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11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
どもと女性の犯罪被害防止

● 暴力追放運動の推進

天高く,登み切った青空、色づく木々の葉、近くで聞こえるコオロギの声に秋の

訪れを感じます.爽やかで過ごしやすい季節を迎えました.

各地域においては 秋祭りや運動会それにハイキングと多彩な行 事が

行われます .

こうした行楽時季にも、空き巣や高齢者を狙ったIF殊詐欺、女性や子どもを

対象とした「ひったくりJや「オメ せヽつJ等の事件が発生します。

このため、全国的に10月 11日 (水)から10月 20日 (金)までの 10日 間、安全で住みよい地域ネL会を実現

するため、『 ≦≧ロヨ劇出彙裁ヨ電≦≧涎翼重詢』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、

こねIT応して『秋の安全なまちづくり県民運動』を律ヽます.

また、この期間中の10月 17日 (大)には、愛知県芸al文化センターにおいて

『安全なまちづくり愛知県民大会』～1麟颯栓枷 ～根開します。
“わが町 わが地域の安全 安心"をめぎし、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。ふなさんもご家庭において、安全と安心について話し合い、地域で行われる各種の行事に積極的に

参加して、安全で住ふよい明るいまちを作りましょう.

住宅を対象とした侵入盗の防止く年間取組事項)

この時季ま 家族で行楽に出かける機会が多くなり家を留守にしかちです。そのため留守を狙った空き巣なども増加します。大切な財産を守るため 出か
けるときま確実な戸締まりと ラジオをつけて留守と気付かれないようにしたり またお隣りこ―声を掛 ナるなどして侵入盗の被害を防止しましょう。

自動車盗の防止
自動車は財産的な剛 直が高く 盗られた場合によ他の犯罪にも利用されるため ―寸の時間でも車から離れるときは必すキーを抜いて施錠し長崎F.l駐車
する時は人ンドルロック等の防犯装置を取り付ける等して 自動車の盗難被害を防止しましよう.

特殊詐欺の被害防止
高齢者が被害者となる「振り込め詐欺J等の特殊詐欺被害は 依然として後を絶ちません。現金や

キャツシュカードの要求があつた時は「すぐに振り込まない」「一人て振り込まないJ「警察官や銀行員等
必す護力ヽ こ相談するJを実行し 被害に週わないようこしましょう.

子どもと女性の犯罪被害防止
子どもが被害者となる強制わいせつや児童虐待等の事件が発生しています。地域においてき見守り活動を強化し
家庭てま「つみきおに」を繰り返し教えましょう。また「ひったくりJや「痴漢Jこ対しては 決してlt人事と考えす
自分も狙われているという危機意識を持つ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+]の

「

J用 しないJ 恐れないJ「金を出さない」「交際しないJ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.

防犯協会ホームページ(防犯情報)httpノ/w― bouhan‐aichLor jp
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甲唖日印 厠       について
平成29年 6月末 (暫定値)の愛知県内における刑法犯認知件数は32,634件と、前年に比べ1.402件 (41%)i

平成29年

6月末

前年比

(暫定値)

刑法,0 侵入盗

』鐵
うち)空き祟 うち駆 み うち)居空き 自転車盗 オート′(イ 盗

32,634 3,392 1,719 1,298 343 78 5,424 630

-1,402 -125 -362 -372 +24 -14 -760 -129

-41% -36% -174% -22.3% +75% -152% -123% -1700/O

自動車
関連窃盗 帥 ●盗 |●■●らい 部品わらい 0ったくり 自動販売機

わらい
強 盗 性,e罪

認知件数(件 ) 4,744 667 2,435 1,642 128 392 64 208

増 減 (件 ) +652 -12 +505 +159 -26 -68 -15 +10

増 減 比〈・ ●) +159% -18% +262% +107% -169% -148% -190% +51%
※lI宅 対象侵入f―空き

"忍
込み居空きの合tl ※性うPギ  i曇 |.強制わいせつを合計 ※本t計資料の数値ま暫定値であつ平成3崚 月 1日 [Fttt,ま す

由慟ポランテイ

女性による地域安全活動

を主体とした“女性ボラン

ティア団体"は、防犯バト

ロール、防犯キャンペー

ン、防犯教室の開催、児童

の見守り活動、少年非行

防止活動等、女性の視点

に立つたきめ細かな活動

を行い、地域のお母さん |

としての役割を担つてい .
ます。
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昭和31年 4月発足 会員150名

体験型防犯教室「トライ 防犯～BO―
KENあいち～」を開催して 小学校で

不審者対応などの防犯指導を行いま

した.

平成26年 9月発足 隊員フ名

児童の下校時間帯を目安に 2人一組

で青パトに乗り 通学路や学区内の巡

回パトロールを行つています.

