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本文（抜粋）

●振り込め詐欺にご注意を
○市内で息子や孫等を騙ったオレオレ詐欺の予兆電話が多発しています
※家族などからの突然の電話には冷静に対応しましょう。息子や孫等を騙って「電話番号が変わっ
H27.4.1 注意喚起情報 た」と連絡してきても以前から知っている連絡先に確認しましょう。不審な電話があったら、豊橋警察
署(54-0110)に通報しましょう

H27.4.2 不審者情報

H27.4.6 不審者情報

○発生日時 平成27年4月2日(木)午後3時30分頃
○発生場所 飯村北三丁目地内
○状況 登校中の女子生徒らが、自転車の男（20代、170ｃｍ位、体格普通、短髪・黒髪、赤いシャ
ツ、ショルダーバッグ）にいきなり写真を撮られた。
○発生日時 平成27年4月5日(日)午後5時15分頃
○発生場所 野田町地内
○状況 帰宅途中の女子生徒が、つけてきたの男（30代、170ｃｍ位、中肉中背、アフロの様な頭髪、
青いジャンバー、ジーパン）に体を触られた。

●市内で車両の部品ねらいが多発しています
○発生期間 平成27年4月1日（水）〜4月6日（月）
○発生校区 芦原、磯辺、津田、幸、羽根井校区
街頭犯罪多発 ○発生状況 車両のバッテリーなどが盗まれる部品ねらいが多発しています。
H27.4.7
※駐車場を明るくする、セキュリティシステムを使用するなど防犯対策をしましょう。
情報

H27.4.9 注意喚起情報

H27.4.14 不審者情報

H27.4.14 不審者情報

H27.4.17 不審者情報

H27.4.23 注意喚起情報

●特殊詐欺に対する警戒警報が発令されました
○孫を騙ったオレオレ詐欺、保険金の還付金詐欺の電話が市内にかかってきています。
※上記のような電話には、家族等に相談する、関係機関へ確認するなど、冷静に対応しましょう。不
審な電話があったら、豊橋警察署(54-0110)に通報しましょう。

○発生日時 平成27年4月13日(月)午後5時頃
○発生場所 多米中町から多米東町地内
○状況 下校途中の女子生徒が、車に乗った男に「乗っていかないか」と執拗に声をかけた。
○発生日時 平成27年4月14日(火)午前7時35分頃
○発生場所 杉山町地内
○状況 登校中の児童らが男（40代、170ｃｍ程度、細身、白かグレーの長そでとズボン、透明のビ
ニール傘）に写真を撮られた。
○発生日時 平成27年4月15日(水)午後6時30分頃
○発生場所 大岩町地内
○状況 下校中の女子生徒が原付バイクに乗った見知らぬ男（20〜30歳位、160ｃｍ位、中肉中背、
作業服のような黒服、喫煙）に学校名、姓名、住所等を聞かれた。
●食品の訪問販売にご注意
○市内の高齢者宅に業者が訪問し、果物を威嚇されて買わされたという情報が多く寄せられていま
す。必要ない場合は、きっぱり断りましょう。
○訪問販売では断った後の再勧誘や脅す行為は禁止されています。断った後に居座られたり、脅さ
れて身の危険を感じたら、警察に相談してください。（豊橋警察署54-0110）
豊橋市消費生活相談室 ５１−２３０５
（月〜金） １０時から１６時３０分

10

11

●特殊詐欺にご注意ください
○市役所の健康保険課の職員を名乗る還付金詐欺が発生しました。また、国保年金課から還付金
があるという不審な電話も多発しています。
H27.4.23 注意喚起情報 ※市役所の国保年金課では口座番号を電話で聞くことはありません。また、金融機関のＡＴＭへ行く
よう指示することもありません。不審な電話はまず確認（市役所国保年金課51-2289）し、警察（540110）に通報しましょう。

H27.4.23 不審者情報

○発生日時 平成27年4月22日(水)午前8時00分頃
○発生場所 飯村北二丁目地内
○状況 登校中の女子生徒に男（60代、155〜160cm程、細身〜普通、帽子、白と茶色のチェックの
上着、黄土色の綿パンツ）が舌を出しながら顔を近づけてきた。
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№

12

13

14

15

16

17

18

19

20

配信日

件名（抜粋）

H27.4.24 不審者情報

本文（抜粋）

○発生日時 平成27年4月23日(木)午後3時30分頃
○発生場所 福岡町地内
○状況 下校中の女子児童らが男（20代後半〜30代前半、165cm、がっちりした体格、日焼け、足を
引きずっている、黒い帽子）につきまとわれた。

○発生日時 平成27年4月27日（月）午前5時45分頃 ○発生場所 三ノ輪町地内 ○状況 国道1号
線の信号交差点を東進の自転車と南進の普通乗用車が出合頭に衝突し、自転車に乗っていた60代
交通死亡事故 女性が死亡 ※信号をよく確認して道路横断しましょう。車はスピードを控えめに前方をよく確認して
H27.4.27
情報
走りましょう。

H27.4.28 不審者情報

H27.4.28 不審者情報

○発生日時 平成27年4月27日(月)午後3時15分頃
○発生場所 松葉町三丁目地内
○状況 信号待ちをしていた女子児童に男（30代、170cm程、ぽっちゃり、短髪、白と青のチェックの
半袖、ジーパン、白い自転車）が「今日は暑いね」と声をかけ下半身を露出、後をつけてきた。
○発生日時 平成27年4月28日(火)午前11時頃
○発生場所 向山町地内
○状況 学校内にいた見知らぬ男（20〜30歳位、170ｃｍ位、細身、灰色のヨットパーカー、ブルー
ジーンズ）に職員が声をかけたところ、その場しのぎの言い訳をし、逃走した。

○発生日時 平成27年4月28日(火)午後3時頃
○発生場所 中橋良町地内
H27.4.28 不審者情報
○状況 遊んでいた女子児童が男（高齢、禿頭、茶色の服）に「またを開け」と声をかけられ、自転車
で追いかけられた。
●ＧＷ中の空き巣や事務所荒らしにご注意ください
○留守になりがちなこの時期は侵入盗が多発します。対策としては、雨戸やシャッターを閉める、確
実な施錠と補助錠の利用、近所の方への声かけ、新聞配達をとめる、セキュリティのセット、事務所
H27.4.30 注意喚起情報 には現金等を保管しない、などがあります。複数の対策をし被害防止に努めましょう。

H27.5.8 不審者情報

○発生日時 平成27年5月7日(木)午後5時頃
○発生場所 大村町地内
○状況 下校中の女子児童が灰色の軽自動車に乗った男（40代、灰色の服、眼鏡）に何度もクラク
ションを鳴らされ、通り過ぎる際に割りばしのようなものを投げつけられた。

○発生日時 平成27年5月12日（火）午前9時頃 ○発生場所 牟呂町地内 ○状況 信号機のない
交差点で、南進の原付と東進の普通乗用車が出合頭に衝突し、原付に乗っていた70代女性が死亡
交通死亡事故 ※一時停止では必ず停止し、左右の安全確認をしましょう。見通しの悪い交差点では、速度を落とし
H27.5.13
て徐行しましょう。通り慣れた道路では特に意識しましょう。
情報

