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第22回宮城県防犯診断競技大会の開催

大和町立吉岡小学校
4年生
相澤　　尊 さん

小学生の部

栗原市立金成中学校
3年生
菅原　　潤 さん

中学生の部

宮城県仙台三桜高等学校
2年生
大江　結菜 さん

高校生の部

　第22回宮城県防犯診断競技大会が、宮城県警察学校を会場に開催された。昨年は、「東日本大震災」により
中止となったが、今年は、各地区防犯協会から選出された防犯協会員、防犯指導（実働）隊員等から成る22
チームが参加し、防犯診断の趣旨である「各種犯罪被害防止」のため、防犯診断技術の向上と安全で安心な地域
社会の実現を目指して、窃盗などを目的とした住居侵入犯罪や車上ねらいを想定した競技に熱戦を繰り広げた。
　本大会の優勝チームは、大崎西部地区がみごと4連覇を成し遂げ、大会委員長の宮城県防犯協会連合会の
井上会長より表彰状と優勝盾が授与された。

あなたの善意で、安全・安心まちづくりを
　当協会は、賛助会員の方々などのご支援をいただきながら、「犯罪のない
明るく住みよい地域社会」の実現を目指し、各種事業を行っております。
　事業の趣旨にご賛同のうえ、当協会にご入会いただきますようお願いい
たします。

防
犯
賛
助
会
員

公
益
社
団
法
人
宮
城
県
防
犯
協
会
連
合
会

入会のお申し込み、お問い合わせは当協会事務局まで
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せんだい北 せんだい南 せんだい中央

防犯診断活動状況 七郷中学校生徒の一日警察署長による
出動宣言の様子

中学生ボランティアとの合同
「安全・安心キャンペーン」

ヤングなでしこ道上選手一日警察署長による
防犯グッズ配布活動

しおがま い　ず　み せんだい東

「自転車一斉防犯点検」等の
盗難防止活動 振り込め詐欺被害防止キャンペーン

いしのまき くろかわ いわぬま

一日犯罪抑止戦略官によるキャンペーン
「石巻工業高校野球部主将  阿部翔人くん」

振り込め詐欺・自転車盗難被害防止キャンペーン
一日警察署長に任命された大和町キャラクター「アサヒナサブロー」 地域一体となった安全・安心まちづくり

と　　　め さ　ぬ　ま けせんぬま

登米地区中学生ボランティア『4Ｔ隊』が
防犯パネルを作製し、幼稚園で防犯教室を実施

全国地域安全運動
佐沼地区出動式の状況

「ひがいさけナイト」と「もーかちゃん」
防犯キャラクターを活用した広報啓発活動を推進中
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おおさき東部 みなみさんりく か　ほ　く

