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１ 

 

岩手県警察の広報活動に関するアンケート 

 

警察本部県民課 

Ⅰ アンケート調査の概要 

１ 調査の趣旨 

岩手県警察では、県民の皆様がより安全で安心な生活を送るための情報ツールとして、岩手県警察ホ

ームページをはじめ、テレビ、ラジオなどの各種メディアを通じて、県警察からの情報をお知らせして

います。近年、岩手県内でも特殊詐欺の予兆電話やあおり運転の通報があるなど、日々変化する社会情

勢や巧妙化、複雑化する犯罪情勢に対応した情報発信を行うため、希望郷いわてモニターの皆様に御意

見をお伺いしたものです。 

２ 調査内容 

（１）広報活動について 

（２）広報活動全般について 

３ 調査期間 

  令和元年９月 10日（火）から令和元年９月 24日（火）まで  

４ 調査方法 

  調査紙郵送及びインターネット 

５ 調査対象 

  令和元年度希望郷いわてモニター 257名 

６ 回答者数 

  205名（回答率 79.8％） 

７ 回答者属性 

（１）年齢         （２）性別        （３）職業 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29歳以下 6

30～39歳 29

40～49歳 29

50～59歳 49

60～69歳 56

70歳以上 33

無回答 3

男性 93

女性 109

無回答 3

7

55

15

17

10

27

40

1

25

5

3

パート・アルバイト

会社経営・役員

会社員

団体職員

自営業・自由業

農林水産業

主婦（夫）

学生

無職

その他

無回答

（人） （人） （人） 



 

 ２ 

【広報活動について】 

問１ 岩手県警察や地域の安全に関する情報をどこから得ていますか。当てはまるものを全て選んでくだ

さい。 

① 岩手県警察ホームページ 

② 岩手県警察広報誌「広報いわて」 

  ③ テレビ「暮らしを守る情報最前線」（IBC岩手放送 毎週木曜日 22：57～23：00） 

④ ミニ広報紙（毎月、各警察署や交番・駐在所単位で発行） 

⑤ ぴかぽメール 

⑥ 岩手県警察のツイッター（「岩手県警察交通部【公式】」、「岩手県警察本部職員採用チーム」、「岩

手県警察サイバー犯罪対策課【公式】」のいずれか） 

  ⑦ その他（           ） 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【⑦その他の内容】 

・岩手県警察に関する情報はほとんど得ていない。（同様意見 他 11件） 

・テレビのニュース、新聞など（同様意見 他 15件） 

・回覧板（同様意見 他５件） 

 ・市の広報、ホームページ（同様意見 他２件） 

・ＩＢＣラジオ（同様意見 他２件） 

・警察や免許センターなどにあるポスター（同様意見 他１件） 

・市町村の防災無線（同様意見 他１件） 

・防犯協会の「防犯いわて」  

・いわてモバイルメール  

 ・市内のボランティア団体に加入しているので、その中での交通研修などから情報を得ている。  

・メールマガジン  

・一般的なテレビやインターネットニュース 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

20 76 51 94 11 13 58

（人） 

※回答者 205 名を全体数とする割合（％）。 



 

 ３ 

・住民が集まっているところに広報に来てくれる。  

・市町村の防災行政無線（同様意見 他１件） 

・地域掲示板  

 ・地域安全ニュース  

・紫波町防犯隊の隊員で、その情報をいただいている。  

・学校からのメール   

・いわてグラフ  

 

