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緒川小学校防犯少年団員６名が、
緒川地区コミュニティ推進協議会の
青パトに同乗し車載マイクを使って生の
声による防犯広報と防犯パトロールを
行いました。

市内の大型商業施設で行った安全な
まちづくりキャンペーンで、１日警察署長
の中日ドラゴンズ「伊藤準規選手」が、
多くの来客を相手に、多発する住宅
対象侵入盗の被害防止を呼びかけ
ました。

栄の中日ビルにおいて安全なまちづくり
キャンペーンを行い、１日警察署長の
タレント「はるな愛」さんが、多数の
来場者に向かって、特殊詐欺被害
防止を呼びかけました。

矢作小学校防犯少年団１７名が、年末
防犯キャンペーンに参加し、ショッピング
センター等で鍵かけの徹底や特殊
詐欺被害防止を呼びかけたり、また
パトカーに同乗してマイク広報しながら
学区内のパトロールを行いました。

西尾駅前広場で、西中校区防犯推進
協議会が、年末年始の地域安全活動の
一環で地域安全決起集会を開催し、
「自分たちの町は自分たちで守ろう」
のスローガンを掲げてパトロールを
行いました。

安城市内の二本木連合町内会は、
日本財団からの助成金を活用して
青色防犯パトロール車を増車し、
二本木地区コミュニティセンターに
おいて、青パト出発式を行いました。

豊川市総合体育館前広場において、
新成人祝賀会の警備を兼ねて、「１１０
番の日」にちなんだ広報を実施した
ところ、晴れ着姿の新成人がコノハ
警部と記念撮影を楽しむなど､終始
和やかな雰囲気でした。

県立田口高校文化祭会場で開催された
「北設楽郡防犯フェスティバル」で、同校
生徒がマスコットキャラクターと共に、
多数の来場者に、住宅侵入盗や振り
込め詐欺等の被害防止を呼びかけ
ました。

県下一斉年末特別警戒の日に、田原
中部小学校の防犯少年団員も防犯
キャンペーンに参加して、市内のショッ
ピングセンター等で、買い物客にチラシ
やグッズを配りながら防犯広報を行い
ました。

県民運動統一ポスター
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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

各地区防犯協会の活動だより
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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

　眠っていた自然が息を吹き返し、周りの景色も色づいてきて、四季の始まりを
感じます。この時季は入園、入学、就職などで生活環境が大きく変わり、また
陽気に誘われウキウキ気分で出かけることも多くなり、気の緩みが生じます。
そんなちょっとした油断が思わぬ事件や事故を招くことになります。
　こうした事件・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（日）から4月10日（火）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致します。

◎ 住宅を対象とした侵入盗の防止 〈年間取組事項〉
　平成２９年中の住宅対象侵入盗は３,６７６件で、うち空き巣は２,６６３件で前年比で減少したものの全国ワースト1位です。大切な財産を守るのはあなた自身です。
出かけるときは確実に鍵を掛ける事はもちろん、最も多い侵入口である窓には補助錠を付けてツーロックにしましょう。また、夕方から夜にかけて家の電気が灯って
いないと、明らかに留守宅とわかり狙われやすいので注意しましょう。

◎ 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、全国的にはワースト４位とまだまだ上位にあります。自動車は財産的な価値が高く、盗られた場合は他の犯罪に
利用されます。車から離れるときは必ずキーを抜いて施錠し、長時間駐車するときはハンドルロックや駐車中でも撮影できるドライブレコーダー等の防犯装置を
活用したり、貴重品を車内に置かないこと、またナンバープレートを盗難防止用ネジで固定するなどして、大切な車を盗難から守りましょう。

◎ 特殊詐欺の被害防止
　振り込め詐欺等の特殊詐欺は依然として後を絶たず、特に高齢者が狙われています。息子や孫を名乗る電話で、
「電話番号が変わった」「後で返すからお金を立て替えて」等の話は嘘が多く、まずは「合い言葉」で本人確認
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」です。
忘れないで実行しましょう。

