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各地区防犯協会の活動だより
支援型飲料自動販売機 豊橋市防犯協会連合会（吉川

一弘会長、会員数206団体）が
進める防犯ボランティア活動
支援型自動販売機が豊橋
市内に設置されました。この
支援型自動販売機は、清涼
飲料などを購入すると、その
売り上げの一部が市防犯協会
連合会に寄付され、繁華街の
防犯カメラの設置費用をはじめ
各種防犯活動の支援に役立て
られるものです。

瀬 戸

防犯少年団に任命された瀬戸市立東山小学校
防犯少年団キッズ隊12名の子どもたちとともに
「振り込め詐欺に気を付けて！！」の声かけとチラシ
の配布による被害防止活動を実施しました。

南

年金情報流出に便乗しお金をだまし取ろうとする
詐欺被害防止のため、ハロウィンにちなみカボチャ
の衣裳を着た警察官とともに、年金受給者などに
注意を呼びかけるキャンペーンを実施しました。

吉根学区なかよし子ども会が、第61回名古屋
まつり子ども会みこしパレードに参加し、手づくりの
みこしをかつぎながらニセ電話詐欺などの犯罪
被害防止を訴えました。

一日警察署長に委嘱された特殊詐欺防止啓発
サポーターの盆栽士 森友美さんとともに、特殊
詐欺被害及び前兆電話に対する防犯意識の
向上を図る広報活動を実施しました。

歌手のあべ静江さんを一日警察署長に委嘱し
江南警察署長とのトークショーやキャンペーンを
通じて安全安心なまちづくりを呼びかけました。

西枇杷島

甲冑を着た武将に扮する警察官とともに、年金
支給日に高齢者を対象に特殊詐欺・交通事故
防止の広報活動を実施しました。

一日警察官に委嘱された金融機関女性職員
3名とともに、「振り込め詐欺にご用心！」の幕を
掲げ、特殊詐欺被害防止の広報活動を実施
しました。

「オレは誰？ STOP！ 特殊詐欺」の標語を掲げた
サンタに扮する警察官とともに、多発する特殊詐
欺被害防止のための広報活動を実施しました。

一日警察官に委嘱された金融機関女性職員
4名とともに、年金支給日に振り込め詐欺防止
チラシを配布して、特殊詐欺被害防止の広報
活動を実施しました。

県民運動統一ポスター

回 覧

発行所 ： （公社）愛知県防犯協会連合会
　　　　（愛知県高辻センター 2階）
名古屋市昭和区円上町26番15号  〈052〉871-2110 愛知県の花「かきつばた」愛知県の花「かきつばた」

運
動
の
重
点

◎ 住宅を対象とした侵入盗の防止 〈年間取組事項〉
◎ 特殊詐欺の被害防止 
◎ 自動車盗の防止
◎ 子どもと女性の犯罪被害防止

　暖かな日差しに包まれて、そよ風に揺らぐ草花、軽やかに聞こえる小鳥の
さえずり、すべてが躍動感にあふれる春です。
　この季節は、お花見シーズンでもあり、つい気持ちも緩みがち、ちょっとした
油断から、いろいろな事件や事故が起こります。
　また、新しく小学校・幼稚（保育）園に入学（園）する子どもたちの痛ましい
事件・事故が、心配される季節でもあります。
　こうした事件や事故を未然に防ぐため、
愛知県、愛知県警察、愛知県防犯協会連合会は4月1日（金）から4月10日（日）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、家族で「地域の安全」・「家庭の安全」について
よく話し合って、この運動に積極的に参加をお願いいたします。

住宅を対象とした侵入盗の防止 〈年間取組事項〉
平成27年中の住宅対象侵入盗被害の件数は全国ワースト1位。被害総額は約49億3千万円です。大切な家庭や財産を守るため、
いろいろな対策を組み合わせることが大切です。確実なカギ掛けはもちろん、最も多い侵入場所である「窓」には補助錠を付けてツー
ロックにすることを心掛けましょう。

特殊詐欺の被害防止
平成27年中の特殊詐欺被害の件数は875件、被害総額は約32億8千万円です。現金・カードの要求には絶対応じないようにしましょう。
被害防止のポイントは、「すぐに振り込まない」「一人で振り込まない」「必ず誰かに相談する」ことを実行しましょう。