H27.5.15 不審者情報

○発生日時 平成27年5月14日(木)午後4時頃
○発生場所 飯村町地内
○状況 下校中の女子生徒にリュックを背負った６０才代の男（160ｃｍ位、茶色のベスト、黒の長ズ
ボン、緑色のニット帽）が大きな声を上げ、石を投げつけた。
１．○発生日時 平成27年5月18日(月)午後6時頃
○発生場所 三ツ相町地内
○状況 女子児童が、自転車に乗った男（25〜35歳、痩せ形、パーマをかけた短めの頭髪、作業着）
に、待ち構えられて写真を撮られた。
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H27.5.19 不審者情報

H27.5.20 不審者情報

２．○発生日時 平成27年5月18日(月)午後7時頃
○発生場所 大崎町地内
○状況 下校中の女子生徒が、黒い軽自動車から降りてきた男（20〜30歳代、170ｃｍ位、ジーパン、
黒のジャケット、日本語片言、ガッチリ型の外国人風）に声を掛けられ、手首を掴まれたが、振り切っ
て逃げた,。
○発生日時 平成27年5月18日(月)午後5時40分頃
○発生場所 前田南町一丁目付近
○状況 散歩中の女子児童が意図的に近づいてきた自転車に足をひかれた。（運転者は年齢不明
の男、中肉中背、短髪、半袖シャツ、黒の長ズボン、暗色のスニーカー・キャップ、ななめ掛けバッグ）
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○配信実績
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配信日

件名（抜粋）

H27.5.20 不審者情報

H27.5.22 不審者情報

本文（抜粋）

○発生日時 平成27年5月20日(木)午後3時50分頃
○発生場所 飯村町地内
○状況 下校中の女子生徒が黒色系軽自動車に乗った男（20代、茶髪）に車に乗るよう声をかけら
れた。断ると卑わいな言葉をかけてきた。
○発生日時 平成27年5月21日(木)午後5時頃
○発生場所 富士見台六丁目地内
○状況 中年の男（170cm位、中肉中背、ニット帽、黒いマスク、白い半袖シャツ、黒ズボン）が、駐車
場の物陰から女性の写真を撮っていた。

●振り込め詐欺にご注意を
○市内で警察官を騙った振り込め詐欺の前兆電話がかかっています。
※その他オレオレ詐欺など振り込め詐欺が市内で多発しています。「自分だけは騙されない」と過信
H27.5.25 注意喚起情報 せず、「誰でも騙される可能性がある」と考え十分気をつけましょう。不審な電話があったら、豊橋警
察署(54-0110)に通報しましょう。
●特殊詐欺にご注意を
○市役所国保年金課を騙り「保険料の払い戻しがありますので、銀行名と携帯電話の番号を教えて
ほしい」といった還付金詐欺と思われる電話がかかっています。
※このような電話があったら「何課のどなたですか」と尋ねるとともに、関係機関に確認するなど冷静
H27.5.26 注意喚起情報 に対応しましょう。また、不審な電話があったら、豊橋警察署(54-0110)に通報しましょう。

H27.5.26 不審者情報

○発生日時 平成27年5月26日(火)午後4時10分頃
○発生場所 山田一番町付近
○状況 下校中の女子児童がすれ違い後男（40歳代、白髪まじり、やせぎみ、白シャツ、短めのブ
ルージーンズ）追いかけられた。

●空き巣が多発しています
○発生期間 平成27年5月26日（火）〜27日（水）
街頭犯罪多発 ○発生場所 神野新田町、向山西町、佐藤二丁目、つつじが丘三丁目、北山町地内
H27.5.27
○状況 住宅の窓ガラスを割るなどして侵入し、現金等が盗まれた。
情報
※窓には防犯フィルムや補助錠を使用するなど防犯対策をしましょう。

H27.5.29 不審者情報

H27.6.1 不審者情報

H27.6.3 不審者情報

H27.6.4 不審者情報

○発生日時 平成27年5月28日(木)午後4時15分頃
○発生場所 野依町地内
○状況 自転車に乗っていた女子児童が、茶色の軽ワゴン車に乗った女（50〜70歳位、短めの頭
髪、白い服、メガネ）に「乗っていく」と声をかけられたため、怖くなりＵターンして逃げたが追いかけら
れた。
○発生日時 平成27年5月31日(日)午後1時30分頃
○発生場所 飯村町地内
○状況 女子生徒が銀色の軽自動車に乗った男（20〜30代、176ｃｍ程、少し太め、黒のポロシャツ・
ジーンズ）に「車で一緒に駅に行かない？」と声をかけられた。断ると、男が1万円を見せ強引に車に
乗せようとしたが、振り切って逃げた。
○発生日時 平成27年6月2日(火)午後5時40分頃
○発生場所 多米東町地内
○状況 下校中の女子児童らが男（50〜60代、160〜170ｃｍ、中肉中背、グレーの半袖・ジーパン、
帽子、サングラス、マスク）に声をかけられ、氏名、学年、家の場所などをしつこく聞かれた。
○発生日時 平成27年6月3日(水)午後5時頃
○発生場所 豊岡町地内
○状況 2人で下校中の男子児童が、3人組の若い男（後部座席：金髪、グレーのワンボックスカー）
に「雨が降るから家まで送る」と声をかけられた。同様の情報、他にあり。

●市内で事務所荒し、住宅侵入など（未遂を含む）が多発しました
○発生日時 平成27年6月6日（土）〜8日（月）
街頭犯罪多発 ○発生場所 花田町、東脇三丁目地内
H27.6.9
○状況 窓ガラスなどを破って事務所や住宅へ侵入する犯罪が多発しました。現金等が盗まれる被
情報
害も発生しています。※窓に防犯フィルムを貼ったり補助錠を設置するなど防犯対策をしましょう。

3 / 15 ページ

○配信実績
№
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配信日

件名（抜粋）

本文（抜粋）

H27.6.9 不審者情報

○発生日時 平成27年6月8日(月)午後5時20分頃
○発生場所 三ノ輪町四丁目地内
○状況 下校中の女子生徒に3人組の男（30歳位、太り気味、1人は裸）が乗った黒い大型車が近づ
いてきて、窓やドアを開け手招きした。

H27.6.10 不審者情報

○発生日時 平成27年6月9日(火)午後6時頃
○発生場所 草間町地内
○状況 下校中の男子児童が、自転車で後ろから近づいてきた男（30歳代位、ドラえもん模様の服）
にしゃがむよう強く言われ、強引に押さえつけられた。

１．○発生日時 平成27年6月10日(水)午後4時30分頃
○発生場所 高洲町地内
○状況 下校中の女子児童が、白い普通自動車から降りてきた男（30歳過ぎ、中肉中背、青いチェッ
クの上着、四角いメガネ、薄いひげ）から、「パンツ見せて」と何度も声をかけられた。
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H27.6.11 不審者情報

H27.6.15 不審者情報

H27.6.17 不審者情報

H27.6.18 不審者情報

H27.6.19 不審者情報

２．○発生日時 平成27年6月10日(水)午後5時30分頃
○発生場所 中野町地内
○状況 ひとりで公園にいた男子児童が、男（30〜40歳位、白か灰色のＴシャツ、シルバーの自転
車）に声を掛けられ、「立って」「座って」「ひざまづいて」などと指示された。

