○配信実績
№

1

2

配信日

H30.4.3

件名（抜粋）

街頭犯罪
多発情報

注意喚起
情報及び
H30.4.4
不審者情
報

3

H30.4.5

交通死亡
事故情報

4

H30.4.9

不審者情
報

5

6

H30.4.10

H30.4.12

不審者情
報

不審者情
報

本文（抜粋）

●部品ねらい（バッテリー盗難）が多発しました
○発生期間 平成30年3月27日（火）～4月2日（月）
○発生場所 天伯校区
※駐車スペースは見通しを良くする、センサーライトを活用するなど防犯対
策をしましょう。
１．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、医療費の還付金があると言い、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。
２．不審者情報
○発生日時 平成30年4月3日(火)午後5時頃
○発生場所 伊古部町内(豊南校区）
○状況 車に乗った男（40歳代、あごひげ、白色軽四自動車）が、女子生徒
らに対して「助手席に乗らない？怪しいものじゃない」等と声をかけた。

■市内の交通死亡事故について
4月4日、中郷町地内において本年5件目となる交通死亡事故が発生し、3
月22日以降、4月4日までの2週間で4人もの方が交通事故で亡くなりまし
た。
お一人おひとりが率先して安全行動を実践していただくとともに、以下の点
にご留意ください。
※慣れた道でも早めにライトを点灯し、ハイビームを活用しましょう。
※心に余裕をもった行動を心がけ、スピードを控えましょう。
※車で右左折する時は、細心の注意を払いましょう。
※横断歩道は歩行者優先。ドライバーは、必ず停まりましょう。
※夜間は、明るい服装を心がけ、反射材を身につけましょう。
○発生日時 平成30年4月9日(月)午前7時10分頃
○発生場所 牟呂水神町（牟呂校区）
○状況 登校中の女子生徒がシルバー色の自転車に乗った男（60～70歳
位、細身、黒髪、短髪、白シャツ、茶色ズボン）につきまとわれ、腕をつかま
れた。
○発生日時 平成30年4月9日(月)午後1時30分頃
○発生場所 つつじが丘二丁目地内(つつじが丘校区）
○状況 道に座っていた男（50歳代位、短髪、黒色系服装、サングラス）が
女子児童に「タクシーを呼びたいがつながらない」と声を掛けた。

１.○発生日時 平成30年4月11日(水)午後5時頃
○発生場所 北山町地内（栄校区）
○状況 下校中の男子生徒に男（30～40歳位、170cm前後、中肉中背、短
パン、蛍光緑色の半袖Ｔシャツ、星型フレームの眼鏡）が大声で叫び、手招
きをした。
２.○発生日時 平成30年4月12日(木)午後3時30分頃
○発生場所 花田町地内（花田校区）
○状況 下校中の男子児童らが男（40～50歳位、茶色の服、サングラス）
にランドセルをたたかれた。
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○配信実績
№

7

8

9

10

11

12

13

配信日

H30.4.16

H30.4.18

H30.4.20

H30.4.23

件名（抜粋）

不審者情
報

街頭犯罪
多発情報

不審者情
報

不審者情
報

注意喚起
情報及び
H30.4.26
不審者情
報

H30.5.2

H30.5.7

不審者情
報

注意喚起
情報

本文（抜粋）

○発生日時 平成30年4月12日(木)午後4時30分頃
○発生場所 南栄町地内（栄校区）
○状況 下校中の女子生徒らに男（70～80歳位、152cm位、痩せ型、禿頭
で少々白髪、白色の服、灰色のズボン）が「歌いたいから近くにカラオケな
いか」などと声を掛けた。
●部品ねらい（トラックのバッテリー盗難）が多発しました
○発生期間 平成30年4月11日（水）～4月17日（火）
○発生場所 谷川校区
※駐車場に入られ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30年4月19日(木)午後4時30分頃
○発生場所 駅前大通三丁目地内（松山校区）
○状況 遊戯中の女子児童らが自転車に乗った男（50～60歳位、中肉中
背、暗めの服、うす茶色のハンチング）に「おい」と声を掛けられつきまとわ
れた。
○発生日時 平成30年4月22日(日)午後4時20分頃
○発生場所 大岩町地内（二川南校区）
○状況 クラブ活動の帰りに男子児童が白い軽自動車に乗った男（20～30
歳位、中肉中背、モヒカン、白色の長袖シャツ）に「君、家どこ。送ってくよ。」
と声を掛けられた。
１．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、「5年分の還付金がある。」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。
２．不審者情報
○発生日時 平成30年4月24日(火)午後6時10分頃
○発生場所 下地町地内（下地校区）
○状況 女子生徒が自転車に乗った男（20代前半、緑色の服）に「大丈
夫？」と声を掛けられ身体を触られた。
○発生日時 平成30年5月1日(火)午後3時15分頃
○発生場所 飯村北二丁目町地内（飯村校区）
○状況 下校中の女子児童が白色の車に乗った男（年齢等不明、薄毛）に
車に乗るように手招きされた。
●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、「健康保険の還付金がある。」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。
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○配信実績
№

14

15

配信日

H30.5.9

H30.5.10

件名（抜粋）

本文（抜粋）

不審者情
報

○発生日時 平成30年5月7日(月)午後4時頃
○発生場所 藤沢町地内（中野校区）
○状況 下校中の男子児童が男（50代、160cm、やせ型、上下黒っぽい
服、赤じま帽子、ひげ）に学校と名前を聞かれ、「電話するぞ」と脅された。

不審者情
報

○発生日時 平成30年5月10日(木)午前7時40分頃
○発生場所 西赤沢町地内（豊南・富士見校区）
○状況 登校中の女子生徒らが男（30～40歳位、坊主、ジーパン、グレーＴ
シャツ、めがね）に笑いながらスマートフォンを向けられた。

１．○発生日時 平成30年5月10日(木)午後3時頃
○発生場所 中原町地内（谷川校区）
○状況 下校中の男子生徒が男（老齢、グレー帽子、上着、黒色ズボン、
黒サングラス）に後をつけられた。

16

H30.5.11

不審者情
報

２．○発生日時 平成30年5月10日(木)午後3時頃
○発生場所 杉山町地内（杉山校区）
○状況 下校中の児童らが男（165～170cm位、中肉中背、めがね、坊主に
近い短髪）に笑いながらスマートフォンを向けられた。
3 ．○発生日時 平成30年5月10日(木)午後3時20分頃
○発生場所 飯村南二丁目地内（飯村校区）
○状況 下校中の女子生徒が自転車に乗った男（30代位、痩せ型、灰色Ｔ
シャツ）に「こんにちは。話がしたい。」と声を掛けられた。

●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、「保険料の払い戻しがある」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。

17

注意喚起
情報及び
H30.5.14
不審者情
報

●不審者情報
１．○発生日時 平成30年5月11日(金)午前7時40分頃
○発生場所 西岩田一丁目地内（豊校区）
○状況 登校中の女子生徒が男（40歳前後、黒っぽい着衣）に追いかけら
れた。
２．○発生日時 平成30年5月11日(金)午後3時40分頃
○発生場所 花田町地内（花田校区）
○状況 女子生徒が男（20代位、中肉中背、180cm位、短髪、黒色ロングT
シャツ、黒色パンツ）につきまとわれた。
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○配信実績
№

