●●●

警察への緊急電話番号

●●●

・ 交通事故に遭った。
・ ひったくりにあった。など
すぐに警察官に来て欲しい時は、「110」に電話してください。
①

いつ、どこで、何が起こったのか？

②

犯人はどんな人か？

③

犯人はどこへ行ったか？

④

あなたの住所、氏名

必要があれば、通訳人に転送し、三者通話をすることが
あります。（通訳人が不在の場合もあります。）転送には
時間がかかりますので、警察官が話しかけるまで電話を
切らずにお待ちください。
緊急ではない警察への相談、問い合わせは、

＃９１１０か最寄りの警察署へ
・ 困りごとを相談したい
・ 運転免許の更新手続の方法を知りたい
・ 警察署の電話番号を教えてほしい など
どちらの電話も通訳人がいない場合は、日本語の対応と
なります。
可能な限り日本語が分かる人と一緒に電話してください。

ふれあいコール

犯罪の被害にあったときは

[列車内の痴漢被害相談]

性犯罪被害相談電話

０５２−561−0184

[性犯罪被害110番]

０120−６７−７８３０
＃８１０３（短縮ダイヤル）

[犯罪被害者のためのこころの悩み相談]

被害少年相談電話
０１２０−７８６７−７０

０５２−９５４−８８９７

（月〜金曜日[祝日、年末年始除く]午前９時〜午後５時）

ハートフルステーション・あいち

【愛知県内からのみ通話可能】
（月〜金曜日[祝日、年末年始除く]
午前９時〜午後５時）

（公社）被害者サポートセンターあいち
０５２−２３２−７８３０

[性犯罪被害者のための支援センター]

０５７０−０６４−８１０

犯罪・いじめ・虐待などの
少年の被害に関するご相談

ハートフルライ

【愛知県内からのみ通話可能】（24時間受付）
または

（24時間受付）

（月〜金曜日[祝日、年末年始除く]午前10時〜午後４時）

【愛知県内からのみ通話可能】
（月〜土曜日[祝日、年末年始除く]
午前９時〜午後８時）

少年サポートセンター

または

少年の非行防止及び健全育成のための
「少年サポートセンター」を開設しています。
お近くのセンターをご利用ください。

０５７０−７８３−５５４
（午前７時30分〜午後10時[年末年始除く]）

少年サポートセンター名古屋
（月〜金曜日[祝日、年末年始除く]
午前9時〜午後5時）

名古屋以外

警察相談ダイヤル

＃９１１０（短縮ダイヤル）
０５２−９５３−９１１０
（月〜金曜日[祝日、年末年始除く]
午前９時〜午後５時）

（月〜金曜日［祝日、年末年始除く］
午前9時30分〜午後4時）

少年の悩みごと相談は
ヤングテレホンまたは

名古屋
春日井

０５２−７６４−１６１１
(月〜金曜日[祝日、年末年始除く] 午前9時〜午後5時)
Ｅメール相談は愛知県警察本部ホームページ
から受付しています。

FAX

０５２−７６４−1613

一

宮

０５６８−５６−７９１０
０５８６−２３−６６３６

半

田

０５６９−２３−２６１０

岡

崎

０５６４−５１−４８７１

豊

橋

０５３２−５５−０９２４

運転免許手続き案内は
[２４時間テレホンサービス]
●運転免許試験場（平針）
０５70−０３−2555
・受験手続き
０５70−０３−2555
・期限切れ手続き
・更新手続き
０５70−０３−2555
・再交付手続き

０５70−０３−2555

●東三河運転免許センター（豊川）
０５３３−８５−００８９
・受験手続き
０５３３−８５−８９８９
・更新手続き

落とし物や拾い物の届け出は
ストーカー被害に関するご相談は
ストーカー１１０番
０５２−９６１−０８８８

警察署の会計課、交番、駐在所まで届けてください。
電話でのお問合せは各警察署へお願いします。
物を落とした時、忘れた時は、愛知県警察ホーム
ページ「落とし物・忘れ物検索」でも照会できます。

（24時間受付）
コノハけいぶは、愛知県警察のシンボルマスコット

暴力団についてのご相談は
暴力団に関する相談 （２４時間受付）
０５２−９５１−７７００
企業たかり屋遮断ファックス１１０番
０５２−９５４−８８４４（ＦＡＸ）
（月〜金曜日[祝日、年末年始除く]午前９時〜午後５時）

（公財）暴力追放愛知県民会議
０５２−８８３−３１１０

外国へ行くときの犯罪経歴証明手続は
警察本部の鑑識課、渡航証明係へ
手続きに必要な書類等は、要求国、要求事由によって
異なりますので、必ず事前に警察本部鑑識課までお問い

合わせください。

０５２−９５１−１６１１（代表電話）
（月〜金曜日[祝日、年末年始除く]）
（午前９時〜午前１１時３０分、午後１時〜午後４時３０分）

（月〜金曜日[祝日、年末年始除く]午前９時〜午後５時）

うち、午後１時30分〜午後４時までの間は、
弁護士への法律相談をすることができます。（無料）

信号機の運用に関するご意見は
信号機ＢＯＸへ （２４時間受付）

身近な犯罪・不審者情報は
愛知県警察あんあん情報
「Ｔｗｉｔｔｅｒ（ツイッター）」により、身近な犯罪の実態、
防犯対策等の情報をみなさんにお届けします。

アカウント名：＠AP̲seian
パトネットあいち
身近な不審者情報、犯罪情報や警察署からの
お知らせメールを配信しています。
配信希望はこちらから。

信号機に関する相談に応じています。

拳銃についてのご相談や情報は
拳銃ホットライン
０５２−９５４−８８７4

０５２−９５４−４９７６
愛知県警察ホームページからも受付しています。

[祝日、年末年始除く]の年末年始とは12/29〜1/3のことです。
内容に関しては、予告なく変更する場合もあります。
ご了承願います。

[R02.11月]

