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◎ 住宅を対象とした侵入盗の防止〈年間取組事項〉

◎ 特殊詐欺の被害防止

◎ 自動車盗の防止

◎ 子どもと女性の犯罪被害防止

◎ 暴力追放運動の推進

秋の夜長に聞こえる虫の音、さわやかな季節を迎えました。

この時季は、家族揃って行楽に出かけたり、秋祭りや運動会が開催される等、

家を留守にする機会が多くなります。こんな時は空き巣や忍び込み等の住宅対象

侵入盗被害が多発します。

また季節に関係なく、自動車盗や高齢者を狙った振り込め許欺、女1生や子ど

もを対象としたひったくりやわいせつ事件等も発41しています。

このため、全国的に10月 11日 (火)から10月 20日 (木)までの 10日間、安企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。愛鶴颯、蜘 颯 、蜘 鶉 鶴 鍮 舗

でも、鋼軒応して『秋の安全なまちづくり県民運動』を衡=かます.

また、この期間中の18日 (火)に は、愛知芸術文化センターにおいて、

『安全なまちづくり愛知県民大会』～螂蠣途動 :自放～綱催します。
“わが出Jわが地域の安全・安心"をめざし、警察や白治体、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、地域で行な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〈年間取組事項〉
住宅を対象とした侵入盗は、相変わらず多発しております。大切な財産を守るのは、「あなた自身ですJ。 秋の行楽にお出かけのときは、

確実に戸締まりをして、お隣に一声整Hナるなど 被害防止に努めましょう。

特殊詐欺の被害防止
依然として高齢者を対象とした、「振り込め詐欺Jをはじめ特殊詐欺の被害が増加しています。特 こ、手渡し型の詐欺力増加しています。
現金カードの要求には絶対応じないようにしましょう。被害防止のポイントは、「すぐに振り込まないJ「一人で振り込まないJ

「必ず誰力Jこ相談する」ことを実行しましょう。

自動車盗の防止
この種の被害を防止するには、「ドアは確実にロックする」「防犯装置をつける」「管理がしつかりした

駐車場を利用する」等を実行しましょう。

子どもと女性の犯罪被害防止
全国的に子どもが被害者となる強制わいせつ等の事件が発生しております。家庭では合い言葉の
「つみきおにJを繰り返し教え習慣づけましょう。また、女性が被害者となるちかんや、ひつたくり等
街頭り巳罪の被害防止は、「自分が狙われている。」との危機感を持つことから始めましょう。

暴力追放運動の推進
暴力団追放の三ない運動+1の麻」用しなしヽJ「恐れないJ「金を出さないJ「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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平成28年6月末の愛知県内における刑法犯の認知件数は、前年に比べ3,683(98%)減少しました。
しかしながら、侵入盗、住宅対象侵入盗、空き巣は全国ワースト1位です。
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刑法犯 侵入盗 うち)空き巣 自転車盗 オートパイ盗

34,042 3,517 2,081 1,670 319 92 6,184 759

-3,683 -490 -317 -122 -191 -4 -219 -9

-9.8% …12.2% -13.2% -6.8% -37.5% -4.2% -3.4% -1.2%

帥嘲
車上ねらい 部品ゎらい ひつたくり 自動販売機

ねらい
強 盗 性犯罪

認知件数(件 ) 4,093 680 1,930 1,483 154 460 79 199

増 減(件 ) -1,940 -597 -855 -488 -24 -221 -17 -7

増 減 Lヒ (0/o) -32.2% -46.8% -30.7% -24.8% -13.5% -32.5% -17.7% -3.4%
※住宅対象侵入盗～空さ巣 忍込み居空きの合計 X性犯罪～強姦、強制わいせつを合計 ※本統計資料の数値は暫定値であり平成29年 2月 ]日 に確定します。

地域別発生状況

H28年 H27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 13,810 406% 15,797 4190/0 1,987 -1260/0

西 尾 張 部 6,920 203% 7,285 193% -365 -50%

東 尾 張 部 4,889 1440/O 5,422 1440/0 -533 -980/0

西 三 河 部 5,724 1680/0 6,428 1700/0 -704 -1100/0

東 三 河 部 2,699 790/0 2,793 740/O -94 -340/0

合   計 34,042 10000/0 37,725 10000/O -3,683 -980/0

東三河部
790/0

×地域別区分 (警察署単位)

西尾張部=西 lll」 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 碧南 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)

名古屋市部
406%

性 m‐対象犠入畿参
愛知県は、「侵入盗J。「住宅対象侵入盗J・「空き巣」にあっては全国ワースト1です。住宅対象侵入盗の半

数以上がガラス破りによる侵人です。泥棒に入られないように外出時や就寝時には必ず戸締まりをし、更に「錠の
ロックJと「補助錠の活用Jをしましょう。ガラスを割られても、最後に補助錠が窓を開けるのを食い止めます。泥棒
の侵人を防止するためにも、「ロンクJと「補助錠」は最低限必要なことです。