神無月『かけ・つけ』作戦
自転車の盗難防止（カギをかけ

4 4

る）、事故防止（早めのライトをつけ
4 4

る）
南三陸地区防犯協会前後浜支部員による

年末警戒パトロール 平成24年度全国地域安全運動出動式

つきだて わかやなぎ と　お　だ

年末年始特別警戒出動式
〜安全で安心して暮らせるふるさと栗原を目指して〜 年末・年始特別警戒出動！ 各種キャンペーンの実施状況

おおがわら か　　　み おおさき西部

自転車盗難被害防止キャンペーン 地元スーパーで防犯キャンペーン
乗り物盗防止、万引き防止の広報活動

大崎西部地区少年補導員協会製作の
大型紙芝居を活用した防犯教室

わ　た　り か　く　だ しろいし

仮設住宅内では悪質な訪問販売はお断り！
仮設住宅地域防犯サポーター、警察、防犯協会で看板設置

安全・安心まちづくりキャンペーン
〜犯罪のない角田・丸森へ　願いをこめて〜

全国地域安全運動出動式
防犯キャンペーン



インターネット犯罪に遭わないために！！
知ってますか？ その手の中にある危険を！！

何かが潜んでいる危険なサイト

子どものインターネット利用に
フィルタリングを！！

子どものインターネット利用に
フィルタリングを！！

　最新の携帯電話は、電話なのかコンピューターなのか

区別が付かない程に高機能化しています。携帯電話の気

軽さから、簡単に出会い系サイト等にアクセスして、

　　架空請求・高額請求の被害
　　買春・児童ポルノ等の性被害
といった犯罪に遭うケースが増えています。

　フィルタリングとは、インターネット上のウェブサイト

を一定の基準に基づき、閲覧できるサイトと閲覧できな

いサイトに選別し、青少年に有害な情報を閲覧できなく

することです。

　「青少年ネット規制法」（略称）では、インターネットにア

クセスできる携帯電話の利用者が18歳未満である場合

は、保護者がサービスを必要ないと申し出ない限り、携帯

電話会社に「有害サイトアクセス制限サービス（フィルタ

リングサービス）」を提供するように義務づけています。

　インターネットが利用できる携帯電話を新規購入するときは、携帯電話取扱店で子どもの年

齢とフィルタリングサービスの要・不要が確認されます。

　子どもには有害と思われるサイトがインターネット上に公開されていても、やめさせること

はできません。

　それは、情報発信者には表現の自由があるからです。それを侵すことなく、子どもが有害サイ

トにアクセスできないようにするため、『フィルタリング』を活用しましょう。

　有害サイトは、見せたくないものの、見せられてしまう危険が！
　●援助交際等の出会い系サイト
　●わいせつ画像等のアダルトサイト
　●自殺や家出を誘う自殺サイト

　●暴力や動物虐待等の画像を載せた残虐サイト
　●他人の悪口や誹謗中傷を載せたサイト
　●麻薬や毒物等を載せたサイト

見ない！ 乗らない！
●興味本位で「出会い系サイト」は見ない。
●広告メールが届いても誘いに乗らない。
●メールが届かないような対策をする。

書き込まない！ 返信しない！
●「出会い系サイト」には、絶対に書き込まない。
●知らないメールには返信しない。
●援助交際の書き込みをすると処罰の対象になる。

絶対に会わない！
●「出会い系サイト」、「チャット」等、インターネット
上で知り合った者とは、絶対会わない。
●児童・生徒の利用が法律で禁止されているのに、
あえて会おうとする「危険な相手」だということ
を認識しましょう。

1

2

3

児童・生徒のみなさんが
インターネット犯罪に巻き込まれないためにできること

携帯電話でインターネットサービスを利用する場合、違法・有害情報
を閲覧する危険性や犯罪被害に遭う危険があります。

フィルタリングとは何？

フィルタリングの活用で、見せたくないサイトはブロックする。

携帯電話のフィルタリング

インターネット利用者が18歳未満ならサービスを無料提供！

保護者が子どもの携帯電話を新規購入するとき

　18歳未満の者がインターネットを利用できる携帯電話を自分で新規購入するときは、保護者

から「フィルタリングサービスの要・不要」の確認ができない限り、携帯電話取扱店ではインター

ネット利用の申込みは受け付けません。

子ども自身が携帯電話を新規購入するとき

危険なサイト

フィルタリング
サービス！
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振り込め詐欺　これが　　　　　　　　 です。最近の手口！

