○22年度配信実績
配信日時

№

件名（抜
粋）

本文（抜粋）

1

○発生日時 平成22年4月1日（木）13時40分ごろ ○発生場所
豊橋市東高田町地内 ○状況 友人宅へ遊びに行く途中の女
子児童２名が、男（身長約160～165cm、年齢不明、黒髪、着衣
H22.4.1 不審者情報
上：灰色下：黒色、黒帽子を深く着用）に後をつけられ、児童が
走ると男も走ってついてきたため怖くなり、小学校へ逃げこん
だ。実害はなし。

2

○発生日時 平成22年4月4日（日）深夜～5日（月）未明 ○発
生場所 豊橋市若松町字豊美地内 ○発生状況 一般住宅駐
街頭犯罪多 車場で「部品ねらい」が3件、「車上ねらい」が1件発生。被害品
H22.4.5
はカーナビゲーションやバック ※被害に遭わないためにも、セ
発情報
キュリティシステムの使用やカバンなど貴重品を残したまま車
から離れないようにしましょう。

○発生日時 平成22年4月12日（月）18時00分ごろ ○発生場
所 豊橋市富本町地内 ○状況 歩道が見えにくくなる所で、女
3 H22.4.12 不審者情報 子生徒に、男（中肉中背、35歳前後、茶色っぽいジャージのよう
な服、頭髪：ぼさぼさ）が徒歩で近づき、一旦追い抜いてから、
また戻ってきて、体を触った。暴力等の被害はなし。

○発生日時 平成22年4月11日（日）深夜～12日（月）未明 ○
発生場所 豊橋市曙町、浜道町、西幸町、新栄町、多米中町地
街頭犯罪多 内 ○発生状況 店のガラスが割られ、現金等が盗まれる「出
4 H22.4.14
店荒らし」が、連続6件発生。※被害に遭わないためにも、確実
発情報
に施錠し、センサーライトや警報機をとりつける等の防犯対策
をしましょう。

○発生日時 平成22年4月13日（火）16時20分ごろ ○発生場
所 豊橋市内張町地内 ○発生状況 3人の女子児童が自転
5 H22.4.14 不審者情報 車で移動中、自動車で後ろからきた男（身長約150～160cm、メ
ガネ着用、年齢不詳、白髪まじり）に、通り過ぎる際に怒鳴りつ
けられ、石を投げつけられた。

○発生日時 平成22年4月14日（水） 午後4時50分ごろ ○発
生場所 豊橋市中野町地内 ○状況 自転車に乗った4人組の
6 H22.4.15 不審者情報
男（年齢20歳位、派手な服装、一人は茶髪）のうち2人が、通り
過ぎた後、引き返して下校中の女子生徒の体を触った。

○発生日時 平成22年4月14日（水） 午後4時00分ごろ ○発
生場所 豊橋市曙町地内 ○発生状況 下校途中の女子生徒
7 H22.4.16 不審者情報 が、男（30歳位、170cm位、黒髪・短髪、白っぽい柄入りのＴシャ
ツにＧパン、メガネ）に、声を掛けられ、断ると腕をつかまれ車に
連れていかれそうになった。

○発生日時 平成22年4月17日（土） 午前5時10分ごろ ○発
生場所 豊橋市下地町地内（国道1号上り車線） ○状況 東進
交通死亡事
中の乗用車が道路脇のガードレールを破り歩道に乗り上げた。
8 H22.4.18
故発生情報
男性（20才代）が死亡 ※交通ルールをしっかり守り交通事故
をなくしましょう

○発生日時 平成22年4月19日（月） 午後6時30分ごろ ○発
生場所 豊橋市杉山町地内 ○発生状況 帰宅途中の女子生
9 H22.4.20 不審者情報
徒が、自転車で近づいてきた男（20歳位、160cm位、細身、や
や長髪、上下黒のジャージ）に、被服を触られ、顔を殴られた。

○発生日時 平成22年4月18日（日）深夜～19日（月）未明 ○
発生場所 豊橋市高師本郷町、天伯町、西高師町地内 ○発
街頭犯罪多 生状況 「車上ねらい」「部品ねらい」がガラス割りにより連続7
10 H22.4.20
件発生。被害に遭わないためにも、セキュリティシステムの使
発情報
用やカバンなど貴重品を残したまま車から離れないようにしま
しょう。

○発生日時 平成22年4月21日（水） 午後3時00分ごろ ○発
生場所 豊橋市牛川町地内 ○発生状況 遊んでいた3人の女
11 H22.4.22 不審者情報 子児童に、男（50歳位、165cm位、中肉中背、白髪混じり、緑っ
ぽい服）が近づいてきて、女子児童が逃げたら、追いかけてき
た。

○発生日時 平成22年4月24日（土） 午後6時45分ごろ ○発
生場所
豊橋市王ケ崎町地内 ○状況 県道で、普通乗用自
死亡事故発
12 H22.4.25
動車と自動二輪が出合頭に衝突、自動二輪の20歳代男性が
生情報
死亡。

○発生日時 平成22年4月24日（土） 午後2時50分ごろ ○発
生場所 豊橋市王ヶ崎町地内 ○発生状況 下校中の女子生
13 H22.4.26 不審者情報 徒が、自転車に乗った5人組のうちの1人の男（高校生位、がっ
ちりした体格、坊主が少し伸びた頭髪、黒に赤のラインのプー
マのジャージ）に、通りがけに体を触られた。

○発生日時 平成22年4月26日（月） 午後6時40分ごろ ○発
生場所 豊橋市山田町地内 ○発生状況 下校中の女子生徒
14 H22.4.27 不審者情報
に、自転車に乗った男（外国人風、長めの頭髪、無精ひげ）が、
後ろから近づき、並走して、体を触った。

