
支援センターだより

犯罪被害者支援活動の
� より一層の充実について

 岩手県警察本部　警務部長　長谷川　信　栄

　立春の候、皆様におかれましては、ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。
　公益社団法人いわて被害者支援センターが設立から20周年を迎え、長きにわたり、犯罪被害に遭われた方やそ
の御家族に、日々献身的な支援に取り組まれ、心の支えとなって活動されてきたことに対し、心から敬意を表す
る次第であります。
　さて、被害者支援の現状ですが、平成17年に犯罪被害者等基本法が施行されて以降、犯罪被害者等施策は大き
く進展したところですが、犯罪被害に遭われた方やその御家族は、今もなお多くの問題を抱え、これらの方々や
支援に携わる方々からは、様々な御意見、御要望が寄せられているところです。
　このような状況の下、昨年３月には第４次犯罪被害者等基本計画が策定され、県警察におきましても、同計画
に沿った支援活動の推進に努めているところでありますが、犯罪被害者等が、再び平穏な生活を取り戻すために
は、警察のみならず、公益社団法人いわて被害者支援センターを始め、関係機関・団体、地方公共団体の皆様と
協力し、よりきめ細やかな犯罪被害者等支援施策を推進していくことが重要と考えております。
  公益社団法人いわて被害者支援センターの活動につきましては、県民から多くの期待が寄せられるところであ
り、県警察としましても、犯罪被害者等に対する支援の充実のため、更なる連携を図っていく所存でおります。
　新型コロナ危機という特殊な事情下でありますが、県民の皆様には、犯罪被害者等を支える活動に、より一層
の御理解をいただくとともに、これらの方を社会全体で支える気運が醸成されるよう、引き続き御協力をお願い
申し上げます。

　本年度の総会は、昨年度と同様新型コロナウイルス感染防止のため、書面決議（議決
権の代理行使及び書面による議決権行使）により実施し、決議があった日は６月６日と
致しました。議案は、令和２年度事業報告及び収支決算書並びに令和３年度事業計画及
び収支予算書、専務理事の交代の決議について、いずれも原案どおり、承認をいただき
ました。
　理事会は、第１回５月20日（令和２年度事業報告及び収支決算書の承認、理事選任候
補者（案）の決議、会計処理の変更）、第２回６月６日（役員の選任決議）、第３回11月
８日（賛助会員の入会の決定、業務執行状況の報告）にそれぞれ開催しています。第２
回は、総会後の開催で同様に書面決議により実施しています。

● 事件・事故の相談電話　019－621－3751 　● 性犯罪等相談電話（はまなすサポートライン）019－601－3026
10：00～17：00（土日、祝日を除く）相談や支援活動は無料です。相談内容が他に漏れることはありません。安心してご相談ください。

令和３年度
定時総会・
理事会の開催

（ 1 ）Iwate Victim Support Center
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令和３年度　令和３年度　犯罪被害者支援県民のつどい犯罪被害者支援県民のつどいををWEB配信WEB配信でで開催開催

北部三県警察音楽隊
合同演奏会での広報

　コロナ禍に伴い事前収録の上、11月25日から12月１日までの１週間、WEB配信によって開催しました。
　理事長の挨拶、支援活動にご尽力いただいた団体に対する感謝状の贈呈、そして被害者遺族・入江杏様から「悲
しみとともにどう生きるか」と題して基調講演を頂きました。視聴された方から「見えない涙を見、発せられな
い言葉を聴く」ことの大切さを知りましたとの声が寄せられるなど、被害者支援に対する一層の理解が図られま
した。

　令和３年12月４日、盛岡市民文化ホールで開催さ
れた北部（青森・秋田・岩手）３県警察音楽隊合同
演奏会において、来客者に対し当センターのチラシ
などを配布すると共に広報パネルを展示して被害者
支援への理解を呼びかけました。

株式会社ミチノクイオンスーパーセンター盛岡渋民店北日本通信株式会社
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全国犯罪被害者週間キャンペーン

