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青色回転灯防犯パトロール車の贈呈
　（公財）全国防犯協会連合会から田原市内の自主防犯
隊ASTC（オールセーフティ・オブ・タハラシティ）に青色回転
灯防犯パトロール車「宝くじ号」が寄贈されたことから、平成
28年11月21日（月）、田原警察署において、パトロール車の贈
呈式典が行われました。 席上、愛知県防犯協会連合会か
ら同隊長に青色回転灯防犯パトロール車の「鍵」の授与が

あり、その後、来賓、役員、
パトロール隊員の皆さん
が見守る中、管内の警戒
活動に出発しました。

守山・旭

（公財）全国防犯協会連合会から本地ヶ原連合自
治会自主防犯交通委員会に寄贈された青パト(宝
くじ号）は、「クーちゃん号」と命名され、子ども達の
見守り活動や地域安全活動に活躍しています。

１日警察官に委嘱されたアイドルグループ「チー
ムしゃちほこ」の５名のメンバーが、タワーズガー
デンにおいて、特殊詐欺被害防止キャンペーン
を行いました。

田口高校文化祭で、防犯協会主催の「防犯フ
ェスティバル」が開催され、郡内マスコットのトマ
シーナちゃん、オニスター、ポンタ等の参加で盛り
上がりました。

1日女性警察官に委嘱された金融機関職員と
葵武将隊が、大型ショッピングセンターで特殊詐
欺被害防止キャンペーンを行い、振り込め詐欺
撲滅を呼び掛けました。

稲 沢

愛知文教女子短期大学の学生が、名鉄国府
宮駅前で、通行中の女性にチラシ等を配布し
て、ちかん被害防止の広報活動を行いました。

金融機関職員と協力して、ATMを利用する高
齢者に対して、声を掛け、チラシやグッズを配布
し、特殊詐欺被害防止の広報啓発活動を行い
ました。

「ATM振り込み限度額0円設定」の周知を図る
べく、「いなりん」と「コノハけいぶ」が、金融機関
において、特殊詐欺被害防止広報を行いまし
た。

「田原市収穫祭」会場において、特殊詐欺被害
防止スローガン等を印刷した軍手”防ぐんて”を
配って、特殊詐欺被害防止を呼び掛けました。
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◎ 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 
◎ 子どもと女性の犯罪被害防止
◎ 自動車盗の防止

　暖かな日差しに包まれ、木々が芽吹き、鳥がさえずり、見るもの聞くものす
べてに躍動感が溢れる春です。
　この季節は、桜前線の北上とともに気持ちが緩みがちになり、一寸した油
断からいろいろな事件や事故が起こります。
　また、新しく小学校や幼稚園（保育園）に入学（園）する子ども達の痛まし
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（土）から4月10日（月）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、この運動への積極的な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２８年中の住宅対象侵入盗(空き巣・忍込み・居空き）認知件数は、１０年連続の全国ワースト１位。大切な財産を守るのはあなた自身
です。確実に鍵を掛けることはもちろん、最も多い侵入場所である窓には、補助錠をつ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
高齢者を対象とした振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺被害は、件数・金額ともに前年を上回り深刻な状況にあります。現金やカードの
要求には絶対に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」ことを必ず実行しましょう。

子どもと女性の犯罪被害防止
新入学等で環境が大きく変化するために、期待や不安で子どもの気持ちが揺れ動く時季で
あり、連れ去り等の被害に遭うことが心配されますので、子どもの目線に立って防犯指導を
しましょう。また、女性が被害者となる性犯罪やひったくりが増加するため、日頃から「自分は
狙われている」という危機感を持って被害防止に努めましょう。

自動車盗の防止
自動車盗難件数は,毎年減少しているものの、全国的には上位にあります。被害を防止する
には、短時間でもエンジンを切りキーを抜いてドアを施錠することや、駐車場だけでなく、自
宅車庫内でも確実に施錠し、「ハンドルロック」「タイヤロック」を施し、警報装置等を取り付け
ましょう。
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（平成28年中）

　平成２８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6,409件（8.4％）減少しました。
しかし、侵入盗、住宅対象侵入盗が全国ワースト１位です。

