯意識及び防犯諸対策向上のための普及 口啓発事業と犯罪予防社会環境

づくり事業

(1)地域安全運動の推進による防犯思想の普及促進等事業

10月 、全国地域安全運動に伴う関係機関・団体等と連携し、金沢市

香林坊・武蔵ヶ辻等や県内一円において街頭キヤンペーン等を実施し、防犯

意識の高揚促進に取組んだ。

平成 28年 9月 29日 全国中央大会 (写真)



(2)年末・年始特別警戒の実施

12月 20日 、金沢中警察

署において、県 B県警 E地

区防犯協会・地区防犯ボラン

ティアなど関係機関・団体と

連携し、金沢市の繁華街であ

る片町地区の夜間街頭視察を

実施し、防犯意識の高揚を図

った。

主な出席者 片町街頭視察(写真)

生活安全部長、金沢中警察署長石川県知事、県議会議長、警察本部長、

(3)各種広報媒体を活用した広報啓発事業

ア 振込め詐欺等被害防止対策

新聞、 FMラ ジオ放送、自治体機関紙、防犯協会機関紙、防犯ボランテ

ィア寸劇等を活用し、振込め詐欺等被害防止ポイントや防犯協会事業活動

等の広報啓発を図つた。

(ア)FMラ ジオによる「特殊詐欺撲減キャンペーンJ

FMラ ジオ放送による広報事業 (1回 20秒放送を 1日 4～ 5回、週

約 20回放送、随時内容を更新 )

(イ )地元新聞に金融機関と連携した振込め詐欺等被害防止ポイント広報

計 12回
(ウ)」 R金沢駅の時刻表「折りたたみ式」を活用した広報 (春 口秋度に 1

万枚配布)

(工)視聴覚教材「振込め詐欺等被害防止対策」

被害防止対策 DVDを旅行会社に貸与し、バス旅行中の車内で放映し

て、ミニ防犯講習を実施 (老人会等 30団体、約 1,000名 を対象)

(オ)振込め詐欺等被害防止冊子等の配布

・ 6月 「詐欺被害に遭わないための 3ない行動」クリアフアイル (当協

会)」 500部
・ 2月 「詐欺被害防止」ハンドブック (全防連)」 4,100部
等を地区防犯協会等へ配布し、広報活動を支援

イ ホームページ (イ ンターネット)による広報

当防犯協会連合会ホームページヘ地区防犯協会の「地域安全ニュース」

等をタイムリーに搭載し、広報啓発を図つた。
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ウ キッズポリス制服を活用した広報啓発

「キッズポリス制服」を活用し、振込め詐欺等被害防止キャンペーン等

により、積極的な広報啓発活動を展開した。

4月 14日  七尾鹿島防犯協会「YAYAフェスタインやたごうキャンペーン」

5月 28日 生活安全企画課「′サソニックフェア特殊詐欺キャンペーン」

7月 15日  金沢西防犯協会「コマツエ場開放デー金沢 2016」

7月 30日 河北郡市防犯協会「八朔祭り」

8月 7日 金沢西防犯協会「金沢おしごと体験」

10月 11日  七尾鹿島防犯協会「徳田祭キャンペーン」

10月 16日  生活安全企画課「県技能まつり」

10月 17日  金沢中防犯協会「エンジェルポリス認定式」

10月 20日  白山野々市防犯協会「イオン開催交通安全教室」

10月 22日  白山野々市防犯協会「JA農業祭り交通安全教室」

10月 23日  白山野々市防犯協会「蝶屋交通安全教室」

10月 29日 生活安全企画課「パナソニックフェア」

10月 30日 少年課「子供向けイベント」

11月 15日  少年課「いしかわさんフェア石川 2016」

1月 10日 金沢中防犯協会「110番の日」

1月 25日 金沢中防犯協会「エンジェルポリス認定式」

1月 28日 金沢東防犯協会「保育園における交通安全・防犯教室」

2月 12日  生活安全企画課「音楽隊定期演奏会ふれあいコンサー ト」

平成29年 1月 25日 エンジェルポリス認定式(写真)

工 その他広報啓発事業

(ア)広 報誌の作成配布

防犯思想の普及高揚を図るため、全国防犯協会連合会機関誌、石川県

防犯協会連合会機関紙等を配布した。

・ 防犯いしかわ (年 1回 、当協会)  40,000部
・ 機関誌「安心な街に」 (毎月、全防連) 2,000部
・ 機関誌「家庭と防犯」 (毎月、都防連)   500部
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(イ )そ の他

防犯チラシ、同リーフレット、同ポスター等を活用し、自転車盗、万

引き、住宅侵入盗被害防止に関する広報啓発事業を推進した。

(4)犯罪発生を防止するための防犯環境の整備事業

ア 防犯メッセージ付き自動販売機の設置事業

平成28年 8月 9日 、金沢市竪町「金沢パティオ店」において、設置記

念セレモニーを開催した。

主な参加者は、当防犯協会連合会

長、金沢中警察署長、北陸コカコーラ

(株)取締役等

イ 青パ ト(青色回転灯付防犯パ トロール車)配備事業

～日本宝くじ協会助成事業～

平成28年 12月 14日 、羽昨警察署

において、当防犯協会連合会から羽咋郡

市防犯協会に対して、青パ ト1台 (軽四車)

の贈呈式を行つた。

ウ 防犯ボランティアリーダー団体への支援事業

(ア)防 犯ボランティアリーダー養成講座への支援 (当協会・地区防犯協会)