令和３年（2021年）の相談・支援活動状況（１月～12月）

　犯罪被害者週間前日の令和３年11月24日岩手県北バスの協力のもとで、岩手県、警察本部、当センター共同での出発
式を実施しました。また、同日、盛岡市前潟のイオン盛岡店においてチラシなどを配布し被害者支援の理解を呼びかけ
ました。

　令和３年中の電話相談・面接相談・メール相談・直接支援の状況は下記のとおりです。
　（件数は、全国被害者支援ネットワークの統計基準に基づき計上しており、対応した延べ件数です。）

〈いわて被害者支援センター〉 〈はまなすサポートセンター〉
（岩手県性犯罪性暴力被害者ワンストップ支援業務）

■ 相談

■ 2021年の相談
　 （被害類型）

■ 2021年の相談
　 （被害類型）

■ 相談■ 直接支援 ■ 直接支援

■ 2021年の直接支援
　 （支援類型）

■ 2021年の直接支援
　 （支援類型）

■ 電話相談　■ メール相談　■ 面談相談　■ 直接的支援

殺人殺人
（傷害致死）（傷害致死）

2929

強制性交等強制性交等
163163

強制性交等
3

監護者性交等 6

強制わいせつ
1

強制わいせつ強制わいせつ
100100

暴行・傷害暴行・傷害
4747

監護者わいせつ
2

その他の身体犯 6

その他の性被害
15

交通交通
死亡事故死亡事故

2121

財産的被害 1

交通事故交通事故
2020

ＤＶ 19

財産的被害財産的被害
1010

ストーカー 6

ＤＶ 3

虐待 1
ストーカー

1

113
171

71

29

164 37 336 43

161
192

11494

98 244 4337

43

58

46
255

51 55
10

22

46 41

15 37
166166

251251

253253 488488

164164 336336

その他その他
2323その他その他

2323

警察関連支援 3

警察関連警察関連
支援支援

55

裁判関連支援裁判関連支援
1717

弁護士法律相談付添い 4

行政窓口等
付添い 1

行政窓口等
付添い　1 病院付添い 2

自宅等訪問自宅等訪問
33

自宅等訪問自宅等訪問
99

生活支援生活支援
33

生活支援 2

その他その他
66

その他その他
1919

■ 電話相談　■ メール相談　■ 面談相談　■ 直接的支援

弁護士法律弁護士法律
相談付添い 5相談付添い 5
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養　成　講　座養　成　講　座
　支援センターの活動を支えるボランティア活動員を
希望される方を対象とした令和３年度養成講座を５月
から12月まで実施しました。
　講座では、弁護士、臨床心理士、県男女共同参画セ
ンターLGBTQ相談員、警察本部の担当者などから活
動に必要な基礎的知識の研修を受けました。所定の講
座を修了された５名の方には理事長から修了証書が交
付されました。

　（公社）いわて被害者支援センターでは、事件・事故の被害者やその家族を支援するため、電話相談や支援活動に携わるボラ
ンティアを募集しております。
 募集期間   令和４年２月１日（火）～同年３月31日（木）
 募集地域   盛岡市・滝沢市・雫石町・岩手町・八幡平市・矢巾町・紫波町・花巻市にお住まいの方
 応募条件   ・・年齢25歳～おおむね65歳くらい、心身ともに健康な方
  ・  ・支援活動に必要な技術を修得するための「養成講座」を受講できる方
  　《令和４年５月～同年12月まで（月１回程度）》　※なお、経験の有無は問いません。
 応募方法   電話で下記の連絡先までお申し込みください。「採用時養成講座申込書」をお送りします。
  なお、同申込書は、当センターHP（ https://www.iwate-vsc.jp ）からでもダウンロードできます。
 問合せ先   〒020−0021　盛岡市中央通３丁目10−２　公益社団法人いわて被害者支援センター事務局
  TEL：019−621−3750

