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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

子供と女性の犯罪被害防止

暴力追放の推進

日暮れが一段と早まり、秋が深まりつつあります。爽やかな気候の中、各地で

運動会や秋祭り等、多彩な行事が行われていますが、こうした行楽の季節は家を

留守にする機会も多くなるため、空き巣等の住宅対象侵入盗被害が増加します。
また季節に関係なく、高齢者を狙った特殊詐欺や、子供への虐待や誘拐。

連れ去り事案、女性に対するわいせつ事件等の発生も懸念されます。
このため、全国的に10月 11日 (木)から10月 20日 (土)までの 10日間、

安全で住みよい地域社会を実現するため、陰 匡]地調腱費全 週雷助」が展開されます。愛知県、愛知県警察、

聾 腺 防ぢ脇 会連合会もそれ1評応して、「 秋 の 安 全 な ま ち づ く り 県 民 運 動 」を実施します。
また、この期間中の10月 16日 (火)には、日本特殊陶業市民会館フォレストホールにおいて、

「 平 成 30年 度 安 全 な ま ち づ く り 愛 知 県 民 大 会 」を開催します。“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。
皆さんも、地域での活動にご理解とご協力をいただき、家族で「地域安全J。「家庭の安全」についてよく話し合って、
この運動に積極的に参加をお願い致します。

◎住宅を対象とした侵入盗の防止 (年間取組事項〉
本年6月末までの住宅対象侵入盗(空き巣・忍込み)認知件数は全国ワースト1位で、侵入手回のフ割以上が無締まりとガラス破りです。忘れず
に施錠することはもちろん、補助錠やガードプレートなどで侵入口を強化するなど複数の対策を施したり、外出時や就寝時の戸締まりは自分自
身で再確認することを習慣づけて侵入盗被害を防止しましょう。

◎自動車盗の防止
盗難車は他の犯罪に利用されたり、解体され海外に運搬されたりします。車から離れるときは短時間でも必ず施錠し、長時間駐車するときは自宅
であつても油断せず、防犯カメラを設置したり、ノヽンドルロックや警報器等の防犯装置を活用して大切な自動車を盗まれないようにしましょう。

◎特殊詐欺の被害防止
犯人はお金を論し盗るためにいろいろな手口を駆使しています。詐欺の被害に遭わないためには、「電話番号が変わつた」「お金が必要」「お金
を本人以外の者に渡す」「AttMへ誘う」といった話があつたら詐欺だと疑い、お金を渡す前に必ず警察か知人等に相談しましょう。

◎子供と女性のうE罪被害防止
子供が被害者となる児童虐待やわいせつ目的の誘拐・連れ去り事件が後を絶ちません。地域ぐるみで
子供に関心を持ち、子供の目線に立った見守り活動を強化しましょう。また、「ながらスマホ」は、無警戒・
無防備な1犬態であり、ひったくりや痴漢の標的になるおそれがあります。決して他人事と考えず常に
自分が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十]の勝」用しない」。「恐れない」。「金を出さない」・「交際しない」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:〃www.bouhan… aichi.or.jp
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平成30年 6月末 (暫定値)の愛知県内の刑法犯認知件数は27,202件で、前年同期に比べ5,426件 (16.6%)

また、侵入盗、住宅対象侵入盗、空き巣、忍込みは、平成30年 6月末現在全国ワースト1位です。

制　笏

升」,去りE 侵入盗 自転車盗 オートバイ盗住宅対象
侵入盗

うち)空き巣 うち)忍込み うち)居空き

27,202 2,672 1,565 1,115 384 66 4,606 406

-5,426 -720 -154 -183 +41 -12 -818 -224

-16.6% -21.2% -9。0% -14.1% +12.0% -15。4% -15。1% -35。6%

排』
ひつたくり 自動販売機

ねらい
強 盗 性犯罪自動車盗 車上ねらい 部品ねらい

認知件数 (件 ) 2,965 408 1,513 1,044 56 353 65 177

増  減 (件 ) -1,780 -259 -923 -598 -72 -39 +1 -31

士曽減 上ヒ(%) -37.5% -38.8% -37.9% -36.4% -56.3% -9。9% +1.6% -14.9%
※住宅対象侵入盗～空き巣、忍込み、居空きの合計 ※性犯罪～強市J性交等、強制わしヽせつの合計 ※本統計資料の数値は暫定値であり、平成3]年 2月 1日に確定します。

山田学区防犯パトロール隊

区政協力委員、老人会、女性会、PttA

等総員フ8名です。

月～金曜日までの毎日2回の巡回バ

ト□―ルを行い、夏休み。年末には学

区民と肇察の合同パトロールを実施

しています。

中川区五反田学区
防犯パトロール隊

隊員は約70名です。

日本財団の助成を受けて新たに青バ

ト車両が導入されることになり、本年

6月 に戸笠コミュニティセンターにお

いて、緑区長、緑警察署長臨席で、青

パト贈呈式を行いました。

隊員は18名です。

小中学校生徒の登下校時の青バト巡

回を始め、ゼロの日や夜間の全各町

内会パトロールにも参カロしたり、防犯

灯の点検も行い、明るく住みやすい

街づくりを目指しています。

瀬古防犯隊

隊員は90名です。

「自分たちの街は自分達で守ろう」を

基本理念に、夜間パトロールを始め、児

童の登下校時の見守り活動や学校行

事、学区の祭りやイベントの警備等、犯

罪抑止に積極的に取り組んでいます。

長根連区連合自治会
青バト隊

西光坊防犯バトロール隊

構成員52名 です。

児童の登下校時の見守り活動、防犯

キャンペーン、その他地区の祭りやイ
ベント会場でのパトロールや、稲沢署

員との合同パトロールも行つていま

す。

フクロウ隊

隊員 15名です。

週に数回、蟹江町舟入地区を中心に、

夜間パト□―ルを実施しています。防

ら巳キャンペーンやイベントにも参カロ協

力し,地区住民に被害防止用に作成し

た会報で注意を呼びかけています。

隊員176名です。

小学生児童の下校時の見守りや、夜

間の巡回パト□―ルをしています。

6月 1日 に、肇察署長や小学校長の出

席の下、隊員等 120名が参加して結

成式を行いました。
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D減少となっています。しかし忍込みは前年同期に比べ41件 (12.0%)の 増加しています。