15

○発生日時 平成22年5月6日（木） 午後3時50分ごろ ○発生
重体事故発 場所 豊橋市馬見塚町地内 ○状況 信号のない市道交差点
H22.5.7
で、児童がキックボードに乗って横断中、東進中の軽トラックに
生情報
はねられた。

○発生日時 平成22年5月6日（木）深夜～9日（日）未明 ○発
生場所 豊橋市南大清水町、西赤沢町地内 ○発生状況 店
街頭犯罪多
舗のガラスが割られ、現金等が盗まれる「出店荒らし」が、10件
16 H22.5.10
発情報
連続発生。※被害に遭わないためにも、確実に施錠し、セン
サーライトや警報機をとりつける等の防犯対策をしましょう。

○発生日時 平成22年5月12日（水） 午前6時40分ごろ ○発
重体事故発 生場所 豊橋市前田町地内 ○状況 信号交差点で、南進中
17 H22.5.12
の普通乗用車と西進中の自転車乗車中の男子高校生が衝突
生情報
した。

○発生日時 平成22年5月11日（火）～12日（水） ○発生場所
豊橋市山田一番町、駒形町地内 ○発生状況 「部品ねらい」
が連続4件発生（山田一番町）。「部品ねらい」「車上ねらい」が
街頭犯罪多
連続3件発生（駒形町）。豊橋市内では、8件の部品ねらい、4件
18 H22.5.13
発情報
の車上ねらい、4件の自販機荒らしが発生しています。※被害
に遭わないためにも、セキュリティシステムの使用やカバンなど
貴重品を残したまま車から離れないようにしましょう。

最近、豊橋市内で息子や孫を装った振り込め詐欺の被害が連
注意喚起情 続発生しています。1人ですぐに振り込まない、本人を確認する
19 H22.5.19
ことや誰かに相談するなど被害に遭わないように注意しましょ
報
う。

○発生日時 平成22年5月21日（金） 午後2時45分ごろ ○発
生場所 豊橋市天伯町地内 ○発生状況 下校中の3名の児
20 H22.5.21 不審者情報
童が、車から降りてきた男（緑色の着衣、白い車）に、写真を撮
られた。

○発生日時 平成22年5月24日（月） 午後4時00分ごろ ○発
生場所 豊橋市花中町地内 ○発生状況 下校中の児童が、
21 H22.5.24 不審者情報 公園付近で後ろからつけてきた男（20～30歳位、身長170cm
位、体格普通、茶色の作業服）にズボンをひっぱられ、驚き大
声を出すと男は走って逃げた。

○発生日時 平成22年5月26日（水） 午後7時50分ごろ ○発
生場所 豊橋市東脇四丁目地内 ○発生状況 友人宅より帰
宅中の女子生徒が、車に横付けされ、車中に乗っている男から
22 H22.5.28 不審者情報
手をつかまれ、車内に連れ込まれそうになった。女子生徒は手
をふりほどいて逃げた。 ○被疑者 20才前後、170cm位、黒っ
ぽい服、シルバーのワンボックス車（男4名乗車）

○発生日時 平成22年5月28日（金） 午前8時35分ごろ ○発
死亡事故発 生場所 豊橋市東細谷町地内 ○状況 国道の信号交差点
23 H22.5.28
で、軽四乗用車が大型貨物車と衝突、更に普通貨物車が衝突
生情報
し、70歳代男性が死亡

○発生日時 平成22年5月27日（木） 午後6時30分ごろ ○発
生場所 豊橋市東脇四丁目地内 ○発生状況 自転車で通行
24 H22.5.28 不審者情報
中の女子生徒が、銀色のワゴン車につきまとわれたが、近くの
家へ逃げこんだ。

豊橋市内でひったくりが連続発生
（１）発生日時：5月28日（金）11:30ごろ、発生場所；植田町地
内、発生状況：
自転車走行中の70歳代の男性が、後方から近づいてきたバイ
クの若い男から、前
カゴに入れてあった現金の入った手提げバックをひったくられ
た。
街頭犯罪多
被疑者：30歳位、170cm位、灰色帽子にジャンバー、グレーの
25 H22.5.30
発情報
ズボン
（２）発生日時：：5月29日（土）13:00ごろ、発生場所；二川町地
内、発生状
況：歩行中の70歳代の女性が後ろから歩いて近づいてきた男
に肩掛けかばんを
ひったくられた。被疑者：30歳位、160cm位、白のジャンバーに
青色ジーンズ
○発生日時 平成22年5月28日（金）～30日（日）
○発生場所 市内全域（羽根井、二川、飯村、松山、つつじヶ
丘、植田校区他）
街頭犯罪多 ○発生状況 住宅対象侵入盗が2件、その他の侵入盗2件、自
26 H22.5.31
動車盗2件、オートバイ盗4件、自転車盗10件、部品ねらい2件、
発情報
車上ねらい2件、自販機ねらい3件、ひったくり3件の合計30件連
続発生しています。※被害に遭わないためにも、自分のできる
防犯対策を講じましょう。

○発生日時 平成22年5月31日（月） 午後2時40分ころ ○発
死亡事故発 生場所 豊橋市大岩町地内 ○状況 主要地方道豊橋湖西線
27 H22.5.31
で、東進中の普通乗用車が南進横断中の歩行者と衝突し、60
生情報
～70歳位の女性が死亡

28

○発生日時 平成22年5月31日（月） 午後7時30分ごろ ○発
生場所 豊橋市植田町地内 ○発生状況 歩行中の女子生徒
H22.6.1 不審者情報 が、背後からきた男（30才～40才、165cm～170cm、黒髪、体
格：小太り、半袖、黒い軽自動車）に口を押さえられそうになっ
た。女子生徒が大声で叫んだため、車に乗り逃げていった。

29

○発生日時 平成22年5月31日（月） 午後6時30分ごろ ○発
生場所 豊橋市東田町地内 ○発生状況 自転車を押して歩
街頭犯罪多
いていた女性が、後方から来た黒い自転車に乗った男（黒っぽ
H22.6.1
発情報
い服）に前かごに置いてあったショルダーバッグをひったくられ
た。男は西方に逃走した。