問２ 岩手県警察や地域の安全に関する情報をどこから得たいですか。当てはまるものを全て選んでくだ

さい。 

① 岩手県警察ホームページ 

② 岩手県警察広報誌「広報いわて」 

  ③ テレビ「暮らしを守る情報最前線」（IBC岩手放送 毎週木曜日 22：57～23：00） 

④ ミニ広報紙（毎月各警察署または交番・駐在所単位で発行） 

⑤ ぴかぽメール 

⑥ 岩手県警察のツイッター（「岩手県警察交通部【公式】」、「岩手県警察本部職員採用チーム」、「岩

手県警察サイバー犯罪対策課【公式】」のいずれか） 

  ⑦ その他（           ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【⑦その他の内容】 

・新聞（同様意見 他 11件） 

・テレビやラジオ（同様意見 他９件） 

・テレビで見たいが、遅い時間ではなくもう少し早い時間にしてほしい。 

・ＩＢＣラジオにコーナーを出してほしい。（午前・午後） 

・市町村の広報、ホームページ（同様意見 他４件） 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

40 90 59 101 20 24 51

（人） 

※回答者 205 名を全体数とする割合（％）。 



 

 ４ 

・インスタグラム、ＬＩＮＥ、Facebook（同様意見 他３件） 

・各地域で行われる講演など（同様意見 他１件） 

・回覧板（同様意見 他２件） 

・回覧板でも良いが今のミニ広報誌では内容があまりない。 

・身近な地域からの情報発信（同様意見 他１件） 

・公報 

・ポスティング 

・折り込みチラシ 

・いわてモバイルメール 

・そもそもどのような情報を発信しているのかを知らない。（同様意見 他 1件） 

・今まで通り、直接聞きたい。 

・防災無線 

・ポスター 

・ＣＭ  

・市役所や駅など公共施設にポスターを貼る。 

・学校 

・交番 

・広報いわては全戸配布か。（初めて見た。） 

・県の広報、いわてグラフ 

・ネットニュース（他県に滞在していても見られるように。） 

 

問３ 岩手県警察ホームページについてお伺いします。 

 ⑴ これまでに、岩手県警察ホームページを閲覧したことはありますか。 

① よく見る（①を選んだ方は、⑵にお進みください。）    

  ② ときどき見る（②を選んだ方は、⑵にお進みください。）   

③ １～２回見たことがある程度（③を選んだ方は、⑶にお進みください。） 

④ 全く見たことがない（④を選んだ方は、⑶にお進みください。） 

 

 

 

    

 

 

① ② ③ ④ 無回答

2 21 44 137 1

（人） 



 

 ５ 

⑵ ⑴で「①よく見る」又は「②ときどき見る」を選んだ方にお伺いします。閲覧するページはどのよう

なページですか。当てはまるものを全て選んでください。 

① 交通取締りに関するもの 

② 交通事故に関するもの 

③ 各種手続きに関するもの（申請・届出方法、申請・届出様式の取得） 

④ 警察官・警察事務職員の採用に関するもの 

⑤ 特殊詐欺に関するもの 

⑥ その他（           ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【⑥その他の内容】 

   ・登山情報（特に高齢者に対しての注意情報） 

・落とし物情報 

・行方不明者情報 

・空き巣情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

14 19 12 3 14 5

（人） 

※問３（１）で①、②を回答した 23 名を全体数とする割合（％）。 



 

 ６ 

⑶ ⑴で「③１～２回見たことがある程度」または「④全く見たことがない」を選んだ方にお伺いしま

す。見たことがない（少ない）のはなぜですか。当てはまるものを１つ選んでください。 

① 見る機会がなかった 

② 使いにくかった（見づらかった） 

③ 岩手県警察ホームページがあることを知らなかった 

④ 特に理由はない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 全ての方にお伺いします。県警では現在のホームページをより使いやすいものとなるよう検討して

いるところですが、今後どのような点を改善すべきと考えますか。当てはまるものを全て選んでくだ

さい。 

① よく見る情報を探しやすくしてほしい 

② 掲載情報を分かりやすい内容（文面）にしてほしい 

③ 掲載情報を増やしてほしい 

④ スマートフォンやタブレット端末に対応したものにしてほしい 

⑤ その他（           ） 

⑥ 改善する必要はない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② ③ ④ 無回答

94 4 27 49 7

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

96 80 53 92 41 16

（人） 

（人） 

※回答者 205 名を全体数とする割合（％）。 



 