平成28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！！

私たちは犯罪のない安全で安心のまちづくりを応援しています。

公益社団法人愛知県防犯協会連合会　賛助会員一同

　非行の中心は依然として”中・高校生”
　平成28年中に、強盗・恐喝・窃盗等の刑法犯で検挙・補導され
た少年は２,３４９人で、前年に比べて４９５人減少していますが、
　●　成人を含めた全刑法犯の１５.８％を少年が占めていること
　●　刑法犯少年の５４.７％が中・高校生であること
　●　刑法犯少年の３５％が再非行少年で、強盗等の凶悪犯、
　　　傷害・恐喝等の粗暴犯、詐欺等の知能犯の再非行率が
　　　高いこと
　●　少年事件の内、４０.５％が共犯事件であること
などを考えると、少年非行が県内の犯罪情勢に及ぼす影響は極
めて大きいと言えます。

平成２８年中の少年非行の概況について

●愛知県商工会議所連合会
●（一社）名古屋銀行協会
●（公社）名古屋青年会議所
●中部電力株式会社
●株式会社大丸松坂屋百貨店  松坂屋名古屋店
●株式会社名古屋三越
●株式会社丸栄
●株式会社名鉄百貨店
●愛知県質屋組合連合会
●（一社）愛知県警備業協会
●愛知県自転車防犯登録協会
●愛知県タクシー協会
●愛知県遊技業協同組合
●愛知県コンビニエンスストア防犯対策協議会
●（公財）日本防災通信協会愛知県支部
●愛知県遊技場商品販売協同組合
●愛知県遊技場商品加工協同組合
●愛知県警備業協同組合
●テルウェル西日本株式会社東海支店
●愛知県麻雀業組合連合会
●愛知県カラオケボックス協会
●愛知県社交飲食業生活衛生同業組合
●愛知県アミューズメント施設営業者協会
●愛知県遊技機材料協同組合
●名古屋鉄道株式会社
●（一社）日本遊技関連事業協会中部支部
●中部遊技機商業協同組合
●愛知県中古自動車販売協会
●愛知県行政書士会
●（一社）愛知県LPガス協会
●愛知県高圧ガス安全協会
●（公社）愛知県宅地建物取引業協会
●（公社）愛知県バス協会
●中京美和ＳＤ会
●日本中央競馬会中京競馬場
●愛知県二輪車安全普及協会
●愛知県セルフガード協会
●日本総合スポーツ&セキュリティー支援協会
●愛知県たばこ販売協同組合連合会
●セーフティ愛知協同組合
●（一社）愛知県道路標識・標示業協会
●錦成ビル株式会社
●太平産業株式会社
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●中京綜合警備保障株式会社
●名古屋港開発株式会社
●株式会社シンザンホール
●株式会社ワイ・エス・エイチ
●シスターリン有限会社
●株式会社ケー・ズコーポレーション
●豊田東海警備株式会社
●中部相互警備保障株式会社
●中京警備保障株式会社
●株式会社ガード・リサーチ
●ユーアイ警備保障株式会社
●ガード・アクト株式会社
●株式会社シーマ
●株式会社唱和警備保障
●大宣警備保障株式会社
●株式会社セーフティジャパン
●エイセブ交通株式会社
●エイセブプラス株式会社
●株式会社ＴＥＳＭＯ
●木戸造園土木株式会社
●リゾートトラスト株式会社
●株式会社コスモ
●株式会社コアズ
●コニックス株式会社
●株式会社日本管財サービス
●愛電商事株式会社
●株式会社アオイ警備保障
●中電防災株式会社
●広和産業株式会社
●有限会社 大台メンテナンス
●株式会社アイトップ
●奥村鑿泉株式会社
●中川遊技場防犯組合
●太平ビルサービス株式会社名古屋支店
●中部安全サービス保障株式会社
●株式会社ニッショー
●夢コーポレーション株式会社
●清水建設株式会社名古屋支店
●東海警備保障株式会社
●あすなろ法律事務所
●フシミコーポレーション株式会社
●株式会社セブン-イレブン・ジャパン
●株式会社シーエーエー
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●名豊観光株式会社
●株式会社オータ
●合同印刷株式会社
●中日株式会社
●フジパングループ本社株式会社
●名工建設株式会社
●株式会社ホリエ綜合調査
●豊和繊維工業株式会社
●池田勝敏
●山崎製パン株式会社名古屋工場
●有限会社フジ商事
●日新観光株式会社
●株式会社大一商事
●株式会社ＳＥＩＡＮ
●株式会社善都
●森井隆則
●三星観光株式会社
●mozoワンダーシティ
●株式会社シェルクルーズ
●株式会社ナオツー
●株式会社ダイハチ
●株式会社真城
●株式会社ＮＩＰ
●株式会社共栄
●株式会社プチ・ブル
●株式会社ランドキャリー
●日本メディアシステム株式会社
●株式会社POWERS SLOT  POWERS WIN
●株式会社POWERS SLOT HEAVEN WIN
●株式会社　七番組
●ベルポリマー共栄株式会社
●（一社）安全管理推進会
●三愛通信設備株式会社名古屋支店
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●加藤防犯設備
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●トビラシステムズ株式会社
●株式会社エムシーセンター
●株式会社シバタ
●株式会社幸伸ホーム
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※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
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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