◎ 子供と女性の犯罪被害防止
　入園、入学等で子供達の環境が大きく変化し、期待と不安で気持ちが揺れ動いています。そのような環境の中、
連れ去りや虐待等の被害が心配されるため、子供の目線に沿った防犯指導をしましょう。
　また、女性を狙った性犯罪やひったくりが増加するので、日頃から他人事と思わないで「自分が狙われてるかも」
という危機意識を持って被害防止に努めましょう。
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今一度、防犯対策を考えましょう

～住宅対象侵入盗～
11年連続
全国ワースト1

（平成29年中）

　平成２９年中の愛知県内における刑法犯の認知件数は65,511件と、前年に比べ4,743件（6.8％）
減少しました。

　当連合会は、1月15日（月）、愛知県住宅防犯対策協議会から、住宅対象
侵入盗の防犯対策用に、窓からの侵入を防止する引き戸用補助錠（ワンタッチ・
シマリ）1,300個を、同協議会の積水ハウス株式会社 中部第一営業本部総務部長
福田一夫様より贈呈を受けました。

贈呈を受けた補助錠
窓の引き戸を固定して
開かなくするもの

平成29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！！

～ 贈 呈 ～

　“実行しよう防犯対策”……
その① ドロボーを寄せ付けない地域 地域からドロボーを撃退する

ドロボーを家に接近させない ドロボーに侵入を諦めさせる

その②

その③ その④

○住民同士の挨拶運動を展開する
○ドロボーは、声をかけられ顔や姿を見られることを嫌います
※地域住民などの無関心はドロボーにとって好都合です。

○ゴミの散乱等がなく、きれいに掃除された道路
○防犯ポスター、看板等が目立つ掲示板
※ドロボーは一瞬で防犯性が高い街と感じ、この地域への
　侵入を避けようとします。

○最も多い侵入口である窓には補助錠を取り付け、窓からの
　侵入を阻止する
○玄関ドアは二つ以上の鍵で補強する
○破壊に時間を要する「CP建物部品」でドア、窓、面格子等を
　強化する
※ドロボーは、侵入に時間がかかると諦めるようなので、
　簡単に侵入出来ない工夫をしましょう。

○ラジオを付けて在宅を
　装う等、留守を悟られ
　ないようにする
○ドロボーは犬を嫌います
○防犯灯、センサーライトを
　配置して夜間でも見通し
　を良くする
○庭木を剪定する等して
　隠れる場所をなくす
○エアコンの室外機等、
　侵入のための足場となる
　ものをなくす
※監視性を確保し、音・光
　等でドロボーを自宅に
　接近させない。

こんにちは！

顔を覚えられて
しまったかな？

窓が開かないぞ補助錠で
ガード！

この地域は
様子が変だな

積水ハウス株式会社 中部第一営業本部
福田一夫総務部長（写真左側）

留守じゃ
ないのか

　非行の中心は依然として”中・高校生”
　平成29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2,187で、前年に比べて162人減少していますが、

　●　成人を含めた全刑法犯の１５.2％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３５.3％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
　●　触法事件を除く少年事件の内、39.1％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２9年中の少年非行の概況について

※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

65,511
-4,743
-6.8%

6,850
-308
-4.3%

3,676
-478

-11.5%

2,663
-469

-15.0%

851
+16

+1.9%

162
-25

-13.4%

11,642
-1,454
-11.1%

1,228
-218

-15.1%

8,925
+310
+3.6%

1,127
-222

-16.5%

4,610
+250
+5.7%

3,188
+282
+9.7%

199
-188

-48.6%

789
+44

+5.9%

130
-30

-18.8%

452
+35

+8.4%

平成29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

26,931
13,411
9,222
10,989
4,958
65,511

41.1%
20.5%
14.1%
16.8%
7.6%

100.0%

認知件数 構成率 認知件数 構成率 認知件数 増減率
28,618
14,323
10,120
11,954
5,239
70,254

40.7%
20.4%
14.4%
17.0%
7.5%

100.0%

H29年 H28年 増減

－1,687
－912
－898
－965
－281
－4,743

－5.9%
－6.4%
－8.9%
－8.1%
－5.4%
－6.8%

※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
41.1%

西尾張部
20.5%

東尾張部
14.1%

西三河部
16.8%

東三河部
7.6%

（出典：愛知県警察本部 生活安全総務課）
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今一度、防犯対策を考えましょう

