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防犯あいちシンボルマーク

地区防犯協会の活動だより地区防犯協会の活動だより

県民運動統一ポスター

　８月３日（金）、名古屋市西区内のショッピ
ングセンターにおいて、知事、警察本部長
の出席のもと、「夏の安全なまちづくり県
民運動」推進キャンペーンを行いました。
　キャンペーンでは、主催者挨拶の後、
アイドルユニットdelaによるトークショーや､
全員で、
　　　「犯罪にあわない」
　　　「犯罪を起こさせない」
　　　「犯罪を見逃さない」
の防犯スローガンの唱和を行い、運動の
一層の盛り上がりを図りました。

当連合会は、７月４日（水）、
愛知県自転車防犯登録
協会（髙野守夫理事長）
から、安全･安心の地域
社会実現の活動資金とし
て、寄附金の贈呈を受け
ました。

稲 沢稲 沢

稲沢市内の商業施設において、非行防止
キャンペーンを行い、一日警察官に委嘱さ
れた豊田合成男子ハンドボール選手3名
が、集まった小学生と保護者を対象に､防
犯トークショーや防犯グッズを配布する等し
て非行防止を呼びかけました。

海部南部海部南部

蟹江町の学戸小学校で、夏休みを前に1
年生を対象に防犯教室が開催され、防犯
ホイッスルを使っての笛吹き合戦を交え、連
れ去り防止訓練が行われました。

豊 橋豊 橋

安全なまちづくり県民運動の一環として、
豊橋市動植物園で児童誘拐連れ去り防
止キャンペーンを行いました。マスコットキャ
ラクターに寄り添う幼児に､防犯グッズを手
渡して、知らない人に付いて行かないよう
指導しました。

県民運動推進キャンペーン

寄附金の贈呈

愛知県自転車防犯登録協会
髙野守夫理事長（写真右側）

「県民運動統一ポスター」「県民運動統一ポスター」
で一言で一言

お詫びと訂正
　平成３０年夏号の「寄附金等の贈呈」で、贈呈社名の誤りがありましたので訂正します。
　　　　　　（正）　タイホウコーポレーション株式会社
　　　　　　（誤）　タイホーコーポレーション株式会社
　関係者の皆様に大変ご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

　日暮れが一段と早まり、秋が深まりつつあります。爽やかな気候の中、各地で
運動会や秋祭り等、多彩な行事が行われていますが、こうした行楽の季節は家を
留守にする機会も多くなるため、空き巣等の住宅対象侵入盗被害が増加します。
　また季節に関係なく、高齢者を狙った特殊詐欺や、子供への虐待や誘拐・
連れ去り事案、女性に対するわいせつ事件等の発生も懸念されます。
　このため、全国的に１０月１１日(木）から１０月２０日(土)までの10日間、

安全で住みよい地域社会を実現するため、「全国地域安全運動」が展開されます。愛知県、愛知県警察、
愛知県防犯協会連合会もそれに呼応して、「秋の安全なまちづくり県民運動」を実施します。
　また、この期間中の10月16日(火）には、日本特殊陶業市民会館フォレストホールにおいて、

「平成３０年度安全なまちづくり愛知県民大会」を開催します。“わが町・わが地域
の安全・安心”をめざし、警察や自治体、地域ボランティアの方 と々連携して､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致します。

パトロールを行っているのは、名東
区防犯協会連合会役員と、藤が丘セ
ーフティパトロール隊の皆様です。
場所は、名古屋市名東区の地下鉄
藤が丘駅前で、撮影時の午後2時に
なった時、駅前のからくり時計の中
から、ご当地出身の戦国武将・柴田
勝家（人形）が登場しました。

表紙 ・・・

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〉
◎ 自動車盗の防止
◎ 特殊詐欺の被害防止
◎ 子供と女性の犯罪被害防止
◎ 暴力追放の推進

