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住宅を対象とした侵入盗の防止

自動車盗の防止

特殊詐欺の被害防止

子どもと女性の犯罪被害防止

木々が芽吹いて新緑が一段と映え、陽だまりより日差しのほうが少しだけ

気になる季節になりました。

春は、入園・入学・就職等で喜びいっぱいの子ども達だけでなく、陽気も

手伝って人々の心までウキウキ気分にしてくれるため、家族みんなで桜 見

物 を始め遊 園地やイベント等 に出かけることが多くなります。そんな時、

ちょっとした気の緩みから思わぬ事件や事故を招いてしまいます。

こうした事件等を未然に防ぐため、

愛知県、愛知県警察、愛知県防犯協会運含会は、5蠅 電¶□(土)から5月20日 (月 )までの10日間、

「春の安全なまちづくり県民運動」を実施します。
“わが街。わが地域の安全・安心 "をめざし、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、家庭で「地域の安全」「家庭の安全」について話し
合い、この運動への積極的な参加をお願いします。

◎住宅を対象とした侵入盗の防止 (年間取組事項)
平成30年中の住宅対象侵入盗被害件数は2,736件で前年より940件減少しましたが、それでも愛知県は他県に比べると突出して全国ワース
ト1位です。ドロボーの多くは窓ガラスを割つて侵入したり、鍵の掛かつていないドアや窓から侵入しています。外出時はもちろんのこと在宅中
であっても玄関ドアや窓はツーロックで確実に施錠し、特に窓ガラスを破られても窓が開かないように補助錠を取り付け、就寝時には必ず施錠
確認をするといった“ちょっとした防ぢ巳対策"も実行しましょう。

◎自動車盗の防止
昨年の県下自動車盗難件数は839件で、毎年減少しているものの全国的には依然として高い位置にあります。
盗難車は他の犯罪に使用されたり、解体する等して海夕‖こ運ばれ戻りません。盗られる場所は、長時間駐車する自宅や
月極駐車場が大半ですので、自宅であっても油断せず確実にロックし、車内に大切な物は置かない、専用器具でタイヤや
ハンドルをロックする、駐車場所にセンサーライトや防犯カメラを設置する等して盗難防止に心がけましょう。

◎特殊詐欺の被害防止
振り込め詐欺等の特殊詐欺被害に遭う高齢者が跡を絶ちません。

●還付金を振り込むからAttMに行くように指示された
●「有料サイト料金未納」「最終告知」「訴訟」」等と書かれた八ガキが届いた
●キャッシュカードを預かります、口座番号や暗証番号を教えてと言われた

これらはすべて詐欺です。自分一人で対応せず、まずは家族や肇察に相談しましょう。

◎子供と女性のJE罪被害防止
春は入園・入学で子供達の生活環境が変わリー人で行動する機会も増えるため、誘拐・連れ去りなどの被害に遭うことが心配されますので、家
庭において「つ・み・き・お・に」の指導を徹底しましょう。またこの季節は性犯罪やひつたくりが増加するため、「自分は狙われている」という危機
感を持って人通りが多い場所や明るい場所を選んで通行するように心推卜けて被害防止に努め、無警戒を自らアピールする“歩きながらのスマ
ートフォン操作"(な がらスマホ)は絶対にやめましょう。

防犯協会ホームページ(防犯情報)httpプ /wwwibouhan― aichi.or.jp
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平成30年 中の愛知県内における刑法犯認知件数は55,080件で、前年同期に比べ 10,431件
(15.9%)減少しています。しかし、強盗は前年に比べ5件増加しています。
侵入盗は全国ワースト2位になりましたが、依然、住宅対象侵入盗と忍込みは全国ワースト1位です。

※住宅対象侵入盗～空き巣、忍込み、居空きの合計 ※性犯罪～強姦、強制わいせつを合計

地域別発生状況 (汗」法犯) 東三河部
フ3%

非行の中心は依然として“中・高校生 "

平成30年中に強盗、恐喝、窃盗等の刑法犯で検挙・補導された少

年は1,907人で、前年に比べて280人減少していますが、

●成人を含めた全刑法犯の13.7%を少年がが占めていること

●刑法犯少年の53.5%が 中・高校生であること

●刑法犯少年の31.6%が再非行少年で、強盗等の凶悪犯、

傷害、恐喝等の粗暴犯、詐欺等の知能犯の再非行率が高いこと

●触法事件を除く少年事件の内、35.4%が共犯事件であること

などを考えると、少年非行が県内の犯罪情勢に及ぼす影響は極めて

大きいと言えます。

(愛知県警察本部生活安全部少年課)