平成元年7月発足 隊員8名

男性隊長のもとフ名の女性隊員で 学

区内の防犯バトロールを始め 商店街

での違沐駐車対策や地下鉄駅付近で

放置自転車対策活動を行つています。

昭和33年 11月発足 隊員250名

市内 12の支部において 毎日小学生

の登下校時の見守り活動を行つてお

り 下校時には見守り活動の後に巡回

′ヽトロールも行つています。

平成 19年 5月 会員21名

あま市内の集会場で 高齢者を対象に

した振り込め詐欺等の寸劇や替え歌を

歌って 高齢者とふれあいながら犯罪

から身を守るための防ぢ口指導を行つて

います。



'0194'ナ
防犯あいち 14成 291i秋

'1(3)

H29年 H28年 増減

認知件数 構成率 認知件数 構成率 認知件数 増減率

名古屋市部 13703 420% 13807 406% -104 -08%

西 尾 張 部 6.528 2000/0 6919 203% -391 -57%

東 尾 張 部 4518 138% 4889 144% -371 -76%

西 三 河 部 5381 165% 5722 168% -341 -60%

東 三 河 部 2504 77% 2699 フ9% -195 -72%

合   計 32634 000% 34036 000% 1,402 -41%

茂少しました。しかし、自動車関連窃盗が増カロしています。

地域別発生状況悧法らD

奪鉤θ鵞

※地域号J区分嗜 察言単位,

西尾張部=西杜

`小

牧 江南 犬山 一宮稲沢

津島 蟹,I

東尾張昨 愛知 瀬戸 春日丼 知多 半田 東海

常滑 中部空港
西三河部=メリ谷 碧南 安城西尾 岡崎 雪田足助
東三河部=設楽 新城 豊川蒲郡 豊捐 田原

(出興:愛知県警察本部 生活安全総務課 )
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名古屋市部
420%

平成 19年 12月発足 会員8名

「おと0め」ま武豊町の浦島伝説にちな

んだ名前で 8名 の会員が福祉施設等に

おいて 高齢者を対象に 悪質商法や振

り込め詐欺等を寸劇でコミカルに演して

被害防止の啓発活動を行つています。

平成21年 7月発足 会員 10名

犯罪被害や交通事故に遣いやすい高齢

者を中心に 公民館や集会所等に出向

き オレオレ詐欺等の寸劇を通して犯罪

被害防止や交通事故防止を呼びわ‖ナて

います。

平成 19年 6月 発足 会員50名

歓楽街での日ぎつたくり」や「呼び込み」

を防止するための防犯バトロールや

道路の清掃も行う等 歓楽街の環境浄

化活動に取組んでいます.

昭和24年4月発足 会員220名

各種防,Eキャンペーンに参加したり 青

少年非行1/J上のためのイベントを行つた

り子育て支援活動を実施していおり今

回は」R安城駅前で「防犯かるた」を実施

し子ども達の防犯意識を高めました.

平成 11年 5月発足 会員8名

保育園からの依頼を受けて 誘拐 連れ

去り防止等の防犯教室を開催していま

す。防犯教室 ま 絵本の読み聞かせ 手

遊び 紙人形劇や寸劇を行う等 児童に

分かり易い方法で行つています。

昭和55年 10月発足 会員578名

警察と連携して各種防犯キヤンペーン

に参加しており 他には「子ども見守り

隊Jの隊員として少年非行防止活動を行

つたり 刑務所慰間で再犯防止活動に協

力する等 幅広い活動を行つています.
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8月3(本 )、 名古屋市熱 11区 内のショッピング

モールにおいて、知事、警察本部長の1:席 のもと

■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。キャンベーンでは、主ll者挨拶の

後、アイドルグループSKE48メ ンフヾ―によるトーク

ショーや、全員で防犯スローガンの唱和を行い、

運動の 11の盛りL力 )`を図りました.

グランバスくんやコツ′ヽFI渕

`■

力i参 力‖して 名
liち,り (11において I Ⅲl:怖 ll l力 11交 ,Ш l'

1,,力 11対 策キャンベーンを
`,い

ました

で

'I防
犯協会赳介会のマスコ,トキャラククー

カヽ |あんせんくん と 人は0ち ャんJl■

'(ま

り

その命名とを■会でイ′介しました

1「・・ I・ Jく の人四■ lj力ヽli内 の11:す い

てい児ヤ|,tilイ ,に
"`じ

や交,Ш 安全を呼

び力ヽすました

111コ

~こ
とも未,:力 i において lj l寸 の幼11卜 1兜

を|“ いて ~rと も,あ り「力11.・ .■ Jを |111し

ました

,こ Ⅲ Iドラゴンスの |,史 ¬■氏を1 =4イ
ltに 委 lrし て li～ のりlイ i公 11で ,|■ ,1吹

の|:■け 11キャンペーンを行いました

1 」       登

ユ vlレ

'の
協力をイリて サーフ,―や11■イ

に
'ラ

ジを|」 0 1lLねらいや水岬 1'贅 力1:

を呼0カ■すました
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平成29年 10月 17日 (大 )

午後 1時から午後3時

2ところ

愛知芸術文化センター

(愛知県芸術劇場大ホール)
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