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。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
。暴力追放運動の雄進

抜けるような青空、日ごと鮮やかに色づいてpく木々、爽やかで過ごしゃすい季節

を迎えました。

今年に入りまして県下の犯罪情勢は、平成15年から18年にわたり減少してきた

刑法犯認知件数が、半年を経過した時点で明らかに増加に転じ、あらためて防犯

意識の高揚が求められます。

こうした中、安全でイ主みよp地域社会を実現するため全国では

10月11日(火)か510月20日(木)までの10日間

『全園地域安全運動Jが展開され

令和4年秋号 (1) 

-・・・・・闘車~雌泊ヨ・・・・・・
西尾市歴史公園内をパトロールしている

のは、安全なまちづくり推進指導員の

それに呼応して 霊知県、愛知県警察、愛知県防犯協会連合会 は 皆さんです。

犯罪にあわない・犯罪を起こさせない・犯罪を見逃さない C3N[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20日(木)には、名古屋市と共催で日本特殊

陶業市民会館フォレストホールlこおpて12022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p環境作りに取り組む乙とにより、安全に安心して暮らせる社会の実現を目指すものです。

自転車の盗難防止・安全利用について、もう一度確認を。

盗難防止

置量孟韮E

E幽調

令和4年6月末現在、県内

では3.572件(暫定値)

(前年同期比+479件)の

自転車の盗難被害が発生

しました。盗難時の6割以上

は無施錠でした。
令和4年6月末(県内)(暫定値)

盗難時の施錠状況

自転車の防犯登録は、義務づけられています。万が一、盗難被害に 堕
あった場合は、防犯登録番号などによって盗難手配を行うことがで、きます。I

「防犯登録JについてのQ&Aは、県警ホームページに掲載中!

防犯協会ホームページ http://www.bouhan-aichi.or.jp 



(2) 第214号 時~ß あ\，- ，ち 令和4年初〔号

令和4年ヒ半期(暫定値)の愛知県内における刑法犯認知件数は19，311件で、前年の同じ時期に比べ777件

増加し、特に飲食庖や美容院等の庖舗を狙った出庖荒しが多発していますoJ古内に現金がないことを知らせる

「防犯宣言Jや防盗金庫を取り入れて被害を防止しましょう。

刑法犯総数 {蔓入盗 住宅対象侵入盗 事務所荒し 出庖荒し 自動車盗

認知件数(1'牛) 19.311 1.320 578 134 175 447 

i醤 j成(件) +777 +204 -5 +5 +62 +96 

増減比(Ofo) +4.2% +18.3% -0.9% 十3.9% 十54.9% 十27.4%

自転車盗 '1 特殊詐欺

認知件数(件) 3.572 160 認知件数(件) 381 実質被害総額 81.904 (万円)

t欝 減(件) +479 +10 i重 減(件) -55 増減(万円) +15.080 

増減比(Ofo) +15.5% 十6.7% 増減比(Ofo) -12.6% 増減比(Ofo) +22.6% 

※住宅対象侵入資~空き巣、忍込み、民空きの合計 ※性犯罪~強制性交罪、強制わいせつを合計 ※本統計資料の数値は醤定値です。

地域別発生状況(刑法犯)

認知件数 増減 認知件数 増減

令和4年 令和3年 認知件数 増減率 令和4年 令和3年 認知件数 増減率

名古鹿市部 8，103 7，828 +275 +3.5% 西三河部 3，708 3，436 十272 十7.9%

西罵張部 3，579 3，496 +83 +2.4% 束三河部 1，462 1，347 + 115 十8.5%

東尾張部 2，459 2，427 十32 十1.3% dE』コ 言十 19.31 1 18.534 +777 十4.2%
し一

※地域別区分(主霊祭署単位) (出典愛知県警察本部生活安全総務課)

西尾張部ヱ西枇小牧江南犬山一宮稲沢津島蟹j工 西三j可部=メIJ谷碧南安城'西尾岡崎墨田足助

東尾張部=愛知瀬戸春日井知多半田東海常滑中部空港 東三j可部=設楽新j成・量豊川蒲郡・豊橋田原

乏にお金が必要は詐欺!!
あらかじめ知ってい否連絡先に直接櫨認しましょう!

