○配信実績
№

配信日時

本文（抜粋）

件名（抜粋）

1

H23.4.7 不審者情報

○発生日時 平成23年4月7日（木） 午前9時30分ごろ ○発生場所 豊橋市飯村北四丁目地内
○状況 登下校中の女子生徒が、近づいてきた男（50才代、160～170cm、細身、頭髪薄め、上下
黒っぽいジャージ）にスカートをめくられた。※付近では、この他にも同様の手口による事案が発生
していますので、ご注意ください。

2

H23.4.7 不審者情報

○発生日時 平成23年4月7日（木）午前7時45分頃 ○発生場所 西岩田一丁目地内 ○状況 登
校中の女子生徒2名に、男（50才前後、165cm～170cm、中肉中背、グレージャンパー、ベージュズ
ボン）が下半身を露出した。

3

H23.4.12 不審者情報

○発生日時 平成23年4月12日（火）午前8時30分頃 ○発生場所 西松山町地内 ○状況 登校中
の女子生徒が、下半身を露出した男（30才位、160cm前後、小太り、黒色短髪、白色長袖Ｔシャツ、
白っぽいズボン）に腕やリュックを掴まれたが、振り払って逃げた。

4

東三河地域では４月に入って交通死亡事故が多発しております。
交通死亡事故多 ○事故の多くが交差点での出合頭事故です。
H23.4.14
○ぼんやりすることなく前後左右をよく見て運転し、交差点では左右の安全確認を確実に行ってくだ
発情報
さい。

5

H23.4.18

6

H23.4.21 不審者情報

○発生日時 平成23年4月20日（水） 午後1時20分ごろ ○発生場所 豊橋市牛川町地内 ○状況
下校中の児童らが、小型バイクに二人乗りした若い男（ダボダボした服着用）に、つきまとわれた。

7

H23.4.22 不審者情報

○発生日時 平成23年4月21日（木） 午後6時10分ごろ ○発生場所 豊橋市佐藤一丁目地内 ○
状況 女子生徒が、自宅玄関付近で、男（30才代、170cmぐらい、中肉中背・面長、短髪、青チェック
シャツ、白シャツ、ジーパン）に口をふさがれ、連れていかれそうになった。女子生徒が大声を出した
ため、その声に気付いた家族が出たところ、男は逃げた。

8

H23.4.26 不審者情報

○発生日時 平成23年4月24日（日） 午後4時ごろ ○発生場所 豊橋市中野町地内 ○状況 徒
歩で下校中の女子生徒が、背後から来た自転車に乗った男（165cm～175cmぐらい、やや細め、天
然パーマ風の頭髪、上下黒色の衣服）に体を触られた。

9

H23.4.26

交通重体事故発 ○発生日時 平成23年4月16日（土） 午後4時ごろ ○発生場所 豊橋市西幸町地内 ○状況 普
通貨物車と自転車が出合頭で衝突し、自転車の60歳代女性が重体
生情報

死亡事故発生情 ○発生日時 平成23年4月25日（月） 午後10時35分ごろ ○発生場所 豊橋市石巻本町地内 ○
状況 軽四乗用車が街路灯に衝突し、運転していた若者の男性が死亡
報

10

H23.4.28 不審者情報

○発生日時 平成23年4月26日（火） 午後8時30分ごろ ○発生場所 豊橋市北側町地内 ○状況
自転車で下校中の女子生徒が、自転車で後ろからつけて来た男（160cm～170cmぐらい、30歳前
後、マスク、メガネ着用）に道を聞かれ、説明中に体を触られた。

11

H23.4.28 不審者情報

○発生日時 平成23年4月27日（水） 午前7時55分ごろ ○発生場所 豊橋市中世古町地内 ○状
況 登校中の男子生徒が、シルバーの自転車に乗った男（50歳位、体格普通、頭髪灰色、黒っぽい
着衣）に正面から写真を取られた。

12

H23.5.2 不審者情報

○発生日時 平成23年4月29日（金） 午後3時00分ごろ ○発生場所 豊橋市高師町字水神地内
○状況 帰宅中の女子児童に男（年齢20歳代、身長170cm前後、上下黒色のジャージ）が、下半身
を露出した。

13

H23.5.6

死亡事故発生情 ○発生日時 平成23年5月6日（金） 午前11時15分ごろ ○発生場所 豊橋市高師本郷町地内 ○
状況 東進の軽四貨物車と北進中の自転車が、信号のない交差点で衝突し、80歳代男性が死亡
報
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14

