
○配信実績

1 H28.4.1
注意喚起
情報

2 H28.4.7
街頭犯罪
多発情報

3 H28.4.11
注意喚起
情報

4 H28.4.12
不審者情
報

5 H28.4.13
不審者情
報

6 H28.4.15
不審者情
報

7 H28.4.21
不審者情
報

8 H28.4.25
不審者情
報

9 H28.4.25
不審者情
報

10 H28.4.26
不審者情
報

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

●詐欺関連の電話にご注意ください
○息子を装い「風邪を引いて声がおかしい。明日行ってもいいか。」などと
いう手口の電話が多発しています。
※犯人は、実名を騙って電話をかけてきていることから十分に注意してくだ
さい。相手の言うことをすぐに信用せず、本人に電話等で確認をしましょう。
また、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。

●車上ねらいが多発しました
○発生日　平成28年4月5日（火）～6日（水）
○発生場所　舟原町、弥生町、柱三番町、下五井町地内
※窓ガラスが割られ車内の鞄などが盗まれました。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鞄など荷物を
残さないようにするなど防犯対策をしましょう。

●詐欺関連の電話にご注意ください
○豊橋警察署の警察官を名乗り「犯人が捕まった。あなたの通帳が流出し
ている。」などという電話が市内でかかっています。
※在宅中でも留守番電話に設定するなど、不要な電話には出ないような対
策をしましょう。また、不審な電話を受けたら豊橋警察署(54-0110)に通報し
てください。

○発生日時　平成28年4月9日(土)午後6時45分頃
○発生場所　池見町地内（旭校区）
○状況　下校中の女子生徒が下半身を露出した男（50歳位、155cm位、小
太り、黒色のチェック柄シャツ、黒っぽいズボン）に声をかけられ、追いかけ
られた。

○発生日時　平成28年4月12日(火)午後3時30分頃
○発生場所　飯村町地内（飯村校区）
○状況　女子生徒が店内で男（30歳代位、170cm位、小太り、丸顔、黒の
シャツ、黒のズボン）にスカートの中を盗撮された。

○発生日時　平成28年4月14日(木)午後4時頃
○発生場所　内張町地内（磯辺校区）
○状況　下校中の男子児童が自転車に乗った男（50～60歳）に学校名や
学年などを聞かれた。

○発生日時　平成28年4月20日(水)午後5時頃
○発生場所　中岩田三丁目地内（岩田校区）
○状況　遊戯中の女子生徒らが男（40代位、赤茶色のジャンパー、眼鏡）
に「おいで」と声をかけられた。

○発生日時　平成28年4月22日(金)午後5時30分頃
○発生場所　原町地内（谷川校区）
○状況　下校中の女子児童らが車に乗った男（60～70歳、茶色の上衣、帽
子、白の普通車）に「どこの学校か」などと声をかけられた。

○発生日時　平成28年4月25日(月)午後4時50分頃
○発生場所　大岩町地内（二川南校区）
○状況　児童が保護者とともに下校した際、下半身を露出した男（30歳位、
自転車使用）を目撃した。

○発生日時　平成28年4月22日(金)午後5時頃
○発生場所　浜道町地内（高師校区）
○状況　外出中の女子児童が男（48歳位、170cm位、白髪、オレンジ色のＴ
シャツ、ジーパン、自転車使用）に声をかけられつきまとわれた。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

11 H28.4.27
不審者情
報

12 H28.4.28
不審者情
報

13 H28.4.28
不審者情
報

14 H28.5.2
注意喚起
情報

15 H28.5.9
街頭犯罪
多発情報

16 H28.5.10
不審者情
報

17 H28.5.19
注意喚起
情報

○発生日時　平成28年4月26日(火)午前6時15分頃
○発生場所　向山大池町地内（向山校区）
○状況　登校中の女子生徒が男（35～40歳、150～155cm、小太り、二重あ
ご、黒の短髪、濃い青色のジーパン、オレンジ又は茶色のウィンドブレー
カー）に声をかけられ、腕をつかまれ引っ張られた。

○発生日時　平成28年4月27日(水)午後5時30分頃
○発生場所　北山町地内（栄校区）
○状況　公園で遊んでいた女児に男（20歳台後半から30歳台前半、170cm
位、細身、Ｔシャツにジャージ、赤い軽自動車）が近づいてきたが、母親に
気付き不自然に鉄棒を利用した後、立ち去った。

○発生日時　平成28年4月28日(木)午後3時頃
○発生場所　駒形町地内（磯辺校区）
○状況　下校中の男子児童が男（黒っぽい服、灰色のズボン、マスク、黒
のサングラス）につきまとわれた。

●ゴールデンウィーク中の防犯対策をしっかりしましょう
ＧＷに入り、
・空き巣などの侵入盗
・自動車盗や車上ねらい等といった自動車関連窃盗
が多発しています。
連休中の留守を狙った盗難被害に遭わないよう、防犯対策を心がけましょ
う。

○出かける前の施錠確認と補助錠の活用
○ラジオや室内灯をつけ、留守を悟られないようにする
○家に多額の現金や貴金属を置かない

旅行等で長期間留守にする場合は、
○雨戸やシャッターを閉める
○新聞配達を停止する

●車上ねらい（未遂含む）が多発しました
○発生日　平成28年5月7日（土）～8日（日）
○発生場所　下五井町、豊栄町、石巻本町地内
※窓ガラスが割られ車内の鞄が盗まれるなどの被害が発生しました。車を
離れるときは車内に荷物を残さないようにする、警報装置を利用するなど
防犯対策をしましょう。

○発生日時　平成28年5月6日(金)午後3時30分頃
○発生場所　大岩町地内（二川校区）
○状況　下校中の女子児童が男（若い、175cm位、細身、黒っぽい服、黒
のマスク、黒いリュックのようなもの）に腕をつかまれた。

●詐欺関連の電話にご注意ください
○今月に入って還付金詐欺が3件発生しています。市役所職員を名乗り、
保険料の払戻や高齢者特別交付金があるなどと言い、ATMを操作させ振
り込ませる手口です。
※市役所がATMを使い還付金を返還することはありません。不審な電話が
あったら豊橋警察署(54-0110)に通報してください。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

18 H28.5.23
交通死亡
事故情報

19 H28.5.24
不審者情
報

20 H28.5.30
不審者情
報

21 H28.6.1

不審者情
報及び注
意喚起情
報

22 H28.6.1
注意喚起
情報

●市内で交通死亡事故が２件発生しました。
１．○発生日時　平成28年5月22日（日）午前2時30分頃
○発生場所　飯村町地内
○状況　国道1号線上の信号交差点において、南進中の普通乗用車と北
進右折する原動機付自転車が出合い頭に衝突し、原動機付自転車に乗っ
ていた60代の女性が死亡。
※飲酒運転は重大な犯罪です。「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」を徹底
しましょう。

２．○発生日時　平成28年5月22日（日）午後10時40分頃
○発生場所　西口町地内
○状況　直進中の普通自動二輪車と店舗駐車場から道路へ進入した普通
乗用車が衝突し、普通自動二輪車に乗っていた10代の男性が死亡。
※ドライバーは前方・左右をよく確認し、慎重な運転をしましょう。

１．○発生日時　平成28年5月23日(月)午後6時頃
○発生場所　天伯町地内（天伯校区）
○状況　下校中の男子児童に不審者（白い車使用）がモデルガンのような
ものを向けた。

２．○発生日時　平成28年5月23日(月)午後6時30分頃
○発生場所　花田町地内（花田校区）
○状況　下校中の女子生徒に男（30代位、作業衣、眼鏡、シルバーの普通
車使用）が下半身を露出した。

