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◎ 住宅を対象とした侵入盗の防止(年間取組事項〉

◎ 自動車盗の防止

◎ 特殊詐欺の被害防止

◎ 子どもと女性のうE罪被害防止

◎ 暴力追放運動の推進

天高く澄み切った青空、色づく木々の葉、近くで聞こえるコオロギの声に秋の

訪れを感じます。爽やかで過ごしやすい季節を迎えました。

各地域においては、秋祭りや運動会それにハイキングと多彩な行事が

行われます。
こうした行楽時季にも、空き巣や高齢者を狙った特殊詐欺、女性や子どもを

対象とした「ひったくりJや「わいせつJ等の事件が発生します。
このため、全国的に10月 11日 (水)から10月 20日 (金)までの10日間、安全で住みよい地域社会を実現

するため、『 全 国 地 域 安 全 運 動 』が展開されます。蜘 県、愛察口贈 察、蜘 動 鶴 鍵 鎗 も、
~2叫応して『秋の安全なまちづくり県民運動』をいます。
また、この期間中の10月 17日 (大)には、愛知県芸術文化センターにおいて、

『安 全 な ま ち づ くり愛 知

…

』司 麒 厳 全 嘱鞠 :自前～猥 開します。
“わが町・わが地域の安全 安心"をめざし、警察や自治体、地域ボランティアの方々と連携して、多彩な地域安全活

動を展開します。みなさんもご家庭において、安全と安心について話し合い、地域で行われる各種の行事に積極的に

参加して、安全で住みよい明るいまちを作りましょう。

住宅を対象とした侵入盗の防止く年間取組事項〉
この時季は、家族でイ予楽に出かける機会が多くなり家を留守にしがちです。そのため留守を狙つた空き巣なども増加します。大切な財産を守るため、出か
けるときは確実な戸締まりと、ラジオをつけて留守と気付かれないようにしたり、またお隣りに一声を推Hするなどして侵入盗の被害を防止しましょう。

自動車盗の防止
自動車は財産的な価値が高く、盗られた場合には他の犯罪にも利用されるため、一寸の時間でも車から離れるときは必ずキーを抜いて施錠し、長時間駐車
する時は八ンドルロック等の防犯装置を取り付ける等して、自動車の盗難被害を防止しましょう。

特殊詐欺の被害防止
高齢者が被害者となる「振り込め詐欺」等の特殊詐欺被害は、依然として後を絶ちません。現金や
キャッシュカードの要求があつた時は「すぐに振り込まない」「一人で振り込まないJ「警察官や銀行員等、
必ず誰かに相談する」を実行し、被害に遭わないようにしましょう。

子どもと女性の犯罪被害防止
子どもが被害者となる強制わいせつや児童虐待等の事件が発生しています。地域においては見守り活動を強化し、
家庭では「つみきおに」を繰り返し教えましょう。また「ひつたくりJや「痴漢Jに対しては、決して他人事と考えず、
自分も狙われているという危機意識を持つて被害防止に努めましょう。

暴力追放運動の推進
暴力追放運動の三ない運動+1の麻」用しない」『恐れない」「金を出さない」「交際しないJを実践するとともに、暴力を許さない環境をつくりましょう。

防犯協会ホームページ(防犯情報)httpゾ /www.bouhan‐ aichi.or.jp
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イ牛と、前年に上ヒベ1,402件 (41%),

平成26年 9月発足 隊員7名

児童の下校時間帯を目安に、2人一組

で青パトに乗り、通学路や学区内の巡

回バトロールを行つています。

女性による地域安全活動

を主体とした
餡
女性ボラン

ティア団体"は、防犯パト

ロール、防犯キャンペー

ン、防犯教室の開催、児童

の見守り活動、少年非行

防止活動等、女性の視点

に立つたきめ細かな活動

を行い、地域のお母さん

としての役割を担つてい

ます。
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平成元年7月発足 隊員8名

男性隊長のもとフ名の女性隊員で、学

区内の防犯パトロールを始め、商店街

での違法駐車対策や地下鉄駅付近で

放置自転車対策活動を行つています。

平成29年

6月末

前年比

(暫日 直)

刑法らE 侵入盗

』瞬
うち)空き巣 うち)忍込み うち)居空き 自転車盗 オートパイ盗

32,634 3,392 1,719 1,298 343 78 5,424 630

-1,402 -125 -362 -372 +24 -14 -760 -129

-4.1% -3.6% -17.4% -22.3% +7.5% -15.2% -12.3% -17.0%

鞭噸
自動車盗 車上ねらい 部品ねらい ひつたくり 自動販売機

ねらい
強 盗 性犯罪

認知件数(件 ) 4,744 667 2,435 1,642 128 392 64 208

増  減(件 ) +652 -12 +505 +159 -26 -68 -15 +10

'曽

減 比 (%) +15.9% -1.8% +26.2% +10.7% -16.9% -14.8% -19.0% +5.1%

※住宅対象侵入盗～空き巣忍込み 居空きの合計 ×性犯罪～強姦 強制Jわいせつを合計 ※本統計資料の数値は暫定値であり平成30年 2月 ]日 に確定します.

