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  刑 法 犯の認知件数（１～１０月） 

 H19.1～10 H18.1～10 前年対比 

刑法犯総数 27,391 28,978 -5.5 %

自動車盗難 155 194 -20.1%

ｵｰﾄﾊﾞｲ盗難 1,270 1,347 -5.7%

自転車盗難 6,332 6,134 +3.2%

ひったくり 236 353 -33.1%

車上ねらい 1,495 1,630 -8.3%

自販機ねらい 564 1,186 -52.4%

侵 入 強 盗 21 19 +10.5%

侵 入 窃 盗 2,259 2,829 -20.1%

性 犯 罪 210 248 -15.3％

振り込め詐欺 449 485 -7.4%

 
 
 
 
 

～ ワンポイント ～ 

 ドロボーは，常に隙のある家 

を狙っています。 

 センサーライトを設置するな 

ど「注意している。守りは堅 

い」と日頃からアピールする 

ことも大事です。 
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防犯ボランティアによる 
  「モシカジャンボかかし」の作成 ～福山市～  
 「減らそう犯罪」広島県民総ぐる
み運動を広く住民に浸透させ，地域
の自主防犯意識の向上を図るため，
福山市東村町の地域安全推進員や
防犯ボランティアの皆さんの手作
りによる「モシカ」のジャンボかか
しが作成されました，全国地域安全
運動の初日である１０月１１日に
行われた「かかし防犯・交通パレー
ド」でお披露目され，「防犯のこと
もっとしっかりかんがえよう￤」と
呼びかけました。 

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

 
 

 
 
★ 広島安全・安心アカデミー広島会場が開講 ! 
 安全なまちづくりリーダーを育

成するため，９月の三次会場に続

き，１１月１０日から広島会場で

アカデミーを開講しました。     

 アカデミーでは，大学教授や防

犯のスペシャリストによる講義な

どが行われております。なお，尾

道会場は現在，受講者を募集中で

すので，ふるってご応募ください。

詳しくは県警ホームページで！     

★ 福山及び三次で防犯ボランティア交流会開催 ! 
 県内で防犯ボランティアとして

活動中の方々の意見交換の場とし

て，１０月２０日福山地区，同２７

日に三次地区でそれぞれ「防犯ボラ

ンティア交流会」を開催しました。  

 各会場では，基調講演後，小グル

ープに分かれての意見交換･発表を

行い，相互の連携，親交を深め，好

評のうちに終了しました。     
★ 福山市にミニスーパー防犯灯３基を新設 ! 
 福山市では，市営駐輪場など市

内３か所に，防犯カメラや防犯灯

などが一体となった「防犯カメラ

システム（ミニスーパー防犯灯）」

３基を新設し，運用を始めました。 

 福山市内では，昨年度分と合わ

せて計６基になり，子どもの安全

確保などに役立っています。 

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１１月号 

なりすまし詐欺被害急増！
前年同期の 3倍以上

 昨年と比較して，架空請求詐欺，

融資保証金詐欺の被害件数は 30％

以上減少しましたが，なりすまし詐

欺だけは，被害件数・被害金額とも

３倍を超えました。 

 もし，息子や孫から，「電話番号

がかわった」「お金を振り込んで」

という電話があったら，新しい電話

番号には電話せず，必ず以前の電話

番号にかけて確認したり，周りの人

に相談をしましょう。 

※ 県警ホームページ掲載の「モシ

 カレター」を活用しよう。

 「忍込み」に注意 
   対策は，｢音・光・監視｣! 
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広島県内振り込め詐欺被害金額