○発生日時　平成28年5月29日(日)午後1時30分頃
○発生場所　向山町地内（向山校区）
○状況　遊戯中の女子児童らが男（40代、165～170cm、小太り、黒のT
シャツ、黄土色のズボン）に「スカートの中を見せて」と声をかけられた。

１．不審者情報
○発生日時　平成28年5月31日(火)午後5時30分頃
○発生場所　花田町地内（羽根井校区）
○状況　通行中の女子児童に男（30～40歳、小太り、ボーダーのTシャツ、
白の軽乗用車使用）が卑猥な言葉を掛けた。

２．注意喚起情報
●特殊詐欺にご注意ください
○振り込め詐欺の前兆電話が多発しています。息子や家族などを騙り、小
切手が入ったかばんを落として困っている等と言い、現金を取りにくるもの
です。
※「電話番号が変わった」「風邪や病気になって声がいつもと違う」等という
言葉は要注意です。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。

●詐欺関連の電話にご注意ください
○還付金詐欺の前兆電話が多発しています。市役所職員を名乗って健康
保険料の還付金があると言い、ATMで現金を振り込ませる手口です。
※市役所がATMを使い還付金を返還することはありません。不審な電話が
あったら豊橋警察署(54-0110)に通報してください。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

23 H28.6.2
交通死亡
事故情報

24 H28.6.3
不審者情
報

25 H28.6.10
不審者情
報

26 H28.6.13
不審者情
報

27 H28.6.20
不審者情
報

28 H28.6.22
不審者情
報

29 H28.6.24
不審者情
報

●市内で交通死亡事故が発生しました。
○発生日時　平成28年6月1日（水）午後0時55頃
○発生場所　野依町地内
○状況　国道23号線において、東進中の自動二輪車がガードレールに衝
突し、自動二輪車に乗っていた20代の男性が死亡。
※ハンドル操作は確実に行い、しっかり前方を注視して運転しましょう。ま
た現在、愛知県より交通死亡事故多発警報が発令されています。一人ひと
りが交通安全意識を強くもって行動しましょう。

○発生日時　平成28年6月2日(木)午後5時40分頃
○発生場所　牟呂町地内（汐田校区）
○状況　通行中の女子児童が男（20代位、細身、水色のシャツ）に物をあ
げると声をかけられた。
※知らない人に声を掛けられても絶対について行かないこと、無理やり連
れて行かれそうになったら大声を出して助けを求めること、不審者に遭遇し
たことをおうちの人や学校の先生に報告することを、日頃からお子さんに伝
えるようにしてください。

○発生日時　平成28年6月9日(木)午後4時50分頃
○発生場所　老津町地内（老津校区）
○状況　通行中の女子児童が、自転車に乗った男（170cm位、中肉中背、
学生服）に追い越される際、体を触られた。

○発生日時　平成28年6月13日(月)午前7時30分頃
○発生場所　石巻本町地内（玉川校区）
○状況　登校中の女子生徒が男（30歳前後、160cm位、中肉中背、白のＴ
シャツ、黒のハーフパンツ）に卑猥な言葉をかけられた。

○発生日時　平成28年6月18日(土)午後5時50分頃
○発生場所　西羽田町地内（花田校区）
○状況　遊戯中の女子児童らに男（40歳位、くせ毛、白い英語のロゴ入り
黒半袖シャツ、紺地にオレンジライン入りズボン、白のクロックス、黒縁丸眼
鏡）が下半身を露出した。

○発生日時　平成28年6月21日(火)午後5時10分頃
○発生場所　老津町地内（老津校区）
○状況　下校中の男子児童が、道を尋ねてきた男（40代、長めの髪、中肉
中背、黒の長袖ジャージ）につきまとわれ腕をつかまれそうになった。

○発生日時　平成28年6月23日(木)午後3時30分頃
○発生場所　杉山町地内（杉山校区）
○状況　下校中の女子児童が男5名（中高生位、1名太め、1名長身、3名サ
ングラス着用、全員白色系自転車使用、全員黒色パーカーでフードを被っ
ている）に傘や棒で叩かれた。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

30 H28.6.24
注意喚起
情報

31 H28.6.27
注意喚起
情報

32 H28.6.27
交通死亡
事故情報

33 H28.6.28
注意喚起
情報

34 H28.6.29
不審者情
報

35 H28.6.30
注意喚起
情報

●詐欺関連の電話にご注意ください
○還付金詐欺被害が発生しました。市役所職員を名乗って給付金の還付
があると言い、取引金融機関を聞き出し携帯電話でATMを操作させ振り込
ませる手口です。
※市役所がATMを使い還付金を返還することはありません。不審な電話が
あったら豊橋警察署(54-0110)に通報してください。また、周囲の方への注
意喚起にご協力ください。

●詐欺関連の電話にご注意ください
○還付金詐欺の前兆電話が多発しています。市役所職員を名乗って過去
の保険料の還付があると言い、ATMを利用し振り込ませる手口です。
※市役所がATMを使い還付金を返還することはありません。不審な電話が
あったら豊橋警察署(54-0110)に通報してください。また、周囲の方への注
意喚起にご協力ください。

●市内で交通死亡事故が発生しました。
○発生日時　平成28年6月26日（日）午後10時55分頃
○発生場所　東脇四丁目町地内
○状況　県道において、普通乗用車が西進中、道路に横たわっていた50歳
代男性が轢かれて死亡。
※夜間に運転する時は、ハイビームにこまめに切り替えて歩行者や自転車
を早めに発見しましょう。

●詐欺関連の電話にご注意ください
○特殊詐欺被害が発生しました。個人情報が漏れている、金融庁が絡ん
でいるので名簿から消去する為に代理人がいると電話があり、その後弁護
士を名乗る男がキャッシュカードを預かりに来るという手口です。
また、市役所職員を名乗って保険料等の還付があると言い、ATMに行くよ
う指示をする電話も多発しています。
※市役所がATMを使い還付金を返還することはありません。不審な電話が
あったら豊橋警察署(54-0110)に通報してください。また、周囲の方への注
意喚起にご協力ください。

○発生日時　平成28年6月25日(土)・26日（日）午後3時頃
○発生場所　佐藤町地内（岩西校区）
○状況　遊戯中の児童らが男ら（13歳位、160cm位と155cm位、やせ形、銀
色及び黄緑色の自転車）に石を投げられエアガンで撃たれた。

●詐欺関連の電話にご注意ください
○月末のため、還付金詐欺の前兆電話が多発しています。市役所職員を
名乗り、保険料の還付があるため至急銀行で手続きをするよう指示をする
という内容です。
※市役所が上記のような電話を掛けたり、ATMを使い還付金を返還するこ
とはありません。不審な電話があったら豊橋警察署(54-0110)に通報してく
ださい。また、周囲の方への注意喚起にご協力ください。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

36 H28.7.1
注意喚起
情報

37 H28.7.5

注意喚起
情報及び
不審者情
報

38 H28.7.6
不審者情
報

39 H28.7.12

不審者情
報及び注
意喚起情
報

●還付金詐欺関連の電話にご注意ください
○市役所職員を名乗り、保険料の還付があるため金融機関で手続きをす
るよう指示をしてくる電話が連日多発しています。
※市役所が上記のような電話を掛けたり、ATMを使い還付金を返還するこ
とはありません。不審な電話があったら、豊橋警察署(54-0110)に通報して
ください。また、在宅中でも留守番電話に設定しておくと、不要な電話に出
なくて済みます。周囲の方への注意喚起にもご協力ください。

１．注意喚起情報
●詐欺関連の電話にご注意ください
○市役所職員を名乗り、医療費の還付のためＡＴＭで手続きをするよう指
示をしてくる還付金詐欺や、息子を騙るオレオレ詐欺の電話が多発してい
ます。
※市役所がATMを使い還付金を返還することはありません。不審な電話が
あったら、豊橋警察署(54-0110)に通報してください。また、在宅中でも留守
番電話に設定しておくと、不要な電話に出なくて済みます。周囲の方への
注意喚起にもご協力ください。

