
公益社団法人
宮城県防犯協会連合会
〒９８５－０８４１
多賀城市鶴ヶ谷一丁目４番１号
ＴＥＬ ０２２－３５５－７４０１
http://www.miyagi-kenbouren.com/

防犯
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　平成２７年１０月９日、仙台市民会館において、全国地域安全運動宮城
県大会が開催されました。
　本大会は、全国地域安全運動が１０月１１日から１０月２０日まで実施さ
れることに伴い、宮城県防犯協会連合会、宮城県、宮城県警察の共催
により、防犯関係者約５００人が出席して行われました。
　第１部では、防犯功労者、優良防犯団体及び防犯作文・ポスターコン

クール最優秀者に対する表彰が行われ、第２部では、船岡を明るくする会代表による記念講演の後、気仙沼市在住の
シンガーソングライター熊谷　育美氏と宮城県警察音楽隊によるミニコンサートが行われ、盛況のうちに閉会しました。

中学生の部 中学生の部
小学生の部

（公社）宮城県防犯協会連合会と宮城県警察では、少年の健全育成を目的として、県内の小・中学校及び高等
学校の児童・生徒から防犯作文・ポスターを募集しています。　[※ 詳しくはホームページをご覧ください。]

仙台市立南吉成中学校３年
橘内　莉沙 さん涌谷町立涌谷第一小学校２年

扇　悠真 さん

栗原市立金成中学校３年
及川　瑞貴 さん

平成２7年 防犯ポスター最優秀作品

平成２７年
全国地域安全運動
宮城県大会の開催

平成２７年
全国地域安全運動
宮城県大会の開催
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地区防犯ボランティア等活動紹介地区防犯ボランティア等活動紹介

年末・年始特別警戒取締り出動式 全国地域安全運動泉地区大会
（ポーリー氏家氏によるアトラクション）

仙 台 東

塩竈市西部防犯協会による
登下校時の防犯パトロール活動

塩 釜泉

全国地域安全運動
岩沼・名取地区出動式

大和町杜の丘保育園で
「いいこ非行防止教室」開催

岩 沼

石巻市防犯協会連合会石巻支部中央分会と石巻市
による自転車盗・特殊詐欺被害抑止キャンペーン

石 巻黒 川

全国地域安全運動気仙沼地区大会 登米市南方地区防犯指導隊員と佐沼地区
少年補導員合同の犯罪被害防止キャンペーン

気 仙 沼

地域の名産で
「事件事故トメて安全安心」キャンペーン

登 米佐 沼

年末・年始特別警戒取締り出動式 万引は許さない!!
大型ショッピングストア内の巡視

仙台中央

川平地区防犯協会による高齢者世帯に
対する特殊詐欺被害未然防止活動

仙 台 北仙 台 南
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年末・年始特別警戒出動式 若中アルカスと若柳地区少年補導員協会
による防犯キャンペーン

遠 田

築館中アルカス、築館高校ボランティア部による防犯キャンペーン
～安全･安心なくりはら のりふりかけ作戦～

築 館若 柳

岩出山地域防犯協会岩出山支部による
特殊詐欺被害防止キャンペーン

中新田中アルカスによる
万引き防止キャンペーン

大崎西部

村田保育所での防犯教室

大 河 原加 美

孫世代が呼びかける特殊詐欺被害防止
（福岡中PSC パトロールの広報活動）

安全安心まちづくりキャンペーン

白 石

朝の合同防犯キャンペーン
（亘理町防犯実働隊・逢隈中学校・少年補導員協会）

亘 理角 田

全国地域安全運動出動式
～車両（青パト）出動～

全国地域安全運動
～非行防止・犯罪被害防止キャンペーン～

河 北

｢三本木振り込め詐欺にだまされません｣
宣言

大崎東部南 三 陸
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被害件数

特殊詐欺 注意報発令中

被害額（単位：万円）

〈                                                          〉
◎ 特殊詐欺に遭わないための３ない行動

現金を　振り込まない　送らない　手渡さない

振り込め詐欺
振り込め類似詐欺

振り込め詐欺
振り込め類似詐欺
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●宮城県内の発生状況（平成２7年中）
区　分 被害件数 被 害 額（単位：万円）