被害者支援ボランティア活動に参加して
　私はボランティア活動に参加して、３年になります。
以前他県で数年間犯罪被害者支援の仕事をしたことも
あり、岩手に戻って何か出来る事はないかと思い、養
成講座を受けました。
　被害者支援の仕事に就くまで、あまり深く被害者の
気持ちや立場を考える事はありませんでした。しかし
被害者支援制度の成り立ちを知るにつれ、数々の大き
な事件を思い出しました。それまでは何となくニュー
スの１ページとしか感じていませんでした。
　被害者の方の話しや資料を見る機会が増え、被害を
受けた方の思いや苦しみ、それを支えた家族や友人達
が声を上げ作られてきた法制度。そして現在の支援や
まだまだ必要な支援があることを知りました。

　ボランティアを始めて、電話相談や直接支援に携わっ
て来ましたが、過去に被害に遭い数十年経っても生き
づらさを抱えている人が多い事を知りました。時が
経っても忘れられない恐怖や悲しみ、その記憶が自分
を取り囲んで身動きが取れなくなって、人間関係も仕
事も上手くいかない事、そして段々追い詰められてし
まう事・・私達はボランティアとして何か解決できる
わけではなく、相談者の話しを聴く事しかできないか
もしれません。でも安心して話す場がある事を知って
欲しいと思います。相談者の心の中のもやもやした思
いや怒りをきちんと受け止められるように、そしてこ
のような支援をしている支援センターがあることを知っ
ていただきたいと思っています。
 支援活動員　F

令和４年度養成講座受講者の募集 ～私たちと一緒に活動していただけるボランティアを募集しています～
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全 国 表 彰ト
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　令和３年10月８日開催の全国犯罪被害者支
援フォーラム2021において、警察庁長官・全
国被害者支援ネットワーク理事長連名の「犯
罪被害者支援功労団体表彰」を受賞し大濱健
志警察本部長に受賞挨拶をしました。

【警察庁長官賞】

被害者を支える社会
 岩手県立久慈東高等学校　二年　小

こ

泉
いずみ

　星
せい

三
さぶ

郎
ろう

　

　現在、日本には被害者遺族の方が多くいる。そし
て、いつ、誰がその立場になるかは分からない。
　私は以前、交通事故でまだ当時小学生だった息子
さんを亡くした方の話を聞いたことがある。息子さ
んは横断歩道を渡っている途中に、ながら運転で前
を見ていなかったトラックに、後ろにいた弟の目の
前で轢かれた。その後、息子さんは急いで病院に搬
送されるも内臓が破裂するなどしており、治療の甲
斐なく亡くなった。事故の後、トラックの運転手か
ら直接会って謝罪したいという手紙を貰ったが、そ
の方は受け入れなかった。誠意を文から感じられな
かったそうだ。そして何より、その方が言っていた

「亡くなった息子の弟が可哀想だ。」という言葉が忘
れられない。実際そうだろう。目の前で自分の兄が
トラックに轢かれるところを目撃したのだから。そ
の方は現在、教師の仕事をしつつも被害者遺族とし
て講演を行っている。少しでも、ながら運転の危険
性と家族の大切さを広めるためにやっているそうだ。
　私はこの話を聞いた時、大きなショックを受け、
また、胸が締め付けられるような気持ちになった。
それと共に、この様な事故は他人事ではない、いつ
自分の身、周囲の人の身に降りかかってもおかしく
ないと考えた。その後、私はながら運転について調
べてみた。ながら運転の発生数は近年大幅に増加し
ており、十数年前と比べ二倍以上になっている。ま
た、自転車のながら運転による死亡事故も発生して
おり、私達も被害者だけでなく加害者側になる可能
性があることも分かった。そして、事件事故後の被
害者遺族についても調べてみた。事件事故の発生後、