地域別発生状況 (汗」法犯)

H30年 H29年 増減

認知件数 構成率 認知件数 構成率 認知件数 l曽減率

名古屋市音[ 11,159 41.00/0 13,700 42.00/0 -2,541 -18.5%

西 尾 張 部 5,433 20.0% 6,528 20.0% -1,095 -16.8%

東 尾 張 部 3,558 1310/0 4,516 13.80/0 -958 -2120/0

西 三 河 部 5,011 18.4% 5,380 16.50/0 -369 -6.9%

東 三 河 部 2,041 7.5% 2.504 770/0 -463 -185%

口 計 27,202 00.00/0 32,628 100.00/0 -5,426 -16.6%

※地域別区分(肇察署単位)

西尾張部=西 lll刀 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)

パトロール日間賀

日間賀島の青パト隊で、隊員30名です。

島民と観光客の安全安心のため、駐在さ

ん達と一緒にパト□―ルを行っていま

す。写真は、駐在所から、駐在さん、役場

職員と共にパトロールに出発するところ

です。

旭東コスモス
自動車パトロール隊

会員14名です。

旭東小学校地区で、児童の登下校時間

帯を中心に、徒歩や青パトによる防犯パ

トロールを行つています。

8月 1日 に、知多市の緑広場に市内の青

パト隊が集合して、出発式を行いました。

特定非営利活動法人
高浜南部まちづくり協議会

会員 108名です。

児童の登下校時の見守りとパト□―ル

の他、週3回 の夜間巡回パトロールを

行つています。本年6月 に、高浜市立

港小学校で、日本財団の助成を受けた

青パト車両の出発式を行いました。

細川学区防犯パトロール隊

会員は約200名です。

現在14台の青パト車両有し、毎日2台が

稼働して登下校時の見守り活動を行い、

年に数回は14台全車一斉パト□―ルや、

夏・冬休みの終業日に、青パト車先導によ

る「一斉下校の会」を実施しています。

山吉田青パト隊

隊員 13名です。

青パトでの巡回パトロールや児童の登

下校時の見守り活動を行い、今後は防

犯少年団員の委嘱を受けた黄柳川小

学校児童とともに、パトロールや防犯

キャンペーンを実施する予定です。

形原6区愛のノヾトロール隊

会員88名です。

登下校時の見守り活動、家屋の防犯

診断、防犯教室を主催する他、昨年8
月に青パト車を導入したことで、青パ

トによる「見せる防犯」が犯罪抑止に

効果を発揮しています。

大清水校区
地域安全パトロール隊

隊員は10名程です。

登下校時の見守り活動、少年の非行防

止活動、事件事故が発生しやすい危険

場所等の点検の他、写真のように、駐

輪場での自転車防犯診断を行う等、犯

罪の未然防止活動を行っています。

名古屋市部
410%
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8月 3日 (金 )、 名古屋市西区内のショッピ

ングセンターにおいて、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、

アイドルユニットdelaによるトークショーや、

全員で、

「犯罪にあわない」
「

`E罪

を起こさせない」

「犯罪を見逃さない」
の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。

愛知県自転車防犯登録協会
高野守夫理事長 (写真右側)

お詫びと訂正

平成30年夏号の「寄附金等の贈呈」で、贈呈社名の誤りがありましたので訂正します。
(正)タ イホウコーボレーション株式会社
(誤)タ イホーコーボレーシ∃ン株式会社

関係者の皆様に大変こ迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

安全なまちづくり県民運動の一環として、

豊橋市動植物園で児童誘拐連れ去り防

Lキャンペーンを行いました。マスコットキャ

ラクターに寄り添う幼児に、防犯グッズを手

渡して、知らない人に付いて行かないよう

指導しましたっ

:表紙 ・̈         [

:で一言            :

!パト□―ルを行つているのは、名東 :

:区防犯協会連合会役員と、藤が丘セ
:

:一フティパト□一ル隊の皆様です。 |
:場所は、名古屋市名東区の地下鉄

:

i藤が丘駅前で、撮影時の午後2時に
:

:なつた時、駅前のからくり時計の中
:

:から、こ当地出身の戦国武将・柴田
:

:勝家 (人形)が登場しました。    こ

稲沢市内の商業施設において、非行防止

キャンペーンを行い、一日警察官に委嘱さ

れた豊田合成男 f― ハンドボール選手3名

が、集まった小学生と保護者を対象に、防

犯トークショーや防犯グッズを配布する等し

て非行防止を呼びかけました[

蟹江町の学戸小学校で、夏休みを前に1

年生を対象に防犯教室が開催され、防犯

ホイッスルを使っての笛吹き合戦を交え、連

れ去り防止訂1練が行われました.

当連合会は、7月 4日 l zlヽ )、

愛知県自転車防犯登録

協会 (高 野守夫理事長 )

から、安全・安心の地域

社会実現の活動資金とし

て、寄附金の贈呈を受け

ました。