H23.5.12 不審者情報

○発生日時 平成23年5月12日（木） 午前7時10分ごろ ○発生場所 豊橋市王ヶ崎町地内 ○状
況 登校中の女子生徒に男（年齢40歳位、身長165cm位、ややぽっちゃり型、肌色っぽいブレー
カー）が、下半身を露出した。

15

H23.5.17 不審者情報

○発生日時 平成23年5月17日（火） 午後3時ごろ ○発生場所 豊橋市駒形町地内 ○状況 運
動場で授業中、男（年齢20歳後半～30歳位、体格細め、黒のジャージ上着、濃いめの青色ジーン
ズ）が、運動場に向けて下半身を露出した後、自転車に乗り立ち去った。

16

H23.5.27 不審者情報

○発生日時 平成23年5月26日（木） 午後5時25分ごろ ○発生場所 豊橋市西小鷹野三丁目地内
○状況 公園で遊んでいた児童が、男（60歳代位、身長170cm位、薄青の上下、自転車使用）に声
を掛けられ、体を触られた。

17

H23.6.7 不審者情報

○発生日時 平成23年6月6日（月） 午後4時30分ごろ ○発生場所 豊橋市飯村南三丁目地内
○状況 下校中の女子生徒に男（年齢30歳後半、身長160cm前後、細身、ベージュのキャップ、白
のＴシャツ、茶色のズボン）が、下半身を露出した。

18

H23.6.7 不審者情報

○発生日時 平成23年6月6日（月） 午後4時ごろ ○発生場所 豊橋市南栄町地内 ○状況 公園
で遊んでいた２名の女子児童が、男（年齢40歳位、青の上着、黒っぽいズボン）に卑猥な言葉をか
けられた。

19

H23.6.10 不審者情報

○発生日時 平成23年6月9日（木） 午後4時40分ごろ ○発生場所 豊橋市横須賀町地内 ○状
況 帰宅中の女子生徒が、バイクから降りてきた男（年齢20歳位、180ｃｍ、痩せ型、黒髪、黒色Ｔ
シャツ、青色ズボン、黒色ヘルメット、バイク50ｃｃ）につきまとわれ、腕を引っ張られた。

H23.6.13 注意喚起情報

自宅に突然知らない業者が来て、宝石や貴金属を買い取る「押し買い」が増えてます！いったん業
者の手に渡ったら取り戻せないことがほとんどです。
●買い取ってもらうつもりがないならはっきり断ること
●自宅に居座る、物品を出せと強く迫るなど、怖い思いをしたときは警察を呼ぶこと
もし契約してしまった等困ったときは早めに相談してください。
豊橋市消費生活相談室 ５１－２３０５
（月～金） １０時から正午、１３時から１６時３０分

20

昨日の夕方頃から、「カゼをひいた」「携帯電話が変わった」という振り込め詐欺と思われる不審な電
話が連続してありました。
21

22

H23.6.22 注意喚起情報

H23.6.22 注意喚起情報

●「電話番号が変わった」という電話には注意しましょう。
●すぐに振り込まないようにしましょう。
●不審な電話があれば、必ず誰かに相談しましょう。
太陽光発電システムの勧誘トラブルが増えています！
補助金が出るから「無料で設置」→そんなうまい話はありません。
●不安を感じたり困ったときは早めに相談してください。
豊橋市消費生活相談室 ５１－２３０５
（月～金） １０時から正午、１３時から１６時３０分
●設置費用の「一部」について補助金を受け取ることができます。
補助金を受けるには条件がありますので、一度お問い合わせください。
豊橋市役所温暖化対策推進室 ５１－２４１９

23

24

H23.6.23 不審者情報

○発生日時 平成23年6月22日（水） 午後6時ごろ ○発生場所 豊橋市富士見台一丁目地内 ○
状況 自宅近くで女子児童が、男（年齢など不明）に声をかけられ、体を触られた。

H23.6.24 不審者情報

(1)発生日時 平成23年6月23日（木） 午後6時ごろ ○発生場所 豊橋市大村町地内 ○状況 帰
宅中の女子児童3名が、自動車に乗った男(30歳～40歳、赤白のチェックのシャツ、シルバーの軽ワ
ゴン、黒縁メガネ)に、至近距離で卑猥な言葉をかけられた。
(2)発生日時 平成23年6月23日（木） 午後7時ごろ ○発生場所 豊橋市草間町地内 ○状況 女
子生徒が、自転車で近づいてきた男(15歳～20歳位、やせ気味、短めの黒い頭髪、シルバーの自転
車)に、写真撮影をしつこく要求された。
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愛知県は6月28日（火）午前11時、食中毒警報を発令しました。