マスコミなどの報道関係者はすぐにそのことを知り
取材に訪れるそうだが、その方々の配慮の足りない
発言や心無い発言に傷つけられたり、友人や隣人か
ら今の自分の心情とはまったく違う言葉をかけられ
違和感を覚えるなど、事故による直接的な被害以外
にも様々な苦労をしているということが分かった。
もし自分の家族が事件事故に遭い、命の危機にある
中で、マスコミや周囲の方々にこの様な対応をされ
た時の精神的・身体的疲労やショックを考えると、
今の平穏で何気ない日常がまったく当たり前ではな
い、かけがえのない時間であるということを感じた。
　この様な思いをする被害者を減らすためには、そ
もそも事件事故を減らすことが一番だがそれには限
界があり、完全にそれらを無くすことは出来ない。
自らが加害者・被害者両方にならない様に注意する
のは当然として、被害者の心情を考え、時に寄り添
い、時に励ますことが重要だと思った。また、検察
庁による被害者ホットラインや警察による犯罪被害
者支援、県・地域の被害者支援センターなどもあり、
岩手の被害者支援センターには寄付や支援のページ
があり、そこから被害者を支援するという方法もあ
ることが調べて分かった。
　事故に繋がりそうなことはしない、事件に繋がる
様なことは止め、止めさせる。被害者が生まれたな
ら心情を考え支援する。そして何より、自分も相手
もかけがえのない時を過ごしている大切な命である
ということを考えるようにすれば、少なくとも今よ
りは被害者を生まない社会になるのではないだろう
か。
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　岩手県警及び県教育委員会と共催し、県内の小学・中学・高校の生徒を対象にいのちの授業を実施しました。
この授業は、事件や交通事故で家族を亡くされた遺族の方等に講演をして頂き、将来を担う若い人たちに犯罪被
害者等へ思いやる心と正しい理解を広げるとともに事件や交通事故を起こさない、被害者を出さないという気運
を醸成するために行っているものです。

 令和３年開催校 　花巻市立南城小学校、盛岡市立北陵中学校、盛岡中央高校付属中学校、花巻市立南城中学校、
花巻市立湯本中学校、金ケ崎町立金ケ崎中学校、一関市立大原中学校、釜石市立大平中学校、軽米町立軽米中学校、 
杜陵高等学校、盛岡第三高等学校、大迫高等学校、黒沢尻工業高等学校、宮古商工高等学校、久慈東高等学校

盛岡市
（一社）岩手県交通安全協会
（公財）岩手県暴力団追放推進センター
（一社）岩手県警備業協会
（一社）岩手県交通安全協会盛岡支部
（一社）岩手県指定自動車教習所協会
（一社）盛岡市医師会
医療法人　日新堂　八角病院
医療法人財団　仁医会　都南病院
社会医療法人　智徳会　未来の風　せいわ病院
社団医療法人　赤坂病院
アルファクラブ東北株式会社
インディ商事株式会社
ネッツトヨタ岩手株式会社
みちのくコカ･コーラボトリング株式会社
モトモチ商事株式会社
株式会社　たいよう共済岩手支店
株式会社　トヨタレンタリース岩手
株式会社　コミュニケーションズ・コ・ア
株式会社　アイ不動産
株式会社　いんべクリーニング
株式会社　ジェームス岩手
株式会社　ナイス・ジャパン
株式会社　バーグル
株式会社　ヤマトフードサービス
株式会社　丸久商店
株式会社　岩手日報社
株式会社　吉田印刷
株式会社　吉田測量設計
株式会社　久慈設計
株式会社　宮崎商店
株式会社　駒木葬祭
株式会社　五六堂印刷
株式会社　公楽
株式会社　三田商店
株式会社　東北映像
株式会社　鳩林商事

株式会社　平金商店
株式会社　木津屋本店
岩手トヨペット株式会社
岩手県ハイタク交通共済協同組合
岩手県警察官友の会連合会
岩手県警友会連合会事務局
岩手県交通株式会社
岩手県遊技業協同組合
岩手庄子運送株式会社
岩手電工株式会社
岩手洋服販売株式会社
合同会社　ネットワークさとう
三本コーヒー株式会社
渋民歯科クリニック
小松総合印刷株式会社
全国共済農業協同組合連合会岩手県本部
中央自動車学校
県警　運転免許課　職員互助会
県警　岩手県警察学校
県警　刑事部科学捜査研究所　匠会
県警　刑事部鑑識課　睦会
県警　刑事部機動捜査隊　親睦会
県警　刑事部刑事企画課　互助会
県警　刑事部組織犯罪対策課　親睦会
県警　刑事部捜査第一課　親睦会
県警　刑事部捜査第二課　親睦会
県警　警備部警備課　互助会
県警　警備部公安課　親睦会
県警　警務部会計課　親和会
県警　警務部監察課　ひまわり会
県警　警務部警務課　互助会
県警　警務部県民課　親睦会
県警　警務部厚生課　親和会
県警　警務部情報管理課　情管会
県警　警務部人財育成課　互助会
県警　警務部総務課　互助会
県警　交通部交通機動隊　親睦会交機会
県警　交通部交通規制課　親交会