 ７ 

【⑤その他の内容】 

 ・ホームページがあることを周知させる。（同様意見 他１件） 

・パソコンを使える人、パソコンのない人がいる。その年代の人こそ広報をよく見ると思う。 

・スマートフォン、パソコンを持っていない。 

・字体のスタイルや色づかいが派手なページがあるので、もう少し目に優しい色づかいでも良い。 

・地域で発生した犯罪は、その地域の住民に詳しく伝えてほしい。 

・検索機能を強化してほしい。（同様意見 他１件） 

・子どものスマホで初めて見たが、トップページのイラストが可愛くて、とても親しみが持てた。紙

ベースであれば、お年寄りも見やすいと感じた。 

・もう少しデザイン性も重視した方が良い。トップ画面のイラストデザインを統一したり、フォント

を工夫するなど。 

・Facebookやツイッター、ＬＩＮＥなどのＳＮＳを介して、安全情報や注意が必要なことなど、気軽

に見ることができるようになれば一番良い。わざわざ県警の HPを見ることはない。 

・デザインが古くさいので制作ソフトや委託業者を変えた方が良い。（同様意見 他１件） 

・そもそも警察のＨＰを見ない。 

・警察という硬いイメージを払拭したつくりが必要。ホームページづくりには、もう少しお金を掛け

た方が良いと思う。パッと見て、素人が作成したのでは、と思うようなつくりだと興味がわかない。 

・イラストなどに統一性がないので、わんこ兄弟などで岩手らしいものにしてほしい。 

・パッと目を引くような話題などが一番目に付くところにあれば見るかもしれない。また、最近の被

害や手口などを目立つように表示する。 

・シンプルにしてほしい。 

 

問４ 岩手県警察広報誌「広報いわて」についてお伺いします。 

⑴ 県警で「広報いわて」を発行していることを知っていましたか。 

① 知っていた（①を選んだ方は、⑵にお進みください。） 

  ② 知らなかった（②を選んだ方は、⑶にお進みください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② 無回答

75 129 1

（人） 



 

 ８ 

⑵ ⑴で「①知っている」を選んだ方にお伺いします。どの程度御覧になっていますか。当てはまる

ものを１つ選んでください。 

  ① よく見る（①を選んだ方は、⑶にお進みください。）    

  ② ときどき見る（②を選んだ方は、⑶にお進みください。）   

③ １～２回見たことがある程度（③を選んだ方は、⑶にお進みください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 全ての方にお伺いします。分かりやすさはいかがですか。当てはまるものを１つ選んでください。 

  ① 分かりやすい（①を選んだ方は、問５にお進みください。）     

② やや分かりやすい（②を選んだ方は、問５にお進みください。）   

③ どちらとも言えない（③を選んだ方は、問５にお進みください。） 

④ やや分かりにくい（④を選んだ方は、⑷にお進みください。） 

⑤ 分かりにくい（⑤を選んだ方は、⑷にお進みください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ② ③ 無回答

15 22 37 1

① ② ③ ④ ⑤ 無回答

52 57 68 19 3 6

（人） 

（人） 



 

 ９ 

⑷ ⑶で「④やや分かりにくい」又は「⑤分かりにくい」を選んだ方にお伺いします。 

その理由は何ですか。 

 

