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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

　暖かな日差しに包まれて、この時を待ちわびていたように木々が芽吹き鳥
たちがさえずる季節が訪れました。
　この季節は、花見など行楽で外出する機会も増え、わずかな気持ちの
緩みから思わぬトラブルに巻き込まれがちとなり、また、新入学、入園の子供達
は慣れない環境の中での事件、事故が心配される季節でもあります。
　こうした事件等を未然に防ぐため、
愛知県、愛知県警察、愛知県防犯協会連合会は４月１日（水）から４月10日（金）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。
　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、犯罪を起こさせない環境づくりに取り組むことにより、安全に安心して暮らせる社会の実現を目指
すものです。　

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
　　　　 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」

　〇「犯罪にあわない」
　　犯罪対策は、犯罪に巻き込まれてからでは手遅れです。まずは県民一人一人が日頃から対策をとることが大切です。
　県民の皆様が防犯意識を高め、共有することが犯罪を地域から追い出す一歩となります。自分でできることは何か、
　地域でできることは何か真剣に考え、取り組んで行きましょう。
　〇「犯罪を起こさせない」
　　地域の防犯力を高め、犯罪を起こさせない環境づくりに地域をあげて取り組むことが必要です。
　子供の登下校時の見守り、青色回転灯装備車によるパトロール、夜間の防犯パトロール、
　犯罪発生マップの作成、環境浄化活動などを積極的に行いましょう。地域の連帯感を
　もって犯罪の機会を与えないようにしましょう。
　〇「犯罪を見逃さない」
　　地域の安全を守るために、日頃から自宅周辺の少しの変化や異常を見逃さず、犯罪発生の
　兆候を事前に察知できるよう、注意深く観察をしておくことが大切です。そして、犯罪を
　目撃したり、不審者を発見したりしたときには、すぐに警察へ通報しましょう。

岡崎額田 中　村

一日警察署長に任命されたタレントの鈴木ちなみさんが、
イオンモール岡崎で、防犯トークショーを行うとともに安全な
まちづくり推進指導員のみなさんと特殊詐欺等の被害防止を
呼びかけました。

県内で多発する侵入盗等の被害を抑止するために、アイドル
ユニット「dela（デラ）」を中村警察署特別広報隊として招き、
名古屋駅前で防犯キャンペーンを開催しました。

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

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

小　牧 田　原 名　東

桃ヶ丘小学校で防犯少年団による連れ去り
防止講話と防犯少年団で考えた防犯スロー
ガンの発表会が開催されました。 

田原中部市民館において、市内保育園の保
育士、市内企業の女子職員、市役所女子職
員、小学校教員を対象とした女性対象防犯
教室を行いました。

名東郵便局において、年金支給日にめいとう
勝家くん、名東小学校防犯少年団のみなさん
が、来局者に振り込め詐欺防止を呼びかけ
ました。

豊　橋 北設楽 稲　沢

「秋の安全なまちづくり県民運動」のアピール
のため、豊橋まつり市民総おどりに豊橋市
防犯協会連合会、豊橋市更生保護女性会の
皆さん180人が参加しました。 

第６回防犯フェスティバルが開催され、
田口高校ボランティア部、コノハ警部、シタラ
レンジャー、とましーなちゃん、オニスター、
ポンタ、ぽすくま、郡内郵便局長の皆さんで
防犯チラシ等を配布しました。

稲沢市平和支所駐車場において、ネッツトヨタ
名古屋稲沢日下部店社員、（株）ユーロック、
稲沢市役所、稲沢署員の皆さんと自動車
関連窃盗防止キャンペーンを実施しました。

３Ｎ（ない）運動
「犯罪にあわない」    「犯罪を起こさせない」    「犯罪を見逃さない」

スローガン
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令和元年中の犯罪発生状況について

❶ ドアや窓にカギがかかっている
　 （ワンドア・ツーロック）

❾ 防犯ベルを
　 設置している
　

❸ 侵入の
　 足場がない

❹ ゴミは収集
　 場所に出す

❽ 家の周辺が明るい

10郵便や新聞が
　0いつも抜いてある

❼ 夕方になると、
電気が点灯している

10付近の道路に自動車の駐車が少ない

❺ 塀や垣根が低い、
 　身を隠す死角がない

❷ 家の周りに防犯ジャリが
　 敷いてある

❻ 物置き、車庫にも
 　施錠設備がある

10防犯カメラが設置してある

青色回転灯防犯パトロール車の贈呈

2020年度 安全なまちづくり県民運動の重点（年間取組事項）について

　昨年中の愛知県内における刑法犯認知件数は49,956件で、前年に比べ5,124件（9.3%）減少して
います。過去最多の平成15年の225,706件と比べると、77.9％の減少となっています。