25

H23.6.28

食中毒警報発令
情報

■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。
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。
光化学スモッグ情報
愛知県は本日１２時５０分
豊橋地区に光化学スモッグ予報を発令しました。

26

○注意事項
・光化学スモッグに関する今後の情報に注意してください。
【発令】光化学ス
・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
モッグ予報が発
ください。
H23.6.30
令されました（再
送）
先ほど送信した文面に誤りがありましたので再送いたします。
訂正してお詫び申し上げます。
豊橋市役所 環境部
環境保全課
0532-51-2388
光化学スモッグ情報
愛知県は本日１２時５０分
豊橋地区に光化学スモッグ予報を発令しました。

27

○注意事項
・光化学スモッグに関する今後の情報に注意してください。
【発令】光化学ス ・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
H23.6.30 モッグ予報が発 ください。
令されました
先ほど送信した文面に誤りがありましたので再送いたします。
訂正してお詫び申し上げます。
豊橋市役所 環境部
環境保全課
0532-51-2388

光化学スモッグ情報
愛知県は本日１２時５０分
豊橋地区に光化学スモッグ＜予報＞を発令しました。

28

○注意事項
・屋外になるべく出ないようにしてください。
【発令】光化学ス
・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
H23.6.30 モッグ予報が発
ください。
令されました
豊橋市役所 環境部
環境保全課
0532-51-2388

29

H23.7.13 注意喚起情報

農薬の誤飲に注意！除草剤や殺虫剤の誤飲事故が発生しております。
●農薬を一升瓶に入れたり、ドリンク剤の瓶に入れ替えたりするのは誤飲のもととなりますので、や
らないでください。
●誤飲してしまったら、すぐに作業をやめて医療機関を受診してください。その際、製品を持参する
など、成分がわかるようにしてください。
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愛知県は7月14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以上のとき、又はそれが予想されるとき。

30

■注意事項
食中毒警報発令 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。
H23.7.13
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。
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
○発生日時 平成23年7月20日（水） 午後2時40分ごろ ○発生場所 豊橋市小畷町地内 ○状況
友人と2人で歩いていた女子児童が、後方から来た自転車に乗った男(20歳～30歳、紺色のレイン
コート、フード着用)に、追い抜き様に体を触られた。児童が大きな声を出したため、男は逃げていっ
た。

31

H23.7.20 不審者情報

32

H23.7.21

33

H23.7.26 不審者情報

○発生日時 平成23年7月26日（火） 午前7時ごろ ○発生場所 豊橋市岩屋町地内 ○状況 ラ
ジオ体操から帰宅途中の女子児童が、年輩の男(白髪まじり、上下青の衣服)に、手首をつかまれ
た。

34

H23.7.27 不審者情報

○発生日時 平成23年7月26日（火） 午後3時ごろ ○発生場所 豊橋市神野新田町地内 ○状況
帰宅途中の女子児童に男（年齢10代後半、痩せ型、黒色のシャツ）が、下半身を露出した。

35

H23.7.27

○発生日時 平成23年7月20日（水） 午後8時35分ごろ ○発生場所 豊橋市賀茂町地内 ○状況
死亡事故発生情
県道を東進中の軽四自動車と８０歳代の女性が衝突し、８０歳代の女性が死亡。※夜間外出時には
報
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23年7月27日（水） 午前1時10分ごろ ○発生場所 豊橋市若松町地内 ○状況
死亡事故発生情
国道23号線を西進中の普通貨物自動車と西向き停車中の大型貨物自動車が衝突し、普通貨物自
報
動車に乗った20歳代の男性が死亡。
愛知県は8月8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。

36

■注意事項
食中毒警報発令 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。
H23.8.8
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。
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

37

H23.8.10

○発生日時 平成23年8月9日（火） 午後10時40分ごろ ○発生場所 豊橋市湊町地内 ○状況
死亡事故発生情
国道23号線を東進中の普通乗用車と北進横断中の２０歳代の男性が衝突し、２０歳代の男性が死
報
亡。※夜間外出時には反射材を身につけるなど、事故対策をしましょう。
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光化学スモッグ情報
愛知県は本日１３時５０分
豊橋地区に光化学スモッグ予報を発令しました。