○発生日時 平成27年6月15日(月)午後5時20分頃
○発生場所 草間町地内
○状況 家の近くで児童が、男（40才位、175cm位、細身、黒の短髪、緑のＴシャツ、グレーのズボン、
白のスニーカー）から「一緒に遊ばない」と声をかけられ、手をひっぱられた。児童が「助けて」と叫ん
だため、男は逃げ去った。

○発生日時 平成27年6月16日(火)午前7時50分頃
○発生場所 二川町地内
○状況 登校中の女子生徒がバイクで近付いてきた男（40代、中肉中背、上：グレーのスウェット、
下：黒のジャージ）に声をかけられた。
○発生日時 平成27年6月17日(水)午後7時頃
○発生場所 佐藤二丁目〜三丁目地内
○状況 下校中の女子生徒らが青色のバイクで近付いてきた外国人風の男（30代、160〜175cm、白
のシャツ、黒のズボン、赤ライン入りの黒い靴、白のヘルメット）に声をかけられた。

○発生日時 平成27年6月19日(金)午後5時頃
○発生場所 八町通三丁目地内
○状況 下校中の女子生徒が自転車に乗った男（30代、ぽっちゃり体型）に夜店に行くかと声をかけ
られ、握手を求められた。
１．○発生日時 平成27年6月20日(土)午後9時頃
○発生場所 多米中町地内
○状況 自転車で帰宅途中の女子生徒が、後ろから来たロードバイクの男に体を触られた。
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H27.6.25 不審者情報

２．○発生日時 平成27年6月24日(水)午後6時頃
○発生場所 岩田町地内
○状況 下校途中の男子児童が、若い男（160cm位、青い帽子、黒いシャツ、ハーフパンツ、赤い模
様の入った黒い靴、ピンクの手袋、自転車）に突き飛ばされた。

H27.6.30 不審者情報

○発生日時 平成27年6月29日(月)午後5時30分頃
○発生場所 中岩田一丁目地内
○状況 下校中の女子生徒が近づいてきた男（30代後半、中肉中背、短髪、緑のボーダーの服）に
「パンツ見えるよ。俺は見えても構わないけどね。」と声をかけられた。

H27.7.1 不審者情報

○発生日時 平成27年7月1日(水)午後6時頃
○発生場所 岩田町地内
○状況 下校途中の男子児童が、後ろから近づいてきた男（160cm位、青い帽子、黒いシャツ、ハー
フパンツ、赤い模様の入った黒い靴、自転車）に頭を掴まれ、電信柱に押さえつけられた。
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○配信実績
№

44

45

配信日

件名（抜粋）

H27.7.7 不審者情報

H27.7.8 不審者情報

本文（抜粋）

○発生日時 平成27年7月6日(月)午後4時30分頃
○発生場所 芦原町地内
○状況 友人宅へ行く途中の男子児童が、黒い車に乗った男（めがね着用）に「あめをあげるよ」など
と声をかけられた。
○発生日時 平成27年7月8日(水)午前7時15分頃
○発生場所 下五井町地内
○状況 登校中の女子生徒が、男（35〜40歳、170ｃｍ程度、小太り、スーツ、半袖シャツ、灰色のセ
ダンタイプの車）に卑猥な言葉をかけられた。
１．○発生日時 平成27年7月8日(水)午後5時25分頃
○発生場所 牧野町地内
○状況 後ろからついてきた男（40〜50歳、160cm位、小太り、黒と白のストライプ、Gパン）が、2人で
下校中の女子児童のスカートをめくり走り去った。

46

H27.7.9 不審者情報

２．○発生日時 平成27年7月8日(水)午後5時35分頃
○発生場所 江島町地内
○状況 男（小太り、グレーのTシャツ、二重あご）が、下校中の女子児童に「ランドセルを見せてよ」と
言って、ついてこようとした。
３．○発生日時 平成27年7月8日（水）午後6時頃
○発生場所 船町地内
○状況 白い車（クラウン）に乗った若い男（茶髪・長髪）が、下校中の生徒らに「こっちに来い」と声を
かけてきた。
１．○発生日時 平成27年7月9日(木)午後3時頃
○発生場所 岩田町地内
○状況 男子児童が帰宅しようとしたところ、自宅に向かってカメラを構えている不審な男（160cm
位、自転車）に気づいた。

47

H27.7.10 不審者情報

２．○発生日時 平成27年7月9日(木)午後4時50分頃
○発生場所 天伯町地内
○状況 公園で遊んでいた男子児童らが黒いワンボックスカーに乗った男（30〜40代、マスク）に追
いかけられ、何度も写真を撮られた。
３．○発生日時 平成27年7月9日（木）午後6時頃
○発生場所 多米東町地内
○状況 公園で遊んでいた男子児童らに、男（60歳位、160〜170cm、茶色系の服、リュック）が「記念
に写真を撮らせて」と声をかけ、無断で写真を撮った。

48

49

50

51

H27.7.13 不審者情報

○発生日時 平成27年7月13日(月)午後3時20分頃
○発生場所 西羽田町地内
○状況 下校中の児童らが車に乗った男（50代、白と青の上下着衣、白かシルバーのセダンタイプ）
に「乗っていきなよ」と声をかけられた。

●振り込め詐欺にご注意を
○振り込め詐欺の前兆電話が市内で多発しています。
※警察官や孫を騙り「鞄を落とした」「車上ねらいの被害にあった」等と言って現金を請求する手口で
街頭犯罪多発 す。不審な相手には、電話番号や暗証番号などを教えず、まずは周りの人に相談しましょう。また、
H27.7.14
情報
振り込め詐欺と思われる電話があったら、豊橋警察署(54-0110)に通報しましょう。

H27.7.23 不審者情報

H27.7.27 不審者情報

○発生日時 平成27年7月22日(水)午後8時50分頃
○発生場所 つつじが丘一丁目地内
○状況 自転車に乗って帰宅中の女子生徒が男（40〜50代、白いＴシャツ、ジャージ、キャップ）に
「食べる物ちょうだい」と声をかけられた。
○発生日時 平成27年7月27日(月)午前7時00分頃
○発生場所 飯村南四丁目地内
○状況 登校中の女子生徒が自転車に乗った男（50歳位、160cm位、小太り、黒色半袖シャツ、ベー
ジュ系長ズボン、黒色の帽子）にわざと数回ぶつけられた。
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○配信実績
№

配信日

件名（抜粋）

本文（抜粋）

食中毒警報発令情報
愛知県は7月27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。

52

■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。
食中毒警報発 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。
H27.7.27
令情報
※ 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

53

54

55

56

H27.7.28 不審者情報

○発生日時 平成27年7月28日(火)午後1時00分頃
○発生場所 東岩田二丁目地内
○状況 帰宅中の女子生徒が男（10〜20代、165〜170cm、細身、上下黒のジャージ、黒のサングラ
ス、白いマスク、紺色の帽子、黒のななめがけ鞄）に「名前教えて」など声をかけられ、後をつけられ
た。