自動車盗の防止
平成27年中の自動車盗の件数は2年連続全国ワースト1位。被害総額は約43億8千万円です。
被害を防止するためには、「必ずキーを抜く」「ドアは確実にロックする」「防犯装置をつける」
「管理がしっかりした駐車場を利用する」等を実行しましょう。

子どもと女性の犯罪被害防止
新入学（園）の季節を迎えますが、子どもたちは新生活のスタートに伴い、一人で行動する
機会が増えるとともに、活動もますます活発になり、連れ去りなどの被害に遭うことが心配
されます。また、女性が被害者となる、性犯罪やひったくりなどの被害防止は、常に「自分が
狙われているかもしれない。」という意識を持つことが大切です。地域全体で子どもや女性が
被害に遭わないように、見守りましょう。
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平成27年中の愛知県における特殊詐欺被害は
認知件数875件 被害総額 約32億8千万円

「私は大丈夫」
と思っている人こそだまされやすいのです！

だまされないで！！ こんな電話は詐欺です！

息子・娘・孫からの電話
　○　携帯電話を無くした／番号が変わった
　○　風邪をひいた
　○　小切手や通帳を無くした／お金を使いこんだ
　○　未公開株に手を出した
　○　今日中に現金が必要
　○　誰にも言わないで

役所等公的機関や銀行等金融機関からの電話
　○　医療費や税金の還付があるので携帯電話と
　　キャッシュカードを持ってATMで手続きを

警察・金融機関からの電話
　○　口座が犯罪に使われている
　○　キャッシュカードや預貯金を預かります
　○　口座番号や暗証番号を教えて

※該当項目があれば、すぐに家族や警察に相談を！

（賛助会員之証）

（平成27年中）

　平成27年中の愛知県内における刑法犯の認知件数は、前年に比べ8,374件（9.8％）減少しました。
しかし、侵入盗・自動車盗が全国ワースト1位です。

平成27年中 犯罪発生状況について

（公社）愛知県防犯協会
連合会では、賛助会員を
募集しています。賛助会員
の募集は、当協会の趣旨
に賛同し、事業を援助する
ために入会していただく
法人です。詳細は事務局
までお問い合せください。

『賛助会員』
を募集！！

振り込め詐欺
被害防止

キャッチフレーズ

　当連合会は、2月10日、賛助会員であるフシミコーポ
レーション株式会社（代表取締役社長 深谷 友尋様）
から、安全・安心の地域社会実現の活動運営資金と
して、寄附金の贈呈を受けました。（なお深谷 友尋様は、
平成27年11月藍綬褒章を受章されました。）

特殊詐欺被害の状況

特殊詐欺が大幅増加！
極めて深刻な状況です！

　平成28年2月4日、愛知県地域安全研究会
（栢森 新治 会長代行）から、安全・安心なまち
づくりのため、地域安全活動を積極的に推進した
防犯対策優秀協会として、中村区連合防犯
協議会、中川区防犯協会連合会、犬山扶桑防犯
協会、常滑市防犯協会連合会の４地区防犯協会
が表彰されました。