平成２7年 増 減 平成２7年 増 減
348 ＋123 10億3,459 ＋2,466特 殊 詐 欺
323 ＋157 8億3,221 ＋3億5,629振 り 込 め 詐 欺
151 ＋89 4億4,378 ＋2億2,481オレオレ詐欺
85 ＋34 2億8,547 ＋7,303架空請求詐欺
１３ ±0 1,688 ＋383融資保証金詐欺

25 －34 2億0,238 －3億3,163振り込め類似詐欺
15 －21 1億6,152 －2億8,710金融商品等取引
7 －4 2,448 －2,454ギャンブル必勝情報
1 －2 38 －739異性交際あっせん

74 ＋３4 8,608 ＋5,462還付金等詐欺

2 －7 1,600 －1,260その他
※「特殊詐欺」は、振り込め詐欺と振り込め類似詐欺の総称です。被害額は概数のため、それぞれの項目の合算と合計に差異が生じる場合があります。

（暫定値）
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振り込めは  あわてず  急がず  まず相談

警察相談電話 又は「＃9110」「＃9110」 「022-266-9110」「022-266-9110」

携帯電話番号が変わった

カードを預かる
ATMでの操作を携帯電話で指示する

レターパックで現金を送って下さい

最近の手口 電話の相手は本当の息子？ 息子の実名を名乗り、現金を振り込ませる詐欺が発生！

本当に警察官?! 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！

儲け話は危険！ 社債購入、未公開株購入名目でお金を騙し取られる被害が発生！

身に覚えがない請求は無視！使っていない、登録していないサイトの登録料や延滞金の請求により
お金を騙し取られる被害が続出！

息子を装う
オレオレ詐欺の手口

警察官等を名乗り、キャッシュカードを騙し取る犯人が使う言葉

●電話口で息子の実名を話す。
●「携帯電話番号が変わった」と話す。
●「会社の金を使った」「借金をした」などと話す。

●「携帯電話番号が変わった」という電話は『詐欺』です。
●必ず家族や警察に相談する。

●警察官や銀行協会（金融庁職員）等が暗証番号を聞き
　出すことはありません。
●本当の警察官（銀行関係者）か最寄りの警察署等に確認する。
●お金を振り込む、キャッシュカードを渡す前に家族や
　警察に相談する。

社債、未公開株が
関係する詐欺の手口

●自宅にパンフレットが送付される。
●「パンフレットをもらった人しか社債（未公開株）を
　購入することができない」と電話で話される。
●「社債を高い金額で買い取る」と話される。

サイト料の架空請求
詐欺の手口

●携帯電話に使っていないサイト料の登録料や
　延滞金の請求のメールや電話が来る。
●一度請求に応じると何度も請求される。
●「後から返金される」というウソで振り込ませようとする。

●身に覚えがない料金請求は無視する。
●メールや電話だけの請求は詐欺と疑い
　知人や警察に相談する。

●電話での勧誘はすぐに応じない。
●儲け話は安易に信じない。
●お金を振り込む前に家族や警察等に相談する。

融資前に請求？ 融資申込者からお金を騙し取る融資保証金詐欺が発生！
融資保証金
詐欺の特徴

●ファックスで融資を案内する。
●融資を前提とした保証金等の名目でお金を振り込ませる。
●一度、振り込むと様々な名目でお金を振り込ませる。

●融資を前提に料金請求されたら『詐欺』です。
●貸金業登録されている業者か確認をする。

●「○○警察署の○○です」
●「カードを変えた方がいい」
●「家族構成を教えてほしい」
●「銀行協会の者が行くからキャッシュカードを渡して欲しい」

●「お宅の口座からお金が引き出されている」
●「暗証番号を教えてほしい」

振り込め詐欺
に注意！

は詐欺！

　電話を利用して、親族、警察官、
弁護士等を装い、交通事故や痴漢
行為に対する示談金等を名目に、
現金を預金口座に振り込ませるなどの方法により騙し取る
ものをいいます。

オレオレ詐欺 架空請求詐欺

融資保証金詐欺 還付金詐欺
　実際には融資しないにもかかわ
らず、融資する文書等を送付するなどした上で、融資を申し
込んできた者に対し、保証金等を名目に現金を預金口座に
振り込ませるなどの方法により騙し取るものをいいます。