儲け話は危険！
注

電話による勧誘や儲け話には安易に応じない。

その人、本当にお巡りさん？！
注

警察官や銀行協会等が暗証番号を
聞き出すことはありません。

警察官や銀行関係者を名乗り、キャッシュカード
を騙し取る詐欺が多発！

身に覚えがない請求は無視！
注

身に覚えがない請求は無視する。

使っていない、登録していないサイトの登録料や
延滞金名目の請求で騙し取られる被害が続出！

社債購入や未公開株購入名目でお金を
騙し取られる被害が発生！

融資前に請求？
注

融資を前提に料金を請求されたら
『詐欺』です。

融資を餌に、申込者からお金を騙し取る
融資保証金詐欺が発生！

（敬称略）協助会員

宮城県金融機関防犯連絡協議会

宮城県遊技業防犯協力会

宮城県遊技業協同組合

宮城県自転車・軽自動車商業協同組合

宮城県社交飲食業生活衛生同業組合

宮城県カラオケスタジオ防犯協会

宮城県ＪＡ共済・警察防犯対策協議会

東北遊技機商業協同組合

宮城県麻雀業組合連合会

宮城県防犯設備士協会

東北ロックセキュリティ協同組合

宮城県ガラス飛散防止組合

一般社団法人宮城県警備業協会

財団法人日本防災通信協会宮城県支部

宮城県アミューズメント施設営業者協会

賛助会員（法人）

仙台中央

仙台ターミナルビル株式会社

株式会社江陽グランドホテル

株式会社藤崎

株式会社白松がモナカ本舗

株式会社仙台銀行

株式会社たいよう共済宮城支店

学校法人菅原学園

株式会社七十七銀行

カメイ株式会社

東北電力株式会社

株式会社メガネの相沢

東北電力株式会社宮城支店

株式会社仙台三越

メトロ商事株式会社

仙台観光株式会社

扇屋商事株式会社

株式会社マルタマ

日本たばこ産業株式会社仙台支店

サンケミファ株式会社

株式会社バイタルネット

同和興業株式会社

同和警備株式会社

株式会社建美

株式会社百反

テンプスタッフカメイ株式会社

株式会社ベルモードスズキ

綜合警備保障株式会社東北支社

ジェイ商事株式会社仙台駅前支店

Ｐ－ＳＴＡＴＩＯＮ

コンサートホール仙台駅前店

社団法人宮城県医師会

社団法人宮城県歯科医師会

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

日本証券業協会東北地区協会

国立大学法人東北大学

富国生命保険相互会社仙台支社

株式会社ベガルタ仙台

桜岡大神宮

イオンリテール株式会社東北カンパニー

株式会社パルコ仙台店

株式会社学生情報センター仙台駅前店

仙台南

株式会社三共仙台支店

北日本電線株式会社

株式会社壹岐砂利店

弘進ゴム株式会社

株式会社ソレイユ

株式会社大一販売仙台支社

株式会社三洋販売東北支社

株式会社日本パトロール警備保障

旭化学工業株式会社

パーラーボンボン

ベガスベガス仙台南店

ニラク仙台南店

ザ・ゴールド仙台中田店

株式会社アサヒセキュリティ東北運営本部

学校法人東北工業大学

宗教法人愛宕神社

仙台北

仙台市中山地区防犯協会

有限会社菅井新聞店

株式会社だい久製麺

宗教法人（定義如来）西方寺

東北福祉大学

学校法人朴沢学園明成高等学校

学校法人宮城学院

セルコホーム株式会社

株式会社セントラル伸光

株式会社鷹泉閣岩松旅館

七十七銀行宮町支店

社団法人宮城県建設業協会

遠山青葉印刷株式会社

Ｐ・ＣＬＵＢ二日町店

ライジング宮町

２１ＳＥＩＫＩ仙台愛子店

ＡＴアクト株式会社

仙台東

株式会社東北アイビ

共立輸送株式会社仙台営業所

キリンビール株式会社仙台工場

中城建設株式会社

株式会社髙工

富士警備保障株式会社仙台営業所

学校法人仙台育英学園高等学校

井上設備工業株式会社

株式会社三森コーポレーション

三本コーヒー株式会社仙台支店

株式会社トスネット

株式会社平安

株式会社佐々木印刷所

一般社団法人日本自動車連盟宮城支部

税理士法人青木＆パートナーズ

ライジング新田

マルハン仙台駅東店

ジェイ商事株式会社仙台支店

創価学会東北文化会館

株式会社清月記

　泉　

泉中央地区防犯協会

将監地区防犯協会

仙台白百合女子大学

ヤマト運輸株式会社宮城主管支店

株式会社サトウ

Ｐ．Ｅ．ＫＩＮＧ  ＯＦ  ＫＩＮＧＳ仙台泉店

マルハン仙台泉店

泉警察官友の会

公益社団法人宮城県防犯協会連合会　協・賛助会員

融資

振り込め詐欺に注意！！

その電話、本当に息子？！
息子さんの実名を名乗り、現金を振り込ませる
詐欺が発生

注

「携帯電話番号が変わった」と言う電話は
『詐欺』です。

！

（各地区防連順）

平成25年2月発行防 犯 み や ぎ平成25年2月発行 防 犯 み や ぎ



振り込め詐欺　これが　　　　　　　　 です。最近の手口！

儲け話は危険！
注

電話による勧誘や儲け話には安易に応じない。