２．不審者情報
○発生日時　平成28年7月4日(月)午後6時30分頃
○発生場所　佐藤二丁目地内（つつじが丘校区）
○状況　犬の散歩中の女性に対し、男（10代、175～180cm、やせ形、紺色
のハーフパンツ、Ｔシャツ）が下半身を露出した。

○発生日時　平成28年7月5日(火)午後4時15分頃
○発生場所　中野町地内（磯辺校区）
○状況　遊戯中の男子児童らが男（50～60歳、160cm位、やせ型、白髪混
じり、水色ポロシャツ、灰色ズボン、大型の望遠レンズ付カメラ）に写真を撮
らせてと執拗に声を掛けられ、断ったが写真を撮られた。

１．不審者情報
（１）○発生日時　平成28年7月8日(金)午後4時頃
○発生場所　田原市神戸町地内
○状況　保護者と共に店内に居た女子生徒が、60代位の男につきまとわ
れ、その後40～50代の男にじろじろ見られた。

（２）○発生日時　平成28年7月10日(日)午後4時頃
○発生場所　東小鷹野一丁目地内（鷹丘校区）
○状況　男（40歳位、迷彩の長ズボン、赤のＴシャツ）が下半身を露出し、
遊戯中の女子児童らを見ていた。

２．注意喚起情報
●詐欺関連の電話にご注意ください
○還付金詐欺の前兆電話が多発しています。市役所職員を名乗って過去
の保険料の還付があると言い、ATMを利用し振り込ませようとする手口で
す。
※市役所がATMを使い還付金を返還することはありません。不審な電話が
あったら豊橋警察署(54-0110)に通報してください。また、周囲の方への注
意喚起にご協力ください。

6 / 21 ページ



○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

40 H28.7.13
注意喚起
情報

41 H28.7.15

不審者情
報及び注
意喚起情
報

42 H28.7.19

不審者情
報及び注
意喚起情
報

43 H28.7.22
注意喚起
情報

●詐欺関連の電話にご注意ください
○還付金詐欺被害が発生し、前兆電話も連日多発しています。市役所職
員（国民健康保険や健康関連の部署）を名乗り、過去の保険料の還付が
あると言いATMを利用し振り込ませようとする手口です。
※市役所がATMを使い還付金を返還することはありません。「還付金」
「ATM」という言葉には注意してください。不審な電話があったら豊橋警察
署(54-0110)に通報してください。また、周囲の方への注意喚起にご協力く
ださい。

１．不審者情報
○発生日時　平成28年7月15日(金)午前7時45分頃
○発生場所　飯村北三丁目地内（飯村校区）
○状況　登校中の男子生徒が男（20代、170cm位、太め、紫色のＴシャツ、
ジーパンの長ズボン、あごひげ）に体を触られた。

２．注意喚起情報
●還付金詐欺関連の電話にご注意ください
○市役所職員を名乗り、保険料の還付があるため金融機関で手続きをす
るよう指示をしてくる電話が連日多発しています。
※市役所がATMを使い還付金を返還することはありません。不審な電話が
あったら、豊橋警察署(54-0110)に通報してください。また、在宅中でも留守
番電話に設定しておくと、不要な電話に出なくて済みます。周囲の方への
注意喚起にもご協力ください。

１．不審者情報
○発生日時　平成28年7月15日(金)午後5時20分頃
○発生場所　岩屋町地内（岩西校区）
○状況　下校中の女子生徒が男（20～30代、175cm位、太め、グレーのT
シャツ、紺色の短パン、鼻の下にひげ）に「ちょっとついて来て」と声をかけ
られた。

２．注意喚起情報
●詐欺関連の電話にご注意ください
○還付金詐欺の前兆電話が多発しています。市役所職員を名乗って健康
保険料の還付があると言い、ATMを利用し携帯電話で指示しながら振り込
ませようとする手口です。
※市役所がATMを使い還付金を返還することはありません。不審な電話が
あったら豊橋警察署(54-0110)に通報してください。また、周囲の方への注
意喚起にご協力ください。

●還付金詐欺関連の電話にご注意ください
○市役所職員を名乗り、健康保険料の還付があるためATMで手続きをす
るよう指示をしてくる電話が多発しています。
※市役所がATMを使い還付金を返還することはありません。前兆電話は
午前中から昼頃にかけてかかってくる傾向にあります。不審な電話があっ
たら、豊橋警察署(54-0110)に通報してください。また、在宅中でも留守番電
話に設定しておくと、不要な電話に出なくて済みます。周囲にいらっしゃる
高齢の方への注意喚起にもご協力ください。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

44 H28.7.26
注意喚起
情報

45 H28.7.28
不審者情
報

46 H28.8.4
不審者情
報

47 H28.8.4
不審者情
報

48 H28.8.9
注意喚起
情報

●ポケモンＧＯに関するお願い
○ゲームに夢中になり過ぎて交通事故などのトラブルに巻き込まれること
が心配されます。
特に、「歩きスマホ」が原因の事故や、子ども達が深夜に出歩いたり、ゲー
ムを口実に誘い出されて犯罪に巻き込まれたりすることも考えられますの
で十分注意して下さい。
そして、他の人の迷惑にならないように、公共マナーをしっかり守り、楽しく
遊んでください。

○発生日時　平成28年7月27日(水)午後4時15分頃
○発生場所　岩崎町地内（多米校区）
○状況　下校中の女子生徒が男（水色のリュック）につきまとわれた。

○発生日時　平成28年8月3日(水)午後3時頃
○発生場所　一色町地内（磯辺校区）
○状況　遊戯中の男子児童らが男（60歳位、160cm位、やせ型、白髪、黒っ
ぽい無地Ｔシャツ、白っぽい長ズボン、首に白いタオル）に声を掛けられ腕
をつかまれた。

１．○発生日時　平成28年8月3日(水)午後4時30分頃
○発生場所　往完町地内（羽根井校区）
○状況　遊戯中の児童らに男（20歳位、170cm位、細身、黄色のＴシャツ、
ズボン、目が細い、クリーム色の自転車）が「かわいいね」等と声を掛け、頭
を撫でたり顔を触ったりしてきた。

２．○発生日時　平成28年8月3日(水)午後6時頃
○発生場所　東小鷹野一丁目地内（鷹丘校区）
○状況　男（白髪まじり、赤いＴシャツ）が下半身を露出しているところを遊
戯中の男子児童が目撃した。

３．○発生日時　平成28年8月4日(木)午後2時10分頃
○発生場所　瓦町地内（向山校区）
○状況　遊戯中の女子児童に男（60～70代、細身、ぼさぼさの白髪、丸
顔、歯がボロボロに欠けている、黒のＴシャツ、茶色のベルト、白い自転車）
が下半身を露出しながら声を掛け近づいてきた。

●お盆の防犯対策をしっかりしましょう
お盆期間の留守宅などを狙った侵入盗の被害に遭わないよう、次のような
防犯対策を心がけましょう。

○出かける前の施錠確認と補助錠の活用
○ラジオや室内灯をつけ、留守を悟られないようにする
○家に多額の現金や貴金属を置かない

帰省等で長期間留守にする場合は、
○雨戸やシャッターを閉める
○新聞販売店に配達停止を依頼する
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