●振り込め詐欺にご注意を
○市内で振り込め詐欺の前兆電話がかかっています。
※息子や孫、甥を騙り「携帯をなくした、警察から電話がなかったか」「会社のお金を落としてしまっ
街頭犯罪多発 た」などと言ってくる内容です。声だけですぐに信用せず知っている連絡先に確認する、家族や知人
H27.7.31
情報
に相談するなどしましょう。振り込め詐欺と思われる電話があったら、豊橋警察署(54-0110)に通報し
ましょう。

H27.7.31 不審者情報

H27.8.3 不審者情報

○発生日時 平成27年7月31日(金)午前8時15分頃
○発生場所 多米東町一丁目地内
○状況 登校中の女子生徒らが男（40歳位、160〜170cm、細身、黒のジャージ、ハーフパンツ、黒い
帽子、水筒所持）につきまとわれた。
○発生日時 平成27年8月3日(月)午前7時10分頃
○発生場所 牟呂町地内
○状況 登校中の女子生徒が、急に道の角から出てきた男（30歳代位、180cm位、がっちり型、短
髪、茶髪、黒服、青ラインのズボン）に体を掴まれそうになったが、声を出したため、逃げて行った。

食中毒警報発令情報
愛知県は8月10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。

57

■注意事項
食中毒警報発 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。
H27.7.27
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。
令情報
※ 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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○配信実績
№

配信日

件名（抜粋）

本文（抜粋）

１．街頭犯罪多発情報
●市内で自転車盗難が多発しました
○発生日 平成27年8月7日（金）〜9日（日）
○発生場所 小池町、大岩町、前田南町、南栄町、魚町地内
○状況 被害の多くが無施錠の状態でした。※わずかな時間の駐輪でも確実に施錠をしましょう。ま
たワイヤー錠などを併用して二重ロックにするとより防犯効果が高まります。
58

59

60

61

街頭犯罪多発 ２．不審者情報
H27.8.11 情報及び不審 ○発生日時 平成27年8月10日(月)午後4時30分頃
○発生場所 瓦町通二丁目地内
者情報
○状況 帰宅中の女子児童が若い男（長身、やせ型、白いＴシャツ、青いジーパン、黒縁眼鏡、頭に
水色のタオル）に後をつけられ、体を触られた。

●表浜海岸でサメが出ました
○目撃日時 平成27年8月11日（火）午後1時20分頃
H27.8.12 注意喚起情報 ○場所 遠州灘（表浜）沿岸（愛知・静岡県境沖）
○状況 体長1m程度のシュモクザメ3尾を確認
○発生日時 平成27年8月17日（月）午後7時45分頃 ○発生場所 大清水町地内 ○状況 東進中
の普通乗用車と道路を南から北へ横断中の歩行者が衝突、歩行者の40代男性が死亡 ※日没時
交通死亡事故 間が日増しに早くなります。運転手は周囲をよく確認し、ゆとりをもった運転をこころがけましょう。
H27.8.18
情報
○発生日時 平成27年8月17日（月）午後7時45分頃 ○発生場所 大清水町地内 ○状況 東進中
の普通乗用車と道路を南から北へ横断中の歩行者が衝突、歩行者の40代男性が死亡 ※日没時
交通死亡事故 間が日増しに早くなります。運転手は周囲をよく確認し、ゆとりをもった運転をこころがけましょう。
H27.8.18
情報
１．街頭犯罪多発情報
●市内で無施錠による自転車盗難が多発しました
○発生日 平成27年8月15日（土）〜18日（火）
○発生場所 大岩町、東脇四丁目、牟呂町、松葉町三丁目、岩屋町、柱二番町地内
※夏休み期間は自転車盗難が増える傾向にあります。わずかな時間の駐輪でも確実に施錠をしま
しょう。またワイヤー錠などを併用して二重ロックにするとより防犯効果が高まります。

62

63

64

65

街頭犯罪多発
H27.8.19 情報及び不審 ２．不審者情報
者情報
○発生日時 平成27年8月19日(水)午前11時15分頃
○発生場所 伝馬町地内
○状況 帰宅中の女子児童が男（30代くらい、黒髪、ワイシャツ、眼鏡、シルバーの車に乗車）にスマ
ホのカメラを向けられた。

○発生日時 平成27年8月20日(木)午前11時58分頃
○発生場所 賀茂郵便局
H27.8.20 強盗発生情報 ○状況 男1名（50歳くらい、上下グレーのかっぱ、目出し帽、拳銃のようなものを所持）が強盗に入り
逃走している。
１．街頭犯罪多発情報
●市内で車両のタイヤをパンクさせる犯罪が多発しました
○発生日 平成27年8月18日(火)〜22日(土)
○発生場所 新栄町、小向町、菰口町、弥生町地内
※駐車場を明るくする、見通しをよくするなどの対策をとるようにしましょう。
街頭犯罪多発
H27.8.24 情報及び不審 ２．不審者情報
者情報
○発生日時 平成27年8月20日(木)・21（金）午後1時頃
○発生場所 曙町地内
○状況 自転車の男（20歳前後、細身、短髪、あごににきび、赤いリュック）が、2日続けて、下校中の
女子生徒につきまとい写真を撮った。

H27.8.24 不審者情報

○発生日時 平成27年8月24日(月)午後3時40分頃
○発生場所 飯村北三丁目地内
○状況 公園で女子生徒が遊んでいたところ、男（50歳位、165cm程度、短髪、赤の半袖シャツ）が下
半身を露出していた。
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○配信実績
№

66

67

68

69

70

配信日

件名（抜粋）

H27.8.27 不審者情報

本文（抜粋）

○発生日時 平成27年8月26日(水)午後7時頃
○発生場所 有楽町地内
○状況 女子生徒が帰宅中、黒い自転車に乗った男（18〜20歳位、短髪、ねずみ色のＴシャツ、ジー
パン）が下半身を露出して近づいてきた。

■わたしわたし詐欺被害発生！
8月27日市内で娘の名を騙った特殊詐欺（振込み詐欺）被害が発生しました。
犯人は、「無公開株で損した」「結婚費用目的で金が必要」などと母親を騙して現金を受け取っていま
す。
■対策
・電話での現金の要求を鵜呑みにせず、以前から知っているお子さんの連絡先に確認をお願いしま
H27.8.28 注意喚起情報 す
・不審な電話がかかってきたら警察に連絡してください
・このメールを受け取った方は親御さんに注意喚起をお願いしてください

○発生日時 平成27年8月28日（金）午後1時30分頃 ○発生場所 石巻本町地内 ○状況 北進中
の軽四乗用車が路外の電柱に衝突し、同乗の90代女性が死亡 ※ハンドル操作等は確実に行い、
交通死亡事故 前方をよく確認して運転しましょう。
H27.8.28
情報
●特殊詐欺にご注意を
○市役所国保年金課や長寿介護課を騙り「保険料の払い戻しがあるという通知を郵送したが届いて
いるか、届いていなければキャッシュカードの番号を教えてほしい」といった還付金詐欺と思われる
電話がかかっています。
H27.9.1 注意喚起情報 ※このような電話があったら「何課のどなたですか」と尋ねるとともに、関係機関に確認するなど冷静
に対応しましょう。また、不審な電話があったら、豊橋警察署(54-0110)に通報しましょう。

