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　本年９月に石川県警察本部長として
着任いたしました河原でございます。
　各地区防犯協会、防犯ボランティア
団体を始め、県民の皆様方には、平素

から「安全・安心なまちづくり」にご尽力いただいておりま
すことに、感謝と敬意を表するとともに、この場を借りて厚
く御礼申し上げます。
　さて、県内の犯罪情勢につきましては、昨年の刑法犯認知
件数が戦後最小の 6,202 件と、戦後最多を記録した平成 15
年の約３分の１となり、本年も減少傾向が続いております。
　これもひとえに地域における継続的な防犯パトロール等の
活動と、それに伴う県民の皆様の防犯意識の向上が地域の安
全確保に大きな効果をあげているものと認識しております。
　しかしながら、本年に入り、帰宅途中の女子高校生や一
人暮らしの高齢女性が被害者となる凶悪事件が発生してい

るほか、高齢者を狙った振り込め詐欺等の被害が依然とし
て発生するなど憂慮すべき状況もみられます。
　このような情勢の中、県警察では、通学路の安全確保を
始めとして、護身術や詐欺被害防止講習等を含めた防犯教
室の開催等により、県民の自主防犯能力を高めるように努
めております。また、北陸新幹線開業３年目、大型クルー
ズ船の寄港、2020 年の東京オリンピック開催等と、交流人
口の拡大が益々予想される状況の中、治安対策に取り組ん
でいるところであります。
　安全で安心して暮らせる石川のまちづくりを推進するた
めには、警察の活動だけではなく、県民の皆様方のご協力
が必要でありますので、今後とも、警察活動に対する一層
の御理解、御支援をお願い申し上げますとともに、皆様方
のますますの御健勝と御多幸を心から御祈念申し上げ、私
の御挨拶といたします。

安全で安心して暮らせる石川のまちづくりの推進について
石川県警察本部長　河原　淳平　

羽咋郡市防犯協会連合会に「青色回転灯付防犯パトロール車（青パト）」を配備 ～石川県防犯協会連合会から羽咋郡市防犯協会連合会長に贈呈～

およみになったらすぐお隣へ回覧

〜育てよう　みんなで声かけ　ちいきの子〜
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【金融防犯対策専門部会（部会員 21）】
（一社）石川県銀行協会（11 法人）
石川県信用農業協同組合連合会
日本銀行金沢支店
日本郵便㈱北陸支社
石川県信用漁業協同組合連合会
石川県信用金庫協会
北陸労働金庫石川県本部
㈱日本政策金融公庫金沢支店
農林中央金庫金沢推進室
㈱商工組合中央金庫金沢支店
石川県信用組合協会

（一社）石川県警備業協会
（公財）日本防災通信協会石川県支部
【古物営業防犯対策専門部会（部会員８）】
石川県自動車販売店協会
石川県自転車軽自動車事業協同組合
金沢美術商協同組合
金沢古物商組合
中部遊技機商業協同組合
石川県質屋組合連合会
石川県古書籍商組合
石川県チケット組合

【風俗環境浄化対策専門部会（部会員８）】
石川県社交料飲生活衛生同業組合

石川県遊技業協同組合
石川県飲食業生活衛生同業組合
石川県旅館ホテル生活衛生同業組合
石川県料理業生活衛生同業組合
石川県麻雀業組合連合会
石川県健全娯楽業協会
石川県カラオケボックス協会

【警備業会員（４）】
㈱セーフティ
国際警備保障㈱
北陸綜合警備保障㈱
東洋警備保障㈱

【一般賛助会員（12）】
テレ通㈱
中部特機産業㈱セキュリティハウス中部特機
㈱ヤクルト北陸
三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券㈱
ミニボートピア津幡㈱グッドワン
石川県タクシー協会
中谷電気工事㈱
石川県トラック協会
㈱旗屋

（一財）日本自動車査定協会石川県支所
㈱東洋コンツェルン
石川県警友会

（公社）石川県防犯協会連合会
平成29年度通常総会の開催

私達は犯罪の起きにくい社会づくりを応援しています。
公益社団法人石川県防犯協会連合会賛助会員一同　	 （順不同）

平成29年度全国地域安全運動 ～安全で住みよい地域社会の実現～ 平成29年10月11日㈬～10月20日㈮までの10日間

・全国重点
　◦子供と女性の犯罪被害防止
　◦特殊詐欺の被害防止

・地域重点（石川県）
　◦無施錠を理由に被害に遭う割合が高い犯罪
    （住宅対象侵入窃盗、車上ねらい、自転車盗）の被害防止
　◦増加傾向にある犯罪（置引き、万引き）の被害防止

