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県民運動推進キャンペーン県民運動推進キャンペーン

大学生・高校生・中学生・小学生の活動大学生・高校生・中学生・小学生の活動

県民運動統一ポスター

　８月１日（木）、名古屋市港区金城ふ頭
のリニア・鉄道館において、知事、
警察本部長の出席のもと「2019年度
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、
女性アナウンサーと大村知事との
掛け合いによる防犯トークや､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った他、
子供たちによる大声コンテスト、
警察音楽隊の演奏及び防犯広報も
行われ、運動の一層の盛り上がりを
図りました。

豊 田豊 田

　東海学園大学ＴＯＰＳは、平成19年に防災
防犯学生ボランティアとして活動を開始し、
小学生の下校時の見守りパトロール活動
を初め「ＢＯ-ＫＥＮあいち」「とよた安全
安心フェスタ」で活躍しています。

愛 知愛 知

　愛知淑徳大学の学生ボランティア
ｔＡＳＵｋｅａｉ(タスケアイ)は児童館での
体験型防犯教室、安全マップの作成の
活動を行っています。

田 原田 原

　田原市内フードオアシスあつみ福江店
及び周辺で、県立福江高校生20人福江
中学校生徒15名が、協力して、特殊詐欺
防止・住宅対象侵入盗防止等のチラシを
来店客に配付しながら一人一人に声を
かけ、地域安全意識の向上に努めました。

豊 川豊 川

　豊川市立豊小学校区において同校防犯
少年団員が通学路の危険箇所の点検、
「子ども110番の家」の確認とあいさつを
しました。

天 白天 白

　名城大学ボランティア協議会　地域安全
パトロール部では、小学校の下校時の見守り
活動や大学周辺の公園、危険箇所の
パトロールを通じ地域と交流し、地域に
根ざした活動を行っています。
（写真は大坪小学校での活動状況です）

稲 沢稲 沢

　名鉄国府宮駅周辺で、愛知文教女子
短期大学の学生の皆さんと「子供と女性の
犯罪被害防止」を目的として、啓発チラシ、
グッズを配付しました。

　澄み切った青空、色づく木々、秋の深まりとともに爽やかで過ごしやすい季節
が訪れつつあります。この時期は、行楽などで外出する機会が多く、空き巣、忍込
みなど住宅を対象とした侵入盗の被害が多発する傾向にあります。
　また、通学途中の子供たちが襲われる事件が発生し、登下校時における総合
的な防犯対策が必要となっています。
　このため、全国的に１０月１１日(金）から１０月２０日(日)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、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。
　この期間中の１０月１６日(水）に、日本特殊陶業市民会館フォレストホールにおいて、

「2019年度安全なまちづくり愛知県民大会」を開催するとともに警察や自治体、
地域ボランティアの方 と々連携して､“わが町・わが地域の安全・安心”をめざし、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をいただき、この運動への積極的な参加をお願い致します。
　また、併せて家庭で｢地域安全」・｢家庭の安全」についてよく話し合って下さるようお願いいたします。

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
◎ 暴力追放運動の推進

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」
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◎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・忍込み等）認知件数は全国ワースト４位です。今年こそワースト１位返上を！
○在宅、不在を問わず、ドアのカギをかけ、ドアはツーロックに、窓には補助錠を付けましょう。　○留守がわからないように新聞、洗濯物を放置
せず、夕方の外出時は門灯や室内灯を付けておきましょう。　○不審者を寄せ付けないように地域ぐるみで「あいさつ、声かけ」をしましょう。

◎自動車盗の防止
自動車盗は、６月末までに390件、前年比-18件と減少していますが、いまだ多発中です。
○車から離れるときは短時間でも必ず「キーを抜く」「ドアロックをする」　○ハンドルの固定、ナンバープレート盗難防止ネジ、タイヤのロック等
複数の盗難防止装置を付ける。　○照明、防犯カメラのある駐車場を選ぶ等盗難防止対策をしましょう。