・文字が多すぎる、数字が小さい。【同様意見 他 10件】 

・カラーにしてほしい。【同様意見 他３件】 

・文章をしっかり読めば分かりやすいが、全体的に見づらい。読む気がなくなる。 

・１頁は題目を線でかこっているせいか、行間が狭く見づらい。 

・白黒印刷に賛成。 

・難しい言葉づかいではなく、一般的な言葉で作成してほしい。 

・県内の情報と併せて、身近な地域の情報が多くほしい。きめ細やかな情報を知りたい。 

・日頃、感心がない、気にかけていない。 

・文字ばかりなので、重要点を太字にしたり、簡潔に箇条書きにすると見やすいと思う。 

・１頁はレイアウトが悪く、文章の間隔が狭く一目で読む気がなくなる。２～３頁はただの情報の

羅列。４～５頁はもっと魅力的に伝えられるはず。 

・全体にお役所のパンフレット的でつまらない。アイデアが足りない。レベルが低すぎる。 

・いまいち意味（意図）がわからない。 

・交通事故発生状況の表が載っているが、各項目をよく見ないと理解できない。「前年よりも交通

事故の発生件数が多く、傷者数が増えています」などという説明が必要では。数字の字体を大き

くしたり、太くして注目すべき点を明確にすると良いのではないか。 

・一般人が興味のある内容を入れてほしい。例えば、警察学校の様子、若手刑事の紹介、事件事故

の対応方法、生活安全課の活動など。 

・明朝体は冷たく、堅苦しく感じるので、変えた方が良い。【同様意見 他１件】 

・広報いわてが発行されていることを知らなかった。【同様意見 他１件】 

・表や箇条書きの書き出しが揃っていないので煩雑に見える。【同様意見 他１件】 

・ページごとの見出し、字体、文字の大きさに統一感がほしい。 

・あまり興味がない。 

・イラスト、文書の配列がワンパターンに感じる。 

・デザインが悪い。 

・箇条書きの項目が一定のフォントで、目線を引きにくい。 

・古くさいホームページで見にくい。今どきの人は一動作より多い動作は面倒くさくて見ないらし

い。 

 

 

 

 

 



 

 １０ 

【広報活動全般について】 

問５ 今後、県警からどのような情報を提供してほしいと思いますか。御意見・御要望を御自由にお書き

ください。 

 

・今まで通りで良いと思う。 

・特殊詐欺事案情報。 

・広報いわてが県内にどの程度発行しているのか。身近の人も見たことがないと言っていた。 

・全国情報もありがたいが、地域の様子を特にお願いしたい。 

・最近高齢者による登山者が多く散見される。無謀な計画（コース選定・体力不足・装備不足 etc）、

登山地図（1/2.5万、1/5.0万 etc）や磁石コンパスの不携行で遭難する人が多い。また、登山

口駐車場内での車両のイタズラ（パンク、ボンネットの傷つけ etc）もあるため、この点の注意

事項について、県内の登山口駐車場などで注意喚起してほしい。 

・不審者情報（場所や時間）を知らせてほしい。子供のいる家庭では、気を付けて送迎したり、鍵

かけをして安全を徹底したいはず。地域の方にも情報を伝え、防犯に取り組みたい。 

・「広報いわて」があるのを知らなかった。よく目にするものは、回覧板の中の地域の駐在所のプ

リント。それをもっと頻度を増やし、内容量も増やして発行してほしい。ネット社会のいま、よ

り社会全体の安全への意識を向上していくためには、紙だけでなく、インスタグラムやＬＩＮＥ

など、より多くの人の目に入るようなツールを使って、情報を発信してほしい。例えば、不審者

情報や、県内で多発している事案（なりすまし詐欺など）の情報を、インスタグラムやＬＩＮＥ

を使って情報発信をすると、県民全体の安全への意識が変わってくると思う。 

・情報発信はしていると思うが、見る、聞く機会がなかなかないと思う。回覧板を活用して（地区

の交番、駐在所と一緒に発行）だと見る機会が増えると思う。 

・情報のスピードと、発信のスピードが同じことが必要。 

・現在のものでも十分だと思う。 

・具体例を混じえた詐欺情報、交通事故多発エリアの実際の運転動画、ドライブレコーダー等を用

いて撮影し、ホームページにあげれば効果があると思う。 

・交通事故や自然災害による通行止め情報。 

・地域安全情報をいわてグラフの広報で知らせてほしい。 

・先日古舘小学校で音楽隊を見たが、とても楽しく、子供たちも集中して見聞きしているのを見て

良かった。広報いわては、目にする機会がないので、回覧とかで見ることができないものか。こ

れほど中身が良いのにもったいない。もっと県民の目に触れることが出来るように検討していた

だきたい。市町村のホームページすら見ない人が、県のホームページ見るわけがない。また、じ

っくり見る人の年代からいくとパソコンの時代ではないと思う。出来れば、もっと県民のそばに

あってほしい。逆にどうすれば、見ることが出来るか知りたい。 

・世の中で起こっているピンポイントの内容を掲載してほしい。 

・警察、警察官の日ごろの活動をもっと知りたい。（交通事故防止、犯罪防止、何か起きてから動



 