28,618
14,323
10,120
11,954
5,239

70,254

40.7%
20.4%
14.4%
17.0%
7.5%

100.0%

認知件数 構成率 認知件数 構成率 認知件数 増減率
31,628
15,280
10,994
12,700
6,061

76,663

41.3%
19.9%
14.3%
16.6%
7.9%

100.0%

H28年 H27年 増減

－3,010
－957
－874
－746
－822

－6,409

－9.5%
－6.3%
－7.9%
－5.9%

－13.6%
－8.4%

※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
40.7%

西尾張部
20.4%

東尾張部
14.4%

西三河部
17.0%

東三河部
7.5%

（出典：愛知県警察本部 生活安全総務課）
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（平成28年中）

　平成２８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6,409件（8.4％）減少しました。
しかし、侵入盗、住宅対象侵入盗が全国ワースト１位です。

平成28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！！

私たちは犯罪のない安全で安心のまちづくりを応援しています。

公益社団法人愛知県防犯協会連合会　賛助会員一同

　非行の中心は依然として”中・高校生”
　平成28年中に、強盗・恐喝・窃盗等の刑法犯で検挙・補導され
た少年は２,３４９人で、前年に比べて４９５人減少していますが、
　●　成人を含めた全刑法犯の１５.８％を少年が占めていること
　●　刑法犯少年の５４.７％が中・高校生であること
　●　刑法犯少年の３５％が再非行少年で、強盗等の凶悪犯、
　　　傷害・恐喝等の粗暴犯、詐欺等の知能犯の再非行率が
　　　高いこと
　●　少年事件の内、４０.５％が共犯事件であること
などを考えると、少年非行が県内の犯罪情勢に及ぼす影響は極
めて大きいと言えます。

平成２８年中の少年非行の概況について

●愛知県商工会議所連合会
●（一社）名古屋銀行協会
●（公社）名古屋青年会議所
●中部電力株式会社
●株式会社大丸松坂屋百貨店  松坂屋名古屋店
●株式会社名古屋三越
●株式会社丸栄
●株式会社名鉄百貨店
●愛知県質屋組合連合会
●（一社）愛知県警備業協会
●愛知県自転車防犯登録協会
●愛知県タクシー協会
●愛知県遊技業協同組合
●愛知県コンビニエンスストア防犯対策協議会
●（公財）日本防災通信協会愛知県支部
●愛知県遊技場商品販売協同組合
●愛知県遊技場商品加工協同組合
●愛知県警備業協同組合
●テルウェル西日本株式会社東海支店
●愛知県麻雀業組合連合会
●愛知県カラオケボックス協会
●愛知県社交飲食業生活衛生同業組合
●愛知県アミューズメント施設営業者協会
●愛知県遊技機材料協同組合
●名古屋鉄道株式会社
●（一社）日本遊技関連事業協会中部支部
●中部遊技機商業協同組合
●愛知県中古自動車販売協会
●愛知県行政書士会
●（一社）愛知県LPガス協会
●愛知県高圧ガス安全協会
●（公社）愛知県宅地建物取引業協会
●（公社）愛知県バス協会
●中京美和ＳＤ会
●日本中央競馬会中京競馬場
●愛知県二輪車安全普及協会
●愛知県セルフガード協会
●日本総合スポーツ&セキュリティー支援協会
●愛知県たばこ販売協同組合連合会
●セーフティ愛知協同組合
●（一社）愛知県道路標識・標示業協会
●錦成ビル株式会社
●太平産業株式会社