38

○注意事項
・光化学スモッグに関する今後の情報に注意してください。
【発令】光化学
・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
H23.8.10 スモッグ予報さ
ください。
れました
豊橋市役所 環境部
環境保全課
0532-51-2388

39

光化学スモッグ情報
愛知県は本日１６時５０分
【解除】光化学
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。
スモッグ＜予報
豊橋市役所 環境部
H23.8.10
＞が解除されま
環境保全課
した
0532-51-2388

○発生日時 平成23年8月26日（金） 午後7時35分ごろ ○発生場所 豊橋市馬見塚町地内 ○状
死亡事故発生情
況 道路横断中の歩行者が軽乗用車にはねられ、８０歳代の男性が死亡 ※夜間外出時には反射
報
材を身につけるなど、事故対策をしましょう。

40

H23.8.27

41

○発生日時 平成23年8月28日（日） 午前7時25分ごろ ○発生場所 豊橋市野依町地内 ○状況
死亡事故発生情 国道23号線を東進中の自転車と同じく東進中のトラックが衝突し、自転車に乗った60歳代の男性が
H23.8.30
死亡。※豊橋市では、交通死亡事故が多発しています。交通ルールをしっかり守り、交通事故をなく
報
しましょう。

42

○発生日時 平成23年9月4日（日） 午後6時50分ごろ ○発生場所 豊橋市仁連木町地内 ○状
死亡事故発生情 況 西進中の普通貨物自動車と東進中の歩行者が衝突し、歩行者の70歳代女性が死亡 ※豊橋
H23.9.5
市では、交通死亡事故が多発しています。夕暮れの外出時には反射材を身につけるなど、事故対
報
策をしましょう。

43

H23.9.5 不審者情報

○発生日時 平成23年9月5日（月）午前6時40分ごろ ○発生場所 豊橋市西小池町地内 ○状況
登校中の女子生徒の被服を男（年齢20～25歳位、長身、ワイシャツ（サラリーマン風））が、触った。

44

H23.9.7 不審者情報

○発生日時 平成23年9月6日（火）午後4時10分ごろ ○発生場所 豊橋市東赤沢町地内 ○状況
下校中の女子生徒が、白の乗用車に乗った男（年齢50歳位、身長160cm位、白髪まじり、白の半袖
シャツ、首に黄色のタオル）に声を掛けられ、道を塞がれたが振り切って逃げた。

45

H23.9.9 不審者情報

○発生日時 平成23年9月8日（木）午後4時30分ごろ ○発生場所 豊橋市小畷町地内 ○状況
店舗内で買物中の女子児童が、男（年齢40歳位、細身、茶色の上着、メガネ）に抱きつかれた。

46

H23.9.9 不審者情報

○発生日時 平成23年9月8日（木） 午後4時00分ごろ ○発生場所 豊橋市青竹町地内 ○状況
下校中の女子生徒に男（年齢30歳代、身長170cm位、中肉中背、短髪、サングラス、ジーンズ、白の
Ｔシャツ、黒色の軽自動車）が、車を降りて下半身を露出した。

47

H23.9.15 不審者情報

○発生日時 平成23年9月14日（水） 午後5時40分ごろ ○発生場所 豊橋市北島町地内 ○状況
帰宅途中の女子児童に水色の車を運転していた男（年齢30歳代位）が、突然下半身を露出した。

48

H23.9.21 不審者情報

○発生日時 平成23年9月20日（火） 午後3時30分ごろ ○発生場所 豊橋市向山東町地内 ○状
況 下校中の男子児童が、50代位の自転車に乗った男（短髪）と女に自宅まで追いかけられた。異
変に気づいた母親が玄関を開けたところ、男女は逃走した。

49

H23.9.21 不審者情報

○発生日時 平成23年9月20日（火） 午後4時ごろ ○発生場所 豊橋市佐藤二丁目地内 ○状況
下校中の女子生徒が、白い小型乗用車に乗った男（20歳位、メガネ）に家の前までつけられ、車の
中から携帯電話で撮影された。
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50

H23.9.22 不審者情報

51

H23.10.3

○発生日時 平成23年9月22日（木） 午前7時ごろ ○発生場所 豊橋市牛川薬師町地内 ○状況
登校中の女子生徒が、軽自動車に乗った男（20～30歳代、短髪、青いTシャツ）にカメラのようなもの
を出してつきまとわれた。

○発生日時 平成23年10月3日（月）午前8時20分ごろ ○発生場所 豊橋市三本木町地内 ○状況
死亡事故発生情
西進中の軽四貨物自動車と東進中の自転車が衝突し、自転車の70歳代男性が死亡 ※豊橋市で
報
は、交通死亡事故が多発しています。交通ルールをしっかり守り、交通事故をなくしましょう。