　平成29年度 57法人・団体

　平成 29 年６月 29 日（木）、金沢市香林坊の「金

沢東急ホテル」において、役員、正会員など約 90

名が出席し、第５

回公益社団法人石

川県防犯協会連合

会通常総会が開催

されました。

　総会の冒頭、永

山憲三会長から「北陸新幹線が開業し、交流人口

の拡大等に伴う治安対策の推進と特殊詐欺被害防

止対策を進めていくことが活動の中心になる。」と

挨拶し、来賓の石川県知事谷本正憲、同県議会議

長米澤賢司、同県警察本部長森内彰が祝辞を述べ

ました。

　議案審議につきましては、

・役員の任期満了に伴う選任の件

・平成 28 年度計算書類等承認の件

・ 平成 29 年度事業計画及び予算案承認の件

などが審議され、いずれも可決承認されました。

〜つながりは　地域を守る　強いかぎ〜
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〜防犯は　地域の力と　助け合い〜
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〜万引きで　汚すな青春　ゆめ・未来〜
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第18回金沢中防犯少年
ソフトボール大会開催

　６月25日及び７月17日、金沢市

久安運動公園において、第18回金

沢中防犯少年ソフトボール大会が行われました。9チーム、約

130名の子どもたちが参加し、熱戦を繰り広げました。

女性の犯罪被害防止を呼
びかけるキャンペーンを
実施

　鉄道事業者とともに、６月16

日、JR金沢駅兼六園口において、

女性が被害者となる痴漢や盗撮等の被害を防止するため、キャ

ンペーンを実施しました。

　朝の通勤通学時間帯であったことから、多くの女性に犯罪被

害の防止を呼びかけることができました。

　また、県警マスコット「いぬわしちゃん」や金沢東署マスコ

ット「ぽん太くん」も参加しました。

寸劇による特殊詐欺被害
防止広報活動の実施

　７月 20 日、米丸校下社会福祉協

議会の地域サロンにおいて、寸劇

を交えた防犯講習を実施しました。

　寸劇は、子どもを騙る「オレオレ詐欺」や、ＡＴＭへ誘導す

る「還付金等詐欺」、コンビニで電子マネーを購入させる「架

空請求詐欺」などの様々な手口や、それらに騙されないための

対策を署員が分かりやすく紹介する内容で、講習を受けた高齢

者からは、「いろいろな手口を知ることができて、とても参考

になった」などの感想が聞かれました。

「加賀フルーツ実守り隊」
が発足！

　８月１日（火）初出荷を迎える

新種の梨「加賀しずく」を守ろうと、

加賀梨共同選果場にて「加賀フル

ーツ実守り隊」の発足式が行われ

ました。

　当日は、大聖寺警察署、加賀市、

JA 加賀、そして「加賀フルーツ実

守り隊」として、梨生産者の方々、

加賀市防犯交通推進隊、加賀市防犯協会、交番、駐在所員が集

結しました。

　発足式終了後は、青パトやパトカーにて梨畑へ移動、出荷前

〜万引きで　明るい未来に　暗い影〜

の梨の実を見て回りました。

　加賀市防犯協会から梨生産組合へパトロール活動への支援と

して LED の懐中電灯を寄贈しました。

警察車両展示で活動を
アピール

　５月３日（水・祝）小松市主催

の「はたらくくるまがやってくる」

イベントにおいて、小松市役所前

市道においてキャンペーンを実施

しました。

　小松警察署からは、白バイ、パ

トカー、青色パトロール車を展示

し、テッシュ、ちらしを配布して「大

切なのは　子どもを守る！大人の本気」と題して、親子連れの

方に呼び掛けました。

　また、青色パトロール車の活動についても、広く市民のみな

さんに理解を得ることができたのではないでしょうか。

クイズで楽しみながら
交通安全・防犯を呼びかけ

　７月 21 日（金）、いしかわ動物

園において、寺井警察署と合同で

『みんなが安心のトキ～夏の交通安

全・防犯キャンペーン～』を開催

しました。

　キャンペーンでは、一日警察署長に委嘱された 2017 年東

レキャンペンガールの浅香りほさんとともに、動物・交通安全・

防犯に関する○・×クイズを出題し、能美市立緑が丘保育園の

園児が元気よく回答するなど、楽しみながら学ぶことができま

した。また、事前に来園者に対し、交通安全や鍵かけの徹底・

特殊詐欺防止を呼びかけるチラシを配布しました。

『それは詐欺』カードで
啓発

　白山野々市防犯協会は白山警察

署と連携し、電子マネーを利用した

ニセ電話詐欺被害の未然防止を呼

び掛ける『それは詐欺』カードを

１万１千部作成しました。

　管内の全コンビニエンスストア

及び複合施設等に働きかけ、電子

マネー購入者全員に『それは詐欺』

カードを配布して注意喚起を呼び掛けてもらえるよう協力を依

頼したほか、白山市倉光町内の商業施設ラスパ白山の協力を得

て、来店者約 500 名に対し、啓発グッズを配布し、被害防止

を呼び掛けました。

　１カ月後、コンビニエンスストア２店舗で被害を未然に防ぐ

ことができ、皆様のご協力に感謝しています。

地区防犯協会だより

金沢中防犯協会

金沢東防犯協会

金沢西防犯協会

加賀市防犯協会

白山野々市防犯協会

小松市防犯協会

能美防犯協会
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〜暴力団　排除すすめる　みんなの輪〜

振り込め詐欺被害防止
「卓上ソーラーいぬわし君」
作成 !!