回 覧

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 愛知県の花「かきつばた」愛知県の花「かきつばた」

　第198号 平成30年秋号　（1）（4）　第198号 平成30年秋号　

◎住宅を対象とした侵入盗の防止〈年間取組事項〉
本年6月末までの住宅対象侵入盗(空き巣・忍込み）認知件数は全国ワースト１位で、 侵入手口の７割以上が無締まりとガラス破りです。忘れず
に施錠することはもちろん、補助錠やガードプレートなどで侵入口を強化するなど複数の対策を施したり、外出時や就寝時の戸締まりは自分自
身で再確認することを習慣づけて侵入盗被害を防止しましょう。

◎自動車盗の防止
盗難車は他の犯罪に利用されたり、解体され海外に運搬されたりします。車から離れるときは短時間でも必ず施錠し、長時間駐車するときは自宅
であっても油断せず、防犯カメラを設置したり、ハンドルロックや警報器等の防犯装置を活用して大切な自動車を盗まれないようにしましょう。

◎特殊詐欺の被害防止
犯人はお金を騙し盗るためにいろいろな手口を駆使しています。 詐欺の被害に遭わないためには、「電話番号が変わった」「お金が必要」「お金
を本人以外の者に渡す」「ＡＴＭへ誘う」といった話があったら詐欺だと疑い、お金を渡す前に必ず警察か知人等に相談しましょう。

◎子供と女性の犯罪被害防止
子供が被害者となる児童虐待やわいせつ目的の誘拐・連れ去り事件が後を絶ちません。地域ぐるみで
子供に関心を持ち、子供の目線に立った見守り活動を強化しましょう。また、「ながらスマホ」は、無警戒・
無防備な状態であり、ひったくりや痴漢の標的になるおそれがあります。決して他人事と考えず常に
自分が狙われているという危機意識を持って被害防止に努めましょう。

◎暴力追放運動の推進
暴力追放運動の三ない運動＋１の「利用しない」・「恐れない」・「金を出さない」・「交際しない」を実践する
とともに、暴力を許さない環境をつくりましょう。

秋の安全なまちづくり県民運動秋の安全なまちづくり県民運動
～地域の安全をめざして～～地域の安全をめざして～
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　平成３０年６月末（暫定値）の愛知県内の刑法犯認知件数は２７,２０２件で、前年同期に比べ５,４２６件（16.6%）の減少となっています。しかし忍込みは前年同期に比べ41件（12.0%）の増加しています。
　また、侵入盗、住宅対象侵入盗、空き巣、忍込みは、平成30年6月末現在全国ワースト1位です。

※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

隊員は90名です。
「自分たちの街は自分達で守ろう」を
基本理念に、夜間パトロールを始め、児
童の登下校時の見守り活動や学校行
事、学区の祭りやイベントの警備等、犯
罪抑止に積極的に取り組んでいます。

瀬古防犯隊

守山旭守山旭

隊員１７６名です。
小学生児童の下校時の見守りや、夜
間の巡回パトロールをしています。
６月１日に、警察署長や小学校長の出
席の下、隊員等１２０名が参加して結
成式を行いました。

長根連区連合自治会
青パト隊

瀬 戸瀬 戸

構成員52名です。
児童の登下校時の見守り活動、防犯
キャンペーン、その他地区の祭りやイ
ベント会場でのパトロールや、稲沢署
員との合同パトロールも行っていま
す。

西光坊防犯パトロール隊

稲 沢稲 沢

隊員15名です。
週に数回、蟹江町舟入地区を中心に、
夜間パトロールを実施しています。防
犯キャンペーンやイベントにも参加協
力し,地区住民に被害防止用に作成し
た会報で注意を呼びかけています。

フクロウ隊

海部南部海部南部

隊員13名です。
青パトでの巡回パトロールや児童の登
下校時の見守り活動を行い、今後は防
犯少年団員の委嘱を受けた黄柳川小
学校児童とともに、パトロールや防犯
キャンペーンを実施する予定です。

山吉田青パト隊

新 城新 城

会員88名です。
登下校時の見守り活動、家屋の防犯
診断、防犯教室を主催する他、昨年8
月に青パト車を導入したことで、青パ
トによる「見せる防犯」が犯罪抑止に
効果を発揮しています。