その人、本当にお巡りさん？！
注

警察官や銀行協会等が暗証番号を
聞き出すことはありません。

警察官や銀行関係者を名乗り、キャッシュカード
を騙し取る詐欺が多発！

身に覚えがない請求は無視！
注

身に覚えがない請求は無視する。

使っていない、登録していないサイトの登録料や
延滞金名目の請求で騙し取られる被害が続出！

社債購入や未公開株購入名目でお金を
騙し取られる被害が発生！

融資前に請求？
注

融資を前提に料金を請求されたら
『詐欺』です。

融資を餌に、申込者からお金を騙し取る
融資保証金詐欺が発生！

（敬称略）協助会員

宮城県金融機関防犯連絡協議会

宮城県遊技業防犯協力会

宮城県遊技業協同組合

宮城県自転車・軽自動車商業協同組合

宮城県社交飲食業生活衛生同業組合

宮城県カラオケスタジオ防犯協会

宮城県ＪＡ共済・警察防犯対策協議会

東北遊技機商業協同組合

宮城県麻雀業組合連合会

宮城県防犯設備士協会

東北ロックセキュリティ協同組合

宮城県ガラス飛散防止組合

一般社団法人宮城県警備業協会

財団法人日本防災通信協会宮城県支部

宮城県アミューズメント施設営業者協会

賛助会員（法人）

仙台中央

仙台ターミナルビル株式会社

株式会社江陽グランドホテル

株式会社藤崎

株式会社白松がモナカ本舗

株式会社仙台銀行

株式会社たいよう共済宮城支店

学校法人菅原学園

株式会社七十七銀行

カメイ株式会社

東北電力株式会社

株式会社メガネの相沢

東北電力株式会社宮城支店

株式会社仙台三越

メトロ商事株式会社

仙台観光株式会社

扇屋商事株式会社

株式会社マルタマ

日本たばこ産業株式会社仙台支店

サンケミファ株式会社

株式会社バイタルネット

同和興業株式会社

同和警備株式会社

株式会社建美

株式会社百反

テンプスタッフカメイ株式会社

株式会社ベルモードスズキ

綜合警備保障株式会社東北支社

ジェイ商事株式会社仙台駅前支店

Ｐ－ＳＴＡＴＩＯＮ

コンサートホール仙台駅前店

社団法人宮城県医師会

社団法人宮城県歯科医師会

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

日本証券業協会東北地区協会

国立大学法人東北大学

富国生命保険相互会社仙台支社

株式会社ベガルタ仙台

桜岡大神宮

イオンリテール株式会社東北カンパニー

株式会社パルコ仙台店

株式会社学生情報センター仙台駅前店

仙台南

株式会社三共仙台支店

北日本電線株式会社

株式会社壹岐砂利店

弘進ゴム株式会社

株式会社ソレイユ

株式会社大一販売仙台支社

株式会社三洋販売東北支社

株式会社日本パトロール警備保障

旭化学工業株式会社

パーラーボンボン

ベガスベガス仙台南店

ニラク仙台南店

ザ・ゴールド仙台中田店

株式会社アサヒセキュリティ東北運営本部

学校法人東北工業大学

宗教法人愛宕神社

仙台北

仙台市中山地区防犯協会

有限会社菅井新聞店

株式会社だい久製麺

宗教法人（定義如来）西方寺

東北福祉大学

学校法人朴沢学園明成高等学校

学校法人宮城学院

セルコホーム株式会社

株式会社セントラル伸光

株式会社鷹泉閣岩松旅館

七十七銀行宮町支店

社団法人宮城県建設業協会

遠山青葉印刷株式会社

Ｐ・ＣＬＵＢ二日町店

ライジング宮町

２１ＳＥＩＫＩ仙台愛子店

ＡＴアクト株式会社

仙台東

株式会社東北アイビ

共立輸送株式会社仙台営業所

キリンビール株式会社仙台工場

中城建設株式会社

株式会社髙工

富士警備保障株式会社仙台営業所

学校法人仙台育英学園高等学校

井上設備工業株式会社

株式会社三森コーポレーション

三本コーヒー株式会社仙台支店

株式会社トスネット

株式会社平安

株式会社佐々木印刷所

一般社団法人日本自動車連盟宮城支部

税理士法人青木＆パートナーズ

ライジング新田

マルハン仙台駅東店

ジェイ商事株式会社仙台支店

創価学会東北文化会館

株式会社清月記

　泉　

泉中央地区防犯協会

将監地区防犯協会

仙台白百合女子大学

ヤマト運輸株式会社宮城主管支店

株式会社サトウ

Ｐ．Ｅ．ＫＩＮＧ  ＯＦ  ＫＩＮＧＳ仙台泉店

マルハン仙台泉店

泉警察官友の会

公益社団法人宮城県防犯協会連合会　協・賛助会員

融資

振り込め詐欺に注意！！

その電話、本当に息子？！
息子さんの実名を名乗り、現金を振り込ませる
詐欺が発生

注

「携帯電話番号が変わった」と言う電話は
『詐欺』です。

！

（各地区防連順）
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防犯
公益社団法人
宮城県防犯協会連合会
〒985-0841
多賀城市鶴ケ谷一丁目4番1号
TEL 022-355-7401
http://www.miyagi-kenbouren.com/