18

配信日

H30.5.15

件名（抜粋）

不審者情
報

本文（抜粋）

１.○発生日時 平成30年5月14日(月)午後4時50分頃
○発生場所 牛川町地内（牛川校区）
○状況 下校中の女子生徒が男（40～50歳代、180cm、太り気味、黒髪短
髪、ジャージ、黒色チノパン）に「目がかわいいね、どこに住んでいるの、家
までついて行っていい」などと声を掛けられた。
２．○発生日時 平成30年5月15日(火)午後3時15分頃
○発生場所 富士見台四丁目地内（富士見校区）
○状況 下校中の女子児童が車（白色ワンボックス、横に緑色模様）から
降りてきた男（50歳位、小太り、短髪、緑色上着、黒色ズボン）に追いかけ
られた。
●強盗発生情報
○発生日時 平成30年5月15日(火)午前11時35分頃
○発生場所 三ツ相町及び高洲町地内（吉田方校区）
○状況 男（30歳後半～40歳前半位、170cm位、小太り、黒短髪白髪混じ
り、赤長袖パーカー、灰色スエットズボン、片言の日本語）が女性の車に乗
り込み刃物を突きつけ、コンビニエンスストアにて現金を下ろさせ奪って逃
走した。

19

強盗発生
H30.5.16 及び不審
者情報

●不審者情報
１．○発生日時 平成30年5月14日(月)午後10時頃
○発生場所 老松町地内（旭及び向山校区）
○状況 生徒らが自転車に乗った男（60歳位、太り気味、160cm位、白色長
袖、薄緑色作業ズボン）に叫びながら追いかけられた。
２.○発生日時 平成30年5月15日(火)午後5時10分頃
○発生場所 佐藤二丁目地内（つつじが丘校区）
○状況 女子児童が自転車に乗った男（40歳代以上、白髪混じり、上下黒
ジャージ、サングラス）に追いかけられた。

１．○発生日時 平成30年5月15日(火)午後5時頃
○発生場所 富士見台四丁目地内（富士見校区）
○状況 公園で遊んでいた女子児童が男（若い、175cm位、細身、短髪、黒
色ジャージ、帽子、黒色マスク）に「ひとり？」と声をかけられた。

20

H30.5.16

不審者情
報

２．○発生日時 平成30年5月15日(火)午後6時20分頃
○発生場所 大清水町地内（大清水校区）
○状況 下校中の生徒らが車に乗った男（20代、体格普通、白色軽ワン
ボックス車）に暴言を吐かれた。
３．○発生日時 平成30年5月16日(水)午後4時頃
○発生場所 東田中郷町地内（東田校区）
○状況 遊戯中の男子児童が白い車に乗った男（50～60歳位、体格普通、
緑色シャツ）に「ごはん食べに行く？乗っていく？」と声をかけられた。

21

H30.5.17

不審者情
報

○発生日時 平成30年5月15日(火)午後6時30分頃
○発生場所 東幸町地内（岩西校区）
○状況 下校中の生徒が挙動不審な男（160～170cm位、黒色上着、ジー
パン、マスク）を見かけた。

4 / 26 ページ

○配信実績
№

22

配信日

H30.5.18

件名（抜粋）

不審者情
報

本文（抜粋）

○発生日時 平成30年5月16日(水)午後3時30分頃
○発生場所 向山町地内（向山校区）
○状況 下校中の女子生徒が男（30代後半位、170cm位、細身、頭髪薄
毛、黒色Tシャツ、黒色ズボン、黒色自転車）に声をかけられつきまとわれ
た。
１．○発生日時 平成30年5月11日(金)午後10時30分頃
○発生場所 三ノ輪町三丁目地内（豊校区）
○状況 男（30～40歳、中肉中背、緑キャップ、メガネ、）が下半身を露出し
ているところを女子生徒が目撃した。

23

H30.5.18

不審者情
報

２．○発生日時 平成30年5月16日(水)午後4時10分頃
○発生場所 佐藤二丁目地内（つつじが丘校区）
○状況 下校中の男子児童が自転車に乗った男（白髪、上下黒ジャージ、
眼鏡、マスク、帽子）に「お菓子いる？」と声を掛けられた。
３．○発生日時 平成30年5月17日(木)午後5時15分頃
○発生場所 向山西町地内（向山校区）
○状況 女子児童が自転車に乗った外国人風の男（40代、165～175cm、
太り気味、短髪白髪混じり、白っぽい長袖上着、色黒、目が大きい）に後を
つけられた。

24

25

H30.5.21

H30.5.22

不審者情
報

不審者情
報

○発生日時 平成30年5月18日(金)午後3時20分頃
○発生場所 大岩町地内（二川南校区）
○状況 下校中の男子児童が自転車に乗っていた男（70歳位、170cm、太
り気味、頭髪薄毛）に「おかしあげる」と声をかけられた。
○発生日時 平成30年5月18日(金)午後2時頃
○発生場所 前田町地内（新川校区）
○状況 下校中の女子生徒が自転車に乗っていた男（34歳、170cm位、中
肉中背、短髪黒髪、上下グレーのスウェット）に「友達になろうよ、手つなご
うよ」などと声を掛けられつきまとわれた。
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○配信実績
№

26

27

28

29

30

31

配信日

H30.5.23

H30.5.24

H30.5.25

H30.5.25

H30.5.30

H30.5.31

件名（抜粋）

注意喚起
情報

被疑者の
身柄確保

本文（抜粋）

●県内全域に特殊詐欺多発警報が発令されました（5月22日～25日の４日
間）
○確認された手口
・警察官をかたり「詐欺グループの名簿にあなたの名前があった」「口座か
らお金が引き出されている。」「キャッシュカードを交換する必要がある。」な
どの電話。
・市役所職員をかたり、「保険料の還付金がある」などの電話。
・「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と記載されたハガキ。
○上記のような電話やハガキを受けても、まずは落ち着いてご家族に相談
したり関係機関に確認するようにしましょう。また、豊橋警察署(54-0110)に
通報してください。
●鑑定留置中の被疑者の逃走事案発生
○発生日時 平成30年5月22日（火）午後9時17分頃
○発生場所 名古屋市守山区内にある病院施設
○状況 鑑定留置中の男（57歳、170㎝、やせ形、黒色短髪、服装不明）が
逃走し、いまだ発見に至ってません。
※被疑者に関する情報をお持ちの方は、警察署(110番）へ通報してくださ
い。
●鑑定留置中の被疑者の逃走事案について
○5月23日（水）午後2時30分頃に配信しました鑑定留置中の被疑者の逃
走事案については、被疑者の身柄が確保されました。ご協力ありがとうご
ざいました。

不審者情
報

○発生日時 平成30年5月24日(木)午後3時30分頃
○発生場所 飯村南三丁目地内（飯村校区）
○状況 下校中の女子生徒らが自動車に乗っていた男（中年、中肉中背、
眼鏡、スーツ）にスマートフォンで動画及び写真を撮られた。

不審者情
報

○発生日時 平成30年5月25日(金)午前7時50分頃
○発生場所 杉山町地内（杉山校区）
○状況 登校中の女子生徒らに男（20～30代、160～170cm位、痩せ型、黒
髪短髪、青っぽいジャージ上着、水色ジーンズ）が下半身を露出した。

街頭犯罪
多発情報

●部品ねらい（ナンバープレート盗難）が多発しました
○発生期間 平成30年5月26日（土）～5月27日（日）
○発生場所 栄校区
※ナンバープレート盗難防止ネジやセンサー、防犯カメラなどの資機材を
活用するなど防犯対策をしましょう。

不審者情
報

○発生日時 平成30年5月30日(水)午後4時20分頃
○発生場所 曙町地内（幸校区）
○状況 下校中の児童らが複数の男（20代、茶髪（2名）、黒っぽい服）に
「何年生、かわいいね」などと声を掛けられた。
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○配信実績
№