rolr

1年4月発足 会員 150名

体験型防犯教室「トライ 防犯～80-
KENあいち～」を開催して、小学校で

不審者対応などの防犯指導を行いま

した。

昭和33年 11月発足 隊員250名

市内 12の支部において、毎日小学生

の登下校時の見守り活動を行つてお

り、下校時には見守り活 el」 の後に巡回

ノヾトローリレも行つています。

あま市内の集会場で、高齢者を対象に

した振り込め詐欺等の寸壕」や替え歌を

歌つて、高齢者とふれあいながら犯罪

から身を守るための防犯指導を行つて

います。
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H29年 H28年 増減

認知件数 構成率 認知件数 構成率 認知件数 増減率

名古屋市部 13,703 4200/● 13807 4060/0 -104 -08%

西 尾 張 部 6,528 2000/0 6,919 2030/0 -391 -570/0

東 尾 張 部 4,518 138% 4,889 1440/0 -371 -760/0

西 三 河 部 5,381 1650/O 5,722 1680/0 -341 -600/0

東 三 河 部 2,504 770/O 2,699 790/O -195 -720/0

ロ 計 32,634 10000/0 34,036 1000% 1,402 -410/0

哉少しました。しかし、自動車関連窃盗が増加しています。

地域別発生状況 (1」法うE)

※地域別区分 (警察署単位)

西尾張部=西 lll刊 牧ヽ 江南 犬山一宮稲沢
津島蟹江

東尾張部=愛知 瀬戸 春日丼 知多 半田東海
常滑 中部空港

西三河部=刈谷 署南 安城 西尾 岡崎 豊田 足助
東三河部=設楽 新城 豊川 蒲郡 豊橋 田原

(出典:愛知県警察本部 生活安全総務課)
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平成19年 12月発足 会員8名

「おとひめ」は武豊町の浦島伝説にちな

んだ名前で、8名の会員が福祉施設等に

おいて、高齢者を対象に、悪質商法や振

り込め詐欺等を寸劇でコミカルに演じて

被害防止の啓発活動を行つています。

平成21年7月発足 会員10名

犯罪被害や交通事故に遭いやすい高齢

者を中心に、公民館や集会所等に出向

き、オレオレ詐欺等の寸劇を通してら巳罪

被害防止や交通事故防止を呼びかけて

います。

歓楽街での「ぼつたくり」や「呼び込み」

を防止するための防犯パトロールや、

道路の清掃も行う等、歓楽街の環境浄

化活動に取組んでいます。

昭和24年4月発足 会員220名

各種防犯キャンペーンに参加したり、青

少年非行防止のためのイベントを行つた

り、子育て支援活動を実施していおり、今

回は」R安城駅前で「防犯かるた」を実施

し、子ども達の防らE意識を高めました。

平成11年5月発足 会員8名

保育園からの依頼を受けて、誘拐 連れ

去り防止等の防犯教室を開催していま

す。防犯教室は、絵本の読み聞かせ、手

遊び、紙人形劇や寸劇を行う等、児童に

分かり易い方法で行つています。

昭和55年 10月発足 会員578名

警察と連携して各種防犯キャンペーン

に参加しており、他には「子ども見守り

隊」の隊員として少年非行防止活動を行

ったり、刑務所慰間で再犯防止活動に協

力する等、幅広い活動を行つています。
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8月 3日 (木 )、 名占屋市熱田区内のショッピング

モールにおいて、知事、警察本部長の出席のもと

夏の安全なまちづくり県民運動推進キャンペーン

を行いました。キャンペーンでは、主催者挨拶の

後、アイドルグループSKE48メ ンバーによるトーク

ショーや、全員で防犯スローガンの唱和を行い、

運動の一層の盛り上がりを図りました。

グランバスくんやコノハ警部等が参加して、名

古屋駅前において、自転車盗難防 11交通事

故防 卜対策キャンペーンを行いました。

1日 警察暑長の東関親方が、市内の保育 FI

で粽児や保護者等に防犯や交通安全を呼

び力ヽ すました.

曇番

~こ
ども未来館Jにおいて、市内の幼稚囲児

を招いて、「子ども誘 l・ 防止教室 Jを 開催し

ました.

元中ロドラゴンズの ●浪和義氏をlH警察岩

長に委嘱して、市内の明石公は|で特殊詐欺

の被害防止キャンペーンを行いました.

波来隊等の協力を得て、サーファーや観光客

にチラシを配り、車 lね らいや水難事故防 L

をFfびヵ,すました.

豊川防犯 ●l会連合会のマスコットキャラクター

が、「あんぜんくんJと「みはりちゃんJに決まり、

その命名者を総会で紹介しました。

当連合会は、6月 29日 (本 )、 愛知県自転車 ll」 犯

登録脇会 (1,野 守夫理事長)か ら、安 /T・ 安′ら

の地域社会実現の活動資金として寄附企の贈

呈を受けました。

当連合会は、7月 25日 (火 )、 タイホウコーボレー

ション株式会社 (名 古 F‐ 市中X 小野直彦タイ

ホウグループ代表)から、防犯少年口|(通称コノ

ハキッズ)の制1民の贈呈を受け、各地区防犯協

会に配布しました,

タイホウコーボレーション株式会社
小野直彦タイホウ′ループ代表1写 真左側,

モ蜘 轟|

1とき

平成29年 10月 ]7日 (火 )

午後 1時から午後3時

2ところ

愛知芸術文化センター

(愛知県芸術劇場大ホール)

目圃會響②田昌

=

■知県口転車力犯登録協会
前野守夫チT+長 (写 真有側,
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