●マルチ取引的な勧誘にご注意
○「不動産に投資や出資をすれば配当金がもらえる、インターネット広告やアプリ開発の契約をすれ
ば収入が得られる、そこから友人を勧誘すればさらなる収入が得られる」と勧誘され契約したが解約
したい、と若者やその保護者からの相談が増えています
○友人や先輩から勧誘されるため断りにくく、中には消費者金融を利用して費用を支払ってしまった
ケースもあります
H27.9.2 注意喚起情報 ○マルチ取引はトラブルが発生すると経済的損失だけでなく人間関係を損うことにもなりかねませ
ん。契約の意思がない時は断りましょう。
豊橋市消費生活相談室 ５１−２３０５
（月〜金） １０時から１６時３０分

●市内で車のタイヤをパンクさせる犯罪が連続して発生しています
○発生日 平成27年8月中旬以降
○主な発生場所 新栄町、小向町、吉川町地内ほか
※駐車場を明るくする、見通しをよくするなどの対策をとるようにしましょう。
71

H27.9.4

街頭犯罪多発 ●市内で無施錠による自転車盗難が多発しました
○発生日時 平成27年8月29日(土）〜9月3日（木）
情報
○発生場所 駅前大通、西小田原町、柱六番町、藤沢町、東小浜町地内
※わずかな時間の駐輪でも確実に施錠をしましょう。またワイヤー錠などを併用して二重ロックにす
るとより防犯効果が高まります。
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○配信実績
№

配信日

件名（抜粋）

本文（抜粋）

１.○発生日時 平成27年9月4日(金)午後5時頃
○発生場所 高師町字北原地内
○状況 下校中の女子生徒が男（40〜50代、165cm位、細身、短髪、青っぽい作業服、右足を引き
ずっている）につきまとわれた。

72

H27.9.7 不審者情報

２.○発生日時 平成27年9月4日(金)午後5時50分頃
○発生場所 新栄町地内
○状況 帰宅中の男子児童が、目が合った男（20〜30歳、帽子、黒い長そでシャツ、半ズボン、サン
グラス、マスク）に追いかけられた。
３.○発生日時 平成27年9月5日(土)午後5時20分頃
○発生場所 多米中町一丁目地内
○状況 公園で野球の練習をしていた男子生徒が、黒いワゴン車の男（40歳代位、165cm位、太め、
短髪、ピンクの半そでシャツ、黒い短パン、同乗者あり）に「こっちにきて」と声をかけられた。

１.○発生日時 平成27年9月7日(月)午後5時10分頃
○発生場所 中野町地内
○状況 下校中の男子生徒が、自転車に乗った男（30〜40代、少し太め、坊主頭、白いＴシャツ、半
ズボン）につきまとわれた。
73

74

75

76

77

78

H27.9.8 不審者情報

H27.9.10 不審者情報

H27.9.10 不審者情報

H27.9.10 不審者情報

２.○発生日時 平成27年9月7日(月)午後5時40分頃
○発生場所 駒形町地内
○状況 帰宅中の女子生徒に、黒い軽ワゴン車に乗って近づいてきた男（20歳代、細身、黒い短髪、
チェックのシャツ）が下半身を露出した。
○発生日時 平成27年9月10日(木)午前8時頃
○発生場所 大岩町地内
○状況 男（30歳前後、165〜170cm、四角いメガネ、茶と黒のノースリーブ、黒の短パン）が、登校中
の女子児童のランドセルを開けようとした。また、同じ場所で、別の女子児童の服を引っ張った。
○発生日時 平成27年9月9日(水)午後6時25分頃
○発生場所 牛川通三丁目、牛川町地内
○状況 女子児童が、白い車に乗った男（30〜40歳代、中肉中背、半そでシャツ、Gパン、マスク）に
無断で写真を撮られた。その後、車から降りてきて、腕を掴まれたが、振りほどき逃げた。帰宅後の
外出時には、車で後をつけられた。
○発生日時 平成27年9月10日(木)午後4時30分頃
○発生場所 向山西町・向山台町地内
○状況 下校中の男子児童が男（30〜40代、165cm程、太り気味、短髪、黒いTシャツ、短パン）に後
をつけられた。

●市内で部品ねらい（車のバッテリー盗）が多発しました
○発生校区 幸校区
街頭犯罪多発
H27.9.11
※駐車場を明るくしたり、容易にバッテリーに手が届かない様に駐車位置を変えるなどの防犯対策を
情報
しましょう。

H27.9.14 不審者情報

○発生日時 平成27年9月14日(月)午後4時10分頃
○発生場所 町畑町地内
○状況 下校中の女子児童が男（165cm程、体格普通、黒の長袖上着・長ズボン、黒の帽子）に写真
を撮られた。
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○配信実績
№

配信日

件名（抜粋）

本文（抜粋）

１.○発生日時 平成27年9月14日（月）・15日(火)午後3時40分頃
○発生場所 野依台一丁目から野依町地内
○状況 下校中の女子児童らが下着姿の男（50歳位、180cm程、白いキャップ、白地に赤の服、
チェックのステテコ）に追いかけられた。

79

H27.9.16 不審者情報

２.○発生日時 平成27年9月15日(火)午後5時頃
○発生場所 内張町地内
○状況 帰宅中の女子児童が男（20歳位、小太り、白のＴシャツ、黒のズボン、黒縁眼鏡）に後をつけ
られた。
３.○発生日時 平成27年9月15日(火)午後6・7時頃
○発生場所 西口町・高師町地内
○状況 2件連続発生。1件目は、下校中の男子児童が不審者（60歳位、170cm程、やせ型、黒の帽
子、黒の服とズボン、黒のサングラス、マスク、右腕に外傷、黒色乗用車）につきまとわれた。2件目
は、外出しようとした男子児童が不審者に追いかけられ、自宅に逃げ込んだが何度も扉を蹴ってき
た。

●無施錠、窓ガラス割りによる空き巣が多発しました
○発生日 平成27年9月15日（火）〜16日（水）
○発生場所 三ツ相町、つつじが丘二丁目地内
○状況 空き巣による現金などの盗難が発生しました。
※窓や玄関は確実に施錠をする、防犯フィルムや補助錠を活用するなど防犯対策をしましょう。
街頭犯罪多発
●警察官等を騙る詐欺にご注意を
情報
○市内で警察官や銀行員を騙り、「口座を凍結する必要がある」「詐欺グループのアジトからあなた
名義の通帳が見つかった」などの電話がかかっています。
※警察官が重要な用件を電話確認することは通常ありません。警察や銀行を名乗ってもすぐに信用
せず、連絡先を聞き出し関係機関に確認しましょう。不審な電話があったら、豊橋警察署(54-0110)に
通報しましょう。

80

H27.9.17

81

１．街頭犯罪多発情報
●窓ガラス割りによる車上ねらいが多発しました
○発生日 平成27年9月17日（木）
○発生場所 飯村北一丁目、四丁目地内
※車を離れるときは車内にかばんなど荷物を残さないようにする、警報装置を利用するなど防犯対
街頭犯罪多発
策をしましょう。
H27.9.17 情報及び不審
者情報
２．不審者情報
○発生日時 平成27年9月17日(木)午後3時15分頃
○発生場所 小向町・新栄町地内
○状況 下校中の児童らに車から降りた男（30代、白いキャップ、白い上着、白い短パン、小型乗用
車）が手招きした。その後再び男が乗った車を見かけた。