32

配信日

H30.6.4

件名（抜粋）

不審者情
報

本文（抜粋）

○発生日時 平成30年6月4日(月)午前7時40分頃
○発生場所 飯村北四丁目地内（飯村校区）
○状況 登校中の女子生徒が3人組の男（20代後半以上、175～180cm
位、中肉中背、黒髪短髪、Ｔシャツ、短パン、スニーカー）に「中学校どこ？」
と声を掛けられた。

１. ○発生日時 平成30年6月1日(金)午後4時10分頃
○発生場所 佐藤五丁目地内（つつじが丘校区）
○状況 下校中の男子児童が男（60歳代位、白髪、身長高め、グレーの長
ズボン、白色Ｔシャツ、足をひきずっている）に手をつかまれそうになった。
33

34

35

H30.6.5

H30.6.6

H30.6.7

不審者情
報

２. ○発生日時 平成30年6月4日(月)午後4時頃
○発生場所 前田町地内（新川校区）
○状況 下校中の女子生徒らが男（20～30代、黒髪、マスク、上下黒と赤
のラインジャージ、水色ポロシャツ）に携帯電話で写真を撮られた。

不審者情
報

○発生日時 平成30年6月5日(火)午後4時20分頃
○発生場所 牛川町地内（牛川校区）
○状況 下校中の生徒らが４人組の男女のうち男１名（20歳代、黒髪、がっ
ちりした体格、黒の軽自動車）に「謝れ」と言われ、車で後をつけられた。

不審者情
報

○発生日時 平成30年6月4日(月)午後3時10分頃
○発生場所 大岩町地内（二川南校区）
○状況 下校中の男子児童らが中年の男女（黒い自動車、特徴不明）に
「おかしが車の中にあるから乗って食べない？」と声を掛けられた。

１．発生日時 平成30年6月9日(土)午後8時頃
○発生場所 飯村南二丁目町地内（飯村校区）
○状況 帰宅中の男子生徒が男（40代位、180㎝位、がっちりした体格、帽
子、赤色Ｔシャツ、半ズボン）に大声を上げられながら、追いかけられた。
36

H30.6.13

不審者情
報

２．発生日時 平成30年6月12日(火)午後6時25分頃
○発生場所 神野新田町地内（磯部校区）
○状況 下校中の女子生徒らが男（30～40代、肥満型、黒っぽい軽自動
車）に「尼崎発電所はどこか」と何度も聞かれた。
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○配信実績
№

37

38

配信日

件名（抜粋）

不審者情
報及び交
H30.6.14
通死亡事
故情報

H30.6.21

不審者情
報

本文（抜粋）

１．交通死亡事故情報
○発生日時 平成30年6月13日（水）午前11時10分頃
○発生場所 川崎町地内（津田校区）
○状況 普通貨物車と自転車が衝突し、60歳代男性が死亡。
※交差点では安全確認をしっかりしましょう。
※緊張感を持って、運転に集中しましょう。
２．不審者情報
○発生日時 平成30年6月13日(水)午後3時20分頃
○発生場所 北島町地内（松葉校区）
○状況 下校中の女子児童らが男（茶色のズボン、白色の帽子、茶色のサ
ングラス）に「一緒に帰ろう」などと声を掛けられた。
○発生日時 平成30年6月19日(火)午後7時頃
○発生場所 飯村南三丁目地内（飯村校区）
○状況 女子生徒らが複数の男（20歳位、165㎝位、細身、黒髪短髪、上半
身裸、１名胸にタトゥー、ジーンズ）に叫びながら追いかけられた。
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○配信実績
№

39

40

41

42

43

44

45

46

配信日

H30.6.22

H30.6.25

H30.6.27

H30.6.27

H30.6.29

H30.7.3

H30.7.4

H30.7.10

件名（抜粋）

不審者情
報

不審者情
報

不審者情
報

注意喚起
情報

不審者情
報

不審者情
報

注意喚起
情報

不審者情
報

本文（抜粋）

○発生日時 平成30年6月19日(火)午後8時50分頃
○発生場所 立花町地内（羽根井校区）
○状況 帰宅中の女性が下半身を露出した男（年齢不明、160～165㎝位、
顔に女性用白色下着、胸に女性用白色下着）を見かけた。

○発生日時 平成30年6月21日(木)午後5時30分頃
○発生場所 大岩町地内（二川南校区）
○状況 遊戯中の男子児童が青色軽自動車に乗った複数の外国人の男
（30代位、黒髪）に声を掛けられ、車に乗せられそうになった。

○発生日時 平成30年6月26日(火)午後3時頃
○発生場所 牟呂町地内（汐田校区）
○状況 下校中の男子児童が黒色の車を運転中の女（30～40代、中肉中
背、茶髪、黒服、後部座席に男）に「のっていかない」、「お金があるよ」と声
を掛けられた。
●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、「平成24年から平成29年までの医療費の還付金
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。

○発生日時 平成30年6月28日(木)午後5時頃
○発生場所 大清水町地内（大清水校区）
○状況 帰宅中の男子児童が男（30～40代、170㎝位、やせ型、短髪、青
色Ｔシャツ、長ズボン）に後をつけられた。
○発生日時 平成30年7月2日(月)午後3時20分頃
○発生場所 王ヶ崎町地内（中野校区）
○状況 下校中の児童らが銀色の自転車に乗った男（50歳位、やせ型、麦
わら帽子、白色Ｔシャツ、ベージュ色ズボン、眼鏡）にスマートフォンで写真
を撮られた。
●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、「11月に青い封筒で還付金がある旨のお知らせを
送付した」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。

○発生日時 平成30年7月5日(木)午後4時頃
○発生場所 西岩田五丁目地内（豊校区）
○状況 下校中の女子生徒が男（30～40代、170㎝位、中肉中背、黒髪）に
「今、１人なの？」、「家まで送るよ」などと声を掛けられた。

9 / 26 ページ

○配信実績
№

47

48

配信日

H30.7.11

H30.7.12

件名（抜粋）

本文（抜粋）

不審者情
報

○発生日時 平成30年7月9日(月)午後3時15分頃
○発生場所 西岩田六丁目地内（豊校区）
○状況 下校中の女子生徒に対し、男（30～40代、170㎝位、細身、黒髪、
長袖Ｔシャツ、青っぽいジーパン）が手を振り近づいてきた。

不審者情
報

○発生日時 平成30年7月10日(火)午後6時30分頃
○発生場所 北山町地内（栄校区）
○状況 下校中の女子生徒らが赤い自転車に乗った男（20歳位、中肉中
背、短髪、水色Ｔシャツ、短パン）に名前などを聞かれた。
１．発生日時 平成30年7月17日(火)午後3時頃
○発生場所 西小鷹野三丁目地内（鷹丘校区）
○状況 下校中の女子児童らがバイクに乗った男（40歳位、160㎝位、細
身、白髪交じり、眼鏡、グレーのＴシャツ、紺色ズボン）に写真を撮られた。

49

50

H30.7.19

H30.7.23

不審者情
報

不審者情
報

２．発生日時 平成30年7月17日(火)午後5時55分頃
○発生場所 曙町地内（幸校区）
○状況 下校中の男子児童が自撮り棒を振り回した男（30～40代、黒色
ニット帽、黒色長袖、黒色長ズボン、眼鏡、マスク）に追いかけられた。