防犯対策優秀防犯協会表彰

寄附金の贈呈

※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（刑法犯）

刑法犯

76,663
-8,374
-9.8%

8,157
-927

-10.2%

4,900
-313
-6.0%

3,678
-417

-10.2%

1,001
+78

+8.5%

221
+26

+13.3%

13,710
-1,881
-12.1%

1,525
-613

-28.7%

11,215
-2,169
-16.2%

2,205
-519

-19.1%

5,167
-928

-15.2%

3,843
-722

-15.8%

381
-31

-7.5%

1,260
+20

+1.6%

191
-9

-4.5%

416
-70

-14.4%

平成27年

12月末

前年比

（確定値）

認知件数
（件）
増　　減
（件）
増 減 比
（％）

自動車
関連窃盗 ひったくり 自動販売機

ねらい 強　盗 性犯罪

侵入盗 自転車盗 オートバイ盗住宅対象
侵入盗 うち）空き巣

部品ねらい車上ねらい自動車盗

うち）忍込み うち）居空き

名古屋市部
西 尾 張 部
東 尾 張 部
西 三 河 部
東 三 河 部
合　　　計

31,628
15,280
10,994
12,700
6,061
76,663

41.3%
19.9%
14.3%
16.6%
7.9%

100.0%

認知件数 構成率 認知件数 構成率 認知件数 増減率
34,917
16,003
13,102
14,605
6,410
85,037

41.1%
18.8%
15.4%
17.2%
7.5%

100.0%

H27年 H26年 増減

－3,289
－723
－2,108
－1,905
－349
－8,374

－9.4%
－4.5%
－16.1%
－13.0%
－5.4%
－9.8%

※地域別区分（警察署単位）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・半田・東海・常滑・中部空港

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

名古屋市部
41.3%

西尾張部
19.9%

東尾張部
14.3%

西三河部
16.6%

東三河部
7.9%

（出典：愛知県警察本部 生活安全総務課）
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詐欺被害及び前兆電話に対する防犯意識の
向上を図る広報活動を実施しました。

歌手のあべ静江さんを一日警察署長に委嘱し
江南警察署長とのトークショーやキャンペーンを
通じて安全安心なまちづくりを呼びかけました。

西枇杷島

甲冑を着た武将に扮する警察官とともに、年金
支給日に高齢者を対象に特殊詐欺・交通事故
防止の広報活動を実施しました。

一日警察官に委嘱された金融機関女性職員
3名とともに、「振り込め詐欺にご用心！」の幕を
掲げ、特殊詐欺被害防止の広報活動を実施
しました。

「オレは誰？ STOP！ 特殊詐欺」の標語を掲げた
サンタに扮する警察官とともに、多発する特殊詐
欺被害防止のための広報活動を実施しました。

一日警察官に委嘱された金融機関女性職員
4名とともに、年金支給日に振り込め詐欺防止
チラシを配布して、特殊詐欺被害防止の広報
活動を実施しました。
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運
動
の
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点

◎ 住宅を対象とした侵入盗の防止 〈年間取組事項〉
◎ 特殊詐欺の被害防止 
◎ 自動車盗の防止
◎ 子どもと女性の犯罪被害防止

　暖かな日差しに包まれて、そよ風に揺らぐ草花、軽やかに聞こえる小鳥の
さえずり、すべてが躍動感にあふれる春です。
　この季節は、お花見シーズンでもあり、つい気持ちも緩みがち、ちょっとした
油断から、いろいろな事件や事故が起こります。
　また、新しく小学校・幼稚（保育）園に入学（園）する子どもたちの痛ましい
事件・事故が、心配される季節でもあります。
　こうした事件や事故を未然に防ぐため、
愛知県、愛知県警察、愛知県防犯協会連合会は4月1日（金）から4月10日（日）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、家族で「地域の安全」・「家庭の安全」について
よく話し合って、この運動に積極的に参加をお願いいたします。

住宅を対象とした侵入盗の防止 〈年間取組事項〉
平成27年中の住宅対象侵入盗被害の件数は全国ワースト1位。被害総額は約49億3千万円です。大切な家庭や財産を守るため、
いろいろな対策を組み合わせることが大切です。確実なカギ掛けはもちろん、最も多い侵入場所である「窓」には補助錠を付けてツー
ロックにすることを心掛けましょう。

特殊詐欺の被害防止
平成27年中の特殊詐欺被害の件数は875件、被害総額は約32億8千万円です。現金・カードの要求には絶対応じないようにしましょう。
被害防止のポイントは、「すぐに振り込まない」「一人で振り込まない」「必ず誰かに相談する」ことを実行しましょう。

自動車盗の防止
平成27年中の自動車盗の件数は2年連続全国ワースト1位。被害総額は約43億8千万円です。
被害を防止するためには、「必ずキーを抜く」「ドアは確実にロックする」「防犯装置をつける」
「管理がしっかりした駐車場を利用する」等を実行しましょう。

子どもと女性の犯罪被害防止
新入学（園）の季節を迎えますが、子どもたちは新生活のスタートに伴い、一人で行動する
機会が増えるとともに、活動もますます活発になり、連れ去りなどの被害に遭うことが心配
されます。また、女性が被害者となる、性犯罪やひったくりなどの被害防止は、常に「自分が
狙われているかもしれない。」という意識を持つことが大切です。地域全体で子どもや女性が
被害に遭わないように、見守りましょう。
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