82

○発生日時 平成27年9月18日(金)午後4時30分頃
○発生場所 若松町地内
○状況 集団下校中の女子児童らが自転車の男（40〜50才位、180cm位、細身、丸刈り、黄色と緑
のチェックの半袖シャツ、サングラス）に声をかけられ、追いかけられたが、家までは追ってこられな
かった。

83

84

85

H27.9.19 不審者情報

●市内で無施錠による自転車盗難が多発しました
○発生日 平成27年9月20日（日）〜22日（火）
○発生場所 松葉町、牟呂町、新栄町、大岩町地内
街頭犯罪多発
H27.9.24
※わずかな時間の駐輪でも確実に施錠をしましょう。またワイヤー錠などを併用して二重ロックにす
情報
るとより防犯効果が高まります。
○発生日時 平成27年9月22日（火）午後3時52分頃 ○発生場所 平川南町地内 ○状況 北進中
交通死亡事故 の原付オートバイが何らかの理由により転倒し死亡 ※前方をよく確認し、ゆとりをもった運転をしま
H27.9.24
しょう。
情報
●特殊詐欺にご注意ください
○国保担当者を騙り「銀行名と口座番号を教えてもらえれば還付します」といった還付金詐欺と思わ
H27.9.29 注意喚起情報 れる電話が多発しています。
※このような電話があったら関係機関に確認するなど冷静に対応しましょう。また、不審な電話が
あったら、豊橋警察署(54-0110)に通報しましょう。
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○配信実績
№

配信日

件名（抜粋）

本文（抜粋）

１．○発生日時 平成27年9月30日(水)午後4時30分頃
○発生場所 花中町地内
○状況 通行中の女子児童が二人組の男（20〜30歳、170〜175cm程、体格普通、上下黒又は紺色
の服）に写真を撮られた。
86

87

88

H27.10.1 不審者情報

２．○発生日時 平成27年9月30日(水)午後5時30分頃
○発生場所 向草間町地内
○状況 下校中の女子児童らが男（30代、165cm程、小太り、黒のＴシャツ、青のジーパン、細い黒縁
めがね、リュック）につきまとわれた。

●市役所高齢福祉課の職員をかたった医療費還付のあやしい電話が続いています！！家族やお
知り合いの高齢者に注意喚起をお願いします。
※公的機関の還付金通知は文書で行います。市の職員が電話でAＴＭに誘導することは絶対にあり
ませんので、不審な電話は相手にせず、銀行名や口座名を聞かれても答えないで下さい。
H27.10.2 注意喚起情報
※不審な電話がありましたら、豊橋警察署（54-0110）へ情報提供のご協力をお願いします。

H27.10.5 不審者情報

○発生日時 平成27年10月5日(月)午後3時45分頃
○発生場所 野依台一丁目地内
○状況 下校中の女子児童らに男（40歳位、160cm程、小太り、短髪、黒いジャージ、サングラス）が
ナイフの様なものを取り出し声をかけた。
１．○発生日時 平成27年10月4日(日)午後4時頃
○発生場所 花田町地内
○状況 部活動から帰校中の女子生徒らが男（30〜40歳、165cm前後、やや長髪、ジーンズ生地の
長袖シャツ）に写真を撮られた。

89

H27.10.5 不審者情報

２．○発生日時 平成27年10月5日(月)午後5時頃
○発生場所 中郷町地内
○状況 公園で遊んでいた児童らが男（体格普通、サングラス、白のワンボックスカー）に写真を撮ら
れた。

１．○発生日時 平成27年10月7日(水)午後4時10分頃
○発生場所 吉川町地内
○状況 下校中の男子児童が男（165cm程、やせ型、黒いＴシャツ、黒い帽子、白いマスク）に肩をつ
かまれ声をかけられた。
90

91

H27.10.8 不審者情報

H27.10.8 不審者情報

２．○発生日時 平成27年10月7日(水)午後5時30分頃
○発生場所 東郷町地内
○状況 下校中の女子児童が男（20〜30歳、160cm程、中肉中背、上下黒っぽい服、眼鏡）につきま
とわれた。
○発生日時 平成27年10月8日(木)午後4時30分頃
○発生場所 多米中町二丁目地内
○状況 下校中の女子生徒が男（体格普通、上下黒の服、茶色の帽子）につきまとわれた。
１．○発生日時 平成27年10月8日(木)午後3時30分頃
○発生場所 青竹町地内
○状況 下校中の男子児童らが男（40〜50歳、160〜170cm、体格普通、黒髪、黒い丸首の服、眼
鏡）に声をかけられた。

92

93

H27.10.9 不審者情報

H27.10.9 注意喚起情報

２．○発生日時 平成27年10月8日(木)午後5時10分頃
○発生場所 大岩町地内
○状況 下校中の女子生徒が男（20歳前後、160cm程、やせ型、上下黒のスウェット、眼鏡、自転車）
にしつこく声をかけられつきまとわれた。
●市内の独り暮らしの高齢者宅に、消防・防災グッズなどを送るという電話があったという情報が多く
寄せられています
○消防署をかたり、住所や一人暮らしかどうかを聞き出し、商品を送るというものです
○消防署では商品の送付は行っておりません。心当たりのない郵送物は受け取らないようにしましょ
う。また、不審な電話は相手にしないようにしましょう
豊橋市消費生活相談室 ５１−２３０５
（月〜金） １０時から１６時３０分
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○配信実績
№

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

配信日

件名（抜粋）

本文（抜粋）

○発生日時 平成27年10月12日（月）午後6時15分頃 ○発生場所 野依町地内 ○状況 北進中
の普通乗用車が対向から南進してきた自転車と衝突、自転車に乗っていた80代女性が死亡 ※夕
暮れ時は歩行者や自転車が見えにくくなるため、発見が遅れがちです。早めにライトを点灯し、歩行
交通死亡事故 者や自転車に車の存在を知らせましょう。歩行者や自転車は反射材を身につけ、自分の存在を車に
H27.10.13
情報
知らせましょう。