 １１ 

くのではなく。） 

・どんな情報を出していただけるのか、全く検討がつかない。 

・特殊詐欺やあおり運転など、最近顕著に増加している犯罪への相談体制をより充実してほしい。 

・子どもの見守りや地域ぐるみの安全対策について。 

・春、秋の交通安全運動の際、朝夕方の地域の交通安全の人たちが交差点付近にたくさんいること

で、車で通ると邪魔で安全確認ができない。 

・今までホームページや広報紙を詳しく見たことがなかったので、今回初めてじっくりと拝見し、

たくさんの情報が掲載されていることを知った。やはり地元に関する情報が知りたいと思った。 

・交通事故・防犯に関することも大切だが、最近自家用車に子どもを乗せていて（チャイルド・ジ

ュニアシートはあるものの）シートに乗せていればベルトをしなくても良いと思っている親が多

いので改めて注意喚起してほしい。また、あおり運転、市道での自己中心的な運転に関しても、

違反であることも情報提供してほしい。 

・様々な事件の中から、主立ったものを紹介、解説していただけるとより身近な広報紙になるので

はないか。現在の「広報いわて」は、事務的で躍動感に欠け魅力がない。７～９頁は必ず載せる

情報であるが１頁は必要ない。安協か母の会で飽きるくらいやっている。５頁は良い情報。他頁

は、９月号だけだと何とも言えないが、記事として書き方はもっと考える余地がある。 

・県や国の広域的な情報も必要かもしれないが、もっと身近な情報を具体的に提供していただける

と、現実味があり、改善に役立つのではないか。 

・最近の詐欺事件や近辺で発生した詐欺情報を知ることにより、自身も注意することができるので

はないか。「大丈夫」だと過信しないようにしたい。 

・「情報はネットで」となりがちだが、そういう環境にない人も多いので回覧板で回すのは目にと

まってとても良い。 

・迷惑メール詐欺対策の充実。迷惑メール詐欺発信元の追跡、根絶対策、ビッグデータ化とその成

果の還元。 

・音楽隊の活動は大変興味があるので是非発信してほしい。 

・私の地域では、交通安全や振込詐欺等をよく話し合っている。先日も地域の警察官、交通安全指

導員にお願いをして、話を伺った。非常に助かる。津波後も交番が出来て安心している。常にパ

トカーの見回りもあり感謝している。 

・岩手県警察の情報発信は、婦人部や母の会、身近にいる人たちの協力を得ながら広報してもらい

たい。 

・地域での高齢者に対する研修では、高速道の走り方についてスライドで説明していた。耳で聞く

ことも大事だが目で見ることが大事だと思った。 

・飲酒運転は大事故につながる。市町村別の飲酒運転の件数や活動状況について掲載してほしい。 

・詐欺関係の情報をもっと出してほしい。 

・パソコンは使用しているが、インターネットは利用していない。携帯電話もスマホではなく古い

タイプ。世界中でインターネットが普及しているのは分かるが、最近はネットでの申込みなどを
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行うことも多く不満を感じている。 