～住宅対象侵入盗～
11年連続
全国ワースト1

（平成29年中）

　平成２９年中の愛知県内における刑法犯の認知件数は65,511件と、前年に比べ4,743件（6.8％）
減少しました。

　当連合会は、1月15日（月）、愛知県住宅防犯対策協議会から、住宅対象
侵入盗の防犯対策用に、窓からの侵入を防止する引き戸用補助錠（ワンタッチ・
シマリ）1,300個を、同協議会の積水ハウス株式会社 中部第一営業本部総務部長
福田一夫様より贈呈を受けました。

贈呈を受けた補助錠
窓の引き戸を固定して
開かなくするもの

平成29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！！

～ 贈 呈 ～

　“実行しよう防犯対策”……
その① ドロボーを寄せ付けない地域 地域からドロボーを撃退する

ドロボーを家に接近させない ドロボーに侵入を諦めさせる

その②

その③ その④

○住民同士の挨拶運動を展開する
○ドロボーは、声をかけられ顔や姿を見られることを嫌います
※地域住民などの無関心はドロボーにとって好都合です。

○ゴミの散乱等がなく、きれいに掃除された道路
○防犯ポスター、看板等が目立つ掲示板
※ドロボーは一瞬で防犯性が高い街と感じ、この地域への
　侵入を避けようとします。

○最も多い侵入口である窓には補助錠を取り付け、窓からの
　侵入を阻止する
○玄関ドアは二つ以上の鍵で補強する
○破壊に時間を要する「CP建物部品」でドア、窓、面格子等を
　強化する
※ドロボーは、侵入に時間がかかると諦めるようなので、
　簡単に侵入出来ない工夫をしましょう。

○ラジオを付けて在宅を
　装う等、留守を悟られ
　ないようにする
○ドロボーは犬を嫌います
○防犯灯、センサーライトを
　配置して夜間でも見通し
　を良くする
○庭木を剪定する等して
　隠れる場所をなくす
○エアコンの室外機等、
　侵入のための足場となる
　ものをなくす
※監視性を確保し、音・光
　等でドロボーを自宅に
　接近させない。

こんにちは！

顔を覚えられて
しまったかな？

窓が開かないぞ補助錠で
ガード！

この地域は
様子が変だな

積水ハウス株式会社 中部第一営業本部
福田一夫総務部長（写真左側）

留守じゃ
ないのか

　非行の中心は依然として”中・高校生”
　平成29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2,187で、前年に比べて162人減少していますが、

　●　成人を含めた全刑法犯の１５.2％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３５.3％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
　●　触法事件を除く少年事件の内、39.1％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２9年中の少年非行の概況について

※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
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部品ねらい車上ねらい自動車盗
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名古屋市部
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東 尾 張 部
西 三 河 部
東 三 河 部
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41.1%
20.5%
14.1%
16.8%
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※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
41.1%

西尾張部
20.5%

東尾張部
14.1%

西三河部
16.8%

東三河部
7.6%

（出典：愛知県警察本部 生活安全総務課）

第196号 平成30年春号　（3）（2）　第196号 平成30年春号



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

緒川小学校防犯少年団員６名が、
緒川地区コミュニティ推進協議会の
青パトに同乗し車載マイクを使って生の
声による防犯広報と防犯パトロールを
行いました。

市内の大型商業施設で行った安全な
まちづくりキャンペーンで、１日警察署長
の中日ドラゴンズ「伊藤準規選手」が、
多くの来客を相手に、多発する住宅
対象侵入盗の被害防止を呼びかけ
ました。

栄の中日ビルにおいて安全なまちづくり
キャンペーンを行い、１日警察署長の
タレント「はるな愛」さんが、多数の
来場者に向かって、特殊詐欺被害
防止を呼びかけました。