○発生日時 平成30年7月18日(水)午後4時頃
○発生場所 築地町地内（花田校区）
○状況 下校中の児童らが、車から降りてきた男（30代位、170㎝位、太り
気味、長髪、黒色の上下着衣、黒い軽自動車）に「さっさとどけよ」、「何笑っ
とるだ」などと言われた。
１．発生日時 平成30年7月20日(金)午後2時10分頃
○発生場所 高師町地内（岩西校区）
○状況 下校中の男子児童が自転車に乗った男（30～40代、170㎝位、サ
ングラス、白色マスク、黒色手提げ、黒色帽子、黒色長袖Ｔシャツ、赤色長
ズボン、包丁のようなものを所持）に「君の家はどこ」、「君の電話番号は」と
聞かれた後、カメラで写真を撮られた。

51

52

H30.7.23

H30.7.26

不審者情
報

不審者情
報

２．発生日時 平成30年7月22日(日)午後6時30分頃
○発生場所 西赤沢町地内（豊南校区）
○状況 遊戯中の親子に向かって男（60～75歳位、170㎝位、白髪混じりの
短髪、白色キャップ帽、上下白色系着衣）が石を投げつけた。

○発生日時 平成30年7月26日(木)午前6時50分頃
○発生場所 春日町地内（豊校区）
○状況 帰宅中の女子児童が、車から降りてきた男（50歳位、160㎝位、中
肉中背、黒髪短髪、水色ズボン、青色ワンボックス、メガネ）に「ママは？」、
「車乗って」などと声を掛けられた。
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○配信実績
№

配信日

件名（抜粋）

本文（抜粋）

53

H30.8.1

不審者情
報

54

H30.8.8

不審者情
報

○発生日時 平成30年8月1日(水)午前9時20分頃
○発生場所 西新町地内（八町校区）
○状況 自転車で走行中の男子生徒が、マウンテンバイクで並走してきた
男（20～25歳位、体格普通、黒髪、カッターシャツ、ズボン、黒色眼鏡、自称
ブラジル国籍）に「今から学校ですか？」「ＳＮＳのＩＤを教えて」などと声を掛
けられた。
○発生日時 平成30年8月7日(火)正午頃
○発生場所 中野町地内（磯辺校区）
○状況 帰宅中の女子生徒が、車に乗った男（20代位、黒色プリウス）にじ
ろじろと見られた。

不審者情
報

○発生日時 平成30年8月17日(金)午前11時40分
○発生場所 横須賀町地内（津田校区）
○状況 帰宅中の女子児童が、男（30歳代後半位、痩せ型、黒髪、黒色小
型車）に車で後をつけられた。

不審者情
報

○発生日時 平成30年8月20日(月)午前7時30分頃
○発生場所 鎌田町地内（福岡校区）
○状況 帰宅中の女子生徒が、ランニングをしていた男（30代位、170㎝
位、筋肉質、短髪、黒色タンクトップ）に、すれ違いざまに体を触られた。

55

56

57

58

59

H30.8.20

H30.8.21

H30.8.23

H30.9.5

H30.9.7

不審者情
報

街頭犯罪
多発情報

不審者情
報

○発生日時 平成30年8月21日(火)午後4時頃
○発生場所 富本町地内（福岡校区）
○状況 帰宅中の女子生徒らが、自転車に乗った男（30代位、太め、黒色
タンクトップ、グレーズボン）に「何年生？」などと声を掛けられた。

●自転車盗難が多発しました
○発生日 平成30年8月30日(木）～9月3日（月）
○発生場所 絹田町、町畑町、菰口町、藤沢町、北島町地内
※被害に遭った自転車の全てが無施錠状態でした。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。
○発生日時 平成30年9月5日(水)午後5時50分頃
○発生場所 富本町地内（福岡校区）
○状況 下校中の女子生徒が、自転車に乗った男（30歳位、小太り）に「ど
この中学校？」などと声を掛けられた。
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○配信実績
№

配信日

件名（抜粋）

本文（抜粋）

●不審者情報
１．○発生日時 平成30年9月3日(月)正午頃
○発生場所 下地町地内（下地校区）
○状況 下校中の児童らが黒い自動車に乗った男（40～60代位、中肉中
背、短髪、黒ジャージ）につきまとわれた。

60

H30.9.7

不審者情
報

２.○発生日時 平成30年9月6日(木)午後3時55分頃
○発生場所 上野町地内（高師校区）
○状況 女子児童らがシャツをあげながら歩いていた男（35～40歳位、175
㎝位、小太り、短髪、薄毛、灰色のシャツとズボン）を見かけた。
３.○発生日時 平成30年9月6日(木)午後6時頃
○発生場所 天伯町地内（天伯校区）
○状況 男子児童らが白い自転車に乗った男（年齢不明、細身、白髪、白
い長ひげ、白い眉毛、白色Ｔシャツ、黒色長ズボン）に「お兄ちゃんこっちへ
おいで」などと声を掛けられた。

61

62

H30.9.10

H30.9.11

不審者情
報

不審者情
報

●不審者情報
１．○発生日時 平成30年9月6日(木)午後3時15分頃
○発生場所 中浜町地内（中野校区）
○状況 下校中の男子児童らがシルバーの軽自動車に乗った男（50～60
歳位、痩せ型、黒髪短髪、グレーの作業着）に「家まで送ってあげるよ」と声
を掛けられた。
２．○発生日時 平成30年9月7日(金)午後3時頃
○発生場所 中浜町地内（中野校区）
○状況 下校中の男子児童がシルバーの軽自動車に乗った男（50～60歳
位、痩せ型、黒髪短髪、ひげ、グレーの作業着）に「車に乗って」などと声を
掛けられた。
○発生日時 平成30年9月9日(日)午後2時頃
○発生場所 東小鷹野四丁目地内（鷹丘校区）
○状況 遊戯中の女子児童らが男（50歳位、小太り、眼鏡、青い自動車）に
写真を撮られた。

１．○発生日時 平成30年9月12日(水)午後4時頃
○発生場所 大岩町地内（二川校区）
○状況 下校中の男子児童が男（10代、160㎝以上、中肉中背、白色Ｔシャ
ツ、黒色半ズボン）に傘を折られた。

63

H30.9.14

不審者情
報

２．○発生日時 平成30年9月13日(木)午後3時10分頃
○発生場所 上野町地内（高師校区）
○状況 下校中の女子児童らが下半身を露出した男（165㎝位、短髪、白
色半袖、黒色長ズボン）を見かけた。
３．○発生日時 平成30年9月13日(木)午後4時30分頃
○発生場所 飯村北一丁目町地内（飯村校区）
○状況 下校中の男子生徒らが男（40歳位、170㎝位、中肉中背、白髪まじ
りのリーゼント、緑色Ｔシャツ、半ズボン）に「カバンもっていい？」と声を掛
けられた。
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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30年9月13日(木）午後0時30分頃
○発生場所 西高師町地内（高師・芦原校区）
○状況 帰宅中の女子生徒がにやにやしながら自転車に乗っていた男（50
歳位）にじろじろ見られた。

64

H30.9.18

不審者情
報

２．○発生日時 平成30年9月13日(木)午後8時頃
○発生場所 旭町地内（八町校区）
○状況 帰宅中の女子生徒が歩いていた男（年齢不明、170㎝～180㎝、
細身、黒色帽子、上下黒色の服、サングラス、マスク）に「ちょっといい？」な
どと声を掛けられた。
３．○発生日時 平成30年9月14日(金）午後0時30分頃
○発生場所 西高師町地内（高師・芦原校区）
○状況 帰宅中の女子生徒がにやにやしながら自転車に乗っていた男（50
歳位）に「お姉ちゃん」と声を掛けられた。

65

H30.9.19

街頭犯罪
多発情報

●部品ねらい（自動車のアンテナ盗難）が多発しました
○発生日 平成30年9月13日(木）～9月18日（火）
○発生場所 東岩田一丁目地内
※駐車スペースは見通しを良くする、センサーライトを活用するなど防犯対
策をしましょう。