県警　交通部交通指導課　交友会
県警　交通部高速道路交通警察隊　親睦会やすらぎ会
県警　生活安全部サイバー犯罪対策課
県警　生活安全部人身安全少年課　睦会
県警　生活安全部生活安全企画課　睦会
県警　生活安全部生活環境課　親睦会
県警　生活安全部地域課　しらかば会
県警　生活安全部通信指令課　親睦会
県警　盛岡西警察署職員互助会
県警　盛岡東警察署職員互助会
盛岡ターミナルビル株式会社
盛岡ニッタン株式会社
盛岡ライオンズクラブ
盛岡ロータリークラブ
盛岡観山荘病院
盛岡東警察署警察官友の会
盛岡西警察署警察官友の会
盛岡遊技業組合
有限会社　サン住設
有限会社　シューズ モリ
有限会社　岩手自動車電機
有限会社　佐々木硝子店
有限会社　三電工業
有限会社　大典堂印刷所
鈴木内科・神経内科
東日本電信電話株式会社岩手支店
東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社
東北電力株式会社岩手支店
白石食品工業株式会社
北映商事株式会社
北日本通信株式会社
湊運輸倉庫株式会社

宮古市
陸中建設株式会社
宮古信用金庫
宮古地区安全運転管理者選任事業所事業主会

宮古地区交通安全協会
県警　宮古警察署互助会
宮古ヤクルト販売株式会社
金子誠輪社
リアス環境管理株式会社
株式会社　宮古ドライビングスクール
株式会社　グリーンピア三陸みやこ
宮古警察官友の会
医療法人財団　正清会

大船渡市
県警　大船渡警察署職員互助会
気仙地区交通安全協会
有限会社　休石商事運輸
岩手総業株式会社
株式会社　マイヤ
さいとう製菓株式会社
橋爪商事株式会社
大船渡警察官友の会
ホテル　福富
株式会社　東海新報社

花巻市
県警　花巻警察署職員互助会
株式会社　小友木材店
花巻警察署警察官友の会
株式会社　山下組
株式会社　グリーン・ライフ
高源興業株式会社
岩手雪運株式会社
高田工業株式会社
花巻自動車学校
株式会社　みちのくクボタ
旭エンジニアリング株式会社
花巻地区企業防犯連絡協議会
花巻地区遊技場組合

賛助会員（法人）名簿
　　令和３年12月末現在の法人正会員と法人賛助会員332団体について、市町村別に掲載させていただきました。
　　会員様には、センターの支援活動にご協力いただき、心より感謝申し上げます。

（敬称略、順不同）

「いのちの尊さ・大切さ教室」の開催
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岩手標識株式会社
花巻警友会

北上市
株式会社　阿部マイカーセンター
株式会社　アイエムアイ
株式会社　フジサキ
株式会社　メイホール
株式会社　ヤエガシ
株式会社　ヤマト
株式会社　ライフ花北
株式会社　笠井
株式会社　佐藤組
株式会社　桜
株式会社　昭和管工
株式会社　村上商事
株式会社　中村商会
株式会社　東北佐竹製作所
株式会社　日盛ハウジング
株式会社　八重樫葬具店
株式会社　平野ターフ
株式会社　北上ヘルシー
株式会社　北上開発
有限会社　カネタ運送
有限会社　浅井自動車販売
シミズ運輸有限会社
北日本重機有限会社
クイック株式会社
センコン物流株式会社北上営業所
ソシアル株式会社
プラント工業株式会社
医療法人　室岡整形外科医院
岩手基礎工業株式会社
岩手県タクシー協会和賀支部
県警　北上警察署交誼会
小田島建設株式会社
西部自動車工業
千田孝幹司法書士事務所
千田工業株式会社
大通運送株式会社
東日本高速道路株式会社東北支社北上管理事務所
南部電気工事株式会社
北上ビルメン株式会社
北上運輸株式会社
北上警察官友の会
北上自動車学校
北上信用金庫
北上電工株式会社
北上物産株式会社
北誠電工株式会社