矢作小学校防犯少年団１７名が、年末
防犯キャンペーンに参加し、ショッピング
センター等で鍵かけの徹底や特殊
詐欺被害防止を呼びかけたり、また
パトカーに同乗してマイク広報しながら
学区内のパトロールを行いました。

西尾駅前広場で、西中校区防犯推進
協議会が、年末年始の地域安全活動の
一環で地域安全決起集会を開催し、
「自分たちの町は自分たちで守ろう」
のスローガンを掲げてパトロールを
行いました。

安城市内の二本木連合町内会は、
日本財団からの助成金を活用して
青色防犯パトロール車を増車し、
二本木地区コミュニティセンターに
おいて、青パト出発式を行いました。

豊川市総合体育館前広場において、
新成人祝賀会の警備を兼ねて、「１１０
番の日」にちなんだ広報を実施した
ところ、晴れ着姿の新成人がコノハ
警部と記念撮影を楽しむなど､終始
和やかな雰囲気でした。

県立田口高校文化祭会場で開催された
「北設楽郡防犯フェスティバル」で、同校
生徒がマスコットキャラクターと共に、
多数の来場者に、住宅侵入盗や振り
込め詐欺等の被害防止を呼びかけ
ました。

県下一斉年末特別警戒の日に、田原
中部小学校の防犯少年団員も防犯
キャンペーンに参加して、市内のショッ
ピングセンター等で、買い物客にチラシ
やグッズを配りながら防犯広報を行い
ました。

県民運動統一ポスター

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

各地区防犯協会の活動だより
中 稲 沢 半 田

安城知立 西 尾 岡崎額田

北設楽郡 豊 川 田 原

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〉
◎ 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

　眠っていた自然が息を吹き返し、周りの景色も色づいてきて、四季の始まりを
感じます。この時季は入園、入学、就職などで生活環境が大きく変わり、また
陽気に誘われウキウキ気分で出かけることも多くなり、気の緩みが生じます。
そんなちょっとした油断が思わぬ事件や事故を招くことになります。
　こうした事件・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（日）から4月10日（火）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致します。

◎ 住宅を対象とした侵入盗の防止 〈年間取組事項〉
　平成２９年中の住宅対象侵入盗は３,６７６件で、うち空き巣は２,６６３件で前年比で減少したものの全国ワースト1位です。大切な財産を守るのはあなた自身です。
出かけるときは確実に鍵を掛ける事はもちろん、最も多い侵入口である窓には補助錠を付けてツーロックにしましょう。また、夕方から夜にかけて家の電気が灯って
いないと、明らかに留守宅とわかり狙われやすいので注意しましょう。

◎ 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、全国的にはワースト４位とまだまだ上位にあります。自動車は財産的な価値が高く、盗られた場合は他の犯罪に
利用されます。車から離れるときは必ずキーを抜いて施錠し、長時間駐車するときはハンドルロックや駐車中でも撮影できるドライブレコーダー等の防犯装置を
活用したり、貴重品を車内に置かないこと、またナンバープレートを盗難防止用ネジで固定するなどして、大切な車を盗難から守りましょう。

◎ 特殊詐欺の被害防止
　振り込め詐欺等の特殊詐欺は依然として後を絶たず、特に高齢者が狙われています。息子や孫を名乗る電話で、
「電話番号が変わった」「後で返すからお金を立て替えて」等の話は嘘が多く、まずは「合い言葉」で本人確認
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」です。
忘れないで実行しましょう。

◎ 子供と女性の犯罪被害防止
　入園、入学等で子供達の環境が大きく変化し、期待と不安で気持ちが揺れ動いています。そのような環境の中、
連れ去りや虐待等の被害が心配されるため、子供の目線に沿った防犯指導をしましょう。
　また、女性を狙った性犯罪やひったくりが増加するので、日頃から他人事と思わないで「自分が狙われてるかも」
という危機意識を持って被害防止に努めましょう。
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