30

昨日、豊橋署員を騙った不審電話がかかる事案がありました。
注意喚起情 ○対策 警察官が暗証番号を聞くことはありません。電話帳に
H22.6.3
女性名で掲載されている方は特にご注意下さい。不審電話が
報
あれば、すぐに警察（0532-54-0110）に連絡して下さい。

31

○発生日時 平成22年6月4日（金） 午後4時10分ごろ ○発生
場所 豊橋市草間町地内 ○発生状況 下校中の女子児童
H22.6.4 不審者情報 が、後を追いかけてきた男（165cm前後、短かめの頭髪、赤色
の上着）に、肩をもたれて、倒された。児童は近所の家へ駆け
込んだ。

32

○発生日時 平成22年6月4日（金） 午後8時00分ごろ ○発生
場所 豊橋市東栄町～細谷町地内 ○発生状況 下校中の女
H22.6.7 不審者情報 子生徒が、男（若い、スポーツ刈り、小太り、黒のジャージ、マス
ク、白いワゴン）に、つきまとわれた。生徒は近所の家に助けを
求めた。

33

○発生日時 平成22年6月6日（日） 夜 ○発生場所 豊橋市
岩屋町地内 ○発生状況 信号待ちの自動車に、男（20代後
街頭犯罪情
半、170cm、中肉、黒髪短髪）が近づき助手席のドアを開けて、
H22.6.7
報
鞄を盗んでいった。※車に近づく不審者に警戒し、車を運転す
る際は、確実にドアロックをしてください。

光化学スモッグ情報
愛知県は本日１５時５０分
豊橋地区に光化学スモッグ予報を発令しました。
34 H22.6.10

光化学スモッ ○注意事項
・屋外になるべく出ないようにしてください。
グ情報
・目やノドに痛みを感じた場合は、すぐに目を洗い、うがいをし
て保健所（0532-39-9122）へ連絡してください。

○発生日時 平成22年6月9日（水）～平成22年6月10日（木）
○発生場所 豊橋市野依町字山中地内 ○発生状況 ガラス
街頭犯罪多
割りにより、カーナビを奪う「部品ねらい」が7件連続発生。 ※
35 H22.6.11
発情報
被害を防ぐためにも、明るい駐車場を選び、セキュリティシステ
ムや防犯ネジを活用するなど、防犯対策を講じましょう。

36 H22.6.11

地区市民館や集会所で、窓ガラスや電灯カバーが壊される被
街頭犯罪多
害が2件連続発生しました。※施設内に貴重品や燃えやすいも
発情報
のを置かないようにしましょう。

○発生日時 平成22年6月13日（日） 午後6時30分ごろ ○発
生場所 豊橋市多米西町地内 ○発生状況 友人と遊んでい
街頭犯罪情 た女子生徒が帰宅中、男（外国人風、シルバーの車）に声をか
37 H22.6.14
けられた。無視したところ腕をつかまれ車に連れ込まれそうに
報
なった。通りかかった友人が大声を出し、その隙に逃げ、被害
はなかった。

○発生日時 平成22年6月12日（土）～14日（月） ○発生場所
豊橋市花田町、駅前大通一丁目、大橋通一丁目地内 ○発生
街頭犯罪多
状況 自転車盗難が、3件連続発生しました。うち１件は、無施
38 H22.6.16
発情報
錠による被害。被害場所は駐輪場や路上。※確実に施錠し、
ツーロック等の防犯対策を講じましょう。

○発生日時 平成22年6月15日（火） 午後6時ごろ ○発生場
所 豊橋市小向町、菰口町地内 ○状況 下校中の女子児童
39 H22.6.16 不審者情報 が、自転車で背後からきた男（30才代、170cmくらい、帽子、
黒っぽい服装、体格：細め、黒っぽい自転車）に体を触られる事
件が2件連続で発生しました。

○発生日時 平成22年6月16日（水） 午後4時30分頃 ○発生
場所 豊橋市豊清町内 ○発生状況 下校中の女子児童2名
40 H22.6.17 不審者情報
が、自転車で背後からきた男（50才前後、グレーの服、マスク）
に声をかけられた。

○発生日時 平成22年6月23日（水） 午後6時40分頃 ○発生
場所 豊橋市新栄町地内 ○発生状況 2人で下校中の女子
41 H22.6.24 不審者情報
児童が、自転車で後ろからきた男（若そう、茶色の帽子、茶髪、
上下濃い緑色の服）に体を触られた。

豊橋市内でひったくりが発生
街頭犯罪情 ○発生日時：6月25日（金）深夜0：20ごろ ○発生場所；曙町字
42 H22.6.25
南松原地内 ○発生状況：被害者が歩行中、後方からきたス
報
クーターに乗った男に、ショルダーバックをひったくられた。

43

○発生日時 平成22年6月30日（水） 午後6時頃 ○発生場所
豊橋市細谷町地内 ○発生状況 下校中の女子児童が、車を
H22.7.1 不審者情報 停めて立っていた男（中年、165cm～170cm、細身、短髪・やや
パーマ、ピンクのシャツ・黒ズボン、ピンクの車）に、声をかけら
れた。女子児童が防犯ブザーを鳴らしたため、男は逃げた。

44

○発生日時 平成22年7月3日（土） 午後7時30分ごろ ○発生
死亡ひき逃 場所 豊橋市忠興一丁目地内 ○状況 信号機のない市道交
H22.7.5 げ事故発生 差点で、軽乗用車が歩いて横断中の70才代女性と衝突し、歩
行者が死亡。軽乗用車はそのまま逃走した。容疑者は逮捕さ
情報
れました。

