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回 覧

防犯 あしヽちシンボルマーク

住宅を対象とした侵入盗の防止 作間取組事項〉

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

暑さも日増しに強まり、海山が一段と恋しい本格的な夏の到来です。この時

季は、海や山のレジャー、夏休みを利用した旅行、帰省で長い問自宅を留守に

する機会が多くなり、空き巣等の被害の多発が懸念されます。

また、夏祭りや花火見物等で開放感からの気の緩み等により、子供や女性

が思わぬ事件・事故に巻き込まれたりすることがソ心配されます。

こうした事件・事故などの被害を未然に防ぐために

愛知県、愛知県警察、愛知県防犯協会運含会は、明 1日 tZlから8月 10日0までの10日間
「夏 の安全 なまちづくり県民運動 Jを実施します。

☆☆スローガン☆☆・犯罪にあわない・犯罪を起こさせない・犯罪を見逃さない (3N[ない]運動)

"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)

県下の住宅対象侵入盗の発生件数は、昨年まで 12年連続全国ワースト1位 になり、本年4月 末現在でも認知件数690件、前年比
-387件 と減少していますが、全国ワースト2位です。この種の犯罪は、強盗等凶悪犯罪に発展するおそれのある犯罪です。玄関や窓の
ツーロック、就寝時の確実な施錠等防犯対策を実施しましょう。

◎自動車盗の防止
本件4月 末現在の自動車盗の件数は、301件、前年比+36件と、増カロ傾向にあります。自動車は財産価値が

高く、盗難に遭えば、仕事や日常生活に支障をきたすだけでなく、他の犯罪に使用されたりもします。

自宅駐車場での被害も多く、確実な施錠、タイヤやハンドルのロック、防犯カメラの設置等をしましょう。

◎特殊詐欺の被害防止
特殊詐欺の被害者は、高齢者だけではありません。

0元号が変わり変更手続きが必要ですので、キャッシュカードを預かります

〇還付金の手続きをAttMでします

O「有料サイト料金未納」「最終告矢]」
「訴訟」のはがき

全て詐欺です。警察や、周りの人に相談しましょう。

◎子供と女性の犯罪被害防止
もうすぐ子供たちは夏休み、夏期は子供が屋外で過こすことが多くなり、声かけ事案の多発が懸念されます。ひとたび被害が発生すれ

ば、被害者や家族の心身に深刻な影響を及ぼし、地域社会にも大きな衝撃をあたえます。子供たちには日頃から家庭で「つ・み・き。お・に」
など身を守る方法を指導しましょう。また、女性は、人通りの多い場所、明るい場所を通行するなど心掛けるとともに、無警戒な「ながらス
マホ」は絶対やめましょう。

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31年 4月 末 (暫定値 )の愛知県内における刑法犯認知件数は16,103件 で、前年同期に比べ1,240件

(7.1%)減 少しています。しかし、自転車盗、自動車盗、ひったくり、性犯罪は増力日しています。

侵入盗。忍込みが全国ワースト1位で、住宅対象侵入等は全国ワースト2位になりました。

平成31年4月末前年比僣定値)

平成31年

4月末

前年比

(暫定値 )

肝」,去り□

16,103 1,366 690 487 168 35 2,792 207

-1,240 -397 -387 -287 -89 -11 +10 -82

-7.1% -22.5% -35.9% -37。1% -34。6% -23.9% +0。4% -28。4%

認知件数
(件 )

1,649 301 897 451 67 139 36 107

増  減
(件 )

-248 +36 -100 -184 +27 -109 -10 +17
土曽 減 士ヒ

(%)
-13.1% +13.6% -10ご0% -29。0% +67。5% -44.0% -21.7% +18。9%

※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※本統計資料の数値は暫定値であり、2020年 2月 1日 に確定します。

H31年 H30年 増減

受 61719 41.フ% 7,159 41.3% -440 -6.1%

西 21992 18.6% 3,541 20.4% -549 -15.5%

2,189 13.6% 2,269 13.1% -80 -3.5%

2,883 17.9% 3,069 17.7% -186 -6.1%

東 三 河 部 1,320 8.2% 11305 ア.5% +15 +1.1%

□ 計 16,103 100.0% 17,343 100.0% -1,240 -7.1%

◎地域別発生状況研」法らD

※地域別区分讐察署単位)

西尾張部=西 llt・ 小牧・江南・犬山・―宮・稲沢・津島・蟹江

東尾張部=愛知・瀬戸・春日丼・矢□多・半田・東海・常滑・中部空港

東三河部
8.2%

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)
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5月 14日 (火 )、 オアシス21「

'長

,可 の

広場Jにおいて、副知事、警察本部長

の出席のもと「春の安全なまちづくり

県民運動推進キャンペーン」が行われ

ました。

少年の立ち直り支援活動の一環と
:

して、豊川市上長山町地内の本宮山 :

県立自然公園において、支援対象少 :

年及び小坂井中学校剣道部、サッカー
|

部員等の参加による本宮山チャレンジ :

岡崎署少年剣道育成会のちびっ子 |

貪1士たち力ヽ 母の日やゴールデンウィーク
:

に帰省した際に手渡そうと、祖父母宛 :

に特殊詐欺の被害防止を呼びかける :

手書きのメッセージカードを作りました。 l

名東区民に「安心。安全で快適なま

ちづくり」を呼び掛け、関心を高める

ため、藤が丘中央商店街振興組合

制作の名東区マスコットキャラクター

「めいとう勝家くんJに「安心・安全見

守り隊長」を委嘱しました。

市内大型量販店で、ボランティア団体
「多屋を良くする会Jの方々が、自転車
盗防止キャンペーンに参加し、買い物客
に自転車への「カギ掛け」「ツーロック」
を呼び掛けました。
この活動は毎月「二輪の日Jを定め、継
続的に行っています。

愛知県自動車整備振興会西春日井

支部の協力のもと、清須市役所に車

で来庁した人に、無料でナンバープレート

盗難防止ネジを取り付けました。

4月 3日「資産を守る日Jに、スーパー

ヤマダイVerde鳴海駅店において、同

店店長らを一日警察官に委pFh、 鳴海学

区防犯ボランティアの皆さんと特殊詐欺

被害防止キャンペーンを実施し、買い物

客や駅利用者に注意喚起をしました。

稲沢市勤労福社会館において、安全
なまちづくり推進指導員、防犯連絡
責任者班長の防犯研修を実施した際
防犯活動専門チーム「のぞみJによる

防犯教室を受講しました。
なお、「のぞみJのメンバー片桐さん

の最後の講演となりました。

一宮駅において、女子プロ野球チーム

「ディオーネ」、第一生命一宮支部、

一宮警察署、一宮市役所が協力して

各種チラシを駅利用者に配付するな

どの「詐欺被害防止・交通安全キャン

ペーン」を実施しました。