瀬戸警察署管内の青色回転灯防犯パトロール団体
　　青パトはちまん隊（伊藤 勉隊長）
に（ 一 財 ）日本 宝くじ協 会の助 成 事 業として

（公財）全国防犯協会連合会を通じで青色回転灯
装備車が寄贈され、令和元年12月16日
　　青パトはちまん隊員
　　瀬戸市役所
　　瀬戸警察署
　　瀬戸防犯協会連合会
　　（公社）愛知県防犯協会連合会
の出席により八幡公民館において、贈呈・出発式を
行いました。

　愛知県内における空き巣などの住宅

対象侵入盗の発生件数は、年々減少傾

向にあり、昨年は１２年続いたワースト１位

を返上することができましたが、依然とし

て多発傾向にあります。同罪種は、ひと

つ間違えば強盗等凶悪犯罪に発展する

おそれがあるため非常に危険であり、身

近な犯罪として県民の不安も大きいこと

から、年間を通じて取り組みます。

１ 〔時間〕・・・・・・

２ 〔光〕・・・・・・・・

３ 〔音〕・・・・・・・・
４ 〔地域の目〕・・

ドロボウは侵入に５分以上かかると、約７割が侵入をあきらめ、１０分以上かかると
ほとんどのドロボウがあきらめると言います。窓やドアをツーロックにしたり、ピッキングに
強い錠にしましょう。
門灯やセンサーライトで、家の周りを明るくして、ドロボウが家に侵入しにくい環境を
作りましょう。
防犯砂利を敷くなどして、大きな音でドロボウに侵入を諦めさせましょう。
住民の皆さんが連帯感を持ち、常に街全体を見守る体制を作り、地域で街を守り
ましょう。近所づきあいを大切にして、留守にするときは隣に一声掛けてお願い
できる関係を醸成しましょう。

日本さくら名所１００選
にも選ばれている名古
屋市瑞穂区内の山崎川
に架かる鼎小橋付近で
満開の桜の中パトロー
ルしているのは、瑞穂区
地域安全女性パトロー
ル隊の皆さんです。

県民運動統一ポスター
令和元年中の少年非行の概要について

で一言”で一言”

“表紙の

◎住宅を対象とした侵入盗の防止〈年間取組事項〉

☆ご存じですか、防犯の４原則

ご入会ありがとうございます。
新規賛助会員のご紹介 山本コーポレーション株式会社 様　　株式会社アミューズメント 様

愛知県クレジットカード犯罪対策連絡協議会 様

非行の中心は依然として“中・高校生”
　令和元年中に強盗、恐喝、窃盗等の刑法犯で検挙･補導された
少年は１,５８１人で、前年に比べて３２６人減少していますが、
　●成人を含めた全刑法犯の１１．７％を少年が占めていること
　●刑法犯少年の５４．５％が中･高校生であること
　●刑法犯少年の３１．８％が再非行少年で、強盗等の凶悪犯、傷害
　　等の粗暴犯、詐欺等の知能犯の再非行者率が高いこと
　●触法事件を除く少年事件のうち、３８．０％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
と考えます。

（愛知県警察本部生活安全部少年課）

※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

49,956
-5,124
-9.3%

3,993
-812

-16.9%

1,955
-781

-28.5%

1,385
-560

-28.8%

478
-192

-28.7%

92
-29

-24.0%

10,209
-369
-3.5%

578
-133

-18.7%

4,358
-1,483
-25.4%

681
-158

-18.8%

2,362
-541

-18.6%

1,315
-784

-37.4%

99
-37

-27.2%

587
-78

-11.7%

114
-21

-15.6%

412
+23

+5.9%

令和元年

12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

20,746
9,340
6,877
8,956
4,037

49,956

41.5%
18.7%
13.8%
17.9%
8.1%

100.0%

認知件数 構成率 認知件数 構成率 認知件数 増減率
23,031
10,532
7,335

10,143
4,039

55,080

41.8%
19.1%
13.3%
18.4%
7.3%

100.0%

R元年 H30年 増減

-2,285
-1,192

-458
-1,187

-2
-5,124

-9.9%
-11.3%
-6.2%

-11.7%
-0.0%
-9.3%

※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
41.5%

西尾張部
18.7%

東尾張部
13.8%

西三河部
17.9%

東三河部
8.1%

（出典：愛知県警察本部 生活安全総務課）
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令和元年中の犯罪発生状況について