45

○発生日時 平成22年7月3日（土） 午後4時頃 ○発生場所
豊橋駅前東口 ○発生状況 男子高校生がベンチで座ってい
H22.7.5 不審者情報 たら、男（年齢60～70歳位、グレーのスエット上下）が近寄って
来て、「お前、殺してやろうか」と言い、紙袋から刃物を出したの
で、怖くて逃げた。

46

○発生日時 平成22年7月7日（水）
○発生場所 豊橋市大岩町字北山地内
街頭犯罪多 ○発生状況 駐車場で、ガラス割りによりカーナビやスピーカー
H22.7.8
を奪う「部品ねらい」が5件連続発生。
発情報
※被害を防ぐためにも、明るい駐車場を選び、セキュリティシス
テムや防犯ネジを活用するなど、防犯対策を講じましょう。

食中毒警報発令情報
愛知県は７月８日(木)午前１１時、食中毒警報を発令しました。
■発令基準
・２４時間以内に急激に気温が上昇して、その差が１０℃以上と
なったとき、又はそれが予想されるとき。
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■注意事項
食中毒警報 １ なま物はできるだけ避け、十分に加熱して食べましょう。
H22.7.8 発令情報
２ 調理後の食品は、早く食べ、長時間放置しないようにしま
しょう。
※ 発令された警報は、発令時から48時間継続し、その後自動
的に解除されます。
■情報配信
豊橋市保健所 生活衛生課
0532-39-9124
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○発生日時 平成22年7月9日（金） 午前7時40分頃 ○発生
場所 豊橋市八町通三丁目地内 ○発生状況 下校中の女子
児童が、男（30代、身長高め、黒っぽい服、黒っぽい帽子）に
H22.7.9 不審者情報
「いいとこ連れてってあげるから一緒に来ない？」などと声をか
けられ、児童が断ると、ランドセルをたたかれた。

○発生日時 平成22年7月12日（月） 午後6時40分ごろ ○発
生場所 豊橋市曙町地内 ○状況 白かシルバーの四駆車に
49 H22.7.13 不審者情報 乗った男１名（年齢20歳後半位、がっちり型、短髪黒色、黒っぽ
いＴシャツ）が、何度も行き来し下校中の女子生徒に対し下半
身を露出した。

○発生日時 平成22年7月14日（水） 午後1時35分ごろ ○発
生場所 豊橋市三ツ相町地内 ○状況 下校した女子児童が
自宅に入るとき、男１名（年齢40歳位、中肉中背、身長168cm
50 H22.7.15 不審者情報 位、黒色の服、白いズボン、黒サングラス、緑の帽子、金色の
靴、ひげ）に背後からランドセルを殴られ、転んで起き上がろう
とするところをカメラで写真を撮られた。その後、男は逃げ去っ
た。

○発生日時 平成22年7月15日（木） 午前7時50分ごろ ○発
生場所 豊橋市南大清水町地内 ○状況 女子生徒が登校
51 H22.7.15 不審者情報 中、男（30～40歳、黄緑色の小型車）が下着姿で体を動かし
た。生徒はその場を走り去ったが、その先の道でもシャツを上
げ胸を露出して運転しているのを見た。

愛知県は7月20日（火）午前11時、食中毒警報を発令しました。
■発令基準
・気温30℃以上が10時間以上継続したとき、又はそれが予想さ
れるとき。
■注意事項
１ なま物はできるだけ避け、十分に加熱して食べましょう。
食中毒警報
２ 調理後の食品は、早く食べ、長時間放置しないようにしま
52 H22.7.20
発令情報
しょう。
※ 発令された警報は、発令時から48時間継続し、その後自動
的に解除されます。
■情報配信
豊橋市保健所 生活衛生課
0532－39－9124

○発生日時 平成22年7月19日（月） 午後9時45分ごろ ○発
生場所 豊橋市牛川町地内 ○状況 男（若い感じ、160cm位、
53 H22.7.20 不審者情報
細身、短髪、白色ランニングシャツ、黒色ズボン）が、後方から
帰宅途中の女性の首を絞めた。

光化学スモッグ情報
愛知県は本日１２時５０分
光化学スモッ 豊橋地区に光化学スモッグ予報を発令しました。
○注意事項
54 H22.7.21 グ情報
・屋外になるべく出ないようにしてください。
・目やノドに痛みを感じた場合は、すぐに目を洗い、うがいをし
て保健所（0532-39-9122）へ連絡してください。

光化学スモッ 光化学スモッグ情報
愛知県は本日１７時１０分
55 H22.7.21 グ情報
豊橋区域に発令していた光化学スモッグ予報を解除しました。

○発生日時 平成22年7月21日（水） 午後4時ごろ ○発生場
所 豊橋市春日町地内 ○状況 帰宅途中の女子生徒が、前
56 H22.7.22 不審者情報
から歩いてきた男（30～40歳、170cm位、短髪、白シャツ、黒メ
ガネ、サラリーマン風）に、すれ違いざまに体を触られた。

食中毒警報発令情報
愛知県は7月22日（木）午前11時、食中毒警報を発令しました。
■発令基準
・気温30℃以上が10時間以上継続したとき、又はそれが予想さ
れるとき。
■注意事項
食中毒警報 １ なま物はできるだけ避け、十分に加熱して食べましょう。
57 H22.7.22 発令情報
２ 調理後の食品は、早く食べ、長時間放置しないようにしま
しょう。
※ 発令された警報は、発令時から48時間継続し、その後自動
的に解除されます。
■情報配信
豊橋市保健所 生活衛生課
0532－39－9124
光化学スモッグ情報
愛知県は本日１１時５０分
光化学スモッ 豊橋地区に光化学スモッグ予報を発令しました。
○注意事項
58 H22.7.22 グ情報
・屋外になるべく出ないようにしてください。
・目やノドに痛みを感じた場合は、すぐに目を洗い、うがいをし
て保健所（0532-39-9122）へ連絡してください。
光化学スモッグ情報
愛知県は本日１３時５０分
豊橋区域において発令されていた光化学スモッグ予報を注意
光化学スモッ
報に切り替えました。
59 H22.7.22 グ情報
○注意事項
・屋外になるべく出ないようにしてください。
・目やノドに痛みを感じた場合は、すぐに眼を洗い、うがいをし
て保健所（0532-39-9122）へ連絡してください。