１．○発生日時 平成30年9月18日(火)午後7時30分頃
○発生場所 湊町地内（松葉校区）
○状況 公園内のベンチに座っていた女子生徒に対し、自転車に乗った男
（30代後半～40歳位、170cm弱、中肉中背、白色のワイシャツ、薄茶色の
ズボン、短髪、婦人用自転車）が近づき、写真を撮った。

66

H30.9.20

不審者情
報

２．○発生日時 平成30年9月19日(水)午後4時20分頃
○発生場所 大村町地内（大村校区）
○状況 下校中の女子児童らがバイクに乗った男（40代位、体格普通、黒
色ズボン、青色ヘルメット、黒・白・赤のボディの50ccバイク）につきまとわ
れた。
３．○発生日時 平成30年9月19日(水)午後4時30分頃
○発生場所 天伯町地内（天伯校区）
○状況 帰宅中の女子児童がベージュの軽自動車に乗っていた男（70歳
代位、細身、茶髪、黒っぽい服）ににやにやした表情でじろじろ見られた。
４．○発生日時 平成30年9月19日(水)午後5時20分頃
○発生場所 老津町地内（老津校区）
○状況 下校中の女子生徒らが二人組の男（40歳代位、紺色シャツ、茶色
リュック、眼鏡）に「君かわいいね。こっち来ない？」と声を掛けられた。
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○配信実績
№

配信日

件名（抜粋）

本文（抜粋）

■愛知県知事による交通死亡事故多発警報が発令されました
9月11日から9月20日までの10日間に、愛知県では11人の尊い命が交通事
故で犠牲となりました。誰もが安全に道路を通行できるよう、交通ルールを
守り、マナーを高めましょう。

67

68

H30.3.27

H30.9.26

交通死亡
事故情報

不審者情
報

69

H30.9.27

不審者情
報

70

H30.10.1

不審者情
報

71

H30.10.3

不審者情
報

（お願い）
※交通事故は決して他人事ではありません。自分にも起こりうる身近な問
題ととらえ、交通事故に気をつけましょう。
【発令期間】
平成30年9月21日～平成30年9月30日まで

○発生日時 平成30年9月24日(月)午後3時頃
○発生場所 三ノ輪町地内（向山校区）
○状況 男子児童が公園に向かう途中で、白い軽のワンボックスカーに
乗った男（50代位、黒い服、黒色キャップ）に後をつけられた。
○発生日時 平成30年9月25日(火）午後5時25分頃
○発生場所 橋良町地内（福岡校区）
○状況 帰宅中の女子生徒らが自転車に乗った男（30～40歳位、やや小
柄、太り気味、短髪、紺色の上着、黄土色の長ズボン、黄色バッグ）に声を
掛けられた。
１．○発生日時 平成30年9月27日(木）午後3時30分頃
○発生場所 大脇町地内（二川校区）
○状況 遊戯中の女子児童らが男（20代後半位、170㎝位、がっちりした体
格、金髪、灰色半袖、ジャージ）に追いかけられた。
２.○発生日時 平成30年9月28日(金）午後5時頃
○発生場所 老津町字西高縄地内（老津校区）
○状況 下校中の女子生徒らに対して男（40～50歳位、眼鏡、黒色普通自
動車）が携帯電話のカメラを向けた。
○発生日時 平成30年10月1日(月）午後5時30分頃
○発生場所 三本木町地内（高師校区）
○状況 女子生徒らが男（50～60歳位、150～160㎝位、細身、茶色キャッ
プ、緑色ズボン、白色上着）に急に追いかけてきて、「バカヤロー、なに、逃
げてんだ」と暴言を吐かれた。
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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30年10月3日(水）午後5時10分頃
○発生場所 飯村北三丁目町地内（飯村校区）
○状況 下校中の女子生徒が男（50～60代位、170㎝位、痩せ型、短髪、
オレンジっぽい半袖、グレーの長ズボン）に「ナップサックの重さをみたい」
と声を掛けられた。

72

H30.10.9

不審者情
報

２.○発生日時 平成30年10月3日(水）午後5時20分頃
○発生場所 西口町地内（岩西及び飯村校区）
○状況 下校中の男子生徒らが男（60歳以上、175㎝位、細身、黒髪、上：
長袖、下：スウェット）に唾をはかれた。
３.○発生日時 平成30年10月5日(金）午後5時頃
○発生場所 牟呂町地内（汐田校区）
○状況 下校中の男子児童らが白色の自転車に乗った男（40～50代位、
青色Ｙシャツ、グレーのズボン）に「君の名前は？」と声を掛けられた。

73

H30.10.11

不審者情
報

○発生日時 平成30年10月9日(火）午後5時20分頃
○発生場所 浜道町地内（幸校区）
○状況 下校中の女子生徒が下半身を触りながら歩いていた男（20～30
歳代位、中背、小柄、紺色の作業ズボン、黒色の服、赤色の軽ワゴン車、
銀縁メガネ、無精ひげ、首に白いタオル）に後をつけられた。

１.○発生日時 平成30年10月9日(火）午後9時30分頃
○発生場所 岩屋町地内（岩西校区）
○状況 帰宅中の男子生徒が男（年齢不明、170㎝位、長髪、オレンジ色
の半袖）にカバンを叩かれ、追いかけられた。
74

H30.10.12

不審者情
報

２.○発生日時 平成30年10月11日(木）午前7時50分頃
○発生場所 大岩町地内（二川南校区）
○状況 登校中の児童らが銀色の自転車に乗った男（40代位、170㎝位、
痩せ型、短髪、黄土色作業服、無精ひげ）に携帯電話で写真と動画を撮ら
れた。
⒈○発生日時 平成30年10月10日(水）午前6時頃
○発生場所 新栄町地内（吉田方校区）
○状況 待ち合わせをしていた女子生徒が男（30代位、身長170～180㎝
位、がっちりした体格、短髪、迷彩パーカー、赤い自転車）に肩を触られ、
下半身を見せられた。

75

H30.10.18

不審者情
報

２．○発生日時 平成30年10月16日(火）午後3時20分頃
○発生場所 つつじが丘三丁目地内及び佐藤四丁目地内（つつじが丘校
区）
○状況 集団下校中の児童らが自転車をひいて歩いていた男（70歳代位、
身長高め、上下黒色の服、黒色キャップ、メガネ）に「かわいいね」などと声
を掛けられた。
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○配信実績
№

76

配信日

H30.10.18

件名（抜粋）

注意喚起
情報

本文（抜粋）

○台風等の強風のあと、屋根の無料点検と称し、「すぐに修理が必要だ。
今なら安くする。」などと言って、屋根修理の契約を迫る点検商法にご注意
下さい。
※契約は、複数の業者から相見積もりを取るようにしましょう。
また、保険金が使えると勧誘されても、すぐに契約せず、まずは、加入先
の保険会社等に相談しましょう。
訪問販売であれば、クーリング・オフできる場合があります。
東三河消費生活総合センター
電話51-2305
１．○発生日時 平成30年10月18日(木）午後6時頃
○発生場所 青竹町地内（吉田方校区）
○状況 下校中の女子生徒らが自転車に乗った男（特徴不明）に追いかけ
られた。

77

H30.10.22

不審者情
報

２．○発生日時 平成30年10月19日(金）午後3時50分頃
○発生場所 植田町地内（植田校区）
○状況 女子生徒が挙動不審な男（身長やや高め、中肉、黒っぽい帽子、
黒の長袖、黒の七分丈ズボン）を見かけた。
３．○発生日時 平成30年10月19日(金）午後4時50分頃
○発生場所 前芝町地内（前芝校区）
○状況 下校中の男子生徒が車に乗った人（特徴不明）に爆竹を投げられ
た。