49 H28.8.15
交通死亡
事故情報

50 H28.8.17
不審者情
報

51 H28.8.17
注意喚起
情報

52 H28.8.23
不審者情
報

53 H28.8.30
交通死亡
事故情報

54 H28.9.1
注意喚起
情報

55 H28.9.2
不審者情
報

○発生日時　平成28年8月13日（土）午前7時40分ころ
○発生場所　菰口町六丁目地内
○状況　市道を東進中の普通乗用車が、道路を横断していた歩行者と衝
突し、歩行者の80歳代の女性が死亡。
※歩行者は横断歩道を渡りましょう。車は前方左右をよく見て走行しましょ
う。

○発生日時　平成28年8月17日(水)午前8時頃
○発生場所　伊古部町地内（豊南校区）
○状況　登校中の女子生徒が男（40～50歳、165～170cm、中肉、黒色
キャップ、グレーの半袖、ジーンズ、マスク、軍手、黒色軽乗用車）に手をつ
かまれ連れ去られそうになった。

●還付金詐欺関連の電話にご注意ください
○市役所職員を名乗り、保険料の還付があるためATMで手続きをするよう
指示をしてくる電話が多発しています。
※市役所がATMを使い還付金を返還することはありません。電話の相手
から「還付金」「ＡＴＭ」という言葉が出てきたら要注意。不審な電話があっ
たら、豊橋警察署(54-0110)に通報してください。また、在宅中でも留守番電
話に設定しておくと、不要な電話に出なくて済みます。周囲にいらっしゃる
高齢の方への注意喚起にもご協力ください。

○発生日時　平成28年8月22日(月)午後3時頃
○発生場所　中岩田三丁目地内（岩田校区）
○状況　遊戯中の児童らに男（50歳位、中肉、青い半袖Ｔシャツ、うす茶色
ズボン、白のクロックス、眼鏡）が下半身を露出した。

○発生日時　平成28年8月29日（月）午後7時ごろ
○発生場所　西高師町地内
○状況　信号機のない交差点を南進中の普通乗用車が、左方より横断中
の歩行者と衝突し、歩行者の70歳代の女性が死亡。
※歩行者は遠回りでも横断歩道を渡りましょう。この時期は日増しに日没
時刻が早くなります。歩行者・自転車は反射材を着用し、ドライバーは早め
にライトを点灯しましょう。
●交通事故多発警報発令中！8月30日～9月8日

●詐欺関連の電話にご注意ください
○詐欺の前兆電話が連続発生しています。犯人は警察官を名乗り、「振り
込め詐欺の犯人が捕まりました。どこの銀行に預金していますか」等と電
話をしてきています。通帳を預かる手口と疑われます。
※キャッシュカードや通帳は他人に渡さないようにしてください。不審な電
話があったら豊橋警察署(54-0110)に通報してください。また、周囲の方へ
の注意喚起にご協力ください。

１．○発生日時　平成28年9月1日(木)午後1時50分頃
○発生場所　佐藤五丁目地内（つつじが丘校区）
○状況　遊戯中の女子児童が男（ねずみ色の服）に卑猥な言葉をかけられ
た。

２．○発生日時　平成28年9月1日(木)午後4時30分頃
○発生場所　内張町地内（磯辺校区）
○状況　遊戯中の女子児童らが男（60歳位、160cm位、体格普通、白髪ま
じり、水色の服、グレーの長ズボン）に卑猥な言葉をかけられた。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

56 H28.9.2
不審者情
報

57 H28.9.5
注意喚起
情報

58 H28.9.6
不審者情
報

59 H28.9.7
不審者情
報

60 H28.9.12
不審者情
報

61 H28.9.13
不審者情
報

62 H28.9.21
交通死亡
事故情報

63 H28.9.23
不審者情
報

64 H28.9.26
不審者情
報

○発生日時　平成28年9月2日(金)午前8時頃
○発生場所　東幸町地内（岩西校区）
○状況　登校中の女子児童が男（中年、165～170cm、ぽっちゃり、水色半
袖カッターシャツ、眼鏡）に抱きつかれた。

●還付金詐欺の前兆電話が多発しています
○市役所職員を名乗り、健康保険の還付がある等と言い、ATMで手続きを
させる手口です。
※市役所がATMを使い還付金を返還することはありません。電話の相手
から「還付金」「ATM」という言葉が出てきたら要注意。不審な電話があった
ら、豊橋警察署(54-0110)に通報してください。また、在宅中でも留守番電
話に設定しておくと、不要な電話に出なくて済みます。周囲にいらっしゃる
高齢の方への注意喚起にもご協力ください。

○発生日時　平成28年9月5日(月)午後5時頃
○発生場所　城山町地内（磯辺校区）
○状況　遊戯中の女子児童らに男（60歳位、白い帽子、白いＴシャツ、黒い
ジャージのズボン）が声を掛け下半身を露出した。

○発生日時　平成28年9月6日(火)午後5時45分頃
○発生場所　東赤沢町地内（豊南又は富士見校区）
○状況　下校中の生徒らが下半身を露出した男（170cm位、中肉、Ｔシャ
ツ、喫煙）を目撃した。

○発生日時　平成28年9月10日(土)午後5時50分頃
○発生場所　大岩町地内（二川南校区）
○状況　帰宅中の男子児童が、鉄パイプを持って自転車に乗った男（40歳
より若い、180cm位、細身、黒の上下ジャージ、帽子、サングラス、マスク、
白に赤が入った自転車）に追いかけられた。

○発生日時　平成28年9月12日(月)午後4時頃
○発生場所　大岩町地内（二川南校区）
○状況　下校中の女子生徒が原付に乗った男（40代位、やや太め、茶色の
長袖、長ズボン、眼鏡、灰色の原付）につきまとわれた。

○発生日時　平成28年9月21日（水）午前10時5分頃
○発生場所　旭町地内
○状況　信号機のない交差点を南進右折中の普通乗用車が、北進中の自
転車と衝突し、自転車の80歳代の男性が死亡。
※左右の安全を確認するために、止まるべきところを確実に止まりましょ
う。

○発生日時　平成28年9月21日(水)午後3時10分頃
○発生場所　小向町地内（吉田方校区）
○状況　二人で帰宅中の女子児童が、男（60歳以上、160cm位、少なめの
頭髪、丸型の帽子、猫背）に体を触られた。

○発生日時　平成28年9月25日(日)午後2時頃
○発生場所　西小鷹野二丁目地内（鷹丘校区）
○状況　遊戯中の女子児童が男（40～50歳、165cm前後、中肉中背、紺色
Ｔシャツ、灰色ズボン、黒の帽子、自転車）に「何年生？かわいいね」と声を
掛けられたため、急いで逃げた。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

65 H28.9.26
交通死亡
事故情報

66 H28.9.28
不審者情
報

67 H28.9.30
不審者情
報

68 H28.10.3
不審者情
報

69 H28.10.5
不審者情
報

70 H28.10.5
交通死亡
事故情報

71 H28.10.12
不審者情
報

○発生日時　平成28年9月25日（日）午前9時15分頃
○発生場所　向山大池町地内
○状況　県道を北進中の普通乗用車が反対車線の街路樹に衝突し、同乗
していた高齢者2名が死亡。
※一瞬の気の緩みが大事故につながります。今一度気を引き締めて運転
しましょう。
●交通事故多発警報発令中！9月26日～10月5日

１．○発生日時　平成28年9月27日(火)午前7時15分頃
○発生場所　忠興一丁目地内（鷹丘校区）
○状況　登校中の女子生徒が自転車に乗った男（40歳位、小柄、熊のキャ
ラクターがプリントされた黒い服、マスク、木の棒を所持）に声を掛けられ鞄
をつかまれた。

２．○発生日時　平成28年9月27日(火)午後6時頃
○発生場所　大岩町地内（二川校区）
○状況　散歩中の児童と保護者が下半身を露出した男（50～60代、160cm
位、ベージュっぽい服）を目撃した。