❶ ドアや窓にカギがかかっている
　 （ワンドア・ツーロック）

❾ 防犯ベルを
　 設置している
　

❸ 侵入の
　 足場がない

❹ ゴミは収集
　 場所に出す

❽ 家の周辺が明るい

10郵便や新聞が
　0いつも抜いてある

❼ 夕方になると、
電気が点灯している

10付近の道路に自動車の駐車が少ない

❺ 塀や垣根が低い、
 　身を隠す死角がない

❷ 家の周りに防犯ジャリが
　 敷いてある

❻ 物置き、車庫にも
 　施錠設備がある

10防犯カメラが設置してある

青色回転灯防犯パトロール車の贈呈

2020年度 安全なまちづくり県民運動の重点（年間取組事項）について

　昨年中の愛知県内における刑法犯認知件数は49,956件で、前年に比べ5,124件（9.3%）減少して
います。過去最多の平成15年の225,706件と比べると、77.9％の減少となっています。

瀬戸警察署管内の青色回転灯防犯パトロール団体
　　青パトはちまん隊（伊藤 勉隊長）
に（ 一 財 ）日本 宝くじ協 会の助 成 事 業として

（公財）全国防犯協会連合会を通じで青色回転灯
装備車が寄贈され、令和元年12月16日
　　青パトはちまん隊員
　　瀬戸市役所
　　瀬戸警察署
　　瀬戸防犯協会連合会
　　（公社）愛知県防犯協会連合会
の出席により八幡公民館において、贈呈・出発式を
行いました。

　愛知県内における空き巣などの住宅

対象侵入盗の発生件数は、年々減少傾

向にあり、昨年は１２年続いたワースト１位

を返上することができましたが、依然とし

て多発傾向にあります。同罪種は、ひと

つ間違えば強盗等凶悪犯罪に発展する

おそれがあるため非常に危険であり、身

近な犯罪として県民の不安も大きいこと

から、年間を通じて取り組みます。

１ 〔時間〕・・・・・・

２ 〔光〕・・・・・・・・

３ 〔音〕・・・・・・・・
４ 〔地域の目〕・・

ドロボウは侵入に５分以上かかると、約７割が侵入をあきらめ、１０分以上かかると
ほとんどのドロボウがあきらめると言います。窓やドアをツーロックにしたり、ピッキングに
強い錠にしましょう。
門灯やセンサーライトで、家の周りを明るくして、ドロボウが家に侵入しにくい環境を
作りましょう。
防犯砂利を敷くなどして、大きな音でドロボウに侵入を諦めさせましょう。
住民の皆さんが連帯感を持ち、常に街全体を見守る体制を作り、地域で街を守り
ましょう。近所づきあいを大切にして、留守にするときは隣に一声掛けてお願い
できる関係を醸成しましょう。

日本さくら名所１００選
にも選ばれている名古
屋市瑞穂区内の山崎川
に架かる鼎小橋付近で
満開の桜の中パトロー
ルしているのは、瑞穂区
地域安全女性パトロー
ル隊の皆さんです。

県民運動統一ポスター
令和元年中の少年非行の概要について

で一言”で一言”

“表紙の

◎住宅を対象とした侵入盗の防止〈年間取組事項〉

☆ご存じですか、防犯の４原則

ご入会ありがとうございます。
新規賛助会員のご紹介 山本コーポレーション株式会社 様　　株式会社アミューズメント 様

愛知県クレジットカード犯罪対策連絡協議会 様

非行の中心は依然として“中・高校生”
　令和元年中に強盗、恐喝、窃盗等の刑法犯で検挙･補導された
少年は１,５８１人で、前年に比べて３２６人減少していますが、
　●成人を含めた全刑法犯の１１．７％を少年が占めていること
　●刑法犯少年の５４．５％が中･高校生であること
　●刑法犯少年の３１．８％が再非行少年で、強盗等の凶悪犯、傷害
　　等の粗暴犯、詐欺等の知能犯の再非行者率が高いこと
　●触法事件を除く少年事件のうち、３８．０％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
と考えます。

