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  刑 法 犯 の 認 知 件 数（１～７月） 

 H19.1～7 H18.1～7 前年対比 

刑法犯総数 18,731 20,023 -6.5% 

自動車盗難 105 135 -22.2% 

ｵｰﾄﾊﾞｲ盗難 824 908 -9.3% 

自転車盗難 4,120 3,942 +4.5% 

ひったくり 195 273 -28.6% 

車上ねらい 1,015 1,206 -15.8% 

自販機ねらい 377 890 -57.6% 

侵 入 強 盗 12 8 +50.0% 

侵 入 窃 盗 1,582 2,105 -24.8% 

性 犯 罪 149 158 -5.7％ 

振り込め詐欺 303 385 -21.3% 
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学区防犯連合会がモシカの立て看板を作成 
                 ～福山市～ 
 
福山市の長浜学区防犯連合会では，長浜学区が福山市民の安全に

関する条例に基づく「生活安全モデル 
地域」に指定されたことから，市の補 
助金を活用し，「減らそう犯罪」県民 
総ぐるみ運動マスコットキャラクター 
の「モシカ」を描いた立て看板を独自 
に作成するとともに，会員が学区内の 
公園など１２箇所に設置しました。 

「モシカ」は，町の皆さんに防犯意 
識の高揚を訴えています。 

広島県警察ホームページ  http://www.police.pref.hiroshima.lg.jp 

 
 

 
 
★ 安全・安心アカデミー受講生 募集中！ 

昨年度に引き続き，「安全・安心アカデミー」 

を開講します。このアカデミーは，４日間のカ 

リキュラムで大学教授や防犯のスペシャリスト 

による講義などにより，地域安全活動の専門知 

識やノウハウを修得していただき，地域や職場 

でご活躍いただくもので，修了者の方には修了証や活動用グッズを交付

します。詳しくは，裏面をご覧ください。 

★ 広島及び呉地区で防犯ボランティア交流会を開催 
～ 10 月には，福山及び三次地区で開催予定！！ 

県内で防犯ボランティアとして活動されておられる方々の意見交換

の場として，7 月 28 日に広島地区，同 29 日 

には呉地区で，それぞれ「防犯ボランティア交 

流会」を開催しました。 

「防犯ボランティアの連携促進について」と 

題して広島地区では福山大学の平 伸二教授， 

呉地区では広島大学の越智 貢教授にそれぞれ 

ご講演をいただくとともに，「続ける・つなげる・広げるための秘訣」

をテーマに参加者全員によるワークショップを行い，参加者相互の親交

を深めました。 

なお，この交流会は福山地区（10 月 20 日(土)(予定)）と三次地区（10

月 27 日(土)(予定)）でも開催しますのでふるってご参加ください。 

 

★ 広島ビッグアーチにモシカＣＭ登場！！！ 
サンフレッチェ広島のご協力により，同チームのホームグラウンドで

ある広島ビッグアーチの大型映像装置に 7 月 8 日の対鹿島アントラー

ズ戦から，「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動イメージアップＣＭの放

映が開始されました。このＣＭは，J リーグ公式戦の開始前に毎回放映

されています。「モシカ」と一緒にサンフレッチェを応援しましょう。 

運動目標 ～ だれもが“安全・安心”を実感できる広島県の実現 

行動目標 ～ 今後５年でピーク時の半減を目指す 
（犯罪抑制目標）        （平成 18～22 年） 

安全・安心情報 
盛りだくさん！ 

 
 
 
 
 
 

平成１９年８月号 

なりすまし詐欺が激増！！ 

（広島県・平成１９年１～７月） 

広島県内での「な

りすまし詐欺」被害

は，本年 1～7 月末

までで 109 件にの

ぼり，昨年１年間の

被害件数 68 件を既
に突破し，昨年の 3

倍のペースで増加し

ています。 

  

  

 