形原６区愛のパトロール隊

蒲 郡蒲 郡

隊員は１０名程です。
登下校時の見守り活動、少年の非行防
止活動、事件事故が発生しやすい危険
場所等の点検の他、写真のように、駐
輪場での自転車防犯診断を行う等、犯
罪の未然防止活動を行っています。

大清水校区
地域安全パトロール隊

豊橋市豊橋市

区政協力委員、老人会、女性会、ＰＴＡ
等総員78名です。
月～金曜日までの毎日２回の巡回パ
トロールを行い、夏休み・年末には学
区民と警察の合同パトロールを実施
しています。

山田学区防犯パトロール隊

西西

隊員は18名です。
小中学校生徒の登下校時の青パト巡
回を始め、ゼロの日や夜間の全各町
内会パトロールにも参加したり、防犯
灯の点検も行い、明るく住みやすい
街づくりを目指しています。

中川区五反田学区
防犯パトロール隊

中 川中 川

隊員は約70名です。
日本財団の助成を受けて新たに青パ
ト車両が導入されることになり、本年
6月に戸笠コミュニティセンターにお
いて、緑区長、緑警察署長臨席で、青
パト贈呈式を行いました。

戸笠学区連絡協議会
防犯パトロール隊

緑緑

日間賀島の青パト隊で、隊員30名です。
島民と観光客の安全安心のため、駐在さ
ん達と一緒にパトロールを行っていま
す。写真は、駐在所から、駐在さん、役場
職員と共にパトロールに出発するところ
です。

パトロール日間賀

半 田半 田

会員14名です。
旭東小学校地区で､児童の登下校時間
帯を中心に、徒歩や青パトによる防犯パ
トロールを行っています。
8月1日に、知多市の緑広場に市内の青
パト隊が集合して、出発式を行いました。

旭東コスモス
自動車パトロール隊

知 多知 多

会員108名です。
児童の登下校時の見守りとパトロール
の他、週3回の夜間巡回パトロールを
行っています。本年6月に、高浜市立
港小学校で、日本財団の助成を受けた
青パト車両の出発式を行いました。

特定非営利活動法人
高浜南部まちづくり協議会

碧南高浜碧南高浜

会員は約２００名です。
現在14台の青パト車両有し、毎日2台が
稼働して登下校時の見守り活動を行い、
年に数回は14台全車一斉パトロールや、
夏・冬休みの終業日に、青パト車先導によ
る「一斉下校の会」を実施しています。

細川学区防犯パトロール隊

岡崎額田岡崎額田
　県内各地では、多数
の自治体や地域ボラン
ティア団体による青パト
車両を使用した防犯パ
トロール活動が行われ
ています。    
　その活動は、地域住
民の安心感と連帯意識
を強化し、不審者を寄せ
つけなくすることで地
域防犯力の要としての
役割を担っています。
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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～強制性交等、強制わいせつの合計　※本統計資料の数値は暫定値であり､平成31年2月1日に確定します。
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平成30年

6月末

前年比

（暫定値）

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

11,159

5,433

3,558

5,011

2,041

27,202

41.0%

20.0%

13.1%

18.4%

7.5%

100.0%

認知件数 構成率
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100.0%

認知件数 構成率
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増減

（出典：愛知県警察本部 生活安全総務課）
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平成30年6月末（暫定値）犯罪発生状況について

青色防犯パトロール隊の紹介



　平成３０年６月末（暫定値）の愛知県内の刑法犯認知件数は２７,２０２件で、前年同期に比べ５,４２６件（16.6%）の減少となっています。しかし忍込みは前年同期に比べ41件（12.0%）の増加しています。
　また、侵入盗、住宅対象侵入盗、空き巣、忍込みは、平成30年6月末現在全国ワースト1位です。

※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

隊員は90名です。
「自分たちの街は自分達で守ろう」を
基本理念に、夜間パトロールを始め、児
童の登下校時の見守り活動や学校行
事、学区の祭りやイベントの警備等、犯
罪抑止に積極的に取り組んでいます。

瀬古防犯隊

守山旭守山旭

隊員１７６名です。
小学生児童の下校時の見守りや、夜
間の巡回パトロールをしています。
６月１日に、警察署長や小学校長の出
席の下、隊員等１２０名が参加して結
成式を行いました。