◎特殊詐欺の被害防止
特殊詐欺の被害者は、高齢者だけではありません。
○キャッシュカードを預かります。　○暗証番号を教えて下さい。
○還付金の手続きをATMでします。　○「有料サイト料金未納」「最終告知」「訴訟」のはがき
は全て詐欺です。警察や、周りの人に相談したり、自宅電話を留守番電話に設定しましょう。

◎子供と女性の犯罪被害防止
ひとたび被害が発生すれば、被害者や家族の心身に深刻な影響を及ぼし、地域社会にも大きな衝撃をあたえます。
○子供を1人で遊ばせない。　○防犯ブザーを携帯し、常に使える状態にしておきましょう。　
○女性の一人暮らしを悟られないようにしましょう。　○ながらスマホはやめましょう。　○明るい道を歩きましょう。

◎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～



　令和元年６月末（暫定値）の愛知県内の刑法犯認知件数は24,555件で、前年同期に比べ2,641件
(9.7%)の減少となっています。しかし、ひったくり、性犯罪は増加しています。
　侵入盗が全国ワースト２位となり、住宅対象侵入盗は全国ワースト４位になりました。

※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

愛知県自動車盗難等防止協議会の取組

不審者（車）見たら１１０番
愛知県警察 生活安全総務課

※愛知県自動車盗難等防止協議会は、
自動車関連窃盗抑止のため、自動車
関係事業者等で構成される官民合同の
協議会です。

　自動車関連窃盗の
情報をお寄せください。
　その情報が、犯人の
検挙に結びついた場合
　報奨金 １万円
が支払われます。
※適用にあたっては審査の上
決定されます。

WANTED
自動車盗

車上ねらい

部品ねらい

自動車関連窃盗自動車関連窃盗

情報報奨金制度情報報奨金制度

第202号 令和元年秋号　（3）（2）　第202号 令和元年秋号

※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､令和2年2月1日に確定します。

地域別発生状況（刑法犯）

刑法犯

24,555

－2,641

－9.7％

1,981

－691

－25.9％

979

－586

－37.4％

692

－423

－37.9％

245

－139

－36.2％

42

－24

－36.4％

4,499

－106

－2.3％

326

－80

－19.7％

2,371

－594

－20.0％

390

－18

－4.4％

1,312

－201

－13.3％

669

－375

－35.9％

76

+20

+35.7％

214

－139

－39.4％

56

－9

－13.8％

178

+1

+0.6％

令和元年

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

10,271

4,540

3,337

4,448

1,959

24,555

41.8%

18.5%

13.6%

18.1%

8.0%

100.0%

認知件数 構成率

令和元年

11,157

5,431

3,558

5,009

2,041

27,196

41.0%

20.0%

13.1%

18.4%

7.5%

100.0%

認知件数 構成率

H30年

－886

－891

－221

－561

－82

－2,641

－7.9%

－16.4%

－6.2%

－11.2%

－4.0%

－9.7%

認知件数 増減率

増減

（出典：愛知県警察本部 生活安全総務課）

名古屋市部
41.8%

西尾張部
18.5%

東尾張部
13.6%

西三河部
18.1%

東三河部
8.0%

「秋の県民運動
　　　　　統一ポスター」
「秋の県民運動

　　　　　統一ポスター」
で一言で一言

　パトロールを行っているのは、
大府市大府自治区パトロール隊
の皆様です。
　撮影の場所は、大府市桃山町
地内の桃山公園です。公園内に
は大きな風車、桃陵荘があり、
市民の憩いの場となっています。

表紙

令和元年６月末(暫定値)犯罪発生状況について  地 区 防 犯 協 会 の 活 動 だ よ り

寄 附 金 等 の 贈 呈

　刈谷防犯協会連合会では、防犯ボランティアの高齢化のため、
見守りボランティアの不在地域を作らないように、昨年度から総会で、
「パトロール隊１５年間継続表彰」を行っています。

　岡崎遊技業協同組合から、地域安全活動に活用してもらおうと、
コノハけいぶの着ぐるみの贈呈がありました。
　コノハけいぶは式典後、イオンモール岡崎のキャンペーンに初出動
しました。