石川県主催 平成28年度、県内 7会場、約400名参加

(イ )学 生防犯ボランティア等の育成支援

学生防犯ボランティア団体の育成支援による防犯意識の高揚と防犯環

境の整備を図つた。

工 防犯対策専門部会事業

金融防犯対策、古物営業防犯対策、風俗環境浄化の各専門部会での防犯

情報の共有化と防犯意識の高揚を図つた。

防犯メッセージボー ト付自販機 (写真)

青パ ト贈呈式 (写真)
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(ア)金融防犯対策専門部会 (警察本部)

4月 25日及び7月 26日 「特殊詐欺水際対策緊急会議等」を開催

近年、振込め詐欺等被害金額が

深刻な状況であることから、よ

り積極的且つ効果的な金融機関

における水際振込め詐欺等被害

防止対策を検討し、情報の共有

化を図つた。

(イ )古 物営業防犯対策専門部会 (警察本部 )

10月 21日 「古物営業防犯対策専門部会」

を開催

古物営業の手引きを作成 日配布し、業務の

適正化を推進 した。

古物営業防犯対策専門部会(写真)

(ウ)風 俗環境浄化対策専門部会 (警察本部)

2月 16日 「風俗環境浄化対策専門部会」を開催

平成27年 3月 の北陸新幹線開業に伴い、金沢駅周辺及び片町環境浄

化対策の強化、更に「改正 風俗営業適正化法」の動きなどを説明し、

環境浄化対策を図つた。

オ 万引等防止連絡協議会との連携

9月 7日  「石川県万引等防止連絡協議会総会」を開催

11月 8日  「石川県コンビニ等防犯

連絡協議会」を開催 し、万引き・コン

ビニ強盗事件の具体的対策を検討

石川県コンビニ等防犯連絡協議会(写真)

3月   「万引き防止マニュアル」800枚 を配付

力 自転車防犯対策向上施策の普及促進

盗難被害の早期回復を図るための自転車防犯登録制度の普及支援

石川県自転車防犯登録協会が行つている自転車防犯登録業務を支援 し、

盗難自転車の早期回復を図つた。
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(5)少年の健全育成及び非行防止事業

ア 関係機関との連携

6月  3日 石川県少年補導員連絡協議会定例理事会

10月 12日  平成28年度少年被害者支援分科会

へ出席し、少年補導員等との連携による少年の規範意識の高揚支援を図

った。

イ 小冊子等の配布 (全防連)

5月  中学生用「あなたの明日のために」

同月 小学生用「安全と遊びのルール」

～健全育成ハンドブック～

1月 みんなの防犯ハンドブック

～キケンから身を守ろう～

を県警察本部少年課を通じて各警察署生活安全課へ配布した。

(6)表彰事業  (平成 28年 10月 5日  警察本部で表彰式)

ア 全国防犯功労及び中部管区防犯功労表彰 (個人、団体、ボランティア)

イ 県警察本部長と県防犯協会長の連名表彰 (同上)

表彰内容は、以下のとおり

区 分

全 防 連 中 防 連 県 防 連

個 人

団体 個人
団体

個人

金賞 銀賞 銅賞 功労 ボ ラ

受賞数
■
‥ 2 6 2 6 9 6 17

(7)各種会議等

ア 総 会 平成28年 6月 21(火 )

第 4回石川県防犯協会連合会通常総会

会 場 金沢東急ホテル

主な出席者

石川県知事、県議会議長、

警察本部長、生活安全部長等

250部
100部

1,000部
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イ 理事会 平成28年 6月 3日 (金 )

石川県警察本部

平成28年 10月 25日 (火 )

書面理事会

平成29年 2月 24日 (金)

石川県警察本部

全国会議

平成28年 11月 4日 (金 )

○ 都道府県防犯協会専務理事・事務局長会議 東京 (市 ヶ谷)

○ 風俗環境浄化事業運営管理者会議     同上

県内各種団体の会議での連携

5月 10日  石川県暴力追放県民運動推進センター理事会

5月 18日  社会を明るくする運動石川県推進委員会

6月  9日  石川県自転車軽自動車事業協同組合通常総会

6月 15日  少年補導員連絡会議

7月 13日  石川県防犯まちづくり推進協議会

8月  2日 石川被害者等支援連絡協議会

8月 29日  石川県防犯設備促進協力会

10月 12日  少年被害者支援分科会

12月  9日 石川被害者支援連絡協議会性犯罪被害者支援分科会

2月 24日 第 2回石川県暴力追放県民運動推進センター理事会

2 風俗環境の浄化のための支援事業

(1)風俗営業管理者に対する講習事業 (委託事業)

当協会連合会では、「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」第

39条に基づき、県公安委員会から委託を受け、風俗営業の管理者 (接待飲

食営業、パチンコ ロ麻雀営業等)に対する法令の周知と連法意識の高揚、不

法就労や暴力団排除等を重点とした法定講習を実行するため、受講者の利便

性を考慮し、県内全般に講習会場を設け、風俗営業管理者の講習を実施 した。

平成28年度 風俗営業所管理者講習実施結果

開催回数 受講対象者 受講者

16回 344名 344名

受講率 100%

ウ

第 4回総会 (写真)

2月 24日理事会 (写真)
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(2)その他風俗環境浄化事業

卑猥な看板、ポスター等の掲出自粛や法令遵守の広報啓発支援と風俗環境

浄化対策専門部会、地区風俗環境浄化協会、少年指導委員等との連携による

風俗環境浄化対策を図つた。

第2 収益事業

1 物品販売

(1)古物商許可標識板、古物商行商従事者証、質屋許可標識板の斡旋

ア 古物商許可標識板   132枚
イ 古物商行商従事者証   34通

(2)警察官立寄所の看板斡旋 19枚
(3)優良防犯機器の普及・斡旋

防犯腕章、カラーボールなどの防犯用品・機器、防犯ガイドブック等の

普及・斡旋を推進した。
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