　税務署や社会保険事務所等を
かたり、税金の還付等に必要な
手続きを装って被害者にATMを操作させ、口座間送金に
より現金を騙し取るものをいいます。

　郵便、インターネット等を利用
して、不特定多数の者に対して、有料サイトの利用料金が
未払いであるなど架空の事実を口実とし、料金を請求する
文書等を送付するなどして現金を預金口座に振り込ませる
などの方法により騙し取るものをいいます。
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●面倒がらずに警察に被害届を
　出しましょう。
　全国にあなたの盗まれた自転車が
　手配されます。
●盗まれた自転車を見つけたら
　警察に連絡しましょう。
　盗まれた自転車を見つけたら、必ず
　警察に連絡して、盗難手配を解除
　しましょう。

県
城
宮

店
扱
取
録
登
犯
防
車
転
自

防犯登録証
00012345
宮城県

●手数料 1台500円
●有効期間 7年間

防犯登録証
00012345
宮城県

あなたの自転車は大丈夫ですか？あなたの自転車は大丈夫ですか？

自転車防犯登録の
手続きは

自転車防犯登録の
手続きは

もし、それでも被害に
遭ってしまったら

もし、それでも被害に
遭ってしまったら

2個目は
違うタイプの
カギを！

2個目は
違うタイプの
カギを！

盗難被害に遭わないための
3箇条

盗難被害に遭わないための
3箇条

自転車の盗難が多発中！！自転車の盗難が多発中！！

自転車の盗難被害が多発しています。
わずかな時間でも、管理人のいる駐輪場に鍵を2つ以上かけてとめましょう。
自転車もあなたの貴重な財産です。
自転車防犯登録をしたり、名前を書いて持ち主がわかるようにしましょう。

このプレートの
ある取扱店で

1.たとえ短時間でも、2つ以上の鍵を
かけましょう。
鍵をかけていなかったり、鍵を1つしかかけてい
ない場合に、盗難被害が多く発生しています。

2.管理された駐輪場にとめましょう。
防犯カメラや警備員のいる管理された駐輪場を
利用しましょう。歩道などに違法駐輪すると、
被害に遭う可能性が高くなります。

3.自転車防犯登録を必ずしましょう。
自転車販売店等で防犯登録をしましょう。



（公社）宮城県防犯協会連合会　協・賛助会員名簿

（敬称略）
宮城県カラオケスタジオ防犯協会
宮城県ガラス飛散防止組合
宮城県金融機関防犯連絡協議会
宮城県ＪＡ共済・警察防犯対策協議会
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
宮城県防犯設備士協会
宮城県麻雀業組合連合会
宮城県遊技業協同組合
宮城県遊技業防犯協力会

一般社団法人宮城県警備業協会
公益財団法人日本防災通信協会宮城県支部
東北遊技機商業協同組合
東北ロックセキュリティ協同組合
宮城県アミューズメント施設営業者協会

同和興業株式会社
日本たばこ産業株式会社仙台支店
ＰーＳＴＡＴＩＯＮ
富国生命保険相互会社仙台支社 
メトロ商事株式会社

旭化学工業株式会社
学校法人東北工業大学
株式会社三洋販売東北支社
株式会社ソレイユ
株式会社日本パトロール警備保障
北日本電線株式会社
弘進ゴム株式会社
宗教法人愛宕神社
ニラク仙台南店
パーラーボンボン
ベガスベガス仙台南店

一般社団法人宮城県建設業協会 
ＡＴアクト株式会社
学校法人朴沢学園
学校法人宮城学院
株式会社セントラル伸光
株式会社だい久製麺
株式会社鷹泉閣岩松旅館
宗教法人（定義如来）西方寺
宗教法人東照宮 
セルコホーム株式会社
東北福祉大学
遠山青葉印刷株式会社
２１ＳＥＩＫＩ仙台愛子店
Ｐ・ＣＬＵＢ二日町店
ライジング宮町

アイエストレーディング株式会社
一般社団法人日本自動車連盟宮城支部
井上設備工業株式会社
学校法人仙台育英学園高等学校
株式会社アサヒセキュリティ東北運営本部 
株式会社佐々木印刷所
株式会社清月記 
株式会社髙工
株式会社東北アイビ
株式会社トスネット
株式会社平安
株式会社三森コーポレーション
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
ジェイ商事株式会社仙台支店
税理士法人青木＆パートナーズ
セキスイハイム東北株式会社
創価学会東北文化会館
中城建設株式会社
富士警備保障株式会社仙台営業所
マルハン仙台駅東店
三本コーヒー株式会社仙台支店
ライジング新田