○発生日時　平成28年9月29日(木)午後6時30分頃
○発生場所　牛川薬師町地内（牛川校区）
○状況　帰宅中の男子児童が男（中年）に体を触られた。

○発生日時　平成28年10月1日(土)午前11時30分頃
○発生場所　牧野町地内（幸校区）
○状況　買い物中の女子児童が男（40歳位、170cm位、細身、えんじ色の
上衣、紺色のつばあり帽子）に肩を叩かれ、振り向いた際手首を掴まれそ
うになった。

○発生日時　平成28年10月5日(水)午後1時05分頃
○発生場所　岩屋町地内（飯村・岩西校区）
○状況　下校中の女子生徒が、車の男（黒色のセダン、30代から40代位）
につきまとわれた。

○発生日時　平成28年10月4日（火）午前4時30分頃
○発生場所　日色野町地内
○状況　信号交差点において右折する軽四乗用車と直進する大型貨物自
動車が衝突し、軽四乗用車の助手席に乗っていた60歳代の男性が死亡。
※交差点では信号を確認するとともに、対向車等の有無を確認して通過し
ましょう。

○発生日時　平成28年10月10日(月)午後2時30分頃
○発生場所　羽根井本町地内（羽根井校区）
○状況　遊戯中の女子児童らに男（50～60歳、160cm位、やせ型、黒いポ
ロシャツ、黒いジーンズ、黒いキャップ、自転車）が下半身を露出した。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

72 H28.10.13
不審者情
報

73 H28.10.18
不審者情
報

74 H28.10.20
注意喚起
情報

75 H28.10.21
不審者情
報

76 H28.10.24
不審者情
報

77 H28.11.1
交通死亡
事故情報

78 H28.11.2
不審者情
報

１．○発生日時　平成28年10月11日(火)午後4時30分頃
○発生場所　西岩田一丁目地内（豊校区）
○状況　下校中の女子生徒が自転車に乗った男（16～17歳位、160cm位、
体格普通、高校の制服風の着衣、マスク）に体を触られた。

２．○発生日時　平成28年10月12日(水)午後5時30分頃
○発生場所　仁連木町地内（東田校区）
○状況　下校中の女子児童が女（40～50歳、中肉中背、おかっぱ頭、灰色
ポロシャツ、ズボン）にすれ違いざまに写真を撮られた。

１．○発生日時　平成28年10月7・8日(金・土)午後5時頃
○発生場所　佐藤町地内（岩西校区）
○状況　遊戯中の男子児童らが2人組の男（中学生風、短髪、160cm位、
自転車）のうちの1名にエアガンで撃たれた。

２．○発生日時　平成28年10月17日(月)午後4時45分頃
○発生場所　多米中町地内（多米校区）
○状況　下校中の女子児童が男（16歳前後、ぽっちゃり、少し短めの髪、
170cm以下、灰色パーカー）に体を触られた。

　豊橋市健康増進課職員を名乗り「保険証番号の手違いがあったので確
認したい」との内容の電話が入っていますが、このような理由で保険証番
号を確認することはありませんのでご注意ください。
　なお、現在、健康増進課ではNTTマーケティングアクトを通じて国民健康
保険特定健康診査の受診案内を電話で行っていますのでご承知ください。

豊橋保健所健康増進課
0532-39-9171

○発生日時　平成28年10月21日(金)午後3時05分頃
○発生場所　芦原町地内（芦原校区）
○状況　男子児童が自転車に乗った男（両サイドを刈り上げた髪型、黒の
ズボン、白いシャツに黒の上着、黒のサングラス）の側を通り過ぎた際、い
きなり「待て」と言われ追いかけられた。

○発生日時　平成28年10月23日(日)午後4時30分頃
○発生場所　羽根井本町地内（羽根井校区）
○状況　遊戯中の女子児童らが男（50～60歳、160cm位、ぽっちゃり、短
髪、上下黒の服、深緑色の靴、黒い鞄、ペットボトル所持）にスマートフォン
で写真を撮られた。

○発生日時　平成28年10月31日（月）午後7時50分頃
○発生場所　向山大池町地内
○状況　県道を直進中の普通乗用車と道路を横断中の歩行者が衝突し、
歩行者の70歳代の女性が死亡。
※夜間に車を運転する際、ライトはハイビームとロービームをこまめに切り
替えましょう。歩行者は、夜間に外出するときは反射材を身につけましょう。

○発生日時　平成28年11月1日(火)午後4時頃
○発生場所　西小鷹野二丁目地内（鷹丘校区）
○状況　帰宅中の女子児童が、男（40歳代、165cm位、短髪、黒いスーツ）
にiPadを向けられたため急いで離れたが、更にiPadを向けられた。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

79 H28.11.2
不審者情
報

80 H28.11.11
不審者情
報

81 H28.11.15
不審者情
報

82 H28.11.21
不審者情
報

83 H28.11.24

不審者情
報及び街
頭犯罪多
発情報

84 H28.11.28
不審者情
報

85 H28.11.28
交通死亡
事故情報

○発生日時　平成28年11月1日(火)午後4時15分頃
○発生場所　西岩田三丁目地内（豊校区）
○状況　遊んでいた女子児童が、男（40歳代位、小太り、白髪まじり、メガ
ネ、グレーの車）につきまとわれた。

○発生日時　平成28年11月10日(木)午後3時30分頃
○発生場所　新栄町地内（吉田方校区）
○状況　下校中の女子児童が車から降りてきた男（60歳位、160～170cm、
やせ形、灰色の服、サングラス、灰色の車）に走って追いかけられた。

○発生日時　平成28年11月14日(月)午後4時40分頃
○発生場所　東小鷹野四丁目地内（鷹丘校区）
○状況　下校中の女子生徒らが男（40歳位、小太り、黒髪、白色の車）にス
マートフォンで写真を撮られそうになった。

○発生日時　平成28年11月17日(木)午後7時30分頃
○発生場所　牧野町地内（幸校区）
○状況　自転車で帰宅中の女子生徒が、荷台に乗ってきた男（小太り、
160cm前後、蛍光の黄色ナイロンジャンパー、紺色の短パン）に体を触られ
た。

１．不審者情報
○発生日時　平成28年11月21日（月)午後3時30分頃
○発生場所　小松町地内（栄校区）
○状況　男（20～30歳、180cm位、痩せ型、黒色短髪、黒っぽい半袖Ｔシャ
ツ、黒っぽいジャージ下）が下校中の児童らの後をつけ、傘を振り回した。

○発生日時　平成28年11月22日（火)午後5時頃
○発生場所　江島町地内（幸校区）
○状況　帰宅中の女子児童が自転車に乗った男（中学生くらい）に声を掛
けられ体を触られた。

２．街頭犯罪多発情報
●空き巣（未遂含む）が多発しました
○発生日　平成28年11月22日（火）～23日（水）
○発生場所　小向町、新栄町、大村町地内
※窓ガラスを割り侵入する手口です。窓に防犯フィルムを貼る、補助錠を
活用するなど防犯対策をしましょう。

１．○発生日時　平成28年11月25日（金)午後3時40分頃
○発生場所　植田町地内（植田校区）
○状況　遊戯中の女子児童らに男（黒色の服、帽子、マスク、黒の軽自動
車）が声を掛けた。

２．○発生日時　平成28年11月25日（金)午後5時30分頃
○発生場所　多米中町地内（多米校区）
○状況　男（若い、細身、ジャンパー）が遊戯中の男子児童の匂いを嗅ぐよ
うに顔を近づけ腕をつかみ体を持ち上げた。