78

79

H30.10.26

H30.10.27

不審者情
報

不審者情
報

○発生日時 平成30年10月24日(水）午後4時15分頃、午後9時15分頃
○発生場所 橋良町地内（福岡校区）、東田町地内（東田校区）
○状況 下校中の女子生徒が銀色の自転車に乗った男（30代位、170㎝
位、痩せ型、黒髪短髪）に「今、学校の帰り？」などと声を掛けられた。
○発生日時 平成30年10月26日(金)午前7時45分頃
○発生場所 豊橋駅
○状況 スカートの中を盗撮している男（20代後半～３０代前半位、160～
165㎝位、ぽっちゃり、短髪、眼鏡、黒色ウインドブレーカー、黒色リュック）
を見かけた。
１．○発生日時 平成30年10月28日(日）午後4時15分頃
○発生場所 豊橋鉄道渥美線車内
○状況 渥美線乗車中の生徒らが男（中年、長身、赤色ニット帽）に行動を
まねされたりした。

80

81

H30.10.31

H30.11.1

不審者情
報

街頭犯罪
多発情報

２．○発生日時 平成30年10月29日(月）午後6時頃
○発生場所 天伯町地内（天伯校区）
○状況 帰宅中の児童生徒らが男（70歳代位、中肉中背、白髪、長髪）に
「ちょっとそこまで連れて行って」と声を掛けられた。
●自転車盗難が多発しました
○発生日 平成30年10月29日(月）～10月30日（火）
○発生場所 八町通一丁目、今橋町、羽根井町、川崎町地内
※被害に遭った自転車の全てが無施錠状態でした。わずかな時間の駐輪
でも確実に施錠をしましょう。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
№

82

83

84

配信日

H30.11.2

H30.11.2

H30.11.5

件名（抜粋）

交通死亡
事故情報

不審者情
報

不審者情
報

本文（抜粋）

交通死亡事故情報
○発生日時 平成30年10月31日（水）午後9時40分頃
○発生場所 柱二番町地内（福岡校区）
○状況 普通乗用車と自転車が衝突し、60歳代女性が死亡。
※夜間はハイビームが基本です。
※緊張感を持って、運転に集中しましょう。
○発生日時 平成30年11月2日(金)午前7時45分頃
○発生場所 豊橋駅
○状況 スカートの中を盗撮している男（20～30代位、160～165㎝位、紺色
ウインドブレーカー、白色Ｙシャツ、黒色ズボン、黒色リュック）を見かけた。

○発生日時 平成30年11月5日(月)午前8時頃
○発生場所 豊橋鉄道渥美線車内
○状況 渥美線乗車中に男（30歳位、中肉中背、黒髪、白色上着、ジャー
ジズボン）にスマートフォンを向けられた。
１．○発生日時 平成30年11月3日(土）午後4時頃
○発生場所 東幸町地内（岩西校区）
○状況 遊戯中の男子児童が男（30歳位、身長低め、中肉、黒髪、上下黒
色の服）に「あなたの家はどこ？」と声を掛けられた。

85

H30.11.7

不審者情
報

注意喚起
情報

86

２．○発生日時 平成30年11月5日(月）午後3時30分頃
○発生場所 馬見塚町地内（吉田方校区）
○状況 下校中の女子生徒らが下半身を露出している男（30代位、特徴不
明、黒色軽自動車）を目撃した。
●宅配便業者をかたる偽SMSに関する相談が急増しています
偽サイトにはAndroid向けの不審なアプリをインストールさせるリンクが仕込
まれています。これをインストールした場合、自分のスマートフォンからも宅
配便業者をかたるSMSが不特定多数のあて先に向けて送信されてしまう
事象が確認されています。
・不審なSMSのURLをタップしないようにしましょう。
・スマホのセキュリティ設定でアプリのインストール許可をオフにしておきま
しょう。
・スマホにインストールしてしまったら機内モードにし、不審アプリのアンイン
ストールをしましょう。
東三河消費生活総合センター
電話51-2305

87

H30.11.12

不審者情
報

○発生日時 平成30年11月8日(木)午後3時30分頃
○発生場所 中郷町地内（羽根井校区）
○状況 下校中の女子児童らが男（20～30代位、160～170㎝位、やせ型、
短髪、青色半袖服、黒色半ズボン、つり目、黒色リュクサック）に「今から家
に帰るの？」などと声を掛けられた。
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○配信実績
№

88

配信日

H30.11.13

件名（抜粋）

交通死亡
事故情報

本文（抜粋）

交通死亡事故情報
○発生日時 平成30年11月10日（土）午後10時頃
○発生場所 西新町地内（八町校区）
○状況 普通乗用車と歩行者が衝突し、60歳代女性が死亡。
※確実な安全確認をして進みましょう。
※夜間は反射材等を有効活用しましょう。
１．○発生日時 平成30年11月9日(金)午後9時40分頃
○発生場所 豊橋市花田町西宿豊橋駅東側地内（花田校区）
○状況 帰宅中の女子生徒が男（20～30歳位、170㎝位、黒髪短髪、グ
レーの上着）に「一緒にどこかへいこうよ」などと声を掛けられた。

89

90

91

92

93

H30.11.13

H30.11.15

H30.11.16

H30.11.21

H30.11.22

不審者情
報

不審者情
報

不審者情
報

不審者情
報

不審者情
報

２．○発生日時 平成30年11月12日(月)午後3時45分頃
○発生場所 東小田原町地内（松山校区）
○状況 下校中の女子児童らが黒いワゴン車に乗った３人組の男（30代
位、茶髪、パーマ）に「ねえねえ」と声を掛けられた。
○発生日時 平成30年11月13日(火）午後3時40分頃
○発生場所 馬見塚町地内（吉田方校区）
○状況 下校中の女子生徒らが下半身を露出している男（年齢等不明、腹
部に入れ墨、白のセダン）を目撃した。

１．○発生日時 平成30年11月14日（水）午後4時ごろ
○発生場所 東幸町地内（岩西校区）
○状況 友人の家へ遊びに行く途中の男子児童が、男3名（中学生位、165
～170㎝位、全員灰色パーカー）に暴行を受けた。
２．○発生日時 平成30年11月14日(水）午後4時40分頃
○発生場所 八町通地内（八町校区）
○状況 下校中の女子生徒らが男（40～50歳位、青色チェックシャツ、水色
ケースをつけた黒色スマートフォン）に携帯で写真を撮られた。
１．○発生日時 平成30年11月20日(火）午後3時40分頃
○発生場所 大岩町地内（二川南校区）
○状況 下校中の女子生徒らが軽自動車に乗った男（40～50代位、165㎝
位、がっちりした体格、オールバック、黒色の上着、スウェット）に携帯で写
真を撮られた。
２．○発生日時 平成30年11月21日(水）午前7時40分頃
○発生場所 三弥町地内（二川南校区）
○状況 登校中の男子生徒らが自転車に乗った男（年齢等不明、黒色マス
ク、黒色の服）に携帯で動画を撮られた。
○発生日時 平成30年11月2１日(水）午後4時頃
○発生場所 西口町地内（岩西校区）
○状況 下校中の男子児童が男（165㎝位、太め、黒髪、黒色の上下、眼
鏡、マスク）にスマートフォンを向けられた。
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○配信実績
№