●愛知県商工会議所連合会
●（一社）名古屋銀行協会
●（公社）名古屋青年会議所
●中部電力株式会社
●株式会社大丸松坂屋百貨店  松坂屋名古屋店
●株式会社名古屋三越
●株式会社丸栄
●株式会社名鉄百貨店
●愛知県質屋組合連合会
●（一社）愛知県警備業協会
●愛知県自転車防犯登録協会
●愛知県タクシー協会
●愛知県遊技業協同組合
●愛知県コンビニエンスストア防犯対策協議会
●（公財）日本防災通信協会愛知県支部
●愛知県遊技場商品販売協同組合
●愛知県遊技場商品加工協同組合
●愛知県警備業協同組合
●テルウェル西日本株式会社東海支店
●愛知県麻雀業組合連合会
●愛知県カラオケボックス協会
●愛知県社交飲食業生活衛生同業組合
●愛知県アミューズメント施設営業者協会
●愛知県遊技機材料協同組合
●名古屋鉄道株式会社
●（一社）日本遊技関連事業協会中部支部
●中部遊技機商業協同組合
●愛知県中古自動車販売協会
●愛知県行政書士会
●（一社）愛知県LPガス協会
●愛知県高圧ガス安全協会
●（公社）愛知県宅地建物取引業協会
●（公社）愛知県バス協会
●中京美和ＳＤ会
●日本中央競馬会中京競馬場
●愛知県二輪車安全普及協会
●愛知県セルフガード協会
●日本総合スポーツ&セキュリティー支援協会
●愛知県たばこ販売協同組合連合会
●セーフティ愛知協同組合
●（一社）愛知県道路標識・標示業協会
●錦成ビル株式会社
●太平産業株式会社

●中京綜合警備保障株式会社
●名古屋港開発株式会社
●株式会社シンザンホール
●株式会社ワイ・エス・エイチ
●シスターリン有限会社
●株式会社ケー・ズコーポレーション
●豊田東海警備株式会社
●中部相互警備保障株式会社
●中京警備保障株式会社
●株式会社ガード・リサーチ
●ユーアイ警備保障株式会社
●ガード・アクト株式会社
●株式会社シーマ
●株式会社唱和警備保障
●大宣警備保障株式会社
●株式会社セーフティジャパン
●エイセブ交通株式会社
●エイセブプラス株式会社
●株式会社ＴＥＳＭＯ
●木戸造園土木株式会社
●リゾートトラスト株式会社
●株式会社コスモ
●株式会社コアズ
●コニックス株式会社
●株式会社日本管財サービス
●愛電商事株式会社
●株式会社アオイ警備保障
●中電防災株式会社
●広和産業株式会社
●有限会社 大台メンテナンス
●株式会社アイトップ
●奥村鑿泉株式会社
●中川遊技場防犯組合
●太平ビルサービス株式会社名古屋支店
●中部安全サービス保障株式会社
●株式会社ニッショー
●夢コーポレーション株式会社
●清水建設株式会社名古屋支店
●東海警備保障株式会社
●あすなろ法律事務所
●フシミコーポレーション株式会社
●株式会社セブン-イレブン・ジャパン
●株式会社シーエーエー

●中京綜合警備保障株式会社
●名古屋港開発株式会社
●株式会社シンザンホール
●株式会社ワイ・エス・エイチ
●シスターリン有限会社
●株式会社ケー・ズコーポレーション
●豊田東海警備株式会社
●中部相互警備保障株式会社
●中京警備保障株式会社
●株式会社ガード・リサーチ
●ユーアイ警備保障株式会社
●ガード・アクト株式会社
●株式会社シーマ
●株式会社唱和警備保障
●大宣警備保障株式会社
●株式会社セーフティジャパン
●エイセブ交通株式会社
●エイセブプラス株式会社
●株式会社ＴＥＳＭＯ
●木戸造園土木株式会社
●リゾートトラスト株式会社
●株式会社コスモ
●株式会社コアズ
●コニックス株式会社
●株式会社日本管財サービス
●愛電商事株式会社
●株式会社アオイ警備保障
●中電防災株式会社
●広和産業株式会社
●有限会社 大台メンテナンス
●株式会社アイトップ
●奥村鑿泉株式会社
●中川遊技場防犯組合
●太平ビルサービス株式会社名古屋支店
●中部安全サービス保障株式会社
●株式会社ニッショー
●夢コーポレーション株式会社
●清水建設株式会社名古屋支店
●東海警備保障株式会社
●あすなろ法律事務所
●フシミコーポレーション株式会社
●株式会社セブン-イレブン・ジャパン
●株式会社シーエーエー

