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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

若葉が芽吹き、街を行きかう人の装Lも軽やかな季節となりました。

春は入園、入学を迎える子供たち、新社会人のなれない環境下での事件

事故が心配される季節でもあります。

こうした中、安全で住みよい地域社会を実現するため

愛知県、霊知県警察、愛知県防犯協会連合会は4月1日笹川、54月10日(目)

までの10日間I春の安全怠まちづくり県民運動jを実施します。

この運動は、県民や事業者、団体、市町村の幅広い参加を得て展開し、犯罪防止に対する気運を高め、安全

に安J心して暮らせる愛知をめざすものです。

「犯罪にあわないJ r犯罪を起こさせないJ r犯罪を見逃さないj

特殊詐欺の

被害防止

特殊詐欺対策に有効な

迷惑電話防止機能付き電話機
※「迷惑電話防止機能付き電話機jとは、特殊詐欺等の防止対策機能を搭載した電話機等の総称です。

「特殊詐欺対策電話機J、「迷惑電話防止電話機j、「防犯電話機J等と表現され、固定電話機のほか、後付けタイプの

装置があります。

警告する機能

(公財)全国防犯協会連合会では、

左記の機能を搭載した電話機等を

紹介しています。

有効怠機能(例) ぞ 州 電話のごと?

O着信拒否~登録のない番号、非通知番号、

管理サーバーに登録された迷惑電話を

着信拒否する機能

。着信前の警告~相手に対し「通話内容を録音するJ旨を
『優良防犯電話』の情報は

O電話番号表示~相手の番号を表示(※)したり記録する機能糊町一ピス料金の発生

登録してない番号からの着信を警告ランプ点灯で

知らせる

O通話録音~通話内容を録音する機能
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防犯協会ホームページ http://www.bouhan-aichi.or.jp 



(2) 第212号 時犯あ'"¥ち 令和4年春号

令和3年中の愛知県内における刑法犯認知件数は37，832件で、前年に比べ2，065件 (5.2%)減少しました。

県内の刑法犯認知件数は、戦後最少件数です。

令和3年 刑法犯総数 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 良転車盗 オートバイ盗

認知件数(件) 37.832 2.180 1.077 788 239 50 7.058 444 

i欝 滅(件) -2.む65 -468 -311 -179 -1む5 -27 -235 -115 

場減比(%) -5.2% -17.7% -22.4% -18.5% -30.5% -35.1% -3.2% -20.6% 

令和3年
自動車

自動主義盗 車上ね5い 部品ねらい ひったくり 自動販売機 強盗 性犯罪
関連窃盗 ね5い

認知件数(件) 3.358 745 1.466 1.147 42 310 88 349 

i曽 減(件) -14曾 +245 -362 -32 +10 -58 -10 +18 

増減比(%) -4.2% +49.0% -19.8% -2.7% +31.3% -15.8% -10.2% +5.4% 

※住宅対象侵入盗~空き巣、忍込み、居空きの合計 ※性犯罪~強制性交祭、強制Jわいせつを合計 ※本統計資料の数値は縫定値です。

地域開発生状況(刑法犯)

認知件数 増減 認知件数 増減
令平日3年 令和3年

令和3年 令相2年 認知件数 増減率 令和3年 令和2年 認知件数 増減率

名出屋市部 16，242 16，647 -405 -2.4% 西ニ河部 7.030 7.183 -153 -2.1% 

西尾張部 6，930 ア，597 -667 -8.8% 東三海部 2，766 3，087 -321 -10.4% 

東尾張部 4，864 5，383 -519 -9.6% dCb1 、 計 37，832 39，897 -2，065 -5.2% 

※地域別区分(警察箸単位) (出典愛知県警察本部生活安全総務課)

西尾張部:西枇小牧江南犬山一宮市百沢津島蟹江 西三河部ニヌIj谷碧南安城西尾悶崎豊田足助

東尾張部ニ愛知瀬戸春日井知多半旧東海ー常j骨ー中部空港 東三河部=設楽新城・襲)1[，;首都皇室橋田原

麟盤欝瞳髄鶴欝欝覇翻盟関騒騒

金体的iこ罪行少年iま減少額融
回大謀者で横著書@補導吉れる少年iま銀然として高水準!!開

強盗、恐喝、窃盗等の刑法犯で検挙・補導された少年は1.324人(前年比-101人)と

13年連続で減少していますが、一方で、

@刑法犯少年の28.5%が、過去に非行により検挙・補導されていた少年(再非行

少年)であり、特に詐欺等の知能犯は再非行少年の割合が高い

@少年が遊興費欲しさから安易に特殊詐欺に加担している

輔大麻事犯で、検挙・補導された少年は57人(前年上ι12人)と依然として高水準

であり、少年の薬物乱用が拡大・深刻化している

構児童ポルノ事犯で、検挙・補導された少年が106人(前年比+4)と増加などの状況

がみられ、県内の非行情勢はpまだ予断を許さない状況にあると考えられます。

(愛知県警察本部生活安全部少年課)