西三河部=刈谷・署南 安城・西尾・岡Ш奇・豊田・足助
東三河部=設楽・新城・豊川・蒲郡・豊橋。田原

(出典:愛矢□県警察本部 生活安全総務課)

で一言"

名古屋城は桜の名所の一つで、こ

こ名古屋城正門前の名古屋能楽

堂も満開の桜に囲まれています。

伝統芸能の能や狂言の公演の他、

レストランもあり結婚式にも利用

される能楽堂は名古屋城とともに

多くの人が訪れるところです。桜

の下で栄学区区政協力委員長と

役員の方達によるパト□―ルが行

なわれています。

(平 成30年中 )

平成30年

12月末

前年比

(確定値 )

升」

'去

り巳 自転車盗 オートバイ盗侵入盗 住宅対象
侵入盗

うち)空き巣 うち)忍込み うち)居空き

55,080 4,805 2,736 1,945 670 121 10,578 711

‐10,431 ‐2,045 ‐940 ‐718 ‐
181

‐
41 1̈9064 ‐517

‐15.9% ‐29。9% ‐25。6% 2̈7。0% ‐21.3% ‐25。3% ‐9.1% 口42.1%

ひつたくり 自動販売機
ねらい

強 盗 性犯罪
日到早

関連窃盗 自動車盗 車上ねらい 部品ねらい

認知件数
(件 )

59841 839 2,903 29099 136 665 135 389
増  減

(1牛 )

‐3,084 ‐288 1̈,707 ‐1,089 ‐63 ‐124 +5 ‐63
士曽減 上ヒ

(%)
…34.6% 2̈5.6% 3̈7.0% ‐34.2% ‐31.7% ‐15。7% +3。8% ‐13.9%

H30年 H29年 増減

認矢□件数 構成率 認矢□件数 構成率 認矢□件数 増減率

名古屋市部 23,031 41.8% 26,931 41.1% -3.90C -14.5%

西 尾 張 部 10,532 19.1% 13,411 20.5% -2,879 -21.5%

東 尾 張 部 7,335 13.3% 9.222 14.1% -1,88フ -20.5%

西 三 河 部 10,143 18.4% 10,989 16.8% -84C -7.7%

東 三 河 部 4,039 ア.3% 4,958 7.6% -919 -185%

□

■
― 55,080 100.0% 65,511 100.0% -10,431 -15.9%

名古屋市部
41.8%

“表紙の
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私たちは犯罪のない安全で安心のまちづくりを応援しています。

●愛知県商工会議所連合会

●(―社)名古屋銀行協会

●(公社)名古屋青年会議所

●中部電力株式会社

●株式会社大丸松坂屋百貨店 松坂屋名古屋店

●株式会社名古屋三越

●株式会社名鉄百貨店

●愛知県質屋組合連合会

● (―社)愛知県警備業協会

●愛知県自転車防犯登録協会

●愛知県タクシー協会

●愛知県遊技業協同組合

●愛知県コンビニエンスストア防犯対策協議会

●(公財)日本防災通信協会愛矢D県支部

●愛知県遊技場商品販売協同組合

●愛知県遊技場商品加工協同組合

●テルウェル西日本株式会社東海支店

●愛知県麻雀業組合連合会

●愛知県カラオケボックス協会

●愛矢D県社交飲食業生活衛生同業組合

●愛知県アミューズメント施設営業者協会

●愛知県遊技機材料協同組合

●名古屋鉄道株式会社

●(―社)日本遊技関連事業協会中部支部

●中部遊技機商業協同組合

●愛知県中古自動車販売協会

●愛知県行政書士会

●(―社)愛知県LPガス協会

●愛矢0県高圧ガス安全協会

●(公社)愛知県宅地建物取引業協会

●(公社)愛知県バス協会

●中京美禾OSD会

●日本中央競馬会中京競馬場

●愛知県二輪車普及安全協会

●愛知県セルフガード協会

●日本総合スポーツ&セキュリティー支援協会

●愛知県たばこ販売協同組合

●セーフティ愛知協同組合

●(―社)愛矢0県道路標識・標示業協会

●錦成ビル株式会社

●太平産業株式会社

●中京綜合警備保障株式会社

●名古屋港開発株式会社

●株式会社シンザンホール

●株式会社ワイ。エス・エイチ

,|         '(順 不同・敬称略)