●名豊観光株式会社
●株式会社オータ
●合同印刷株式会社
●中日株式会社
●フジパングループ本社株式会社
●名工建設株式会社
●株式会社ホリエ綜合調査
●豊和繊維工業株式会社
●池田勝敏
●山崎製パン株式会社名古屋工場
●有限会社フジ商事
●日新観光株式会社
●株式会社大一商事
●株式会社ＳＥＩＡＮ
●株式会社善都
●森井隆則
●三星観光株式会社
●mozoワンダーシティ
●株式会社シェルクルーズ
●株式会社ナオツー
●株式会社ダイハチ
●株式会社真城
●株式会社ＮＩＰ
●株式会社共栄
●株式会社プチ・ブル
●株式会社ランドキャリー
●日本メディアシステム株式会社
●株式会社POWERS SLOT  POWERS WIN
●株式会社POWERS SLOT HEAVEN WIN
●株式会社　七番組
●ベルポリマー共栄株式会社
●（一社）安全管理推進会
●三愛通信設備株式会社名古屋支店
●株式会社小埜
●加藤防犯設備
●株式会社愛知塗装工業所
●株式会社ATグループ
●株式会社喜久家
●Ｐｉｃｏｔ　Ｊａｐａｎ株式会社
●トビラシステムズ株式会社
●株式会社エムシーセンター
●株式会社シバタ
●株式会社幸伸ホーム

●名豊観光株式会社
●株式会社オータ
●合同印刷株式会社
●中日株式会社
●フジパングループ本社株式会社
●名工建設株式会社
●株式会社ホリエ綜合調査
●豊和繊維工業株式会社
●池田勝敏
●山崎製パン株式会社名古屋工場
●有限会社フジ商事
●日新観光株式会社
●株式会社大一商事
●株式会社ＳＥＩＡＮ
●株式会社善都
●森井隆則
●三星観光株式会社
●mozoワンダーシティ
●株式会社シェルクルーズ
●株式会社ナオツー
●株式会社ダイハチ
●株式会社真城
●株式会社ＮＩＰ
●株式会社共栄
●株式会社プチ・ブル
●株式会社ランドキャリー
●日本メディアシステム株式会社
●株式会社POWERS SLOT  POWERS WIN
●株式会社POWERS SLOT HEAVEN WIN
●株式会社　七番組
●ベルポリマー共栄株式会社
●（一社）安全管理推進会
●三愛通信設備株式会社名古屋支店
●株式会社小埜
●加藤防犯設備
●株式会社愛知塗装工業所
●株式会社ATグループ
●株式会社喜久家
●Ｐｉｃｏｔ　Ｊａｐａｎ株式会社
●トビラシステムズ株式会社
●株式会社エムシーセンター
●株式会社シバタ
●株式会社幸伸ホーム

（敬称略）

※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

70,254
-6,409
-8.4%

7,158
-999

-12.2%

4,154
-746

-15.2%

3,132
-546

-14.8%

835
-166

-16.6%

187
-34

-15.4%

13,096
-614
-4.5%

1,446
-79

-5.2%

8,615
-2,600
-23.2%

1,349
-856

-38.8%

4,360
-807

-15.6%

2,906
-937

-24.4%

387
+6

+1.6%

745
-515

-40.9%

160
-31

-16.2%

417
+1

+0.2%

平成28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

28,618
14,323
10,120
11,954
5,239

70,254

40.7%
20.4%
14.4%
17.0%
7.5%

100.0%

認知件数 構成率 認知件数 構成率 認知件数 増減率
31,628
15,280
10,994
12,700
6,061

76,663

41.3%
19.9%
14.3%
16.6%
7.9%

100.0%

H28年 H27年 増減

－3,010
－957
－874
－746
－822

－6,409

－9.5%
－6.3%
－7.9%
－5.9%

－13.6%
－8.4%

※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
40.7%

西尾張部
20.4%

東尾張部
14.4%

西三河部
17.0%

東三河部
7.5%

（出典：愛知県警察本部 生活安全総務課）
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地～ 域 の 安 全 を め ざ し て ～