“表紙の

理E翼連覇績戸理委主銀問
で一言"

熱田甚の白鳥公園内
の通路を桜が満開の

中センチュリーホール
を背景にパトロールし
ているは大宝学区防犯

協会(会長浅野春夫

さん)の皆さんです。

新規費量品会員のと紹介

工ース不動産株式会社様

回硲砲縄舗鋪滞緩盛綴函騨鴎竃麗癌瀦
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愛知県安全なまちづくり推進

協議会(愛知県、愛知県警察、

名古屋市、愛知県防犯協会

連合会)は、株式会社三菱UF]銀

行名古屋営業部ユニットの皆さ

んと大須商屈街で特殊詐欺被

害防止啓発キャンペーンを開催

しました。

事鎮静鰐ンチイ10)"と一

令和4年春号 (3) 

韓民鐸譲著者錫方自ニ鰯っτ錯しい鎗鵠ZZ観)3つ!
ブワダウン開--~'畿、議室霊童高富覇か品購東=:'l:，こ各種議室霊曜を持つτく落事い。

不審者情報、犯罪情報、交通

事故情報等をリアルタイムに

確認!

交番、こどもI10番の家等が

マップ表示されます。

事前登録した棺手に現在位霞

を連絡できます。

例)子供の帰宅時に親ヘ現在

位置を送信!

例)待ち合わせ等で現在位置

を相手に送信!

鑑轟轟塁審
ポスター

ブザーを鳴らすと、同時に事

前登録した相手に鳴ったこと

をメーんで知らせます。

縮広い世代が参加する
防犯ポランチィア活動

標語

青パ卜写真

暴力屈への加入間止

青色回転応装備車の

活動中の写真田原防犯協会連合会及び田原警察では、泉小学校において

IPずみ見守り隊J 六連小学校において「六連見守り抹J
中山小学校及び福江小学校において「自主防犯青パト隊

(ASTC) J 南部小学校において「大久保見守り隊J東部

小学校において「田原東部キ、ソズノfトロールJとともに児童の

登下校時に各通学路で見守り活動を実施しています。

轟轟欝襲撃間いません

監盤盟富襲令和4年5月20日(金)

※詳しくは、累防i護老苦しくは各地区防犯協会へお尋ねください。
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豊川防犯協会では、市内スーパー駐車場に

おいて、防犯少年団員がパトロールカーに

乗り防犯及び交通安全のマイク広報をしま

した。豊小学校を育てる会のボランティアも

のぼ、リ旗を手に防犯をPRしました。

瀬戸防犯協会では、瀬戸署員、市役所

職員とともに、同署駐車場において

『ドライブスルー型交通安全・防犯教室』

を開催しクイズやゲームを通じて自動車

盗、侵入盗、不審者対策、交通安全等に

ついて学んでもらいました。

岡崎署、防犯団体連絡協議会では、入学前

の園児に楽しく防犯を身につけてもらう

ためコノハ警部やオカザえもんの絵札

のfぼうはん力ルタjを作成、羽根町の

めぐみ幼稚園に贈呈し、園児たちと一緒

に楽しく防犯について勉強しました。

防犯か、ち

橋田幼児交通安全クラブ、岡崎市役所

職員、岡崎額田防犯団体連絡協議会では、

橋目幼稚園において年長児と保護者lこ5つ
のお約束「つ・み・き・お・|こjを覚えてもらう

などの連れ去り防止教室を実施しました。

緑区防犯協会では、緑区内の中・高生を

対象に痴漢盗撮撲滅のポスターデ‘ザイン

のコンクールを実施し、最優秀作晶・

優秀作品に対し緑警察署長より表彰を

行いました。

稲沢防犯協会では、稲沢市立六輪小学校

の防犯少年団が、稲沢市役所平和支所

主催の[安全・安心みはり君の移動活動J
に参加し、犯罪の被害防止を呼びかけ

ました。

令和4年春号

中村区連合防犯協議会では、警察署長

出席のもと協議会の連帯感醸成及び

一層の防犯意識の向上を図るため

7'ロック別会合を開催し、防犯講話及び

防犯診断結果発表等を実施しました。

北設楽郡防犯協会では、犯罪抑止戦隊

「シタラレンジ‘ャ-Jとメッセージ、動画を

作成し、豊川信用金庫東栄支庖をはじめ

金融機関4力所、高齢者施設10ヵ所、

町役場で防犯啓発活動を実施しました。

天白区防犯協議会、天白区交通安全

協会、天白安全運転管理協議会、暴力

追放愛知県民会議の4団体は犯罪抑止、

交通事故抑止、暴力追放など団体の枠を

超えて天白警察署を応援する天白警察署

サポーターズを発足しました。