　豊川市諏訪で行われた、おいでん祭の会場において、来場者にチラシと
グッズを配付し、特殊詐欺の被害防止や、住宅侵入盗、自転車盗に
あわないためのカギ掛けの重要性を広報をしました。
（右側キャラクター「いなりん」です。）

　当連合会は、６月７日（金）
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。

愛知県自転車防犯登録協会
髙野守夫理事長（写真右側）

　当連合会は、６月25日（火）
タイホウコーポレーション
株式会社（小野直彦タイホウ
グループ代表）から、防犯少年団
（通称コノハキッズ）の制服の
贈呈を受けました。

タイホウコーポレーション株式会社
小野直彦タイホウグループ代表（写真左側）

刈 谷

岡崎・額田

豊 川

　桃山学区安心・安全パトロール隊では、継続的に緑区桃山学区一円で、
青色パトロール車、徒歩による一斉パトロール活動を行っています。

　「春の安全なまちづくり県民運動」キャンペーンを松山校区更生
保護女性会・防犯協会のメンバーとともに、豊橋駅２階東口通路において
おこない、住宅対象侵入盗等各種犯罪被害防止の啓発をしました。

　太平洋ロングビーチで行われたサーフィン大会会場で、安全波乗隊、
サーファーコノハ警部らとともに、グッズ、チラシ等を配り、観光客、
サーファーに対して車上ねらい、特殊詐欺等各種犯罪被害防止の広報
活動を実施しました。

緑

豊 橋

田 原
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「パトロール隊１５年間継続表彰」を行っています。

　岡崎遊技業協同組合から、地域安全活動に活用してもらおうと、
コノハけいぶの着ぐるみの贈呈がありました。
　コノハけいぶは式典後、イオンモール岡崎のキャンペーンに初出動
しました。

　豊川市諏訪で行われた、おいでん祭の会場において、来場者にチラシと
グッズを配付し、特殊詐欺の被害防止や、住宅侵入盗、自転車盗に
あわないためのカギ掛けの重要性を広報をしました。
（右側キャラクター「いなりん」です。）

　当連合会は、６月７日（金）
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。

愛知県自転車防犯登録協会
髙野守夫理事長（写真右側）

　当連合会は、６月25日（火）
タイホウコーポレーション
株式会社（小野直彦タイホウ
グループ代表）から、防犯少年団
（通称コノハキッズ）の制服の
贈呈を受けました。

タイホウコーポレーション株式会社
小野直彦タイホウグループ代表（写真左側）

刈 谷

岡崎・額田

豊 川

　桃山学区安心・安全パトロール隊では、継続的に緑区桃山学区一円で、
青色パトロール車、徒歩による一斉パトロール活動を行っています。

　「春の安全なまちづくり県民運動」キャンペーンを松山校区更生
保護女性会・防犯協会のメンバーとともに、豊橋駅２階東口通路において
おこない、住宅対象侵入盗等各種犯罪被害防止の啓発をしました。

　太平洋ロングビーチで行われたサーフィン大会会場で、安全波乗隊、
サーファーコノハ警部らとともに、グッズ、チラシ等を配り、観光客、
サーファーに対して車上ねらい、特殊詐欺等各種犯罪被害防止の広報
活動を実施しました。

緑

豊 橋

田 原
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防犯あいちシンボルマーク

県民運動推進キャンペーン県民運動推進キャンペーン

大学生・高校生・中学生・小学生の活動大学生・高校生・中学生・小学生の活動

県民運動統一ポスター

　８月１日（木）、名古屋市港区金城ふ頭
のリニア・鉄道館において、知事、
警察本部長の出席のもと「2019年度
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、
女性アナウンサーと大村知事との
掛け合いによる防犯トークや､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った他、
子供たちによる大声コンテスト、
警察音楽隊の演奏及び防犯広報も
行われ、運動の一層の盛り上がりを
図りました。

豊 田豊 田

　東海学園大学ＴＯＰＳは、平成19年に防災
防犯学生ボランティアとして活動を開始し、
小学生の下校時の見守りパトロール活動
を初め「ＢＯ-ＫＥＮあいち」「とよた安全
安心フェスタ」で活躍しています。