春の安全なまちづくり県民運動春の安全なまちづくり県民運動

防犯あいちシンボルマーク

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

中 村

北設楽郡岡崎・額田

豊 橋豊 川 田 原

青色回転灯防犯パトロール車の贈呈
　（公財）全国防犯協会連合会から田原市内の自主防犯
隊ASTC（オールセーフティ・オブ・タハラシティ）に青色回転
灯防犯パトロール車「宝くじ号」が寄贈されたことから、平成
28年11月21日（月）、田原警察署において、パトロール車の贈
呈式典が行われました。 席上、愛知県防犯協会連合会か
ら同隊長に青色回転灯防犯パトロール車の「鍵」の授与が

あり、その後、来賓、役員、
パトロール隊員の皆さん
が見守る中、管内の警戒
活動に出発しました。

守山・旭

（公財）全国防犯協会連合会から本地ヶ原連合自
治会自主防犯交通委員会に寄贈された青パト(宝
くじ号）は、「クーちゃん号」と命名され、子ども達の
見守り活動や地域安全活動に活躍しています。

１日警察官に委嘱されたアイドルグループ「チー
ムしゃちほこ」の５名のメンバーが、タワーズガー
デンにおいて、特殊詐欺被害防止キャンペーン
を行いました。

田口高校文化祭で、防犯協会主催の「防犯フ
ェスティバル」が開催され、郡内マスコットのトマ
シーナちゃん、オニスター、ポンタ等の参加で盛り
上がりました。

1日女性警察官に委嘱された金融機関職員と
葵武将隊が、大型ショッピングセンターで特殊詐
欺被害防止キャンペーンを行い、振り込め詐欺
撲滅を呼び掛けました。

稲 沢

愛知文教女子短期大学の学生が、名鉄国府
宮駅前で、通行中の女性にチラシ等を配布し
て、ちかん被害防止の広報活動を行いました。

金融機関職員と協力して、ATMを利用する高
齢者に対して、声を掛け、チラシやグッズを配布
し、特殊詐欺被害防止の広報啓発活動を行い
ました。

「ATM振り込み限度額0円設定」の周知を図る
べく、「いなりん」と「コノハけいぶ」が、金融機関
において、特殊詐欺被害防止広報を行いまし
た。

「田原市収穫祭」会場において、特殊詐欺被害
防止スローガン等を印刷した軍手”防ぐんて”を
配って、特殊詐欺被害防止を呼び掛けました。

県民運動統一ポスター

各地区
防犯協会の
活動だより

各地区
防犯協会の
活動だより

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
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◎ 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 
◎ 子どもと女性の犯罪被害防止
◎ 自動車盗の防止

　暖かな日差しに包まれ、木々が芽吹き、鳥がさえずり、見るもの聞くものす
べてに躍動感が溢れる春です。
　この季節は、桜前線の北上とともに気持ちが緩みがちになり、一寸した油
断からいろいろな事件や事故が起こります。
　また、新しく小学校や幼稚園（保育園）に入学（園）する子ども達の痛まし
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（土）から4月10日（月）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、この運動への積極的な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２８年中の住宅対象侵入盗(空き巣・忍込み・居空き）認知件数は、１０年連続の全国ワースト１位。大切な財産を守るのはあなた自身
です。確実に鍵を掛けることはもちろん、最も多い侵入場所である窓には、補助錠をつ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
高齢者を対象とした振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺被害は、件数・金額ともに前年を上回り深刻な状況にあります。現金やカードの
要求には絶対に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」ことを必ず実行しましょう。

子どもと女性の犯罪被害防止
新入学等で環境が大きく変化するために、期待や不安で子どもの気持ちが揺れ動く時季で
あり、連れ去り等の被害に遭うことが心配されますので、子どもの目線に立って防犯指導を
しましょう。また、女性が被害者となる性犯罪やひったくりが増加するため、日頃から「自分は
狙われている」という危機感を持って被害防止に努めましょう。

自動車盗の防止
自動車盗難件数は,毎年減少しているものの、全国的には上位にあります。被害を防止する
には、短時間でもエンジンを切りキーを抜いてドアを施錠することや、駐車場だけでなく、自
宅車庫内でも確実に施錠し、「ハンドルロック」「タイヤロック」を施し、警報装置等を取り付け
ましょう。
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