 
ありえません！！！ 
「キャッシュカードであなたにお金が戻ります」という言葉。 

～ ７月末で約 3,000 万円の被害 
 

福山市と広島市で，社会保険事務所などを名乗り，医療保険な
どの還付金を名目に，携帯電話で ATM 機の操作を指示し，預金
を送金させてしまう「還付金詐欺」の被害が続発しています。 

犯人が指定する ATM は，デパートやスーパーが多く，「ハガキ
で連絡していたはずです。今日が期限ですが，キャッシュカード
で手続きができます」と騙し，預金を送金させてしまうものです。  

フリーダイヤルを悪用するなど，工作をして 

います。 

公的機関の職員が，本人に ATM で手続き 
をさせることはありません。絶対に ATM へ 
行かないでください。不審に感じたら，関係 
機関や警察に必ず相談してください。 

続発！ 

ちょっと待った！! 
そのＡＴＭ操作 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

主 催  広 島 県 警 察 本 部 

 
 
 
 

 

平 成 １９年 度 

広広広   島島島   県県県   

受受受講講講生生生募募募集集集   
三三三   次次次   

９９９月月月   

尾尾尾   道道道   

１１１・・・２２２月月月   

広島県では、「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動の一環として、県民のみなさんを対象 

に「安全・安心アカデミー」を開講します。このアカデミーでは、地域安全活動に関する 

専門知識やノウハウを修得していただき、地域や職場でご活躍いただける安全・安心なま 

ちづくりのリーダーを養成することとしています。 

             平成１９年度の受講生を次のとおり募集しますので，熱意のあるみなさんの応募をお待 

ちしています。 



■ 会場日程 

区分 開   講   日 会     場 定員 募集期間 

三次会場 9/1 (土)・9/8(土)・9/15(土)・9/29(土) 
ＪＡ三次農協会館 

(三次市十日市東三丁目1-1）
20名 7/13～8/20 

広島会場 11/10(土)・11/17(土)・12/1(土)・12/8(土) 
広島県立総合体育館 

(広島市中区基町4-1) 
50名 7/13～10/10 

尾道会場 1/12(土)・1/19(土)・1/26(土)・2/2(土) 
尾道市公会堂別館 

(尾道市久保一丁目 15-1）
20名 11/1～12/1 

 
■ 講習時間 

２０時限（詳しい講義内容は申込書をご覧ください。） 

■ 費用 
無料（ただし，交通費・昼食代は自己負担になります。） 

■ 応募資格 
安全・安心なまちづくりのリーダーとして活動する意欲のある広島県民の方で，原則として４日間を全て受講のできる方 

■ 応募方法 
受講を希望される方は，申込書に必要事項を記載の上， 

      〒 730-8507 広島市中区基町９－４２  

 広島県警察本部生活安全企画課 安全・安心アカデミー募集係 
へ郵送またはＦＡＸ（０８２－２２２－７９０２）してください。 （＊ 上記各会場の募集期間末日必着） 

■修了後の活動 
受講された方には，修了証を交付するとともに，「安全・安心アカデミー修了者」として名簿に登録します。 
名簿は，お住まいの市町・管轄警察署などにも人材情報として提供します。 
また，地域での防犯活動への指導･助言，その他安全･安心なまちづくりのリーダーとして可能な範囲でご協力いただきます。 

   

開開開 催催催 概概概 要要要 ・・・ 応応応 募募募 要要要 領領領   

お問い合わせ 

広島県警察本部 生活安全部 生活安全企画課   

０８２‐２２８‐０１１０ （内線３０３５）    FAX  ０８２‐２２２‐７９０２  

ｗｅｂサイト http://www.police.pref.hiroshima.lg.jp/041/herasou/academy2.pdf 

申込書は，各警察署生活安全(刑事)課にあり 

ます。また，広島県警のホームページからもダ

ウンロードできます。 

広広広   島島島   

111111・・・111222月月月   