●有限会社ウジ商事      i  :
●日新観光株式会社           '
●株式会社大―商事

●株式会社SE:AN

●株式会社善都            |
●森丼隆則            ヽ

●三星観光株式会社

●m ozoワ ンダーシティ

●株式会社シェルクルーズ

●株式会社ナオツー

●株式会社ダイハチ

●株式会社真城

●株式会社N!P

●日本メディアシステム株式会社

●株式会社 POWERS SLOtt POWERS WIN

●株式会社 POWERS SLOT HEAVEN WIN

●株式会社七番組

●ベルポリマー共栄株式会社

●三愛通信設備株式会社名古屋支店

●株式会社小埜

●力8藤防犯設備

●株式会社愛知塗装工業所

●株式会社ATグ
｀
ループ

●株式会社喜久家

●Picot」 apan株式会社

●トビラシステムズ株式会社

●株式会社ケー・ズコーポレーション

●豊田東海警備株式会社

●中部相互警備保障株式会社

●中京肇備保障株式会社

●株式会社ガード・リサーチ

●ユーアイ警備保障株式会社

●ガード・アクト株式会社

●株式会社シーマ

●株式会社昌和警備保障

●大宣警備保障株式会社

●株式会社セーフティジャパン

●エイセブ交通株式会社

●エイセブプラス株式会社

●株式会社丁ESMO
●木戸造園土木株式会社

●リゾートトラスト株式会社

●株式会社コスモ

●株式会社コアズ

●コニックス株式会社

●日本管財株式会社同崎支店

●愛知電機株式会社

●株式会社アオイ警備保障

●中電防災株式会社

●広和産業株式会社

●有限会社 大台メンテナンス

●株式会社アイトップ

●あすなろ法律事務所

●フシミコーポレーション株式会社

●株式会社セブンーイレブン・ジャパン

●株式会社シーエーエー

●名豊観光株式会社

●合同印刷株式会社

●中日株式会社

●フジパングループ本社株式会社

●名工建設株式会社

●株式会社ホリエ総合調査

●豊和繊維工業株式会社

●池田勝敏

●山崎製パン株式会社名古屋工場

●愛知ホームサービス

●有限会社アイケイ

●愛知県警察信用組合

●株式会社トラスト

●中部警備保障株式会社

●大成株式会社

●安城・知立遊技業組合

●株式会社トータルレジャー開発

●株式会社アセンドサン

●株式会社ARKS

●株式会社ロイヤル

●有限会社キーアンドロック名古屋
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東山学区連絡協議会は、日本財団からの

助成金を活用して、青色防犯パトロール車

を買い換え、東山小学校で青パト出発式を

行いました。

区内の全青パト隊が天白区役所に集結

して、犯罪 0、 交通死亡事故0の“ダブル0

(オ ー)作戦"を掲げ、年末警戒の出発式が

行われました。出発式には、署員や地域防

犯ボランティア団体の他、名城大学ボラン

テイア協議会員の皆さん達も参加しました。

イオン熱田店において、ミュージカル俳優を

招いて、「いい年で締めくくろう|しっかり防

`巳&守ろうルールJキャンペーンを実施し、防

`Lト

ークショーの他、観客と一緒になって防

`巳

替え歌を合唱するなどして大勢の買い

物客等に犯罪被害防止を呼びかけました。

名古屋ヤクルト販売名東北部センターの販

売員の皆さんを「セーフテイパトロール隊

員」として署長委嘱し、今後パトロール隊員

として、腕章をつけて業務の特質を生かし

た地域安全活動を行っていただくことに

なりました。

大山幼稚園の園児達がちびっ子警察官に

なって、特殊詐欺被害防止のために管内
の金融機関を訪れ、おじいちゃん、おばあ

ちゃんに啓発品を配りながら、「特殊詐欺
の被害にあわないように気を付けて下さ
い」と1呼びかけました。

一日警察官を委嘱された女子プロ野球

リーグ「愛知デイオーネ」の選手3名 が、

年末の安全なまちづくり県民運動の一環
としてアピタ稲沢店において、犯罪被害

防止を呼びかける防
`巳

キャンペーンを行い

ました。

弥富市内のウイングプラザパデイーにおい

て、ミス弥富金魚、ミス弥富の二人が一日

警察官となり、来場者に110番クイズを出し

たり啓発物品を配布する等して、「『110番
の日』街頭犯罪防止キャンペーン」を行い

ました。

中日ドラゴンズの平田選手と福選手に一日

警察署長を委嘱して、市内のアンフォーレ

(中心市街地拠点施設)において、「

`E罪ゼロ・事故ゼロキャンペーンJを行いました。

二人はゼロをもじったドーナツを配布して、

犯罪被害防止と交通安全 を呼びかけ

ました。

一日警察官を委嘱された金融機関女性職

員3名 とドナルド・マクドナルドが一緒になっ

て、イオンモール岡崎において、特殊詐欺

の被害防止を呼びかけたり、防犯スロー

ガンを唱和するなど、年末の安全なまち

づくり県民運動の一環で防犯キャンペーン

を行いました。

1罪をここさせなt｀