H27.10.15 不審者情報

H27.10.18 不審者情報

H27.10.20 不審者情報

H27.10.20 不審者情報

H27.10.21 不審者情報

H27.10.26 不審者情報

H27.10.26 不審者情報

H27.10.30 不審者情報

H27.11.6 不審者情報

○発生日時 平成27年10月14日(水)午後5時頃
○発生場所 吉田町地内
○状況 下校中の女子児童が男（50歳代位、160cm程、黒っぽい帽子、黄土色のジャケット、リュッ
ク、杖使用）につきまとわれた。
○発生日時 平成27年10月17日(土)午後2時頃
○発生場所 南栄町地内
○状況 遊戯中の女子児童らに男（30〜40代、170cm程、中肉、口髭、黒色Ｔシャツ、ジーパン）が下
半身を露出した。
○発生日時 平成27年10月19日(月)午後3時30分頃
○発生場所 佐藤一丁目地内
○状況 下校中の女子児童が男（袖に青と白のライン入り黒色ジャンパー、ジーパン、黒靴、眼鏡、
あご髭）に「ついてきて」と声をかけられた。
○発生日時 平成27年10月19日(月)午後4時55分頃
○発生場所 牛川通三丁目地内
○状況 遊戯中の女子児童が男（40〜50歳、小柄、全身黒い服装）に追いかけられた。
○発生日時 平成27年10月21日(水)午後4時30分頃
○発生場所 下地町地内
○状況 帰宅中の女子生徒に、下半身を露出した男（20代後半から30代前半位、太め、メガネ）が白
い乗用車で近づいてきた。
○発生日時 平成27年10月26日(月)午前8時10分頃
○発生場所 西小田原町地内
○状況 登校中の女子生徒らに男（60代以上、小柄、頭髪薄め、グレーの着衣）が下半身を露出し
た。
○発生日時 平成27年10月26日(月)午後4時45分頃
○発生場所 岩田町地内
○状況 下校後の女子児童が自転車に乗った男（20代、175ｃｍ位、痩せ、白シャツに黒十字の模
様）に追いかけられ体を触られた。
○発生日時 平成27年10月29日(木)午後5時頃
○発生場所 仲ノ町地内
○状況 女子児童が、後ろから走ってきた男（40代過ぎ、160cm位、中肉中背、青っぽい服）に電話
番号を聞かれた。
○発生日時 平成27年11月5日(木)午後5時頃
○発生場所 神明町地内
○状況 女子児童が、帰宅中に、車から降りてきた男（50歳位、165cm位、小太り、カーキ色の長袖、
メガネ、シルバーのセダン）に追いかけられ、「パンツ見せて下さい」と言われた。
１．街頭犯罪多発情報
●車上ねらいが多発しました
○発生日 平成27年11月4日（水）〜5日（木）
○発生場所 潮崎町、牟呂町、三ッ相町、佐藤一丁目地内
※無施錠による被害も発生しています。確実に施錠をする、車を離れるときは車内にかばんなど荷
物を残さないようにするなど防犯対策をしましょう。

104

街頭犯罪多発
H27.11.6 情報及び不審 ２．不審者情報
○発生日時 平成27年11月5日(木)午後6時頃
者情報
○発生場所 牛川町地内
○状況 帰宅中の男子児童が背後から走ってきた男（若い、150〜160cm位、中肉、黒色系ジャン
パー、眼鏡）に突き倒された。
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○配信実績
№

105

配信日

件名（抜粋）

H27.11.10 不審者情報

本文（抜粋）

○発生日時 平成27年11月6日(金)午後4時50分頃
○発生場所 東雲町地内
○状況 下校中の女子児童らが男（年配、165cm位、痩せ形、やや長めの黒髪、白の長袖シャツ、黒
の長ズボン、黒縁眼鏡）に後をつけられた。
１．不審者情報
○発生日時 平成27年11月10日(火)午後3時10分頃
○発生場所 菰口町地内
○状況 下校中の女子児童が男（170〜175cm位、体格普通、黒い帽子、黒いジャンパー、黒い長ズ
ボン、黒いサングラス）に「何歳？家どこ？」等声をかけられた。

106

107

不審者情報及
H27.11.12 び街頭犯罪多 ２．街頭犯罪多発情報
●空き巣が多発しました
発情報
○発生日 平成27年11月11日（水）
○発生場所 天伯町地内
○状況 住宅の窓ガラスが割られ現金等が盗まれた。
※窓には防犯フィルムや補助錠を使用するなど防犯対策をしましょう。

H27.11.13 不審者情報

○発生日時 平成27年11月12日(木)午後3時15分頃
○発生場所 西小鷹野四丁目地内
○状況 下校中の児童らが男（60〜70代、175cm位、細身、白髪に紫色のヘアマニキュア、上下とも
濃紺か黒の着衣、タバコ、眼鏡）につきまとわれた。
１．不審者情報
（１）○発生日時 平成27年11月15日(日)午後4時頃
○発生場所 石巻町地内（石巻校区）
○状況 男（40歳位、160cm位、中肉中背、グレーの上着、肌色のズボン）が、女子生徒に下着を見
せた。

108

（２）○発生日時 平成27年11月16日(月)午後4時15分頃
不審者情報及 ○発生場所 石巻町地内（石巻校区）
H27.11.17 び注意喚起情 ○状況 男（白い短髪、グレーの帽子、あごにマスク、黒い自転車）が、下校中の女子児童に「どけ」
と言い体を押した。
報
２．注意喚起情報
●特殊詐欺にご注意ください
○市役所職員を名乗り、医療費の払い戻しがあるため銀行へ行くよう指示する電話が市内でかかっ
ています。
※不審な電話があったら関係機関に確認し、警察（54-0110）に通報しましょう。

109

H27.11.26 不審者情報

○発生日時 平成27年11月24日(火)午後4時頃
○発生場所 瓦町通地内（向山校区）
○状況 公園で遊んでいた女子児童が男（40代、170cm前後、痩せ型、作業服、ヘルメット、眼鏡、自
転車使用）につきまとわれ、「家はどこ」と声をかけられた。

１．注意喚起情報
●携帯電話の着信履歴を利用した架空請求にご注意
○携帯電話に知らない番号の着信履歴があり、知り合いと思って電話したら「有料動画の支払いが
発生しています。問い合わせは・・・」といったような自動音声が流れた、という相談が増えています
○身に覚えのない請求には相手にしないようにしましょう

110

111

豊橋市消費生活相談室 ５１−２３０５
注意喚起情報 （月〜金）１０時から１６時３０分
H27.11.27 及び不審者情
報
２．不審者情報
○発生日時 平成27年11月26日(木)午後5時頃
○発生場所 小浜町地内（中野校区）
○状況 下校中の女子生徒が黒い車に乗った人物（20代後半位、165〜170cm位、体格普通、茶髪
で少し長め、黒ズボン、黒の長袖の上に黒の半袖Tシャツ、サングラス）に道を尋ねられつきまとわれ
た。

H27.12.4 不審者情報

○発生日時 平成27年12月3日(木)午後10時頃
○発生場所 関屋町地内及び北島町地内（松葉校区）
○状況 帰宅中の女子生徒に男（20歳後半、170cm位、細身、黒い服、黒い帽子）が下半身を露出し
声をかけた。
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○配信実績
№

112

113

114

115

116

配信日

件名（抜粋）

本文（抜粋）

●市内で無施錠によるオートバイ（原動機付自転車）盗難が多発しました
○発生場所 西口町、曙町、飯村南二丁目地内
街頭犯罪多発 ※車両から離れるときは必ず施錠してキーを抜きましょう。また、U字ロックなど盗難防止装置を活用
H27.12.8
情報
しましょう。

H27.12.11 不審者情報

H27.12.15 不審者情報

H27.12.16 不審者情報

○発生日時 平成27年12月10日(木)午後3時30分頃
○発生場所 菰口町地内（吉田方校区）
○状況 下校中の女子児童に黒い車に乗った男（170〜175cm、体格普通、黒い上着、黒いハーフパ
ンツ、黒い帽子、黒い手袋、スニーカー、丸い眼鏡）が「久しぶりに会ったね」などと何度にもわたり声
をかけた。
○発生日時 平成27年12月14日(月)午後4時20分頃
○発生場所 富久縞町地内（吉田方校区）
○状況 下校中の女子児童に男（30代前半、体格普通、黒い短髪、銀縁眼鏡、シルバーの軽自動車
使用）が「行かない？」と声をかけた。
○発生日時 平成27年12月15日(火)午後4時頃
○発生場所 西岩田二丁目地内（豊校区）
○状況 下校中の女子生徒に男（30代、眼鏡、茶色の車使用）がつきまとい下半身を露出した。