○発生日時　平成28年11月26日（土）午後2時15分頃
○発生場所　東細谷町地内
○状況　　国道23号バイパスを西進中の大型バイクがガードレールに接触
転倒し、運転していた50歳代男性が死亡。
※年末は師走特有の慌ただしさから運転者や歩行者等の注意力が散漫と
なり、交通事故の多発が心配されます。いつも以上に気を引き締めて安全
運転を徹底しましょう。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

86 H28.12.5
不審者情
報

87 H28.12.5
不審者情
報

88 H28.12.6
不審者情
報

89 H28.12.9
注意喚起
情報

90 H28.12.14
不審者情
報

91 H28.12.15
不審者情
報

92 H28.12.16
不審者情
報

93 H28.12.16
不審者情
報

○発生日時　平成28年12月5日(月)午前8時50分頃
○発生場所　東郷町地内（東田校区）
○状況　車に乗った男（30～40歳位、灰色の車）が登校中の女子生徒に下
半身を露出した。

○発生日時　平成28年11月30日(水)午後8時頃
○発生場所　大村町地内（大村校区）
○状況　通行中の親子が、道に立っていた男（30～40代位、175ｃｍ位、痩
せ型、頬がこけている、つり目、左のポケット脇に赤い三角マーク入りの黒
色トレーニングパンツ）の傍を通った際、男が子どもの方に近寄ってきたた
め逃げた。

○発生日時　平成28年12月5日(月)午後7時45分頃
○発生場所　芦原町地内（芦原校区）
○状況　女子生徒が路上で男（痩せ型、黒っぽい長袖、長ズボン）に写真
を撮られた。

●オレオレ詐欺の電話にご注意ください
○息子を名乗る人物から、前日に「風邪をひいて声がおかしい」と電話があ
り、翌日「投資で友人に騙され、警察沙汰になるので三百万円貸して欲し
い」という電話をかけてくる手口です。
※不審な電話があったら、豊橋警察署(54-0110)に通報してください。また、
在宅中でも留守番電話に設定しておくと、不要な電話に出なくて済みます。

○発生日時　平成28年12月13日(火)午後3時50分頃
○発生場所　弥生町地内（栄校区）
○状況　下校中の女子児童らが車に乗った男に「送っていくから車に乗り
な」など声を掛けられた。

○発生日時　平成28年12月14日(水)午後5時40分頃
○発生場所　曙町地内
○状況　自転車に乗った男（20歳位、175cm位、痩せ型、黒髪短髪、黒色
ウィンドブレーカー、長ズボン）が下校中の女子生徒のマフラーを追い越し
ざまに引っ張った。

○発生日時　平成28年12月14日(水)午後7時30分頃
○発生場所　つつじが丘地内（つつじが丘校区）
○状況　下校中の女子生徒が男（20歳後半、165cm位、黒髪短髪、痩せ
型、眼鏡）に体を触られた。

○発生日時　平成28年12月15日(木)午後3時頃
○発生場所　雲谷町地内（谷川校区）
○状況　下校中の男子児童が自転車に乗った男（50～60歳、上下黒い服、
眼鏡）に後をつけられた。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

94 H28.12.19
不審者情
報

95 H28.12.21
不審者情
報

96 H28.12.21
交通死亡
事故情報

97 H28.12.22
不審者情
報

98 H28.12.27
不審者情
報

99 H28.12.28
注意喚起
情報

100 H29.1.4
不審者情
報

101 H29.1.12
交通死亡
事故情報

１．○発生日時　平成28年12月16日(金)午前8時頃
○発生場所　下地町地内
○状況　自転車に乗った男（40歳代、肥満型、170cm位、白色ジャンパー、
ニット帽、水色作業着）が登校中の女子生徒の後をつけた。

２．○発生日時　平成28年12月17日（土)午後6時頃
○発生場所　向山町地内
○状況　自転車に乗った男（50歳代、細身、黒色ウィンドブレーカー、白色
ズボン、白色キャップ、眼鏡）がすれ違いざまに女子生徒の髪の毛を引っ
張った。

○発生日時　平成28年12月19日(月)正午頃
○発生場所　下地町地内（下地校区）
○状況　帰宅中の女子生徒に男（30歳後半位、小太り、黒縁眼鏡、銀色の
自転車）が下半身を露出した。

○発生日時　平成28年12月21日（水）午前8時頃
○発生場所　老津町地内
○状況　　道路を走行中の軽自動車が道路右側の電柱に衝突し、運転し
ていた70代の女性が死亡。
※年末は慌ただしさから注意力が散漫となり、交通事故の多発が心配され
ます。いつも以上に気を引き締めて安全運転を徹底しましょう。

１．○発生日時　平成28年12月20日(火)午後5時頃
○発生場所　豊岡町地内（岩田校区）
○状況　下校中の女子生徒らが男（30歳位、細身、180cm位、黒のジャー
ジ、黒縁眼鏡、シルバーの自転車）につきまとわれた。

２．○発生日時　平成28年12月20日（火)午後6時頃
○発生場所　北山町地内（栄校区）
○状況　帰宅中の女子生徒が男（20歳位、中肉、眼鏡、自転車使用）に後
ろから口をふさがれた。

○発生日時　平成28年12月26日(月)午後7時50分頃
○発生場所　八町通地内（八町校区）
○状況　帰宅中の女性に男（20歳前半位、160cm位、黒髪短髪、中肉、黒
のダウンジャケット、自転車）が声を掛けてきた。

●オレオレ詐欺の電話にご注意ください
○息子を騙る人物から、前日に「風邪で喉がおかしい。明日病院に寄って
から実家に行く」と電話があり、翌日「株で失敗したので600万円用意して欲
しい」という電話を掛けてくる手口です。
※上記のような電話を受けたら、必ず本人に連絡し確認してください。不審
な電話があったら、豊橋警察署(54-0110)に通報してください。また、在宅中
でも留守番電話に設定しておくと、不要な電話に出なくて済みます。

○発生日時　平成29年1月4日(水)午前8時50分頃
○発生場所　牟呂大西町地内（牟呂校区）
○状況　女装した男（黒髪ポニーテール、白と黒のチェック柄スカート、長め
の靴下、眼鏡、黒色ワンボックスカー）が、自転車の女子生徒に下半身を
露出した。

○発生日時　平成29年1月10日（火）午後11時5分頃
○発生場所　中郷町地内
○状況　　駐車場で軽自動車がフェンス及びコンクリート塀に衝突し、運転
していた60代の女性が死亡。
※自宅の近くなど、慣れた場所でも慎重に運転しましょう。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

102 H29.1.13
不審者情
報

103 H29.1.13
注意喚起
情報

104 H29.1.16
街頭犯罪
多発情報

105 H29.1.17
注意喚起
情報

106 H29.1.19
不審者情
報

107 H29.1.20
不審者情
報

108 H29.1.26
不審者情
報

○発生日時　平成29年1月12日(木)午後3時40分頃
○発生場所　馬見塚町地内（吉田方校区）
○状況　下校中の男子生徒が車に乗った男（50歳前後、小柄、白髪、紫色
の軽自動車）に「乗って」と声を掛けられた。

●還付金詐欺の電話にご注意ください
○市役所職員を騙り、保険の還付があると連絡し、ATMで振り込ませる手
口です。
※市役所がATMを使い還付金を返還することはありません。不審な電話が
あったら、豊橋警察署(54-0110)に通報してください。また、在宅中でも留守
番電話に設定しておくと、不要な電話に出なくて済みます。

●ひったくりが連続発生しました
○発生日　平成29年1月12日（木）
○発生場所　花田一番町、駅前大通一丁目地内
※所持品は車道側ではなく建物側・壁側に持つ、胸にしっかり抱える、たす
き掛けにするなど、持ち方を工夫しましょう。自転車の前かごには、防犯
ネットやカバーをつけましょう。また、歩きながらスマートフォン等を操作して
いると、周辺への注意が散漫になるのでやめましょう。