94

配信日

H30.11.27

件名（抜粋）

不審者情
報

本文（抜粋）

○発生日時 平成30年11月22日(木）午後3時45分頃
○発生場所 馬見塚町地内（吉田方校区）
○状況 下校中の女子生徒らに対し、男（年齢等不明、グレーの服、細ふ
ち眼鏡、シルバーの軽自動車）が下半身を露出した。
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○配信実績
№

95

配信日

件名（抜粋）

交通死亡
事故情報
H30.11.28 及び街頭
犯罪多発
情報

本文（抜粋）

●交通死亡事故情報
○発生日時 平成30年11月21日（水）午後0時55分頃
○発生場所 杉山町地内（杉山校区）
○状況 普通乗用車が信号交差点を右折時、横断歩道上を横断中の歩行
者と衝突し、歩行者が死亡しました。
＜事故防止対策＞
〇ドライバーのみなさん
横断歩道に近づいたら、速度を落とし、横断者の発見に努めましょう。
〇歩行者のみなさん
自動車が歩行者に気づいていない場合があります。道路の横断は左右の
安全をしっかり確認しましょう。
●車上ねらいが多発しました
○発生日 平成30年11月22日（木）～23日（金）
○発生場所 岩屋町地内（岩西校区）
※車内にあった鞄などから現金が盗まれました。車を離れるときは車内に
貴重品を残さないようにするなど防犯対策をしましょう。

96

97

H30.11.30

H30.12.5

不審者情
報

○発生日時 平成30年11月28日(水）午後3時20分頃
○発生場所 舟原町地内（新川校区）
○状況 下校中の男子児童らが黒色の棒を持った男（20代位、細身、短
髪、上下黒色の服）にじろじろと見られた。

不審者情
報

○発生日時 平成30年12月4日(火）午後4時頃
○発生場所 前芝町地内（前芝校区）
○状況 下校中の女子児童らに対し、男（60歳位、黒髪、黒色上着、青色
ズボン、黒色軽自動車）が下半身を露出した。

98

H30.12.7

不審者情
報

99

H30.12.12

注意喚起
情報

100

H30.12.14

注意喚起
情報

101

H30.12.25

不審者情
報

○発生日時 平成30年12月5日(水）午後7時頃
○発生場所 神野新田町地内（磯辺校区）
○状況 下校中の女子生徒らが自転車に乗った外国人の男（30～40歳
位、痩せ型、黒髪短髪、縮れ毛、迷彩服）に大声を上げられながら、追いか
けられた。
●還付金等詐欺関連の電話にご注意ください
○市役所職員を名乗り、「保険料の還付金がある」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。
●特殊詐欺関連の電話にご注意ください
○市内で還付金等詐欺の被害が発生しました。市役所職員を名乗り、「保
険料の還付金がある」等と言い、ATMを利用して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。
○発生日時 平成30年12月21日(金）午後3時30分頃
○発生場所 野依町地内（野依校区）
○状況 下校中の女子児童がシルバーの小型自動車に乗った男（50歳
位、黒髪）にじろじろと見られた。
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○配信実績
№

102

配信日

H30.12.25

件名（抜粋）

注意喚起
情報

本文（抜粋）

●架空請求のハガキにご注意ください
○「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが届き、記
載の電話番号に連絡をすると、「弁護士」「相手方の企業」へ電話をするよ
う指示されます。指示どおり電話すると、「裁判の取り下げ費用」などといっ
て支払いを要求されます。
※上記のようなハガキが不特定多数に送られています。身に覚えのない相
手には連絡をしないで、心配な時は、東三河消費生活総合センター(512305)や豊橋警察署(54-0110)に相談してください。
１．○発生日時 平成30年12月25日(火）午後3時頃
○発生場所 牟呂中村町地内（牟呂校区）
○状況 遊戯中の女子児童が男（80歳位、150～155㎝位、紺色の上着、紫
色のニット帽、黒色ズボン、白マスク）に「お父さんのところへ連れていって
あげるからついて来て」と声を掛けられた。

103

H30.12.26

不審者情
報

２．○発生日時 平成30年12月25日(火）午後4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下半身を露出した男（年齢不明、痩せ型、上
下黒っぽい服）を見かけた。
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○配信実績
№

104

配信日

H31.1.10

件名（抜粋）

不審者情
報

本文（抜粋）

○発生日時 平成31年1月9日(水）午後4時50分頃
○発生場所 富士見台三丁目地内（富士見校区）
○状況 段位児童が公園で友達と待ち合わせ中、白色軽自動車に乗った
男（30～40代位、170㎝位、やや太め、黒色パーカー、赤色ズボン、眼鏡、
耳あて、あごひげ）に「いい所に連れていってあげるから車に乗って」と声を
かけられた。
１．○発生日時 平成31年1月9日(水)午後0時45分頃
○発生場所 瓦町地内（向山及び旭校区）
○状況 下校中の女子生徒がシルバーの自転車に乗った男（20代前半、
小柄、中肉、短めの髪、黒っぽい服、前かごにスクールバッグ）に後をつけ
られた。

105

H31.1.11

不審者情
報

２ ．○発生日時 平成31年1月10日(木)午後4時30分頃
○発生場所 西幸町地内（幸校区）
○状況 遊戯中の女子児童がオレンジの自転車に乗った男（10代、身長高
め、黒い服、メガネ）に「名前と住所を教えて」と声を掛けられた。
３．○発生日時 平成31年1月10日(木)午後4時30分頃
○発生場所 岩田町地内（岩田校区）
○状況 遊戯中の女子児童らに対し、男（50～60代、白いキャップ、ピンク
の上着、白いズボン、グレーのインナー、白いスニーカー）が声をかけ、下
半身を露出した。

106

107

H31.1.17

H31.1.22

不審者情
報

不審者情
報

１．○発生日時 平成31年1月11日(金)午後1時30分頃
○発生場所 老松町地内（向山校区）
○状況 下校中の女子生徒が赤色の自転車に乗った男（30代位、160～
170㎝位、バッグ）に後をつけられた。
２ ．○発生日時 平成31年1月14日(月)午後6時10分頃
○発生場所 牛川通五丁目地内（牛川校区）
○状況 帰宅中の女子生徒が下半身を露出している男（50代位、160～170
㎝位、中肉、ニット帽）を目撃した。
○発生日時 平成31年1月18日(金）午後3時15分頃
○発生場所 大岩町地内（二川南校区）
○状況 下校中の男子児童らが自転車に乗った男（20～30代位、黒色ジャ
ンバー）に「携帯電話で一緒に写真とろう」と声をかけられた。
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○配信実績
№

108

109

110

111

112

113

114

115

配信日

H31.1.23

H31.1.28

H31.1.29

H31.1.30

H31.1.31

H31.2.5

H31.2.6

H31.2.15

件名（抜粋）

注意喚起
情報

本文（抜粋）

●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、「保険料の払い戻しがある。」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。

不審者情
報

○発生日時 平成31年1月28日(月）午前7時30分頃
○発生場所 馬見塚町地内（吉田方校区）
○状況 登校中の女子生徒に男（特徴不明、シルバーの軽自動車）が下半
身を露出した。

不審者情
報

○発生日時 平成31年1月29日(火）午前7時40分頃
○発生場所 飯村北三丁目地内（飯村校区）
○状況 登校中の女子生徒らが自転車に乗った男（40～50歳位、170㎝
位、太め、キャップ、コート）に暴言を吐かれた。

不審者情
報

○発生日時 平成31年1月28日(月）午後5時頃
○発生場所 大岩町地内（二川南校区）
○状況 下校中の女子生徒らに男（40代位、160～170㎝位、やや細め、
フード、黒色ダウンジャケット、黒色ズボン）が下半身を露出した。