・（警察は）どんどん住民の中に入って来てほしい。（以前ぴかぽメールにアクセスしようとして失

敗した。） 

・詐欺被害が年々増加傾向にあり、かつ巧妙化している。深刻な問題であり、今後の情報提供をは

じめ、徹底した対応を取ってほしい。 

・広報いわてはどこに行けば読めるのか。発行されていることを知らなかった。町内会の回覧板で

回覧してほしい。（盛岡市中屋敷町） 

・正しい情報。（自分達に都合の悪いことも）ちゃんと出すこと。ウソをつかない。 

・マンガやイラストなども使い、老若男女すべての方々の目にとまる時間帯に放映してほしい。 

・ぴかぽメールを子供が小学生になった今年登録した。とても有益な情報ばかりなので、高校生等

の若者や幼児を持つ母、老人などスマホを持ついろんな人に活用してほしいと思った。 

・情報の受け手側のことをもっと考えてほしい。今の時代伝えたい事があったら、ちゃんと見ても

らえる工夫をしなくてはいけない。読んでおくと自分の生活にプラスになると思えば、次は自分

から「広報いわて」を見なければ損をすると考えて読むようになるはず。素敵な活動もしている

のにもったいない。音楽隊の人に活動についてインタビューして載せるとか、身近に感じる内容

をもう少し入れただけで変わってくると思う。 

・交通事故情報を見ることがあるが、地図表示をもっと分かりやすくしてほしい。落とし物情報も

もっと分かりやすくしてほしい。 

・日中のスピード違反より、飲酒運転、運転中の携帯電話の取締りを強化してほしい。 

・ウィンカーの出し方が悪くなっているので取締りを強化してほしい。あおり運転（盛岡市）、公

道上での子どもの遊び。西南バイパスでのかなりのスピードオーバー（２輪４輪）。携帯しなが

らの運転が多い。 

・今回初めてぴかぽの存在を知った。今まで見かけたことがなかった。 

・詐欺の手口の具体的なものが知りたい。 

・身近（県内）で発生した事件(詐欺、事故等)に対しての注意、対策のみならず、その後の対処方

法（警察への連絡、相談場所）について教えてほしい。 

・詐欺やあおり運転など最近多発しているものに対する県警の活動や、一般の市民が行うことが

できる対策を知りたい。また、数年経ってから解決するときもあるため、県内の行方不明者や

未解決事件の情報を知りたい。問 1の県警のホームページ以外の項目について、全然知らなか

った。たくさんのお金をかける必要はないと思うが、もう少し工夫した方が良いと思う。 

・新聞などに折り込みチラシを入れてほしい。 

・防犯のため、貸し出しているものがあれば教えてほしい。 

・犯罪防止、非行防止、自殺防止のため、県警として取り組んでいることがあれば知りたい。 

・情報があっても公の機関には行きにくい。一般向きの相談は地区の交番、仕事対応の向きではな

く、一般向きの対応で接してもらえたら行きやすい。 

・ひどい事故などの情報を発信して、県民に注意喚起してほしい。駐車禁止の罰金も教えて、路駐
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をなくしてほしい。（家族が路上駐車にぶつかりそうで心配。） 