（月〜金曜日[祝日、年末年始除く]午前９時〜午後５時）

サイバー犯罪に関する情報提供・被害相談は
愛知県警察ホームページからも受付しています。

家出人や迷い人の届け出は
警察署の生活安全課へ
家出人の写真（最近撮った鮮明なもの）と印鑑をご持参
ください。

環境犯罪に対する情報・苦情・相談は
環境１１０番
０５２−９５１−１６５２
（月〜金曜日[祝日、年末年始除く]午前９時〜午後５時）

警察官・警察職員を志望する人は
警察本部警務課採用センターへお問い合わせください。

０５２−９６１−１４７９
（月〜金曜日[祝日、年末年始除く]午前９時〜午後５時15分）

詳しくは愛知県警察ホームページをご覧ください。

[ https://www.pref.aichi.jp/police/ ]

愛知県中警察署

令和４年７月１日

「安心」して暮らせる「安全」な愛知に向けて

愛知県警察本部
生活安全総務課

「防犯に役立つ！」スマートフォン用アプリ

アプリのダウンロードはこちら

Android端末の方

iOS 端末の方
（iPhone）

利用者向けの分かりやすい

「取扱い」マニュアル
愛知県警察ホームページに
便利な機能

👉

掲載中！

○ 自主防犯パトロールに活躍！「マップ機能」
地図上で「犯罪発生情報」・「不審者情報」・「交通重大事故情報」等が確認できます。

○ 女性･子供の安全アイテム！｢防犯ブザー等の防犯機能｣
列車やバス内で効果抜群！防犯ブザーや痴漢撃退の音や画面で近くの人に危険を知らせます。

○ タイムリーな情報把握！「パトネットあいち閲覧機能」
警察署等から配信する「パトネットあいち（不審者情報、交通事故情報等）」が閲覧できます。

○ 警察のつぶやき！「ツイッター等の閲覧機能」
「愛知県警察あんあん情報（@AP_seian）」、「交通（@AP_ｋoutuu）」、「広報課（＠AP_KOUHOU）」
で配信される「イベント情報」、「交通取締情報」、「警察官採用情報」等のツイートが閲覧できます。

「安心」して暮らせる「安全」な愛知に向けて

県内では、介護施設への入所、病院への入院、旅行、出張等により
長期間不在にする自宅を狙った侵入窃盗被害が多く発生しています。

防 犯 対 策

不在を悟られない（例… 新聞、郵便物等をとめる）
在宅を装う（例… タイマーで室内灯やテレビをつける）
現金、貴重品（鞄、貴金属類）を置かない
門扉を閉め、確実に施錠する
窓からの侵入に備え、足場となる物を置かない
窓に補助錠、防犯フィルムを取り付ける
雨戸、シャッターを閉める
近隣宅に長期不在となることを伝える

「安心」して暮らせる「安全」な愛知に向けて

※「ケッタ」「ケッタマシーン」：東海地方を中心に「自転車」を指す方言

自転車を狙った盗難被害が激増（前年同期比＋704件）
被害に遭った自転車の約63.5％が無施錠
共同住宅、店舗、会社の駐輪場で被害が多発
※令和４年７月末現在（暫定値）

防犯
対策

短時間の駐車でも必ずかぎ
をかけましょう。

ワイヤー錠などツーロック
で防犯力が高まります。
スマートフォンのカメラで読み取りダウンロードしてください
スマートフォン用アプリ「アイチポリス」では、お住まいの地域
で発生した犯罪情報等をタイムリーに配信しています。その他に
も「刃物を持った犯人が逃走中」など緊急に注意が必要な事件
の発生情報をいち早く知ることができます。

iOS端末

Android端末

令和４年８月29日

「安心」して暮らせる「安全」な愛知に向けて

愛知県警察本部
生活安全総務課

STOP!!特殊詐欺

被害が高額

被害の多くは固定電話から

被害者の多くは高齢者

（一件平均被害額）

約200万円

約8２％

（令和４年中最高被害額）

6,980万円

約90％
※R4.7末現在

被害者の多くは「自分はだまされない」と思っており、固定電話の対策が疎かになりがちです。
敬老の日に子や孫世代から電話機をプレゼントして、大切な人を守りましょう。

被害防止機能付き電話機とは？(機能例)
知らない番号は拒否

相手に警告

出る前に心の準備

自動で録音

迷惑電話からの
着信を拒否

着信音が鳴る前に
自動メッセージで
相手に警告

電話に出る前に
注意喚起の
アナウンス

電話に出ると
通話内容を
自動で録音

又はランプ等で警告表示
※ナンバー・ディスプレイ契約が必要

※ナンバー・ディスプレイ未契約時
全ての着信に警告

ﾌﾟﾙﾙﾙ♪

ﾌﾟﾙﾙﾙ♪
この通話は
迷惑電話防止のため
録音されます

迷惑電話に
ご注意ください

全国防犯協会連合会のｳｪﾌﾞｻｲﾄで推奨機器を確認！！
http:www.bohan.or.jp/suishou/denwa.html

録音中
怪しい電話かな？
後で確認しよう!!

防犯対策第一係
（3038,3039)

