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発行所:(公社)愛知県防犯協会連合会

名古屋市昭和区円上町26番 15号
愛知県高辻センター 2階 (052) 871・2110

。 特殊詐欺の被害防止

。 侵入盗の防止

。 自動車盗の防止

。 子供と女性の犯罪被害防止

。 暴力追放運動の縫進

秋の深まりとともに、そこかしこから虫の音が聞こえ、過ごしゃすい季節となりました。

本年上半期の県内の刑法犯認知件数は減少傾向が続いているものの自動車

盗等の一部犯罪は増加に転じ、特殊詐欺はオレオレ詐欺、還付金詐欺が多発

しています。単月の状況では、特殊詐欺の認知件数は3月以降増加傾向を示し、

被害金額は5月には前年同期を上回る金額となっています。

こうした中、安全で住みよp地域社会を実現するため全国では

令和3年秋号 (1) 

10月11日何b'510月20日(水)までの10日間 『 全園地場安全運動jが展開され

それに呼応して 霊知県、愛知県嘗察、愛知県防犯協会連合会 は

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)をスローガンに

『秋の安全な まちづくり県民運 動 』 を実施し、 10月18日(月)には、日本特殊陶業市民会館

フォレストホールにおいて12021年度安全なまちづくり愛知県民大会」を開催します。

この運動は、県民一人一人が防犯意識を高め、県民総ぐるみの安全なまちづくり活動を広く県民運動として推進し、

犯罪を起こさせない環境作りに取り組むことにより、安全に安心して暮らせる社会の実現を目指すものです。

犯人が固定電話に役所等をかたって電話し、「医 療 費

等 の還付金があるjなどと説明して、コンビニに誘導し

ATMを操作させ、犯人の口座に送金させる手口が多発

[対策]

O特殊詐欺の手口を知って地域、家族で話し合い防犯対策を取りましょう。

O在宅時でも留守番電話へ設定し、犯人と会話し芯いようにしましょう。

0迷惑電話防止機能付き電話機が効果的です。

0仮に電話に出てしまった時は、1人で、判断せず、に一度電話を切って家族や警察に相談しましょう。

O電話しながらATMを操作している高齢者を見かけたら、「還付金があると言った特殊詐欺

被害が多いらしいですよj等と声を掛けましょう。

防犯協会ホームページ http://www.bouhan-aichi.or.jp 
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令和3年7月イく(暫定値)の愛知県内における刑法犯認知|件数は21，504件で、前年同期に比べ2，032件(8.6削
減少しました。7月単月では、部品ねらいが、 100件(前年同期比+28.2%)、車上ねらいが1291'1寸前年同期比+30%)
発生しており、向動車関連窃盗が増加しています3

令和3年
刑法犯総数 侵入盗

7月末
住宅対象
侵入盗

うち)空き巣 うち)忍込み うち)居空き

認知件数(件) 21，504 1，261 672 494 148 30 

t曽 減(件) -2，032 -417 -193 -117 -64 -12 

増減比(%) -8.6% -24.9% -22.3% -19.1% -30.2% -28.6% 

令和3年 自動車
自動車盗 車上ねらい 部品ねらい ひったくり

自動販売機
プ月末 関連窃盗 ねうい

認知件数(件) 1，968 414 918 636 28 163 

増 減(件) -147 +126 -196 -77 +11 -50 

港減比(%) -7.0% +43.8% -17.6% -10.8% +64.7% -23.5% 

溶性犯罪は、強制性交等実及び強制わいゼつ罪の合計です

地域別発生状況(刑法犯)

令和3年
認知件数 指減

令和3年
認知件数 i曽減

フ月末
令和3年 令和2年 認知件数 摺j成率 ア月末 令和3年 令和2年 認知件数 増減率

名古屋市部 9.184 9.840 -656 -6.7% 西三河部 3.928 4.204 -276 -6.6% 

西尾張部 4，023 4，577 -554 -12.1% 東三河部 1，569 1，809 -240 -13.3% 

東尾張部 2.800 3，106 -306 -9.9% 4企‘ 計 21，504 23，536 -2.032 -8.6% Eコ
」

楽地域別区分(警察署鐙位)

西尾張部=西枇小牧江南犬山一宮・稲沢津島蟹江

東尾張部=愛知瀬戸春日井知多半回東海常滑中部空港

西三i可部=刈谷・草雪南・安城・西尾・岡崎・墨田・足助

実三河部=設楽新械室川・蒲郡ー露橋田原

. 