長根連区連合自治会
青パト隊

瀬 戸瀬 戸

構成員52名です。
児童の登下校時の見守り活動、防犯
キャンペーン、その他地区の祭りやイ
ベント会場でのパトロールや、稲沢署
員との合同パトロールも行っていま
す。

西光坊防犯パトロール隊

稲 沢稲 沢

隊員15名です。
週に数回、蟹江町舟入地区を中心に、
夜間パトロールを実施しています。防
犯キャンペーンやイベントにも参加協
力し,地区住民に被害防止用に作成し
た会報で注意を呼びかけています。

フクロウ隊

海部南部海部南部

隊員13名です。
青パトでの巡回パトロールや児童の登
下校時の見守り活動を行い、今後は防
犯少年団員の委嘱を受けた黄柳川小
学校児童とともに、パトロールや防犯
キャンペーンを実施する予定です。

山吉田青パト隊

新 城新 城

会員88名です。
登下校時の見守り活動、家屋の防犯
診断、防犯教室を主催する他、昨年8
月に青パト車を導入したことで、青パ
トによる「見せる防犯」が犯罪抑止に
効果を発揮しています。

形原６区愛のパトロール隊

蒲 郡蒲 郡

隊員は１０名程です。
登下校時の見守り活動、少年の非行防
止活動、事件事故が発生しやすい危険
場所等の点検の他、写真のように、駐
輪場での自転車防犯診断を行う等、犯
罪の未然防止活動を行っています。

大清水校区
地域安全パトロール隊

豊橋市豊橋市

区政協力委員、老人会、女性会、ＰＴＡ
等総員78名です。
月～金曜日までの毎日２回の巡回パ
トロールを行い、夏休み・年末には学
区民と警察の合同パトロールを実施
しています。

山田学区防犯パトロール隊

西西

隊員は18名です。
小中学校生徒の登下校時の青パト巡
回を始め、ゼロの日や夜間の全各町
内会パトロールにも参加したり、防犯
灯の点検も行い、明るく住みやすい
街づくりを目指しています。

中川区五反田学区
防犯パトロール隊

中 川中 川

隊員は約70名です。
日本財団の助成を受けて新たに青パ
ト車両が導入されることになり、本年
6月に戸笠コミュニティセンターにお
いて、緑区長、緑警察署長臨席で、青
パト贈呈式を行いました。

戸笠学区連絡協議会
防犯パトロール隊

緑緑

日間賀島の青パト隊で、隊員30名です。
島民と観光客の安全安心のため、駐在さ
ん達と一緒にパトロールを行っていま
す。写真は、駐在所から、駐在さん、役場
職員と共にパトロールに出発するところ
です。

パトロール日間賀

半 田半 田

会員14名です。
旭東小学校地区で､児童の登下校時間
帯を中心に、徒歩や青パトによる防犯パ
トロールを行っています。
8月1日に、知多市の緑広場に市内の青
パト隊が集合して、出発式を行いました。

旭東コスモス
自動車パトロール隊

知 多知 多

会員108名です。
児童の登下校時の見守りとパトロール
の他、週3回の夜間巡回パトロールを
行っています。本年6月に、高浜市立
港小学校で、日本財団の助成を受けた
青パト車両の出発式を行いました。

特定非営利活動法人
高浜南部まちづくり協議会

碧南高浜碧南高浜

会員は約２００名です。
現在14台の青パト車両有し、毎日2台が
稼働して登下校時の見守り活動を行い、
年に数回は14台全車一斉パトロールや、
夏・冬休みの終業日に、青パト車先導によ
る「一斉下校の会」を実施しています。

細川学区防犯パトロール隊

岡崎額田岡崎額田
　県内各地では、多数
の自治体や地域ボラン
ティア団体による青パト
車両を使用した防犯パ
トロール活動が行われ
ています。    
　その活動は、地域住
民の安心感と連帯意識
を強化し、不審者を寄せ
つけなくすることで地
域防犯力の要としての
役割を担っています。
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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～強制性交等、強制わいせつの合計　※本統計資料の数値は暫定値であり､平成31年2月1日に確定します。
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