○発生日時 平成22年7月21日（水） 午後5時30分ごろ ○発
生場所 豊橋市芦原町地内 ○状況 通行中の女性に対し、男
60 H22.7.22 不審者情報 （170ｃｍ位、中肉、茶色短髪、オレンジ色半袖Ｔシャツ、ベー
ジュのハーフパンツ）が、「コンビニ知らない」と声をかけ、体を
触った。

光化学スモッグ情報
光化学ス
愛知県は本日１６時１５分
61 H22.7.22 モッグ情報
豊橋区域に発令していた光化学スモッグ注意報を解除しまし
た。

○発生日時 平成22年7月23日（金） 午前8時35分ごろ ○発
生場所 豊橋市北山町地内 ○状況 男（30～35歳位、170ｃｍ
62 H22.7.23 不審者情報 位、やせ型、茶髪、白色Ｔシャツ、ジーパン）が、下半身を露出し
た状態で座り込んで、登校中の女子児童3名を見ていたようで
ある。

○発生日時 平成22年7月23日（金） 午前8時45分ごろ ○発
生場所 豊橋市東小池町地内 ○状況 登校中の女性に対し、
男（20～30代、身長：低め、茶髪、白色Ｔシャツ、紺の短パン、サ
63 H22.7.23 不審者情報
ンダル）が、「小池駅はどこですか」などと声をかけ、性器を露出
した。※発生場所付近では、同様の事件が連続発生しておりま
すので、ご注意ください。

64 H22.7.25

○発生日時 平成22年7月24日（土） 午後6時10分ごろ ○発
死亡事故発
生場所 豊橋市老津町地内 ○状況 自転車で国道を横断中
生情報
の80歳代の女性が車にはねられ死亡。

65 H22.7.29

○発生日時 平成22年7月29日（木） 午前7時00分ごろ ○発
交通死亡事
生場所 豊橋市大清水町地内 ○状況 軽四乗用車と原付が
故発生情報
出会い頭に衝突し、原付に乗った70歳代の女性が死亡。

○発生日時 平成22年7月29日（木） 午後8時30分ごろ ○発
生場所 豊橋市南栄町地内 ○状況 女子生徒が駅のホーム
にいたところ、線路沿いの自転車駐輪場にいた男（20～30代、
66 H22.7.30 不審者情報
身長160～170cm、黒っぽい服、普通体型）が下半身を露出し
た。※発生場所付近では、同様の事件が連続発生しております
ので、ご注意ください。
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○発生日時 平成22年8月2日（月） 午前9時頃 ○発生場所
死亡事故発 豊橋市池見町地内 ○状況 信号交差点で、北進右折中の普
H22.8.2
通乗用車と南進中の自動二輪車が衝突し、自動二輪車に乗っ
生情報
ていた30歳代男性が死亡。
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○発生日時 平成22年8月2日（月） 午後4時45分ごろ ○発生
場所 豊橋市若松町地内 ○状況 下校中の児童が、後ろから
H22.8.3 不審者情報 近づいた緑色の小さい車（年齢不詳、黒っぽい服着用、髭有
り、太った男運転）に足を踏まれた。車はスピードをあげ、サン
ヒル若松方面に逃走した。
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（１）
○発生日時 平成22年8月4日（水）午後0時50分頃 ○発生場
所 富本町地内 ○状況 公園で友達と待ち合わせ中、知らな
い男（黒っぽい髪、白のTシャツ、紫色の半ズボン）が近寄って
きたので、近くの友達の家に逃げ込んだ。
H22.8.4 不審者情報
（２）
○発生日時 平成22年8月4日（水）午後1時00分頃 ○発生場
所 小向町地内 ○状況 登校中の児童に、銀色の自転車に
乗った男（初老、中背、やせ型、着帽、白いシャツ、ジーンズ）が
下半身を露出した。
食中毒警報発令情報
愛知県は8月16日（月）午前11時、食中毒警報を発令しました。

■発令基準
・気温30℃以上が10時間以上継続したとき、又はそれが予想さ
れるとき。
・24時間以内に急激に気温が上昇して、その差が10℃以上の
食中毒警報 とき、又はそれが予想されるとき。
70 H22.8.16 発令情報
■注意事項
１ なま物はできるだけ避け、十分に加熱して食べましょう。
２ 調理後の食品は、早く食べ、長時間放置しないようにしま
しょう。
※ 発令された警報は、発令時から48時間継続し、その後自動
的に解除されます。

○発生日時 平成22年8月30日（月） 12:10ごろ ○発生場所
豊橋市中岩田町地内
○状況 下校中の女子児童が、自転車
71 H22.8.30 不審者情報
に乗った男（50～60歳代、170cm、やせ型、白のＴシャツ、茶の
短パン、白の帽子）に、体を触られた。
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○発生日時 平成22年9月6日（月） 午後6時30分ころ ○発生
死亡事故発 場所 豊橋市杉山町地内 ○状況 市道で、西進中の軽四貨
H22.9.7
物自動車が西進中のキャベツ移植機を手押しした歩行者と衝
生情報
突し、70歳代の男性（歩行者）が死亡

光化学スモッグ情報
愛知県は本日１３時３５分
豊橋地区に光化学スモッグ予報を発令しました。
光化学スモッ
○注意事項
73 H22.9.11 グ情報
・屋外になるべく出ないようにしてください。
・目やノドに痛みを感じた場合は、すぐに目を洗い、うがいをし
て保健所（0532-39-9122）へ連絡してください。