自転車盗 オートバイ盗

3，699 279 

-382 -75 

-9.4% -21.2% 

強盗 性犯罪

50 182 

+4 +3 

+8.7% +1.7% 

表紙

豊田市駅前通りを

パトロールする

豊田・みよし防犯協会連合会

(深津澄男 会長)

の皆さんです。

(出典・愛知県警察本部 生活安全総務課) ............oo................ .. 

ー--園圃・ 自動車盗多発!防犯装置を組み合わせた対策を -・・圃-
メーカー純正のセキュリティだけでは、被害を防ぎきれません。

また、ハンドル固定装置を設置していても、ハンドルそのものを切断されて被害にあったケースも複数報告されて

います。純正のセキュリティに加え、複数の防犯装置を組み合わせて防犯性を高めましょう。

院司|
位品| 園署場量置

書穏婆置

振動や人感などに反応して
嘗告音で犯人を威嚇!

草書!GPS譲置

メー力一純正のGPS装置は
無効化されるととがあるので、
追加設置が効果的1

ナンバープレート盗鑓防止ネジ

盗難後のナンバー付け替えを
防止し、二次利用されることを
防ぎます。

user
ノート注釈
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今年も昨年に引き続き(公財)全国防犯協会連合会と日本ブロボクシング協会の「防犯ロードワークに関する協定」に基づき、

防犯ロードワークビブスを 名古屋大橋ボクシングジム(大橋会長) 緑ジム(松尾会長) BOXING GYM HEIWA(谷会長)

に摺呈しました。

愛知県安全なまちづくり推進協議会(会長愛知県知事)

では、7月1日(木)から7月10日(土)までの10日間、 「夏の

安全主主まちづくり県民運動jを実施し、運動のー買として

7月1日金山駅(南口広場)等において、県民安全課、名古屋市、

愛知県防犯協会連合会、新和会のメンバーにより街頭啓発

を実施しました。

長い間豊橋市内で、防犯広報に活躍してきたパト電

(豊橋鉄道(槻)からパトパスに広報業務の引き渡し式が

行われました。

これからは、市内を2台のパトJi..スが走ります。

6)-J2311 (水)愛知県向転車防犯登録協会

(山野守)cJI~. 'Ji.長(写真右側IJ))様から、

安全・安心の地J或社会実現の活動資金と

して、?年附金の附!誌を受けました

7)11211 ()-J)小野山彦タイホウクツレープ代ぷ 6)J23日(水)才"fi尾南ロータリークラブ

(写真右側1])様から、防犯少年同(通称 (1人j凶優会長(写真右側))係から特例;詐欺

コノハキッズ)のベスト、帽子の問宝を受け 被13防止平午発DVDの贈呈を':1:けました

ました
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南警察署、防犯協会では、特殊詐欺
被害防止階段用プレートを作成し、
アピタ名古屋南庖階段に貼り、広報を
しました。

「第105代署長の目」は見る人の回線
に応じ、両目が動くように感じられる
工夫を施したプレートで、「広い視野で
中区の安全に目を配る(署長)Jもの
です。

岡崎額田防犯団体連絡協議会では、
夏の安全なまちづくり県民軍動に合わせ、
特殊詐欺被害防止のための「その
電話・・・サギかもつリ等のメッセージ‘の
入ったうちわを作成しました。

防犯あ~、ち

豊川防犯協会連合会では、JAひまわり
つまもの部会か5大葉小袋の提供を
受け防犯標語を貼り付け、豊川市役所
ロビーで配りました。

新蟹江小学校において、モスパーガー
蟹江けいさつ前屈の協力得て作成
したオリジナル防犯紙芝居の贈呈式
及び防犯少年団による読み聞かせを
行いました。

稲沢防犯協会連合会では、東朋テクノ
ロジ一(株)かう特殊詐欺被害防止啓発
クツズ(コースター)の寄贈を受け、
管内喫茶庖等に配布し、被害防止を
呼びかけています。

令利13年秋号

管内の子供たちが作った七夕飾りと、
r5つのおやくそくJの手形アートを
イオンモール岡崎の通路に展示し、
来庖客に子供と女性の犯罪被害防止
を呼び掛けました。

E 帰 宅:ヨ グ
ふre 

北設楽防犯協会では「見守り隊」の
旗を作成、郡内小学校に配布し、児童
見守り活動の見える化を図りました。

豊橋信用金庫田原支屈では、年金支給日
に田原防犯協会連合会が作成、寄贈
した防犯ク‘ッズ等を配布し、特殊詐敗
防止啓発活動をしました。

，。ァプリストアはこちら++

※本アプリは無料で利用できますが、ダウンロード及び

利用時にはデータ通信料がかかります。