0補助錠

0施錠

0ロック

ロガラス破り

□無締まり

ロ ドア破り

□その他
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防犯少年団 (通称コノハキッズ)は、子ども自身が安全

について勉強し、防犯について考え行動する「子どもの

安全リーダー」を育成し、防犯知識の習得と危険から身

を守る能力の向上を図るとともに、子ども同士による安全

知識の普及を目的として平成19年度に設立されました。

酵
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愛知県内の各警察署 (中部空港警察署を除く44署 )

ごとにモデル校1校を指定し、5年生を中心とした概ね10

人で構成されています。

7月 11日 、千種区星ヶ丘小学校で10名
に委嘱しました。

1頌霧嚢等狡氣饉勒

名古屋駅前において牧野小学校のコノ

八キッズの皆さんと一日中村警察署長

に委嘱されたタレントの大西敬子さんが

キャンペーンを盛り上げてくれました。

6月 27日 、岡崎市立矢作北小学校で
10名に委嘱しました。

義 暴

当連合会は、6月 30日 (木 )、 タイホウグループ代表

小野直彦様 (名 古屋市中区)から、防犯少年団 (通

称コノハキッズ)の

制服 の贈呈 を受

け、各地区防犯協

会に配布しました。

7月 20日 、津島市西小学校で 7名 に

委嘱しました。

7月 15日 、天自区大坪小学校て 10名
に委嘱しました。

7月 4日 、田原中部小学校で、10名 に

委嘱しました。

平コ蜘野嚢『1聾金なまつつくり夏脚娠顕撼遜硼剛蛾動

1とき

平成28年 10月 18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 )

第 1部 表彰

第2部 アトラクション

(平成27年 度 安全なまちづくり愛知県民大会)
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8月 1日 (月 )、 愛知県西本日井郡
=山

‖J地内

のエアポートウォーク名古屋3階イベントスペー

スにおいて、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J

を行いました。キャンペーンでは、主催者あいさ

つの後、アイドルユニットdelaによるトークショー、

そして徳川家康と服部半蔵忍者隊と唱和を行

い、運動の一層の盛り上げを図りました。

人関照ノ官十関を一日警察暑長に委嘱し、

「犯人からの電話を留守番電話で寄り切っ

てJチラシや「オレは誰PJ防犯うちわなどの啓

発 1冒 |を llL布 して特列t許欺被告防 11を 呼びか

けました。

大 Ч学区愛人パトロール隊の皆さんが入門

小学校の一斉 ド校に合わせて、「愛大パト

ロール Jのリードをつけて、児童が安全に

下校できるようパトロール活動を実施しまし

た。

年令支給日に合わせて、JA愛知みなみふれ

あい支店前において、女 子職員をはじめ関

係者が、特殊許欺の啓発チラシやグッズを

配布し、被害防止意識の高揚を図りました。

一日警察署長に委嘱されたフリーアナウンサ

ー I本祐歌さんによる「南 Xあ んまち防犯ア

カデミーJを 開ltし、歌唱とみなみ14とのコラボ

による■は1で、侵人盗被告防止の意i哉 高揚

を図りました.

年金支給 |(こおけるニセ電話詐欺の被害を

防ぐためJA愛知1東 本店前で、長篠合戦のは

りまつりの「長lr設楽原鉄砲隊Jの メンバー

が、早冑姿で「振り込め詐欺に注意Jと 書いた

のはり旗を背中に着け、被害防 1を呼びカヨナ

ました。

金融機関の女1■職員5名 が、‖n戸警察署長

から「特殊許欺なくし隊Jを委lFEさ れ ショッピ

ングセンターで、地 X防 犯委員等と一羊rに特

殊詐欺の被害防 L広 報を行いました
`

幾轟
|●

    0

+‖ |卜では御河:Jヽ坂井 一宮支所のロビー

にlFFり 込め詐敗防 i臀発ポスターを掲出し、

一γl支 所 吉羽支所の公用車には振り込め

詐欺 l」 1啓発シートを張るなど、見える広報

活動の実施により、「 民に被害防 1の 11びか

けを行っています .

秒鑢曇1彗

5り ]30H、 (公 Ul)全 可防犯協会連合会

{大 田美明会長)か ら、人島寅夫様に感

ll状が員曽■さメしましたて、

長い問ご苦労様でした。
地区防犯協会長さんが

退任されました。

藤戸 宏様(瑞穂)土本 幸久様(江南)

豊住 満様(中川)竹中 義雄様僧南高浜)

萩野 聖様 (港)井 原 ヂБ和様劇みよい

久永 利和様 (緑 )
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