○発生日時 平成22年9月15日（水） 午後3時30分ごろ ○発
生場所 豊橋市飯村南三丁目地内 ○状況 下校中の児童
74 H22.9.15 不審者情報
が、白い車に乗った男に手を引っ張られ、車に乗せられそうに
なったが、走って逃げた。

(1)発生日時 平成22年9月21日（火） 午後3時30分ごろ ○発
生場所 豊橋市柱三番町地内 ○状況 下校中の女子児童
が、正面から歩いてきた3人グループのうちの一人の男(緑T
シャツ、黒ズボン、170cm～175cm)から写真を撮られた。
75 H22.9.23 不審者情報
(2)発生日時 平成22年9月22日（水） 午後5時45分ごろ ○発
生場所 豊橋市富士見町地内 ○状況 下校中の女子生徒
が、前方から来て停車した軽自動車の男(50～60才、Tシャツ、
短い白髪、日焼け顔)から、携帯電話で写真を撮られた。

○発生日時 平成22年9月27日（月）午後3時30分ごろ ○発生
場所
豊橋市有楽町地内 ○状況 一人で下校中の男子児童
76 H22.9.28 不審者情報
に自転車に乗った男（中年、白髪交じり、帽子）が立ち止まり、
執拗に声かけされたため、走って逃げた。

○発生日時 平成22年10月4日（月） 午前8時35分ごろ ○発
生場所 豊橋市老津町地内 ○状況 女性が電車から降りた
77 H22.10.5 不審者情報 時、一緒に降りてきた男(30歳位、170cm位、黒短髪、青色フー
ド付上着、ジーパン)に携帯電話で盗撮された。友人が気付き
大声を出したところ、男は走って逃げた。

○発生日時 平成22年10月6日（水） 午後6時30分ごろ ○発
生場所 豊橋市下地町地内 ○発生状況 帰宅した児童が、自
78 H22.10.7 不審者情報 転車を降りようとしたところ後ろからいきなり男（白のカッター
シャツ着用）に抱きつかれた。怖くなったのですぐに自宅に入り
鍵を掛けた。

○発生日時 平成22年10月6日（水） 午後6時30分ごろ ○発
生場所 豊橋市下五井町地内 ○発生状況 友達と話していた
79 H22.10.7 不審者情報
児童が、男（高校生風、痩せ型、白色カッターシャツ・黒色ズボ
ン）に追い掛けられたが、友達の家に逃げ被害はなかった。

本日、豊橋市内で警察官をかたり、「あなたの預金通帳が犯罪
に使われている。家に行って確認したい」という不審な電話が
注意喚起情 連続発生！
80 H22.10.7
●警察官が自宅を訪問してキャッシュカード等を預かったり、暗
報
証番号を聞くことはありません！
●不審電話があればすぐに警察に通報を！

○発生日時 平成22年10月7日（木） 午後4時00分ごろ ○発
生場所 豊橋市東田町地内 ○発生状況 友達の家へ行く途
中の児童が、突然、男（60～70歳位、150～160cm位、茶色っぽ
81 H22.10.8 不審者情報
い髪、黄土色の上着、薄緑色のズボン）に手をつかまれ「誰も
いないよ。」と言われた。びっくりして手を振り払い友達の家へ
逃げ込んだ。

○発生日時 平成22年10月7日（木） 午後3時15分ごろ ○発
生場所 豊橋市大岩町地内 ○発生状況 下校中の児童が、
車から降りてきた女（45～50歳位、黒っぽい服、短髪ボサボサ）
82 H22.10.8 不審者情報 に無言で身体を触られた。そのすぐ後、別の車から降りてきた
男（45～50歳位、灰色シャツ、茶色ズボン、短髪ボサボサ）に声
を掛けられ、後ろから肩を触られた。いずれも犯人は直ぐにそ
の場を立ち去った。

下地町地内で不審者が連続発生
○発生日時：10月12日（火）16:20ごろ、16：30ごろ ○発生場
83 H22.10.13 不審者情報 所；豊橋市下地町地内 ○発生状況：
歩行中の複数の女子児童に、自転車に乗った男（高校生風、
紺色ブレザー、カッターシャツ）が、下半身を露出した。

○発生日時 平成22年10月18日（月） 午後6時50分ごろ ○発
生場所 豊橋市豊清町地内 ○状況 国道を西進中の軽四自
死亡事故発
動車と道路上を歩行中の７０歳代の男性が衝突し、歩行中の７
84 H22.10.19
生情報
０歳代の男性が死亡。※夕暮れ時には反射材を身につけるな
ど、事故対策をしましょう。

○発生日時 平成22年10月19日（火） 午後4時30分ごろ ○発
生場所 豊橋市牟呂町地内 ○状況 下校中の女子生徒が、
85 H22.10.20 不審者情報 男（40歳位、175cm位、がっしりした体格、短髪、紺色スーツ）に
後をつけられた。生徒が逃げたところ、男は追いかけてきたが、
自宅に逃げ込み、被害はなかった。

○発生日時 平成22年10月27日（水） 午前7時35分ごろ ○発
生場所 豊橋市牛川町地内 ○状況 登校中の女子児童が、
86 H22.10.27 不審者情報
男（170cm位、黒い長ズボン、長袖）に、「寒そうだね」と声を掛
けられ、体を触られた。

○発生日時 平成22年11月2日（火） 午後7時05分ごろ ○発
生場所 豊橋市天伯町地内 ○状況 店舗駐車場に入ろうとし
重体事故発
た北進右折の普通乗用車（30歳代男性）と南進の原動機付自
87 H22.11.4
生情報
転車（10歳代男性）が衝突し、原動機付自転車の運転者が意
識不明の重体。