・事故情報などはある程度、略地図を入れてもらえると受け止め方が違ってくる。音楽隊演奏派遣

を、県北の方も増やしてはいかがか。イオンなどは集客があり、宣伝効果は高い。小さい子ども

に風船を渡すなどのアピールも必要。 

・子どもに興味を持つ人や児童虐待などの情報。他人に迷惑をかけている人（ゴミ屋敷 etc）。ス

トーカーなどは迅速に対応してほしい。 

・警察にある程度威厳が必要なのはわかるが、親しみやすさ、相談しやすさも必要。耳を傾けても

らえるような雰囲気があると助かる。 

・交通に関する情報。交通取締りについては複数のツイートになっても良いのでツイッター上でそ

の日公表している取締り場所をすべて見ることができるようにしてほしい。わざわざホームペー

ジに移動して見るのは不便。 

・県内でどのような事件、事故が起きているのか知りたい。また、各年代によって多い事件、事故

もあると思うので、それらの発生状況と注意点等の情報提供があると良い。 

・オレオレ詐欺、冬道の交通（スピード抑止、子ども・老人への注意）。 

・「何か困ったら警察へ」と思えるような、身近なものになってほしい。 

・交通事故の状況や交通安全活動の啓発などもっと提供してほしい。 

・あおり運転や走路妨害されたとき、ドライブレコーダーが付いていなくて証拠を示すことが出

来ないときの対処はどうすればいいのか等の記事を載せてほしい。 

・交通事故を減らすためには、隠れて取締りをするよりも事故の発生しやすい場所や時間帯、事故

の内容などをもっと発信して啓蒙するような広報活動をしてほしい。警察の仕事内容を発信して

市民に親近感を持ってもらう。 

・あおり運転の車種、ナンバーなどの具体的な情報。変質者の具体的特徴や似顔絵などをスマホで

いつでも情報を得たい。 

・テレビ放送での時間をもう少し長めにするか（２～３分）、一週間に２度くらいに増やして伝え

る。でも、今くらいがちょうどいいかもしれない。 

・交通安全はとても大切だが、身近なちょっとした事件も取り上げてほしい。（身近で不審者で怖

い思いをした人がいるので。） 

・自転車のマナーが悪すぎる。車の事故同様、大きくニュースなどで取り上げ、注意するように呼

びかけてほしい。テレビ、ラジオなどの放送をもっと増やしてほしい。 

・事故などの情報をいち早く提供してほしい。 

・最近市役所職員、警察職員を名乗って、詐欺のような電話が多くなっていると聞く。被害を未然

に防ぐためにもより一層の情報提供をお願いしたい。 

・地域の方にもっと関わる内容など。 

・いくら情報提供しても興味を示さなければ意味がない。モニターになり、アンケートを書き、広

報いわてを読み、興味がわいたので今後は役立てていきたい。 

・概観的情報ではなく、緊喫のオレオレ詐欺の具体例など、市民の安全を守るための情報と、万が
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一被害に遭ったときの対処方法などを具体的に掲載してもらいたい。 