　輪島警察署では、管内にある 48

金融機関に個別で訪問し、振り込

め詐欺対応窓口訓練を行いました。

犯人に大切な顧客の財産を渡さな

い最後の砦との思いでご協力頂き

ました。更に、窓口に来店した方

への注意喚起として、輪島警察署

と防犯協会で「卓上ソーラーいぬ

わし君」を作成し 48 金融機関に贈呈しました。いぬわし君が

その体を動かしながら注意喚起を促します。

夏休み防犯教室の開催
　町内、柳田小学校において児童

が夏休みを安全にすごすために防

犯教室を行いました。

　「いかのおすし」おりがみを配布、

連れ去りなどの被害にあわないよ

う再確認し、珠洲署員からの説明

を熱心に聞きました。

防犯農園サツマイモ
苗植え作業体験

　蛸島地区防犯委員会が中心

となり、蛸島小学校児童や蛸

島保育所年長児のみなさんと

蛸島小防犯農園で 500 本のサ

ツマイモの苗を一本一本丁寧に植えました。

　これは、地域住民とのふれ合いや農作業体験を通じ、子ども

達の健全育成を図ることを目的として実施されており、子ども

達の成育とサツマイモの生育を地域ぐるみで見守っています。

　秋には待ちに待った収穫作業を行い、学校給食に使うほか、

高齢者福祉施設に児童の代表が届けて来ます。

　作業に先立ち、全校児童から募集した防犯標語コンクールの

表彰式が行われ、警察署長より入賞者に賞状と副賞が手渡され

ました。

珠洲防犯協会

能登防犯協会

防犯万華鏡作りを実施
　４月 26 日（水）萩野小学校

　はぎっ子げんき塾において、

防犯万華鏡作りを行いました。

　児童の皆さんは、署員から防

犯標語「いかのおすし」につい

て学んだ後、地区防犯委員の

方々とともに、個性豊かな万華

鏡を製作し、完成した万華鏡に

は「いかのおすし」のシールを

貼り、防犯意識の高揚を図りま

した。

　その後、振り込め詐欺被害防

止カードを作成しながら「おじいちゃん、おばあちゃん、振り

込め詐欺に気をつけて」など祖父母へのメッセージに願いをこ

めました。

羽咋郡市防犯少年剣
道大会を開催

　７月１日、羽咋市武道館に

おいて羽咋郡市防犯少年剣道

大会を開催しました。羽咋郡

市内の少年剣道教室の児童と

中学校の剣道部の生徒たちが個人戦・団体戦とそれぞれトーナ

メント方式で試合を行いました。

　31 回目を迎えた本大会は少年の非行防止、健全育成を願う

目的に行なっているものです。本年も各団体の協力のもと盛大

に実施され、会場から声援を受けて正々堂々と練習の成果を発

揮しました。

「子ども110番の家」
実態調査の実施

　七尾警察署管内では各地区

防犯団体と交番・駐在所と連

携し、「子ども 110 番の家」

549 か所を一軒一軒訪問し、

継続意思の確認や、いざという時のための対応要領が記載され

たチラシを配布するなどしました。

　調査により、建て替えやリフォームで看板がなくなっていた

り、大きく破損している看板を把握することができました。

　今回の調査結果を踏まえて一覧表を修正し、小学校や各地区

防犯委員会に再度配布する予定で、「子ども 110 番の家」のマ

ップ作成等に活用してもらう予定です。

　子ども 110 番の家の皆さん、いつもありがとうございます。

　今後も子供達の安全安心のためご協力よろしくお願いし

ます。

輪島穴水防犯協会

安 心 な 暮 ら し の お 手 伝 い

防犯活動や少年補導活動中の事故による傷害等が補償されます。

本　　社　東京都千代田区平河町2丁目3番6号 平河町共済ビル
　　　　　TEL.03（3230）2911（代）
石川支店　金沢市鞍月4-133 KCビル3F
　　　　　TEL.076（266）0375

株式会社たいよう共済
損 害 保 険 取 扱 代 理 店

防 犯 協 会 員 団 体 総 合 補 償 保 険
少年警察ボランティア団体総合補償保険

河北郡市防犯協会

七尾鹿島防犯協会

羽咋郡市防犯協会連合会