E露首降傾長自民民沼山色白山山到l
①電話機を被害防止機能付き電話に買い換える

②常に留守番電話設定にする



第214号

fポスター・ポケットティッシュj
海部南部防犯協会連合会、蟹江警察署では、
名古屋競罵場の協力を得て、ポスターの
掲示、ポケットティッシュの配布等により
特殊詐欺被害防止の呼びかけそ実施しま
した。

f特殊詐欺啓発担VOJ
岡崎額田防犯団体連絡協議会では、高齢者
が見て、間いてわかりやすく殺しみやすい
落語を通じて、特殊詐欺の手司等を周知
しようと、岡崎市出身の落語家「柱篤治j氏に
出演をお願いしf防犯落語~なりすましに
はご用心~j のタイトルで、特殊詐欺啓発

DVDを作成しました。

拐犯あ~百

「署長副署長の臨J
中区防犯逮合協議会では、署長、副署長の
日をモチーフにした防犯プレートを制作し、
金山総合駅に掲示しました。区内の街頭に
掲示します。

『プラカードj
南区防犯協会、南警察署では、名古屋市立
道徳小学校において防犯少年団とともに、
連れ去り防止の合い言葉「つみをおにjの
ブラ力 ドを活用した下校時の児童量らの
見守り活動を行いました。

令干114年秋号 (3) 

愛知県安全なまちづくり推進協

議会では、「夏の安全なまちづくり

県民運動Jの一貫として8月 1日

名古屋駅において、愛知大学学生

ボランティアの皆さんと街頭啓発

を実施しました。

自理3型 車

6月20日(月)タイホウグループ

社主小野直彦様(写真右側)から、

防犯少年間(通称コノハキッズ)の

ベスト、惜子の贈呈を受けました。

輯織覇謹~'JII醐醐ブによる輯簡襲購 。 (純正セキュリティとは別の防犯対策)

. .電子的101こよりエンジン始動を制御実態1:ハンドル画定装置、タイヤEックを破壊

(実態2:シャッタ一、フ工ンスを破壊)

(実態3:駐車車問を移動)

(実態4:ナンバーブレ…卜を連続窃取)

置~":I~6.õ遭盟

罷富一・ドア等を献した際の欄こより異常時知

盟関 盗難被害後の位置情報開握

。臨事狙富盟l明白釘ま司王オ...頑丈主主もの。警報器と組合せで効果アップ

O髭査制廻眠時・・ 11固で芯く21盟・3個と複数設置で効果アップ

。ナンバープレート・..~B哩液晶宮盟主革関調昨ト1:H~/，1睦凄沼で盟定
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蒲郡防犯協会連合会では、交通
安全協会蒲郡支部、蒲郡警察署
とともに、形原温泉あじさいの里
で特殊詐欺被害防止、交通安全

キャンペーンを行いました。

岡崎額田防犯団体連絡協議会で
は、岡崎市立大門小学校におい
て、大門学区愛犬パトロール隊、

同学区青色防犯パトロール隊、
岡崎警察署員、交通指導員うととも

に同校の一斉下校に併せて児童の
見守り活動を実施しました。

北設楽郡防犯協会、設楽警察署

では、名倉小学校で、防犯少年団
任命式を行い、任命式後、設楽
警察署犯罪抑止戦隊!シタラ

レンジャー青・桃による寸劇と
今回シタラレンジャー白として
任命されたpepper君による

クイズ形式の防犯教室を実施
しました。

防犯あ、、ち

半田防犯協会連合会では、半田
警察署とともに、半田市の成岩

公民館で、啓発寸劇ボランティア
おとひめ(代表伊佐治信子さん)
に、実際に発生した特殊詳敗被害

を寸劇にしたものを上演いただく
等、啓発活動を行いました。

東海大府防犯協会連合会、東海
警察署では、東海市太田川駅周辺
において東海市役所、県立東海

樟風高校の生徒の皆さんと
「電車内における痴漢撲滅キャン
ペーン」を実施しました。

中区防犯連合協議会では、「ドン・

キホーテJと協力して、「万引き防止」

「痴漢・盗撮被害防止Jをテーマと
したコラポ動画を作製し、ドン・

キホーテ栄本屈において防犯
啓発活動を行いました。動画は、

YouTube愛知県警察公式チャン
ネルにて配信中です。

令和4年秋号

天白区防犯協議会、天白警察署
では、今年度防犯少年団の委嘱を
行った名古屋市立植田北小学校

の子供たちに、個人配置されて
いるタブレッ卜を用いて連れ去り
防止に関する体験学習を実施し

ました。

犬山扶桑防犯協会では、ヨシヅヤ
犬山屈において、犬山市、犬山
警察署、犬山市更生保護女性会と
連携して、チビ‘ッコ警察官に扮した

管内の保育園児とともに「社会を
明るくする運動Jの啓発活動を

行いました。

稲沢防犯協会連合会、稲沢警察署

では、稲沢市内の事業所の協力者

及び地元バレーボールチーム「ウ
ルフド、ツク‘ス名古屋」のマスコット

「ウルドくんJに交通事故防止や
犯罪被害の防止を呼びかける

「し1なざわ安心安全サボータ-Jへ
の委嘱式を実施しました。