○発生日時 平成28年1月8日（金）午前4時55分頃 ○発生場所 下条西町地内 ○状況 信号のな
い交差点の横断歩道を横断中の自転車が、南進中の普通乗用車と衝突して死亡 ※ドライバーは
交通死亡事故 前方をよく確認し、慎重な運転をしましょう。自転車も道路を横断する時には、必ず左右を確認しま
H28.1.8
情報
しょう。
１．○発生日時 平成28年1月14日(木)午後5時15分頃
○発生場所 西浜町地内（前芝校区）
○状況 帰宅中の男子児童が男（40歳位、黒っぽい服）につきまとわれた。
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H28.1.15 不審者情報

H28.1.19 不審者情報

２．○発生日時 平成28年1月15日(金)午前7時30分頃
○発生場所 下地町地内（下地校区）
○状況 登校中の女子生徒に男（30歳代、体格普通、長めの頭髪、黒っぽい色のスーツ、眼鏡、銀
色のセダンに乗車）が下半身を露出し声をかけてきた。

○発生日時 平成28年1月18日(月)午後3時15分頃
○発生場所 西岩田一丁目地内（豊校区）
○状況 下校中の女子児童の一人に男（60〜70歳位、170cm位、細身、赤い帽子、黒ズボン）が笑い
ながら両肩をたたいた。
１．○発生日時 平成28年1月25日(月)午後4時30分頃
○発生場所 下地町地内（下地校区）
○状況 遊戯中の女子児童らが男（マスク、フードをかぶっていた）につきまとわれた。
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H28.1.25 不審者情報

H28.1.27 不審者情報

H28.1.28 不審者情報

２．○発生日時 平成28年1月25日(月)午後5時頃
○発生場所 嵩山町地内（嵩山校区）
○状況 散歩中の女子児童らが男（赤のニット帽子、マスク、犬を連れていた）に写真を撮られた。

○発生日時 平成28年1月26日(火)午後4時20分頃
○発生場所 駒形町地内（磯辺校区）
○状況 下校中の女子児童らに対して、黒い車に乗った男（黒い服、黒いサングラス）が手を出し大
声で叫んだ。
○発生日時 平成28年1月27日(水)午後4時50分頃
○発生場所 内張町地内（磯辺校区）
○状況 下校中の男子児童らが、後ろから歩いてきた男（40代後半、170cm位、中肉、短めの髪、赤
い上着、黒いジーパン、黒縁眼鏡）に写真を撮られた。

14 / 15 ページ

○配信実績
№

配信日

件名（抜粋）

本文（抜粋）

○発生日時 平成28年1月29日(金)午後4時50分頃
○発生場所 東郷町地内（東田校区）
○状況 下校中の女子児童らが車に乗った男（帽子着用）にミラー越しにじろじろと見られた。
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H28.2.1 不審者情報
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●詐欺関連の電話にご注意ください
○市内に生活安全課の警察官を騙る詐欺の前兆電話が入っています。
H28.2.2 注意喚起情報 ※警察官と名乗ってもすぐに信用せず、豊橋警察署(54-0110)に確認しましょう。
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H28.2.8 不審者情報

○発生日時 平成28年2月7日(日)午後4時頃
○発生場所 西岩田五丁目地内（豊校区）
○状況 男子児童らが男（40歳位、170cm、体格普通、短く刈った髪、黄色いダウンジャケット、グ
レーのズボン）に「おかしあげる」等声をかけられた。

○発生日時 平成28年2月16日（火）午後8時50分頃 ○発生場所 瓦町通1丁目地内 ○状況 国
道1号線の信号のある交差点を横断中の歩行者が、北進中の普通乗用車と衝突して死亡 ※信号
交通死亡事故 のある横断歩道を渡るときには、信号を確認するだけではなく、左右の安全にも注意しましょう。ドラ
H28.2.17
イバーは,ライトの遠目・近目を使い分け、横断歩道上の歩行者に注意しましょう。
情報
●市内で自転車盗難が多発しています
○発生場所 つつじが丘三丁目、有楽町、舟原町、飯村町、春日町地内他
※被害の多くが無施錠でした。わずかな時間の駐輪や自宅敷地内等での駐輪でも確実に施錠をし
街頭犯罪多発 ましょう。またワイヤー錠などを併用して二重ロックにするとより防犯効果が高まります。
H28.2.23
情報

H28.2.24 不審者情報

○発生日時 平成28年2月24日(水)午前7時35分頃
○発生場所 花中町地内（羽根井校区）
○状況 登校中の児童らが片言の日本語を話す男（30〜40歳代、165cm位、がっしりした体格、フー
ド付ジャンパー、グレーの肩掛けバッグ）に写真を撮られた。

●車上ねらいが多発しました
○発生日 平成28年3月12日（土）〜14日（月）
街頭犯罪多発 ○発生場所 花田町、北島町、三ツ相町、野田町、牟呂町地内
H28.3.15
※無施錠による被害も発生しています。確実に施錠をする、車を離れるときは車内にかばんなど荷
情報
物を残さないようにするなど防犯対策をしましょう。
●詐欺関連の電話にご注意ください
○娘や孫を騙り「未公開株で損をした、お金を用意して欲しい」などという詐欺の前兆電話が多発し
ています。
H28.3.18 注意喚起情報
※相手の言うことをすぐに信用せず、まずは家族や友人に相談しましょう。不審な電話があったら豊
橋警察署(54-0110)に通報しましょう。
●郵便物・小包・EMSの配達を装った不審メールにご注意ください。
最近、郵便物の配達を装い、お客さまに配達先の確認を求める不審なメールが送られてきたとの相
談が寄せられています。
メールの差出人は、「日本郵更」、「JAPAN POST」、「日本郵政」等と表示されていますが、、日本郵
H28.3.18 注意喚起情報 便株式会社とは関係なく、また、日本郵政では配達先を確認するためのメール送ることはないとのこ
とですので、このような不審なメールを受け取られた場合、安易にリンク先にアクセスしたり、添付ファ
イルを開いたりしないように、ご注意ください。

１．不審者情報
○発生日時 平成28年3月24日(木)午後5時頃
○発生場所 中野町地内（中野校区）
○状況 帰宅中の女子児童らが男（30代後半、160cm位、短髪、グレーのトレーナー、黒いズボン、
紺色の鞄、マスク）に体を触られそうになり写真を撮られた。
131

不審者情報及
２．注意喚起情報
H28.3.25 び注意喚起情
●詐欺の前兆電話が多発しています
報
○娘を騙り「サラ金でお金を借りた、お金を用意して欲しい」というもの
○年金機構を騙りアンケートにより個人情報を聞き出そうとするもの
※相手の言うことをすぐに信用せず、まずは家族や友人に相談しましょう。不審な電話があったら豊
橋警察署(54-0110)に通報しましょう。
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