愛 知愛 知

　愛知淑徳大学の学生ボランティア
ｔＡＳＵｋｅａｉ(タスケアイ)は児童館での
体験型防犯教室、安全マップの作成の
活動を行っています。

田 原田 原

　田原市内フードオアシスあつみ福江店
及び周辺で、県立福江高校生20人福江
中学校生徒15名が、協力して、特殊詐欺
防止・住宅対象侵入盗防止等のチラシを
来店客に配付しながら一人一人に声を
かけ、地域安全意識の向上に努めました。

豊 川豊 川

　豊川市立豊小学校区において同校防犯
少年団員が通学路の危険箇所の点検、
「子ども110番の家」の確認とあいさつを
しました。

天 白天 白

　名城大学ボランティア協議会　地域安全
パトロール部では、小学校の下校時の見守り
活動や大学周辺の公園、危険箇所の
パトロールを通じ地域と交流し、地域に
根ざした活動を行っています。
（写真は大坪小学校での活動状況です）

稲 沢稲 沢

　名鉄国府宮駅周辺で、愛知文教女子
短期大学の学生の皆さんと「子供と女性の
犯罪被害防止」を目的として、啓発チラシ、
グッズを配付しました。

　澄み切った青空、色づく木々、秋の深まりとともに爽やかで過ごしやすい季節
が訪れつつあります。この時期は、行楽などで外出する機会が多く、空き巣、忍込
みなど住宅を対象とした侵入盗の被害が多発する傾向にあります。
　また、通学途中の子供たちが襲われる事件が発生し、登下校時における総合
的な防犯対策が必要となっています。
　このため、全国的に１０月１１日(金）から１０月２０日(日)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、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。
　この期間中の１０月１６日(水）に、日本特殊陶業市民会館フォレストホールにおいて、

「2019年度安全なまちづくり愛知県民大会」を開催するとともに警察や自治体、
地域ボランティアの方 と々連携して､“わが町・わが地域の安全・安心”をめざし、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をいただき、この運動への積極的な参加をお願い致します。
　また、併せて家庭で｢地域安全」・｢家庭の安全」についてよく話し合って下さるようお願いいたします。

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
◎ 暴力追放運動の推進

回 覧
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◎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・忍込み等）認知件数は全国ワースト４位です。今年こそワースト１位返上を！
○在宅、不在を問わず、ドアのカギをかけ、ドアはツーロックに、窓には補助錠を付けましょう。　○留守がわからないように新聞、洗濯物を放置
せず、夕方の外出時は門灯や室内灯を付けておきましょう。　○不審者を寄せ付けないように地域ぐるみで「あいさつ、声かけ」をしましょう。

◎自動車盗の防止
自動車盗は、６月末までに390件、前年比-18件と減少していますが、いまだ多発中です。
○車から離れるときは短時間でも必ず「キーを抜く」「ドアロックをする」　○ハンドルの固定、ナンバープレート盗難防止ネジ、タイヤのロック等
複数の盗難防止装置を付ける。　○照明、防犯カメラのある駐車場を選ぶ等盗難防止対策をしましょう。

◎特殊詐欺の被害防止
特殊詐欺の被害者は、高齢者だけではありません。
○キャッシュカードを預かります。　○暗証番号を教えて下さい。
○還付金の手続きをATMでします。　○「有料サイト料金未納」「最終告知」「訴訟」のはがき
は全て詐欺です。警察や、周りの人に相談したり、自宅電話を留守番電話に設定しましょう。

◎子供と女性の犯罪被害防止
ひとたび被害が発生すれば、被害者や家族の心身に深刻な影響を及ぼし、地域社会にも大きな衝撃をあたえます。
○子供を1人で遊ばせない。　○防犯ブザーを携帯し、常に使える状態にしておきましょう。　
○女性の一人暮らしを悟られないようにしましょう。　○ながらスマホはやめましょう。　○明るい道を歩きましょう。

◎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～


