
 

身  近  な  犯  罪  の  内  訳  （抜 粋） 
区 分 

刑法犯 
認知件数 

身近な 

犯 罪 自動車盗 ｵｰﾄﾊﾞｲ盗 自転車盗 ひったくり 車上狙い 自販機狙い 侵入強盗 侵入盗 性犯罪 
詐 欺 

H17. 1～7 21,526 12,874 147 1,213 3,948 281 1,548 619 11 2,119 160 1,392 

H14. 1～7   33,465 24,510 236 3,248 6,253 354 3,016 3,373 25 3,638 191 585 

増 減 (%) -35.7 -47.5 -37.7 -62.7 -36.9 -20.6 -48.7 -81.6 -56.0 -41.8 -16.2 +137.9 

 

 

地域ぐるみで防犯ベル設置 ～広島市安佐南区～
 

安佐南区八木の第一市の坪自治会では，毎月，工事
費を積立て，全２３世帯が防犯ベルを設置しました。屋内
のボタンを押すと屋外のベルが鳴って赤色 
ランプが点灯し，近所に異常を知らせる仕 
組みで，「お年寄りを狙った犯罪も多く，ご 
近所で力を合わせて安全を守りたい」との 
思いから取付が決まりました。 

自治会長さんは，「急病などにも利用でき 
地域のつながりも強まる」と期待しています。 
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○ 広島市内の全公民館が安全なまちづくりの拠点に！  

広島市では，８月から全７０の公民館で，地域安全
情報の配布や「子ども１１０番の家」活動等の取組み
をスタートさせました。 

 
○ コンビニのセーフティステーション化全国展開！  

日本フランチャイズチェーン協会で 
は，全国のコンビニで進める防犯・ 
青少年育成活動「セーフティステー 
ション活動」の一環として，７月２０日 
中区で関西・中四国地区の発足式 
を行いました。 
  

○ 自転車盗難防止を市民に呼びかけ  
７月２０日，多発する自転車盗難に歯止めをかけよ

うと，アリスガーデン（中区）でボランティア や関係機
関によるキャンペーンがありました。防犯診断やワ
イヤー錠・チラシの配布が行われ，「地域安全安心
ステーション」モデル団体の皆さんも汗を流して活動
されました。 

 
○ 子どもまつりにおいでよ！～防犯イベント開催  

８月２８日(日)，ハノーバー庭園で開かれる「中区子
どもまつり」で防犯寸劇や防犯機器の展示が行われ
ます。全国防犯協会連合会のマスコット「ＣＰくん」と
親子で学ぶ防犯クイズもあります。 

 

 

車上ねらい多発！～あなたの愛車が狙われている！
月極駐車場やアパート・マンション駐車場で車上ねらい

が多発しています。犯行の手口は，窓ガラスを割ったり，運
転席ドアやハッチバックドアの鍵穴を壊し，車内の現金・プ
リペイドカードやＣＤ等を盗むというものです。被害に遭わ
ないために，車内には貴重品やバッグ を置かないように
し，振動で警報音が鳴る防犯機器の取付をお勧めします。
また，駐車する時は，明るく管理の行き届いた駐車場をご
利用ください。駐車場で不審者を発見したときは，１１０番
通報をお願いします。 

今すぐアクセス！ 県警ホームページ http://www.police.pref.hiroshima.jp/  

ひろしま犯罪情報ダイヤル ０８２－２２３－３７４６  ふくやま犯罪情報ダイヤル ０８４－９２１－３７４６

目標：刑法犯認知件数を 3年間で 3割削減
（H14 → 3 割減 → H17） 

平成１７年 ８月号 

毎月，下表でH14 各月末の認知件数との比較を表していきます。
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刑 法 犯 認 知 件 数 の 推 移 

59,330 件 
（基準年） 

53,512 件 
（△9.8%） 

44,325 件 
（△25.3%） 

目標 41,531 件（△30%）
   1～7 月



今月の参考資料～各種活動の手引きのご案内 

 

開 催 日 時 会              場 定 員 

9 月 17 日(土) 9:30～16:40 広島市安佐北区亀山南三丁目 亀山公民館 60 名 

10 月 15 日(土) 9:30～16:40 福山市東町三丁目 福山市立東小学校 60 名 

10 月 16 日(日) 9:30～16:40 東広島市八本松町飯田八丁目 川上公民館 60 名 

11 月 27 日(日) 9:30～16:40 廿日市市下平良一丁目 廿日市市役所 60 名 

                     （犯罪に強い意識づくり） 

（Ａ４，全１４ページ） 
 
地域の犯罪発生情報や防犯対 

策をご近所にお知らせするチラ 

シ「地域安全ニュース」の作成 

方法を紹介。素材となる犯罪情 

報の入手法についても，詳しく 

解説しています。 

（付録「防犯イラスト集」） 

               （犯罪に強い地域づくり） 

（Ａ４，全６ページ） 
 

 県内各地で防犯ボランティア 

やＰＴＡによる通学路での見守 

り活動が行われています。 

効果的な実施方法について, 

「防犯編」と「交通安全編」の 

２段構成で解説しています。 

（付録「５つのやくそく」） 

                 （犯罪に強い環境づくり） 

（Ａ４，全６ページ，児童・生徒向け） 

 

 地域を歩き，犯罪の起こりそ 
うな場所を探して地図にするこ 

とで，子ども達の危険回避能力 

とコミュニティ能力を高める， 
それが地域安全マップづくりで 

す。その作成手順を分かりやす 

くまとめました。 

                 （犯罪に強い地域づくり） 

（Ａ４，全１３ページ） 
 
 防犯パトロールの立上げから 
実施の際の着眼点，留意事項を 

まとめた一冊。 

 「気楽に 気長に 危険なく」 
パトロールを継続するためのコ 

ツを学びたい皆さんへ。 

 

                      （犯罪に強い環境づくり） 

（Ａ４，全６ページ） 

 

 犯罪者に狙われる建物には， 
少なからず防犯構造面での弱点 

があります。 

 ポイントを踏まえ，チェック 
シートをもとに住まいの防犯診 

断をしてみませんか？ 

防犯パトロールの手引き 

地域安全ニュースのつくりかた

子どもの見守り活動のポイント

地域安全マップを作ろう（改訂版） 住まいの防犯診断マニュアル 

 広島県警察本部「減らそう犯罪安全なまちづくり推進
室」では，みなさんの活動の参考となる各種マニュアル

を作成し，県警ホームページ（アーカイブコーナー）に掲

載しています。 
自由に印刷して使っていただけ

ますので，地域での研修会などに

ぜひご活用ください！ 
              今回は，現在，掲載している主な

マニュアルをご紹介します。 

このほかにも，県警ホームページアーカイブコーナーには，役立つ資料がもりだくさん！ぜひアクセスしてみてください！ 

   ホームページアドレス： http://www.police.pref.hiroshima.jp/archives/index.html 

先月号でお知らせしたセミナーの開催
日程が決定しました。お問合せ・お申込
みは，子どもの犯罪被害防止対策ﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄﾁｰﾑ（電話 082-513-2761）まで。 

子どもの犯罪被害防止対策プロジェクトチームホームページ  http://www.pref.hiroshima.jp/cspt/index.htm 