平成25年2月発行

第22回宮城県防犯診断競技大会の開催

大和町立吉岡小学校
4年生
相澤　　尊 さん

小学生の部

栗原市立金成中学校
3年生
菅原　　潤 さん

中学生の部

宮城県仙台三桜高等学校
2年生
大江　結菜 さん

高校生の部

　第22回宮城県防犯診断競技大会が、宮城県警察学校を会場に開催された。昨年は、「東日本大震災」により
中止となったが、今年は、各地区防犯協会から選出された防犯協会員、防犯指導（実働）隊員等から成る22
チームが参加し、防犯診断の趣旨である「各種犯罪被害防止」のため、防犯診断技術の向上と安全で安心な地域
社会の実現を目指して、窃盗などを目的とした住居侵入犯罪や車上ねらいを想定した競技に熱戦を繰り広げた。
　本大会の優勝チームは、大崎西部地区がみごと4連覇を成し遂げ、大会委員長の宮城県防犯協会連合会の
井上会長より表彰状と優勝盾が授与された。

あなたの善意で、安全・安心まちづくりを
　当協会は、賛助会員の方々などのご支援をいただきながら、「犯罪のない
明るく住みよい地域社会」の実現を目指し、各種事業を行っております。
　事業の趣旨にご賛同のうえ、当協会にご入会いただきますようお願いい
たします。

防
犯
賛
助
会
員

公
益
社
団
法
人
宮
城
県
防
犯
協
会
連
合
会

入会のお申し込み、お問い合わせは当協会事務局まで
電話 ０２２－３５５－７４０１

平成24年
防犯
ポスター

賛助会員を募集しています。

高 崎　恒 晴

星　　 松 岳

阿 部　建 夫

齊 藤   　充

石 山　伸 廣

高 橋　德 郎

山 本　右 子

伊 藤　長 作

菊 地　義 衞

塩　釜

株式会社渡會

社団法人松島観光協会

株式会社仙台不動産管理センター

カルド

エスタディオ利府

志波彦神社　鹽竈神社

岩　沼

宗教法人竹駒神社

パナソニック株式会社仙台工場

株式会社仙台ニコン

仙台空港ビル株式会社

株式会社東北京楽

日本製紙株式会社岩沼工場

東洋ゴム工業株式会社仙台工場

サッポロビール株式会社仙台工場

ジェイ商事株式会社名取支店

黒　川

宮城県中古自動車販売協会

東北計器工業株式会社

石　巻

日本製紙株式会社石巻工場

南光運輸株式会社

石巻商工信用組合

石巻信用金庫

パチンコ大同会館

株式会社ケイセン

ライジング石巻

マルハン石巻店

気仙沼

株式会社ヤマカ

株式会社内海石油

株式会社大信

株式会社石渡商店

株式会社片浜屋

株式会社気仙沼商会

株式会社海光商事

佐　沼

株式会社ウジエスーパー

株式会社渡辺土建

ジェイ商事株式会社佐沼支店

株式会社ジョイショッピングプラザ

株式会社アベ美装

株式会社志たかぢや

スーパーラッキー佐沼店

舟橋や

天華

直利庵三浦屋

佐々木屋

登　米

東和町建設業協会

南三陸

株式会社阿部長商店　南三陸ホテル観洋

志津川オリエント工業株式会社

株式会社遠藤組

大崎東部

ＹＫＫ  ＡＰ株式会社東北事業所

アルプス電気株式会社古川工場

株式会社一ノ蔵

大崎生コンクリート協同組合

古川金融団

マルハン古川店

若　柳

ジオマテック株式会社

上田建設株式会社

大将軍若柳店

築　館

伊藤ハムデイリー株式会社

株式会社北光

サンドビックツーリングサプライジャパン株式会社

築館ニュー宮城

大崎西部

鳴子温泉観光協会

大河原

山崎製パン株式会社仙台工場

東北特殊鋼株式会社

株式会社八重樫工務店

有限会社仙南遊機

パーラービッグウェーブ

パーラービッグウェーブ Ⅱ
白　石

セコム工業株式会社

角　田

株式会社第一商事

亘　理

株式会社北村製作所宮城工場

野村建設株式会社

日幸電機株式会社

賛助会員（個人）

熊 谷 かず子

及 川 金治郎

児 玉　勝 美

田 中　一 寿

防 犯 み や ぎ 平成25年2月発行