忍込み 
 急増中 

身近な犯罪が減少する中，広島市北

部の新興住宅地では「忍込み」が昨年

と比較して倍増，廿日市市や東広島市，

福山市でも増加傾向にあります。 

「忍込み」とは，家人が就寝中の住

宅に侵入し，お金や貴重品などを窃取

するドロボーの手口で，気付いた家人

に危害を及ぼすおそれのある悪質な犯

罪です。 

発生は深夜２時頃が多く，対策とし

ては確実な戸締まりとドロボーが嫌が

る「音・光・監視」を万全にすること

です。 



委員からのご意見（抜粋）
渡邉委員 （学生代表：福山大学） 

モ シ カ 

 
 ☆ 回答  事務局 

 ・  事業の効果測定を行い，効果的事例に

ついては，「事業誌」「県警ＨＰ」等で全県

的波及を図っております。 

 ・  子どもの見守り活動支援モデル事業と

して，公募で選定した実施団体への活動

支援物品支給を終え，現在は研修会開催

等の支援を随時行っております。 

第 6 回 

広島県「減らそう犯罪」推進会議 
    の開催結果！！

全国地域安全運動の初日となる１０月 11 日，広島共済会館(ＫＫＲホテル広島)において，第 6 回広
島県「減らそう犯罪」推進会議が開催されました。県民，事業者，防犯ボランティア，行政機関等の代表
委員３５名が出席し，会長である藤田県知事の冒頭挨拶に続いて，事務局からの治安情勢及び「減らそう
犯罪」ひろしま安全なまちづくり推進条例の一部改正，「減らそう犯罪」県民アンケートの実施結果説明
のほか，本運動のマスコットキャラクター「モシカ」の着ぐるみも初披露され会場を沸かせました。また，
意見交換では委員自らが行っている活動事例の報告や今後の活動方向などについての活発な発言がなさ
れました。なお，会議の概要等については，ホームページに掲載しています。 

○ 小・中学生とともに「地域安全マッ

プ」を作っていますが，作成後に「こ

こが不安」「ここが危険な箇所とわかっ

た」等，活発な意見が聞かれ，防犯意

識向上につながっているので，この活

動を続けていきたいと思います。 

○ 協会では，防犯マンション設計基

準を昨年 7 月に新規設定し，堅牢な

マンション，更に管理組合での防犯

意識の高揚と協会による防犯指導と

いった活動により，「犯罪に強いマン

ション」を目指しています。 

岡部委員 （マンション協会）

◇ 質問 

 ・ 安佐南モデル事業の普及状況 

 ・ 子ども見守り活動は腕章使用が

効果的と聞きましたが 

○ 子ども見守り活動は参加される方

の年齢層が高いが連帯感が強まっ

たと聞いております。

小川委員 （近畿大学教授）

○ 子ども見守り活動を積極的に推進

中で，今年度も子どもの安全プロジ

ェクト事業を実施し，小・中学校へ

の防犯ブザー配布や監視センサー等

の防犯システム設置等，子どもの安

全環境の強化に取り組んでおります。

○ 防犯意識の高揚が大きな課題と考

え多くの小学校で防犯教室を開き

「地域安全マップ」も作成しており

ます。地域ボランティアの協力に感

謝しております。ただ，犯罪の低年

齢化に不安を抱いております。 

○ 数字的には，ある程度成果を上げ

ているが，体感治安はまだまだであ

り，皆様と一緒になって，引き続き

「減らそう犯罪」県民総ぐるみ運動

に取り組んでいき，事件解決と抑止

の両面から安全・安心を実感できる

広島県の実現に努めて参ります。 

○ 安全・安心を築くためには，地域

の人達がどれだけ同じ意識を持ち，

結束できるかということが大きな鍵

を握るのではないかと思います。皆

さんと一緒に連携し，犯罪の少ない

広島県にしていきたいと思います。

○ 県内の犯罪情勢が，平成１４年よ

り大きく減少しておりすばらしい成

果だと思います。一番怖いのはマン

ネリ化ですが，各種ボランティア団

体と協力しながら，お役にたてれば

と思っております。 

佐々木委員 （安芸太田町長）

飯島副会長（県警察本部長）中原副会長（広島消費者協会） 角廣副会長（県防犯連合会）

水戸委員 （校長会連合会）

防犯のこと モっと シっかり カんがえよう ! 

 ～ 県民の責務に犯罪認知時等における通報等の努力規定を追加 ～  
  「減らそう犯罪」ひろしま安全なまちづくり推進条例の一部改正 
  【県民の責務 第３条】 
   ３ 県民は，子ども，高齢者，女性等が犯罪の被害を受けている 
    と認められるとき又は犯罪の被害を受けるおそれが明らかであ 
    ると認められるときは，状況に応じて，警察官への通報その他 
    の適切な措置を講じるよう努めるものとする。 
              平成１９年１０月１１日 公布・施行）

モ シ カ 