●詐欺関連の電話にご注意ください
○建設会社社員を名乗り、「あなたに老人ホームの入居権が当たった。そ
の権利を譲ってほしい。」という手口です。
※不審な電話があったら、豊橋警察署(54-0110)に通報してください。また、
在宅中でも留守番電話に設定しておくと、不要な電話に出なくて済みます。

１．○発生日時　平成29年1月17日(火)午後4時50分頃
○発生場所　春日町一丁目地内（豊校区）
○状況　下校中の女子児童らが男（50歳前後、小太り、薄い白髪、オレン
ジとグレーのナイロンスポーツウェア、ジーパン、銀色眼鏡）に後をつけら
れ声を掛けられた。

２．○発生日時　平成29年1月18日(水)午後4時頃
○発生場所　向山西町地内（向山校区）
○状況　校内にいた女子児童に対し、男（40・50歳代、薄い茶色の服、徒
歩）が門の外から手招きした。

○発生日時　平成29年1月19日(木)午後3時10分頃
○発生場所　羽根井本町地内（羽根井校区）
○状況　下校中の男子児童らが、車に乗った女（30～40歳、長い髪、グ
レーの服、黄色の小型乗用車）に写真を撮られた。

○発生日時　平成29年1月25日(水)午後7時40分頃
○発生場所　三ノ輪町地内
○状況　下校中の女子生徒が自転車に乗った男（40歳前後、170cm位、細
身、黒髪短髪、口髭、紺色ジーパン、色不明眼鏡）に後をつけられた。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

109 H29.1.27
不審者情
報

110 H29.1.30
不審者情
報

111 H29.2.2
不審者情
報

112 H29.2.9
不審者情
報

113 H29.2.10
不審者情
報

114 H29.2.14
注意喚起
情報

115 H29.2.15
不審者情
報

○発生日時　平成29年1月26日(木)午後3時30分頃
○発生場所　天伯町地内（天伯校区）
○状況　車に乗った男（20～30代、細身、短髪、青いジャージのような服、
サングラス、白色ワンボックス）が下校中の女子児童らをニヤニヤ見ながら
数回すれ違った。

１．○発生日時　平成29年1月26日(木)午後4時頃
○発生場所　小島町地内（二川南校区）
○状況　トラックに乗った男（20～30歳、170cm位、細身、茶髪、黒のスパッ
ツ、トラックの荷台に機械を搭載）が、下校中の女子生徒に対し、降車し下
半身を露出した。

２．○発生日時　平成29年1月27日(金)午後6時35頃
○発生場所　駒形町地内（磯辺校区）
○状況　男（40代、175cm位、黒のつなぎ服）が帰宅中の女子生徒の後を
追いかけた。

○発生日時　平成29年2月2日(木)午後3時頃
○発生場所　前田南町一丁目地内（新川校区）
○状況　奇声をあげた男（30～40歳、短髪、黒ジャンパー）が追いかけてき
た。

○発生日時　平成29年2月8日(水)午後3時30分頃
○発生場所　内張町地内（磯辺校区）
○状況　自転車に乗った男（20代前半、黒っぽい服、黒っぽい自転車）が下
校中の女子児童をしつこく追いかけた。

○発生日時　平成29年2月10日(金)午後4時頃
○発生場所　中野町地内（中野校区）
○状況　車に乗った男（50～60歳、170cm位、細身、白髪、白いジャージ上
下）が下校中の児童らに声を掛けてきた。

●詐欺関連の電話にご注意ください
○金融機関職員を名乗る振り込め詐欺の電話が多発しています。キャッ
シュカードや通帳を受け取り暗証番号を聞き出し、お金を引き出す手口で
す。
※上記のような電話があったら、一度電話を切り関係機関に確認してくださ
い。不審に思ったら、豊橋警察署(54-0110)に通報してください。また、在宅
中でも留守番電話に設定しておくと、不要な電話に出なくて済みます。

○発生日時　平成29年2月14日(火)午後4時30分頃
○発生場所　中野町地内（磯辺校区）
○状況　下校中の女子児童が車に乗った男（30歳後半、黒色短髪、マス
ク、丸型フレーム眼鏡、黒色軽四自動車）にスマートフォンで写真を撮られ
た。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

116 H29.2.15

不審者情
報及び注
意喚起情
報

117 H29.2.16
不審者情
報

118 H29.2.20
不審者情
報

119 H29.2.23
街頭犯罪
多発情報

120 H29.2.23
不審者情
報

121 H29.2.24
交通死亡
事故情報

１．不審者情報
○発生日時　平成29年2月14日(火)午後4時40分頃
○発生場所　富士見台六丁目地内（富士見校区）
○状況　下校中の女子生徒が車に乗った男（40～50歳、短髪、シルバーの
乗用車）にカメラで写真を撮られた。

２．注意喚起情報
●県内で詐欺関連の電話が多発しています
○息子を騙り「株で損をした」、警察官を騙り「詐欺グループを捕まえた」等
と言い現金をだまし取ろうとする手口や、百貨店従業員を騙り「カードが偽
造されている」と言いキャッシュカードなどをだまし取ろうとする手口です。
※不審な電話があったら、豊橋警察署(54-0110)に通報してください。また、
在宅中でも留守番電話に設定しておくと、不要な電話に出なくて済みます。

○発生日時　平成29年2月15日(水)午後3時25分頃
○発生場所　浪ノ上町地内（牛川校区）
○状況　下校中の女子児童が車で後をつけられ、車からおりてきた男（黒
い帽子、黒い手袋、眼鏡、白い車）に腕をつかまれた。

１．○発生日時　平成29年2月16日(木)午前6時55分頃
○発生場所　東小鷹野二丁目地内（鷹丘校区）
○状況　男（30代前半、やや茶髪）が敷地内に侵入し家の中を覗いた。

２．○発生日時　平成29年2月16日(木)午後4時頃
○発生場所　雲谷町地内（二川又は谷川校区）
○状況　男（60歳位、上下グレーのスウェット）が女性に対し下半身を露出
した。

●車上ねらいが多発しました
○発生日　平成29年2月21日（火）～22日（水）
○発生場所　西幸町、前田南町、つつじが丘二丁目地内
※窓ガラスが割られ車内の鞄や財布が盗まれました。車を離れるときは車
内に荷物を残さないようにするなど防犯対策をしましょう。

○発生日時　平成29年2月24日（金）午前11時頃
○発生場所　牟呂市場町地内
○状況　　東進中の自転車と東進中の普通乗用車が衝突し、自転車の60
代の男性が死亡。
※車や自転車を運転する時には、周囲の状況を確認しましょう。

○発生日時　平成29年2月22日(水)午後4時50分頃
○発生場所　大岩町地内（二川南校区）
○状況　下校中の女子児童が男（40-50歳、165cm位、体格太め、短髪）に
つきまとわれた。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

122 H29.2.27
不審者情
報

123 H29.2.27
不審者情
報

124 H29.3.2
注意喚起
情報

125 H29.3.2
不審者情
報

126 H29.3.7

不審者情
報及び注
意喚起情
報

１．○発生日時　平成29年2月23日(木)午後3時30分頃
○発生場所　瓦町通二丁目地内（向山校区）
○状況　自転車に乗った男（40歳代、中肉、やや茶髪、赤色上着、白色ズ
ボン、白色帽子、青色自転車）が睨みつけながら女子児童の後をつけた。

２．○発生日時　平成29年2月25日(土)午後10時20分頃
○発生場所　曙町地内（校区不詳）
○状況　男（中肉、黄緑色ニット帽、マスク、カーキ色ブルゾン、白色ゴム長
靴）が帰宅中の女子生徒のスカートをめくった。