(1)発生日時 平成22年11月11日（木） 午後3時20分ごろ ○発
生場所 豊橋市多米中町一丁目地内 ○状況 下校中の児童
が、男(40～60歳位、顔にシワが多い)から「お金をあげるから、
こっちおいで」と声を掛けられたが、大声で断り、走って逃げた。
(2)発生日時 平成22年11月11日（木） 午後9時00分ごろ ○発
88 H22.11.12 不審者情報
生場所 豊橋市二川町地内 ○状況 帰宅途中の女子生徒
が、男（20歳後半、身長172～3cm、黒髪ボサボサ、白色ジャー
ジ）に背後から抱きつかれ倒され、体を触られた。別の女子生
徒は同一犯と見られる男に後をつけられ、至近距離から石を投
げつけられた。

豊橋市内でひったくりが発生
街頭犯罪情 ○発生日時：11月13日（土）午後11：50ごろ ○発生場所；牛川
89 H22.11.15
町地内 ○発生状況：徒歩で帰宅中の30歳代女性が、後方か
報
ら徒歩で来た男に、手提げバッグをひったくられた。

○発生日時 平成22年11月13日（土） 午後3時00分ごろ ○発
生場所
豊橋市北島町地内 ○状況 男１名（年齢40歳位、身
90 H22.11.15 不審者情報
長170cm、体型普通、ジーパン、赤のチェック長袖）が、公園で
遊戯中の女子児童に対し下半身を露出した。

11月に入り犯罪が多発しています。
特に、自転車の盗難被害が多発しており、駅やマンションの
自転車置き場でも発生しています。鍵が掛けてあるにもかかわ
街頭犯罪多
らず、被害にあっています。ツーロック等の対策が有効です。
91 H22.11.16
発情報
また、金庫破り、事務所荒し、建設会社等の資材置場荒し（建
設機械等の盗難）の被害も多発しています。
会社事務所・資材置場等の防犯対策の強化をしましょう。

○発生日時 平成22年11月25日（木） 午後0時25分ごろ ○発
死亡事故発 生場所 豊橋市牛川薬師町地内 ○状況 信号のある県道交
92 H22.11.26
差点でトラックと自転車が衝突し、自転車に乗った80歳代の男
生情報
性が死亡。

■感染症情報（感染性胃腸炎警報）豊橋市は、市内で感染性
胃腸炎の患者が増加したため、感染性胃腸炎警報を発令しま
した。
感染性胃腸炎は、原因となるノロウイルスなどが手や食品を
93 H22.11.30 感染症情報 介して経口感染しておこります。
食事の前やトイレの後は石鹸を使って十分に手洗いをし、食
品は十分に加熱をして、感染を予防しましょう。■警報発令日
平成22年11月29日■情報配信 豊橋市保健所 健康政策課
電話 0532-39-9104
○発生日時：12月1日（水）午後4:10ごろ ○発生場所；豊橋市
有楽町地内 ○発生状況：下校中の女子児童に、自転車に
94 H22.12.1 不審者情報 乗った男（中年、体格：普通、紺色ジャージ、ベージュズボン）
が、下半身を露出した。児童が走って逃げたところ、男はその
後を追ってきた。

○発生日時 平成22年12月3日（金） 午後4時30分ごろ ○発
生場所 豊橋市東小田原町地内 ○状況 下校中の男子生徒
が、白のワンボックスカーに乗った男（20～30歳位、170cm位、
95 H22.12.6 不審者情報
中肉、白マスク、眼鏡、上下黒色ウィンドブレーカー）に、車の中
へ引きずり込まれた。しばらく車で走り、途中で「降りろ」と言わ
れ車を降ろされた。

○発生日時 平成22年12月12日（日） 午後5時ごろ ○発生場
所 豊橋市牛川町地内 ○状況 男（10歳代位、170cm、痩せ
96 H22.12.13 不審者情報
型、頭髪短め）が、公園で遊んでいた男子児童に声を掛け、体
を触ろうとした。

○発生日時 平成22年12月14日（火） 午後3時45分ごろ ○発
生場所 豊橋市前畑町地内 ○状況 自転車に乗った帰宅途
97 H22.12.15 不審者情報 中の男子児童が、不審な女（20歳代、160cm位、細身、茶色い
服、ズボン、ショートヘアー、白い携帯電話）に、自宅玄関前ま
で後をつけられた。

○発生日時 平成22年12月15日（水） 午後0時05分ごろ ○発
死亡事故発 生場所 豊橋市三ツ相町地内 ○状況 50歳代の男性が運転
98 H22.12.16
する軽自動車が道路わきのコンクリート壁に衝突し、運転手の
生情報
男性が死亡。

○発生日時 平成22年12月15日（水） 午後7時ごろ ○発生場
所 豊橋市下地町地内 ○状況 自転車で帰宅中の女子生徒
99 H22.12.16 不審者情報 が、後ろから自転車で来た男（30～40歳代、身長高め、上下黒
ジャージ）に、体を触られた。付近でも同様の手口による被害が
発生していますので、ご注意ください。

豊橋市内でひったくりが発生
○発生日時：12月21日（火）午前10時ごろ ○発生場所；雲谷
街頭犯罪情
町地内 ○発生状況：自転車で走行中の70歳代女性が、後方
100 H22.12.22
報
から原付バイクで来た男（年齢若め、白ヘルメット、赤ジャン
パー）に、前カゴに入れていたバッグをひったくられた。
(1)発生日時 平成22年12月22日（水） 午後5時ごろ ○発生場
所 豊橋市瓦町通一丁目地内 ○状況 下校中の男子生徒
が、自転車の男(50歳代位、中肉中背、頭髪薄め)に、すれ違い
ざまに頭をたたかれた。
101 H22.12.24 不審者情報 (2)発生日時 平成22年12月22日（水） 午後5時15分ごろ ○発
生場所 豊橋市飯村南四丁目町地内 ○状況 帰宅中の男子
児童が、黒いミニバンで停車中の男(40歳～50歳位、白作業
服、黒帽子、サングラス)に、「お菓子を買ってあげるから、車に
乗らない」と声をかけられた。