不審者情
報

○発生日時 平成31年1月29日(火）午後4時20分頃
○発生場所 下地町地内（下地校区）
○状況 下校中の女子児童が男（40代位、170㎝位、痩せ型、黒色帽子、
黒色ジャンバー、黒色ズボン）に後をつけられた。

不審者情
報

○発生日時 平成31年2月3日(日）午後3時頃
○発生場所 牟呂町地内（羽根井校区）
○状況 買物中の女子児童に対して男（45～50歳位、白色ケースをつけた
スマートフォン）が携帯電話のカメラを向けた。

不審者情
報

○発生日時 平成31年2月4日(月）午前8時15分頃
○発生場所 弥生町地内（栄校区）
○状況 登校中の女子生徒が白色の自動車（ミラーが黒色）に乗った男
（20歳位、痩せ型、短髪、スーツ、青色フレームの眼鏡）につきまとわれた。

注意喚起
情報

●特殊詐欺関連の電話にご注意ください
○市役所職員を名乗り、「保険料の払い戻しがある」等と言い、ATMを利用
して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。
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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31年2月18日(月）午後3時10分頃
○発生場所 大岩町地内（二川南校区）
○状況 下校中の男子児童らが男（20代位、170㎝位、細身、フード、上
下黒色の服、濃い緑色の小物）にランドセルをつかまれた。

116

117

不審者情
H31.2.20
報

H31.2.21

注意喚起
情報

２．○発生日時 平成31年2月19日(火)午後4時30分頃
○発生場所 牟呂市場町地内（牟呂校区）
○状況 下校中の女子児童が白色の自動車に乗った男（太め、メガネ、マ
スク）に後をつけられた。
３．○発生日時 平成31年2月19日(火)午後5時15分頃
○発生場所 石巻平野町地内（西郷校区）
○状況 下校中の女子生徒がシルバーの自動車に乗った若い男に後をつ
けられた。
●還付金詐欺関連の電話にご注意ください
○市内で還付金等詐欺の被害が発生しました。市役所職員を名乗り、「保
険料の還付がある」等と言い、ATMを利用して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。

１．○発生日時 平成31年2月21日(木）午後4時30分頃
○発生場所 吉川町地内（吉田方校区）
○状況 帰宅中の男子児童が男（20代位、170㎝位、中肉中背、黒髪短
髪、赤色ジャージ、黒色ズボン、スマートフォンを所持）に追いかけられた。
118

H31.2.22

不審者情
報

119

H31.2.22

注意喚起
情報

２．○発生日時 平成31年2月21日(木）午後5時30分頃
○発生場所 大岩町地内（二川南校区）
○状況 帰宅中の男子児童らが男（30～40代位、170㎝位、細身、フード
付きの上下黒色スウェット、パーマ、あごひげ、黒ぶちメガネ、ハンマーを所
持）に声を掛けられた。
●特殊詐欺関連の電話にご注意ください
○警察をかたり、「詐欺グループを捕まえたらあなたの名前が出てきた」等
と振り込め詐欺の前兆電話が市内で多発しています。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現金を引き出す手口です。
※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
№

120

121

122

配信日

H31.2.25

H31.2.26

件名（抜粋）

不審者情
報

不審者情
報

注意喚起
情報及び
H31.2.28
不審者情
報

本文（抜粋）

○発生日時 平成31年2月24日(日）午後4時頃
○発生場所 東森岡町地内（玉川校区）
○状況 遊戯中の女子児童らに対して男（20歳位、170㎝位、中肉中背、黒
色頭髪）がスマートフォンのカメラを向けた。
○発生日時 平成31年2月25日(月）午後3時45分頃
○発生場所 西羽田町地内（花田校区）
○状況 女子児童とすれ違うタイミングで、男（30～40代位、165㎝位、中肉
中背、フード付きの上下黒色の服、黒色リュック）が歩道の街路樹に放尿を
した。
●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、「保険料の払い戻しがある」等と言い、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。
不審者情報
１．○発生日時 平成31年2月25日(月)午後5時頃
○発生場所 大岩町地内（二川南校区）
○状況 下校中の女子児童らが男（40～50代位、160～170㎝位、太り気
味、寝ぐせ、上下黒色ジャージ、黒色リュック）に追いかけられた。
２．○発生日時 平成31年2月26日(火)午後4時頃
○発生場所 新栄町地内（吉田方校区）
○状況 遊戯中の男子児童が男（50歳位、175㎝位、中肉、茶髪、長髪、黒
色帽子、白色マスク、黒色メガネ、黒色手袋）に背中を押された。
３．○発生日時 平成31年2月26日(火)午後5時20分頃
○発生場所 中岩田町地内（岩田校区）
○状況 下校中の女子生徒が自転車に乗った男（30～40代位、中肉、短
髪）に「何年生？」などと声を掛けられた。
４．○発生日時 平成31年2月27日(水)午前7時頃
○発生場所 牧野町地内（幸校区）
○状況 登校中の女子生徒が自転車に乗った男（30～40代位、160～170
㎝位、中肉、短髪、白黒ゼブラの服）に「がんばれ」と声を掛けられた。
１．○発生日時 平成31年2月27日(水）午後4時30分頃
○発生場所 植田町地内（植田校区）
○状況 シルバーの軽自動車に乗った男（30代位、身長高め、がっちり型、
上下つなぎ作業着）が女子生徒らに対し、下半身を露出した。

123

H31.2.28

不審者情
報

２．○発生日時 平成31年2月27日(水）午後5時20分頃
○発生場所 中岩田一丁目、中岩田二丁目、平川本町三丁目地内（岩田
校区）
○状況 下校中の女子生徒らが銀色の自転車に乗った男（30歳位、160㎝
位、頭髪薄毛、ブルゾン、黒っぽい綿パン、メガネ）に「どこの学校」などと声
を掛けられた。
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○配信実績
№

124

125

配信日

H31.3.6

H31.3.13

件名（抜粋）

本文（抜粋）

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、「保険料の払い戻しがある」等と言い、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。

不審者情
報

○発生日時 平成31年3月12日(火）午後5時50分頃
○発生場所 東小浜町地内（中野校区）
○状況 下校中の女子生徒が男（50～70代位、150～160㎝位、やせ型、白
髪頭、ベージュのハンチング帽、ベスト、チェック柄ズボン）に卑猥な言葉を
かけられた。

１．○発生日時 平成31年3月12日(火）午後5時20分頃
○発生場所 中野町地内（磯辺校区）
○状況 下校中の女子生徒らに対して男（30～50代位、細身、紺色のフ
リース、黒っぽいズボン、ニット帽、銀色自転車）がカメラを向けた。
126

H31.3.14

不審者情
報

127

H31.3.18

不審者情
報

128

H31.3.27

強盗発生
情報

２．○発生日時 平成31年3月13日(水）午後5時30分頃
○発生場所 一色町地内（磯辺校区）
○状況 下校中の女子生徒らが、ごみ袋の中身を確かめたり、自動販売
機を叩いたりする男（30代位、175㎝以上、がっちり体型、黒髪長髪、上下
黒色の服）を目撃した。
○発生日時 平成31年3月14日(木）午後5時30分頃
○発生場所 高師町地内（芦原校区）
○状況 帰宅中の女子生徒らが銀色軽ワンボックスに乗った3人組の男
（20～30代位、全員暗い色の服、1人は太めの坊主頭）に声を掛けられた。

○発生日時 平成31年3月27日(水)午後3時30分頃
○発生場所 下地町地内
○状況 男1名（40～50歳位、上下黒色の服、刃物所持）が強盗をし、自転
車で逃走。
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