泉警察官友の会
株式会社サトウ
仙台白百合女子大学
Ｐ．Ｅ．ＫＩＮＧ  ＯＦ  ＫＩＮＧＳ仙台泉店 
マルハン仙台泉店
ヤマト運輸株式会社宮城主管支店

一般社団法人松島観光協会
エスタディオ利府

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社仙台支店
イオンリテール株式会社東北カンパニー
一般社団法人宮城県歯科医師会
扇屋商事株式会社
学校法人菅原学園
株式会社阿部紙工仙台営業所
株式会社学生情報センター仙台駅前店
株式会社建美
株式会社江陽グランドホテル
株式会社七十七銀行
株式会社白松がモナカ本舗
株式会社仙台銀行
株式会社仙台三越
株式会社たいよう共済宮城支店
株式会社バイタルネット
株式会社百反
株式会社藤崎
株式会社ベガルタ仙台
株式会社ベルモードスズキ
株式会社マルタマ
株式会社メガネの相沢
カメイ株式会社
公益社団法人宮城県医師会
国立大学法人東北大学
コンサートホール仙台駅前店
桜岡大神宮
サンケミファ株式会社
仙台観光株式会社
仙台ターミナルビル株式会社
綜合警備保障株式会社宮城支社
東北電力株式会社
東北電力株式会社宮城支店
同和警備株式会社

〈仙台中央〉

〈仙台南〉

〈　泉　〉

〈塩　釜〉

〈仙台北〉

〈仙台東〉

【協助会員】

【賛助会員(法人）】
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上田建設株式会社
ジオマテック株式会社

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

鳴子温泉観光協会

株式会社菓匠三全
株式会社八重樫工務店
東北特殊鋼株式会社
パーラービッグウェーブ
パーラービッグウェーブⅡ
山崎製パン株式会社仙台工場
有限会社仙南遊機

セコム工業株式会社

株式会社北村製作所宮城工場
日幸電機株式会社
野村建設株式会社

日本証券業協会東北地区協会
有限会社自然社

〈大崎西部〉

〈大河原〉

〈白　石〉

〈亘　理〉

〈その他〉

〈佐　沼〉

〈登　米〉

〈若　柳〉

〈築　館〉

〈南三陸〉

〈大崎東部〉

【賛助会員(個人）】

株式会社石渡商店
株式会社内海石油
株式会社海光商事
株式会社気仙沼商会
株式会社大信
株式会社ヤマカ

株式会社アベ美装
株式会社ウジエスーパー 
株式会社志たかぢや
株式会社ジョイショッピングプラザ
株式会社渡辺土建
佐々木屋
スーパーラッキー佐沼店
船橋や

東和町建設業協会

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

株式会社一ノ蔵
古川金融団
マルハン古川店
ＹＫＫＡＰ株式会社東北製造所

株式会社仙台不動産管理センター
株式会社渡會
カルド
志波彦神社鹽竈神社
防犯ＯＢ会

株式会社仙台ニコン
株式会社東北京楽
サッポロビール株式会社仙台工場
宗教法人竹駒神社
仙台空港ビル株式会社
東洋ゴム工業株式会社仙台工場
日本製紙株式会社岩沼工場
パナソニック株式会社仙台工場

東北計器工業株式会社
トヨタ自動車東日本株式会社
宮城県中古自動車販売協会

石巻商工信用組合
石巻信用金庫
株式会社ケイセン
南光運輸株式会社
日本製紙株式会社石巻工場
パチンコ大同会館
マルハン石巻店
ライジング石巻

〈岩　沼〉

〈黒　川〉

〈石　巻〉

〈気仙沼〉

秋田　　進
阿部　建夫
石山　伸廣

板橋　仁美 
伊藤　長作

及川　金治郎
熊谷　かず子

曽根　裕人
田中　一寿

橋浦　幸一
星　　松岳

山本　右子
渡邊　　永
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公あなたの善意で、安全・安心まちづくりを

　当連合会は、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、当連合会にご入会いただきますようお願いいたします。

賛助会員を募集しています。賛助会員を募集しています。

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