・県警からのお知らせは、ラジオ、テレビ、新聞で視聴する機会が多くあるので、今後も注意して

いくつもり。「広報いわて」はとてもわかりやすくて良かった。 

・交通ルールに関する情報を多くしてほしいと思う。運転免許更新時に限らず、交通ルールを再確

認する機会は多い方が良い。 

・振り込め詐欺、認知症等の啓発について、（寸劇等）テレビ番組で広報すれば、より身近に捉え

ることが出来る。 

・警察は取締りや人の自由を拘束する力があるせいか、公衆接遇などが悪く感じることがある。心

してほしい。 

・ネット犯罪への注意。詐欺、中国人の土地取得情報（悪意）など。 

・いろいろな犯罪に巻き込まれたり、事故や事件に関わったりしないように日ごろ、私たちが気を

つける（心がける）ことは何か。 

・県警が発信したい情報について、イベント等を開催し県民へ情報共有を図れるようにしたら良い

と思う。 

・高齢運転者の事故が多いこと、振り込め詐欺など。 

・地域安全に関わることについて、積極的かつ具体的な情報発信が必要。警察、交番業務について、

地域住民にわかりやすく情報発信した方が良いのではないか。防犯活動の意識啓発にもつながる

と思う。 

・交通事故死ゼロの日など道路沿いでのイベントの開催日だけでなく、時間帯を明記してもらうと

通行に便利だ。 

・「広報いわて」があるなら、病院待合室、社会教育機関、福祉関係、市町村展示室など広く配布、

展示をするべき。 

・特殊詐欺も日々進化しているので、最新の事例を掲載していただけると助かる。高齢者の免許返

納数など、返納に関すること、返納した後のことなどについても教えてほしい。 

・IBC岩手放送でやっている「暮らしを守る情報最前線」を深夜でなく、ゴールデンタイム（19：

55頃とか、20：55頃あるいは 21：54頃 etc）に放送してほしい。木曜日でなく、火曜日、水曜

日が良いかも。） 

・「広報いわて」より「岩手日報」に掲載していただきたい。 

・不正経理や白バイのセンターライン（山道）を越えた走行は絶対止めるべき。 

・事故などの情報を出来るだけ早く発表してもらいたい。 

・詐欺の対策（どのような手口が横行しているかなど）を詳しく情報提供してほしい。 

・事故の情報や県内の事件を詳細に迅速に配信してほしい。 

・広報いわてを出すのであれば、全戸配布してほしい。ホームページは今後見るようにしたい。 

・振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺の情報をできるだけ詳しく知らせてほしい。 

・広域的犯罪に関する知識を載せてほしい。 

・あおり運転への注意など。 
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・特殊詐欺について。 

・現在問題となっている特殊詐欺と高齢者の自動車運転のワンポイントアドバイス（連載）。 

・最近起きている事件などをわかりやすく、読みやすい構成で伝えてほしい。 

・警察署管内若しくは自治体ごとの犯罪の発生傾向の情報（現在どのような犯罪が多く発生して

いるか）。 

・不審者情報。 

・地域情報はきめ細かく提供していただきたい。 

・地域の安全情報、気象情報、詐欺や変質者などの注意事項などを受け取りやすい媒体を通して提

供してほしい。 

・事件、事故、不審者情報。 

・特殊詐欺情報や地域で発生した詳細な犯罪情報。 

・通学路の危険ポイント。 

・サイバー犯罪に対する抑止・対策や、実際の被害に遭った際の対応方法について情報がほしい。 

・どの程度で交番や警察に届け出をしていいのかという情報。 

・子ども向けのイベント情報。 

・事件、事故のない地域にするための取組。 

・季節に応じた注意すべき情報。 

・県内で起きている事件、事故、注意喚起など。 

・時間の決まったテレビ放送より、ネットで見聞きする方が便利。普段から安心して生活できるよ

う、いろいろ対応いただき感謝している。年代ごとに必要とする情報も多種多様で、同じ目線で

は伝わりにくいこともあると思うので、いろいろな媒体を上手く使い分けた情報発信を期待する。 

・子どもを狙った犯罪、変質者情報。 

・不審者情報。 

・タイムリーな交通情報の発信強化。 

・いろいろな情報を楽しく見やすいように発信してほしい。警察が身近に感じられるようにインス

タグラムなども活用してしてほしい。現在のホームページでは見る気がしない。 

・特殊詐欺の具体的な手口などが動画や漫画で紹介するようなコーナーがほしい。高齢者は文章を

読むのも面倒だし、目が悪いので見えづらい。 

・不審者情報。過去に交通事故が起きた場所のマップ。 

・悪から県民を守る情報。 

・道路情報（特に冬季）。 

・交通事故情報、あおり情報、取締り情報。 

・「これは犯罪です。」「詐欺です。」「すぐに 110番通報。」という情報をテレビ、ラジオＣＭで流し

てほしい。 

・交通情報、地域の犯罪状況、取組など。 

・最近の気を付ける事項や、いざという時の連絡先、対処方法。 
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・地域の安全対策情報など。 

・警察の取締り情報など。 

・熊の出没情報。 

・取締り情報、あおり運転情報、ネット詐欺情報。 

・空き巣対策、車上荒らし対策など。 

・テレビ等で広報活動を行ってほしい。 

・県警本部長のテレビインタビュー。 

・高齢者に対しての防犯など、必ず守ってほしいことを情報発信してほしい。 

・地域の情報、今後の予測、過去の事例。 

・特殊詐欺関係。 

・ヤフーに登録しているので、振り込め詐欺事件の周知メールはくる。それだけではなく、ヤフー

を通じて、交通事故注意喚起のメールも情報発信すれば良いと思う。 

・犯罪、あおり運転情報。 

・暮らしを守る情報最前線で放送していることや防犯・防災情報ももちろんだが、不審者や熊の出

没情報などがもっと入手できるようになるとありがたい。 

・困り事の連絡先提供。 

・不審者情報、事件、事故などの情報。 