久慈市
プレステック株式会社
医療法人健生会　竹下産婦人科医院
一沢コンクリート工業株式会社
下舘建設株式会社
株式会社　ヒカリ総合交通
株式会社　ファーマ・ラボ営業本部
株式会社　小山組
株式会社　中塚工務店
蒲野建設株式会社

岩手県久慈地区交通安全協会
久慈警察署警察官友の会
宮城建設株式会社
県警　久慈警察署親睦会むつみ会
十久輸送有限会社
遊技業　久慈組合

遠野市
株式会社　Ｎ・ＳＡＳ　遠野営業所
有限会社　遠野車輛工業
遠野ドライビング・スクール
遠野地区金融機関防犯協会
遠野警察官友の会
県警　遠野警察署親睦会

一関市
一関商工会議所

（一社）岩手県タクシー協会一関支部
オヤマ株式会社
株式会社　サンライズトランスポート
トーバン印刷株式会社
ニッコー・ファインメック株式会社
伊東運送株式会社
医療法人　三秋会　介護付有料老人ホーム　いわいの郷
医療法人　三秋会　介護老人保健施設　やまゆり
一関ライオンズクラブ
一関警察署警察官友の会
一関自動車学校
一関信用金庫
一関中央クリニック
一関糧運株式会社
株式会社　アグリサービス
株式会社　オヤマ
株式会社　ガーデンなかじま
株式会社　ホーマス・キリンヤ
株式会社　マリアージュ
株式会社　佐原
株式会社　佐々木組
株式会社　松栄堂
株式会社　千厩自動車学校
株式会社　平野組
株式会社　立石コンクリート
株式会社　和泉屋
岩手県一関地区交通安全協会
県警　一関警察署職員互助会
県警　千厩警察署互助会
世嬉の一酒造株式会社
千トラック販売株式会社
千厩警察署警察官友の会
川崎コンクリート工業株式会社
川嶋印刷株式会社
大森工業株式会社
東磐運送株式会社
特定非営利活動法人　ケアセンター　いこい
八ッ星運輸株式会社
有限会社　シマフジ企画
有限会社　すずまーと
有限会社　栄和興業
有限会社　郭公屋
有限会社　及川石材店
有限会社　及善会館

有限会社　湖月堂
有限会社　佐藤建興
有限会社　三和交通サービス
有限会社　菅原建材輸送
有限会社　千厩運送
有限会社　東山運送
有限会社　那須工業運輸
有限会社　那須野葬祭社

陸前高田市
陸前高田ドライビングスクール
陸前高田ライオンズクラブ

釜石市
岩手県釜石地区交通安全協会
県警　釜石警察署職員親睦会

（一社）釜石医師会
日鉄テックスエンジ株式会社東北支店
三陸電業株式会社
釜石警察官友の会
日鉄物流釜石株式会社

二戸市
株式会社　十文字チキンカンパニー
医療法人　青松会
株式会社　南部美人
県警　二戸警察署職員互助会
二戸警察官友の会
二戸地区コンビニエンスストア等防犯対策協力会
有限会社　岩手県北自動車学校
有限会社　福田運送
鈴丸商事運輸有限会社

八幡平市
岩手県コンビニエンスストア等防犯対策協議会連合会
荒沢運送有限会社
岩手警察署警察官友の会西根支部

奥州市
白金運輸株式会社
有限会社　菊池塗装工業所
岩手江刺農業協同組合
イワセキ株式会社
江刺岩手ライオンズクラブ
県警　奥州警察署職員互助会
奥州警察署警察官友の会
小見レディースクリニック