３．○発生日時　平成29年2月25日(土)午後11時10分頃
○発生場所　鴨田町地内（福岡校区）
○状況　男（全体的に黒い服装、黒色目出し帽）が帰宅中の女性の後方か
ら近づき体を触った。

○発生日時　平成29年2月26日(日)午後4時30分頃
○発生場所　羽根井本町地内（羽根井校区）
○状況　公園で遊戯中の女子児童らが男（20-30歳、180cm位、細身、長
髪、黒いジャンパー、黒いズボン、黒い眼鏡、鞄）にカメラで写真を撮られ
た。

●(株)DMM.comをかたり、携帯電話にﾒｰﾙを送り｢有料動画ｻｲﾄの未払料
金がある。本日中に連絡しなければ法的手続きを取る｣と請求する事例が
多く寄せられています
○ﾒｰﾙに記載された連絡先に電話すると｢有料動画ｻｲﾄの未払料金があ
る｣と偽り、｢本日中に支払えば訴訟手続きを取り下げる｣と不安をあおり、
その日のうちにお金を支払うように求めます
○中にはAmazonｷﾞﾌﾄ券や楽天ﾎﾟｲﾝﾄｷﾞﾌﾄｶｰﾄﾞといったｷﾞﾌﾄ券をｺﾝﾋﾞﾆで購
入させ、記載されているｶｰﾄﾞ番号を電話で連絡するように指示します
○支払いを急がせたり、ｷﾞﾌﾄ券を購入しｶｰﾄﾞ番号を教えろというのは、典
型的な詐欺の手口です。絶対に応じないようにしましょう

豊橋市役所安全生活課・東三河消費生活総合ｾﾝﾀｰ　51-2305
(月～金)9時から16時30分

○発生日時　平成29年3月1日(水)午後4時頃
○発生場所　多米中町地内（多米校区）
○状況　下校中の女子生徒が男（30歳位、170cm位、中肉、水色カッパ、白
色野球帽、マスク）に後をつけられた。

１．不審者情報
○発生日時　平成29年3月6日(月)午後1時40分頃
○発生場所　老津町地内（老津又は富士見校区）
○状況　男（20代前半位、170cm位、細身、ボサボサの黒髪、黒色ジャージ
上下）が下校中の女子生徒の背後から近寄りスカートをめくった。

２．注意喚起情報
●息子を騙った振り込め詐欺の前兆電話が多発しています。
※上記のような電話があったら、家族等に確認してください。不審に思った
ら、豊橋警察署(54-0110)に通報してください。また、在宅中でも留守番電
話に設定しておくと、不要な電話に出なくて済みます。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

127 H29.3.8
不審者情
報

128 H29.3.13
交通死亡
事故情報

129 H29.3.13
不審者情
報

130 H29.3.15
不審者情
報

131 H29.3.15
不審者情
報

132 H29.3.21
不審者情
報

133 H29.3.21
交通死亡
事故情報

○発生日時　平成29年3月7日(火)午後4時30分頃
○発生場所　一色町地内（磯辺校区）
○状況　遊戯中の男子児童が男（白髪、濃い緑色ジャンパー）に「何歳？
何年生？」等声を掛けられた。

○発生日時　平成29年3月11日(土)午後5時10分頃
○発生場所　東田町地内
○状況　信号交差点で普通乗用車と軽四乗用車が衝突した後、普通乗用
車が自転車に衝突し、自転車の60歳代男性が死亡。
※慣れた道でも、運転に集中しましょう。

１．○発生日時　平成29年3月10日(金）午後3時頃
○発生場所　向山大池町地内（向山校区）
○状況　男（30～40歳位、160～165cm位、中肉、上下黒い服）が通行中の
女子生徒の服を触り写真を撮った。

２．○発生日時　平成29年3月12日(日）午後0時30分頃
○発生場所　花田町地内（校区不詳）
○状況　男（40～50歳位、165cm位、短髪白髪混じり、中肉、オレンジ色
ジャンパー、灰色作業着風ズボン、黒色リュックサック、黒色靴）が帰宅中
の女子生徒に「靴を脱いで匂いを嗅がせて」等声を掛けた。

３．○発生日時　平成29年3月12日(日）午後2時頃
○発生場所　東幸町地内（岩西校区）
○状況　男（60代、帽子、後部にタイヤ付きグレーの車）が車内で下半身を
露出しているところを、遊戯中の女子児童が目撃した。

４．○発生日時　平成29年3月13日(月)午後5時頃
○発生場所　弥生町地内（栄校区）
○状況　帰宅中の女子児童が男（30代、170cm位、中肉中背、長めでぼさ
ぼさの髪、グレーのスーツ）に後をつけられた。

○発生日時　平成29年3月14日(火)午後1時30分頃
○発生場所　神野新田町地内（校区不詳）
○状況　車に乗った男（40歳位、太め、少し長めの茶髪、ニット帽、サングラ
ス、シルバーの普通乗用車）が下校中の女子生徒につきまとった。

○発生日時　平成29年3月15日(水)午後2時頃
○発生場所　横須賀町地内（津田校区）
○状況　下校中の男子児童が、車に乗った女（30歳位、細身、長い髪、白
色の軽自動車）に学年を聞かれ、あとをつけられた。

○発生日時　平成29年3月19日(日)午後8時30分頃
○発生場所　佐藤三丁目地内（つつじが丘校区）
○状況　車に乗った男（170cm位、中肉、軽自動車）が女子生徒の後をつけ
た。

●市内で交通死亡事故が発生しました。
○発生日時　平成29年3月20日（月）午前11時5分頃
○発生場所　老松町地内
○状況　　北進中の普通乗用車と横断歩道を横断中の歩行者が衝突し、
歩行者の70歳代の男性が死亡。
※車を運転する時には、前方左右をよく見て走行しましょう。

20 / 21 ページ



○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

134 H29.3.24
不審者情
報

135 H29.3.27
不審者情
報

136 H29.3.31
街頭犯罪
多発情報

１．○発生日時　平成29年3月24日(金)正午頃
○発生場所　江島町地内（幸校区）
○状況　下校中の女子児童が男（中学生位、坊主、黒の制服）に後ろから
抱きつかれた。

２．○発生日時　平成29年3月24日(金)午後3時頃
○発生場所　多米中町二丁目地内（多米校区）
○状況　男（20～30歳、170cm位、体格普通、頭髪短め、上下黒の服、眼
鏡、片耳にイヤホン、自転車使用）が校庭で遊んでいた女子児童らを外か
らじろじろと見ていた。

１．○発生日時　平成29年3月24日(金)午後3時50分頃
○発生場所　西幸町地内（幸校区）
○状況　帰宅中の女子児童が自転車に乗った男（20～30歳位、160～
170cm位、坊主、細身、青色上着、黒色長ズボン、黒色ショルダーバッグ）
に卑猥な言葉をかけられた。

２．○発生日時　平成29年3月24日(金)午後4時30分頃
○発生場所　江島町地内（幸校区）
○状況　帰宅中の女子児童が男（中学生風、黒髪短髪、紺色体操服、ラ
ケットのような物を所持）に卑猥な言葉をかけられた。

３．○発生日時　平成29年3月24日(金)午後4時30分頃
○発生場所　豊橋市内を走行中の電車内
○状況　男（40歳代、155cm位、中肉、灰色シャツ、灰色ズボン、黒色リュッ
クサック）が女性の隣に座り、リュックサックから荷物を取り出すふりをして
女性の体を触った。

●車上ねらいが多発しました
○発生日　平成29年3月25日（土）～30日（木）
○発生場所　天伯町、中岩田二丁目地内
※車を離れるときは確実に施錠をする、車内に鞄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。
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