（愛知県警察本部生活安全部少年課）

※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

49,956
-5,124
-9.3%

3,993
-812

-16.9%

1,955
-781

-28.5%

1,385
-560

-28.8%

478
-192

-28.7%

92
-29

-24.0%

10,209
-369
-3.5%

578
-133

-18.7%

4,358
-1,483
-25.4%

681
-158

-18.8%

2,362
-541

-18.6%

1,315
-784

-37.4%

99
-37

-27.2%

587
-78

-11.7%

114
-21

-15.6%

412
+23

+5.9%

令和元年

12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

20,746
9,340
6,877
8,956
4,037

49,956

41.5%
18.7%
13.8%
17.9%
8.1%

100.0%

認知件数 構成率 認知件数 構成率 認知件数 増減率
23,031
10,532
7,335

10,143
4,039

55,080

41.8%
19.1%
13.3%
18.4%
7.3%

100.0%

R元年 H30年 増減

-2,285
-1,192

-458
-1,187

-2
-5,124

-9.9%
-11.3%
-6.2%

-11.7%
-0.0%
-9.3%

※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
41.5%

西尾張部
18.7%

東尾張部
13.8%

西三河部
17.9%

東三河部
8.1%

（出典：愛知県警察本部 生活安全総務課）

第204号 令和2年春号　（3）（2）　第204号 令和2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 http://www.bouhan-aichi.or.jp

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

　暖かな日差しに包まれて、この時を待ちわびていたように木々が芽吹き鳥
たちがさえずる季節が訪れました。
　この季節は、花見など行楽で外出する機会も増え、わずかな気持ちの
緩みから思わぬトラブルに巻き込まれがちとなり、また、新入学、入園の子供達
は慣れない環境の中での事件、事故が心配される季節でもあります。
　こうした事件等を未然に防ぐため、
愛知県、愛知県警察、愛知県防犯協会連合会は４月１日（水）から４月10日（金）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。
　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、犯罪を起こさせない環境づくりに取り組むことにより、安全に安心して暮らせる社会の実現を目指
すものです。　

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
　　　　 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」

　〇「犯罪にあわない」
　　犯罪対策は、犯罪に巻き込まれてからでは手遅れです。まずは県民一人一人が日頃から対策をとることが大切です。
　県民の皆様が防犯意識を高め、共有することが犯罪を地域から追い出す一歩となります。自分でできることは何か、
　地域でできることは何か真剣に考え、取り組んで行きましょう。
　〇「犯罪を起こさせない」
　　地域の防犯力を高め、犯罪を起こさせない環境づくりに地域をあげて取り組むことが必要です。
　子供の登下校時の見守り、青色回転灯装備車によるパトロール、夜間の防犯パトロール、
　犯罪発生マップの作成、環境浄化活動などを積極的に行いましょう。地域の連帯感を
　もって犯罪の機会を与えないようにしましょう。
　〇「犯罪を見逃さない」
　　地域の安全を守るために、日頃から自宅周辺の少しの変化や異常を見逃さず、犯罪発生の
　兆候を事前に察知できるよう、注意深く観察をしておくことが大切です。そして、犯罪を
　目撃したり、不審者を発見したりしたときには、すぐに警察へ通報しましょう。

岡崎額田 中　村

一日警察署長に任命されたタレントの鈴木ちなみさんが、
イオンモール岡崎で、防犯トークショーを行うとともに安全な
まちづくり推進指導員のみなさんと特殊詐欺等の被害防止を
呼びかけました。

県内で多発する侵入盗等の被害を抑止するために、アイドル
ユニット「dela（デラ）」を中村警察署特別広報隊として招き、
名古屋駅前で防犯キャンペーンを開催しました。

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

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

小　牧 田　原 名　東

桃ヶ丘小学校で防犯少年団による連れ去り
防止講話と防犯少年団で考えた防犯スロー
ガンの発表会が開催されました。 

田原中部市民館において、市内保育園の保
育士、市内企業の女子職員、市役所女子職
員、小学校教員を対象とした女性対象防犯
教室を行いました。

名東郵便局において、年金支給日にめいとう
勝家くん、名東小学校防犯少年団のみなさん
が、来局者に振り込め詐欺防止を呼びかけ
ました。

豊　橋 北設楽 稲　沢

「秋の安全なまちづくり県民運動」のアピール
のため、豊橋まつり市民総おどりに豊橋市
防犯協会連合会、豊橋市更生保護女性会の
皆さん180人が参加しました。 

第６回防犯フェスティバルが開催され、
田口高校ボランティア部、コノハ警部、シタラ
レンジャー、とましーなちゃん、オニスター、
ポンタ、ぽすくま、郡内郵便局長の皆さんで
防犯チラシ等を配布しました。

稲沢市平和支所駐車場において、ネッツトヨタ
名古屋稲沢日下部店社員、（株）ユーロック、
稲沢市役所、稲沢署員の皆さんと自動車
関連窃盗防止キャンペーンを実施しました。

３Ｎ（ない）運動
「犯罪にあわない」    「犯罪を起こさせない」    「犯罪を見逃さない」

スローガン
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