滝沢市
県警　警備部機動隊互助会
株式会社　トークス岩手支社

葛巻町
葛巻町警察友の会

岩手町
岩手警察署警察官友の会岩手町支部
県警　岩手警察署職員互助会
北岩手交通安全協会
岩手警察署警察官友の会

紫波町
株式会社　紫波フルーツパーク
岡崎建設株式会社
株式会社　カワイ
橘建設株式会社
県警　紫波警察署職員互助会
佐々木建設株式会社
紫波交通安全協会
紫波中央自動車学校

矢巾町
株式会社　三ツ星商会
医療法人　泰三会　徳永整形外科

（一社）岩手県自家用自動車協会
（一社）岩手県自動車会議所
（一社）岩手県自動車整備振興会
（公社）岩手県トラック協会

金ケ崎町
トヨタ自動車東日本株式会社岩手工場
共栄運輸株式会社
株式会社　本宮運輸

平泉町
医療法人　三秋会　介護老人保健施設　さわなり苑
有限会社　鈴木鉄筋
株式会社　国際自動車教習所
宗教法人　毛越寺
有限会社　岩手南警備保障
有限会社　プロフィット

岩泉町
岩泉警察署警察官友の会
県警　岩泉警察署職員互助会

（公社）岩手県トラック協会　岩泉支部
岩泉自動車運輸株式会社
金寿恵運送有限会社
小本運送有限会社

普代村
株式会社　越戸商店

一戸町
有限会社　一戸運輸
株式会社　アキヤマ
有限会社　中山運送
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ワンクリック募金ワンクリック募金
　ワンクリック募金は、当センターのホーム
ページの下記協賛８社様バナーをクリックす
ることにより、１クリック10円が当センター
に寄付され、各種支援活動に活用されており
ます。ご協力ありがとうございます。

ご協力ありがとうございます
北日本通信株式会社、株式会社セブンツー、ほか個人４名

● 支援自動販売機設置協力業者（令和３年12月末現在）

ご協力ありがとうございます
みちのくコカ・コーラボトリング株式会社（盛岡市）／株式会社伊藤園（盛岡市）／サントリービバレッジサー
ビス株式会社（盛岡市）／ネオス株式会社（盛岡市）／株式会社アクセル（盛岡市）／みちのくキャンテイーン
株式会社（矢巾町）／仙台キリンビバレッジサービス株式会社（矢巾町）／株式会社アジテック（北上市）／ 
株式会社ミチノク（奥州市）／白金運輸株式会社（奥州市）

● 新規設置の自販機
　新たに支援自販機を設置して頂きました。

● ㈱ミチノク：千厩高等学校（ラッピング付き）　● ㈱アクセル：盛岡東警察署見前幹部交番、盛岡西警察署

岩手県警察本部／県下全16警察署／北日本通信株式会社／マルイチ矢巾店／デイリーヤマザキ盛岡南インター店／盛
岡グランドホテル／岩手自動車学校／ＳＴモータースクール北校・南校／中央自動車学校／岩手中央自動車学校／宮古
ドライビングスクール／平金商店パステル館／肴町商店街振興組合／岩手県庁生協組合／ホットスターたむら／NPO
参画プラニング・いわて／ホーマス・キリンヤ（８店舗）／恵比寿別邸牡丹／オートバックス盛岡北店

イオン黄色いレシートキャンペーンイオン黄色いレシートキャンペーン
　イオンでは、毎月11日を社会貢献活動の日（イオン・
デー）として、お客様がレジ精算時に受けとった黄色いレ
シートを準備した箱に投
函してもらうことでレ
シート合計金額の１％の
品物が登録団体に寄贈さ
れます。当センターでは、
この活動に参加し、イオ
ン盛岡店及びスパーセン
ター盛岡渋民店からご寄
付を頂いております。

千厩高等学校 見前幹部交番

ご寄付を頂いた方々ご寄付を頂いた方々
（令和３年12月末現在）

募金箱設置先（令和３年12月末現在）