豊橋市内でひったくりが発生
○発生日時 平成22年12月28日（火）午後0時35分ごろ ○発
生場所 花田町地内 ○発生状況 自転車で帰宅途中の80歳
街頭犯罪情
代女性が、男（30～40歳代、身長180cm位、中肉、ボサボサ
102 H22.12.28
報
頭、メガネなし、黒か茶色のコートかジャンパー）に声を掛けら
れ、立ち止まったところカゴに入れていた手提げカバンをひった
くられた。
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○発生日時 平成23年1月4日（火） 午後4時45分ごろ ○発生
重体事故発 場所 豊橋市高洲町地内 ○状況 東進中の軽四乗用車（20
H23.1.5
歳代女性）と北進横断中の自転車（80歳代女性）が衝突し、自
生情報
転車の女性が重体。

豊橋市では、平成23年1月17日から23日の1定点医療機関あた
りのインフルエンザ患者報告数が34.08人となっており国立感染
症研究所が「警報・注意報システム」で警報と定めている30人
を超えました（警報レベルに達しました）
インフルエ ■注意事項
1 手洗い・うがいをこまめに行う
ンザ流行情
104 H23.1.24
2 咳エチケットの励行
報
3 症状がでたら速やかに医療機関を受診する
■情報配信
豊橋市保健所 健康政策課
0532-39-9104

○発生日時 平成23年1月25日（火） 午前8時55分ごろ ○発
交通死亡事 生場所 豊橋市吉川町地内 ○状況 片側一車線の道路を走
105 H23.1.26
故発生情報 行中の普通乗用車（70歳代男性）と横断中の自転車（80歳代男
性）が衝突し、自転車の男性が死亡。

○発生日時 平成23年1月26日（水） 午前8時ごろ ○発生場
所 豊橋市大岩町地内 ○状況 自転車で登校中の女子生徒
106 H23.1.26 不審者情報 が、男（40歳前後、身長170cm位、短髪、グレーのパーカー）
に、声をかけられた。女子生徒が逃げたところ、男は追いかけ
てきた。

昨日、豊橋市内で息子を装い「携帯電話が壊れた」「のどの調
注意喚起情 子が悪い」などといった不審な電話がありました。不審な電話を
107 H23.1.28
受けた場合は、周囲に相談し、本人確認を徹底するなど被害に
報
遭わないように注意しましょう。

○発生日時 平成23年1月27日（木） 午後3時ごろ ○発生場
所 豊橋市牛川町地内 ○状況 集団下校中の児童が、男（70
108 H23.1.28 不審者情報 歳位、白髪、白い上着、黒ズボン、サングラス、マスク）に、声を
かけられ体を触られた。昨年10月にも同一人物と思われる男
が同様の行為に及んでいます。

○発生日時 平成23年1月28日（金） 午後1時40分ごろ ○発
交通死亡事 生場所 豊橋市福岡町地内 ○状況 普通乗用車と原付が信
109 H23.1.28
故発生情報 号交差点で出会い頭に衝突し、60代女性が死亡

交通死亡事 市内において連続2件の交通死亡事故が発生しました。被害
110 H23.1.31 故多発警報 者、加害者とも高齢者の事故でした。交差点侵入や道路横断
には十分注意し、交通事故に遭わないようにしましょう。
発令
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○発生日時 平成23年2月5日（土） 午後3時ごろ ○発生場所
豊橋市草間町地内 ○状況 帰宅中の女子児童が、若い男
H23.2.7 不審者情報
（黒のフード付ジャンパー・ジーパン、マスク、自転車）に、しつこ
く声を掛けられたが無視していると男は逃げて行った。

○発生日時 平成23年2月13日（日） 午後1時ごろ ○発生場
所 豊橋市北山町地内 ○状況 公園で遊んでいた児童らが、
112 H23.2.14 不審者情報 男（40～50才、160cm位、体格太め、短髪、ジャージ、黒ジャン
パー、自転車）に、声を掛けられ、自転車で他の場所に行こうと
誘われたが、途中で付いていくことをやめた。清掃

2月15日（火）から17日（木）の間に昨年と同数の火災死者２名
が発生しました。県下でも火災死者増加の傾向にあり、注意が
必要です。火元から絶対に離れない、離れるときは「必ず火を
注意喚起情 消す」を心がけましょう。
113 H23.2.18
●調理器具（ガスコンロなど）のそばを離れるときは、必ず火を
報
消す。
●たばこの火はしっかりと消す。
●火災の発生を知らせる住宅用火災警報器を設置する。
昨夜、豊橋市内で、息子をかたり「電話番号が変わった」という
不審な電話がありました。
114

H23.3.4

注意喚起情
息子をかたった不審な電話を受けた場合は
報
●息子の今までの電話番号に確認を！
●すぐに警察に相談を！

○発生日時 平成23年3月17日（木） 午後3時20分ごろ ○発
生場所 豊橋市柱七番町地内 ○状況 自転車に乗った男（30
115 H23.3.18 不審者情報 ～40代、身長：170cm位、中肉中背、黒髪、紺色ベースボール
ジャケット、銀色自転車）が、公園で遊んでいた児童に性器を露
出した。

○発生日時 平成23年3月18日（金） 午前10時35分ごろ ○発
死亡事故発 生場所 豊橋市船町地内 ○状況 北進右折の普通乗用車と
116 H23.3.19
西進中の自転車が、信号のない交差点で衝突し、70歳代女性
生情報
が死亡

昨日、警察官を騙ってカードをだまし取る事案が発生しました。
117 H23.3.31

注意喚起情
●警察官が暗証番号を聞くことはありません。
報
●電話帳に女性名で掲載されている方は特にご注意下さい。
●不審な電話があれば、すぐに警察に連絡して下さい。