52 H23.10.11 不審者情報

○発生日時 平成23年10月11日（火） 午後1時ごろ ○発生場所 豊橋市舟原町地内 ○状況 下
校中の女子生徒が、自転車に乗り下半身を露出していた男（白い服、黒いズボン）に声をかけられ
た。

53

○発生日時 平成23年10月12日（水）午後5時50分頃 ○発生場所 豊橋市前芝町地内 ○状況
死亡事故発生情 信号交差点を横断していた自転車と左折中の大型貨物自動車が衝突し、自転車の小学生が死亡
H23.10.12
※車には運転者から見えない所が多くあります。速度を落として、周りをよく確認して運転しましょ
報
う。

54

○発生日時 平成23年10月24日（月）午前4時40分ごろ ○発生場所 豊橋市野依町地内 ○状況
死亡事故発生情 東進中の普通乗用車と北進中の原動機付き自転車が衝突し、原動機付き自転車の60歳代女性が
H23.10.24
死亡 ※豊橋市では、交通死亡事故が多発しています。交通ルールをしっかり守り、交通事故をなく
報
しましょう。

55

H23.10.27 不審者情報

○発生日時 平成23年10月26日（水） 午前7時20分ごろ ○発生場所 豊橋市西幸町地内 ○状
況 登校中の女子生徒が白色の車に乗っていた男（細い目、年齢30歳代位、灰色の作業服、ス
ポーツ刈り）に、写真を撮られた。
キャッチセールスにご注意！話しかけられても立ち止まらず、無視しましょう。
●街中で「ちょっといいですか」と声をかけられ、「このままでは大変なことになる」と不安をあおった
上で高額なセミナーへの参加や商品の購入をすすめられ、契約・購入してしまうケースがあります。

56

H23.10.25 注意喚起情報

●高価な商品だけでなく、セミナーという目に見えないものであっても申込書面の受領日を含む８日
以内ならクーリングオフが可能です。
豊橋市消費生活相談室 ５１－２３０５
（月～金） １０時から正午、１３時から１６時３０分

57

58

H23.10.30

○発生日時 平成23年10月30日（日）午前9時45分ごろ ○発生場所 豊橋市二川町地内 ○状況
死亡事故発生情
南進右折中の普通乗用車と道路横断中の歩行者が衝突し、80歳代女性が死亡 ※豊橋市では、
報
交通死亡事故が多発しています。左右の安全確認を確実に行い、交通事故をなくしましょう。

○発生日時 平成23年11月5日（土） 午後5時10分ごろ ○発生場所 豊橋市錦町地内 ○状況
死亡事故発生情 東進中の軽四貨物自動車と北進中の自転車が衝突し、自転車に乗った80歳代の男性が死亡。※
H23.11.7
豊橋市では、交通死亡事故が多発しています。交通ルールをしっかり守り、交通事故をなくしましょ
報
う。

59

H23.11.16 不審者情報

○発生日時 平成23年11月15日（火） 午後4時ごろ ○発生場所 豊橋市日色野町地内 ○状況
下校中の女子生徒が、30代位の白色の車に乗った男（黒色の野球帽、白色のＴシャツ、体格太め）
に50ｍ位後をつけられ、怖くなり近所の家に逃げ込んだ。

60

H23.11.17 不審者情報

○発生日時 平成23年11月17日（木） 午前8時30分頃 ○発生場所 豊橋市野依町地内 ○状況
自転車で登校中の女子生徒が、道を聞かれ答えていると、男（30～40歳位、身長165cm位、深緑色
のニット帽、作業服）に携帯電話のカメラで撮影された。

61

○発生日時 平成23年11月23日（水） 午後1時46分ごろ ○発生場所 豊橋市花田町地内 ○状
死亡事故発生情 況 東進横断中の自転車と北進直進の普通自動車が衝突し、さらに北進直進の普通自動車と衝突
H23.11.24
し自転車に乗った女子生徒が死亡。※豊橋市では、交通死亡事故が多発しています。交通ルール
報
をしっかり守り、交通事故をなくしましょう。

62

○発生日時 平成23年11月27日（日）午前8時35分ごろ ○発生場所 豊橋市岩屋町地内 ○状況
死亡事故発生情 南進右折の普通自動車と北進直進のオートバイが衝突し、オートバイに乗った30歳代男性が死亡。
H23.11.27
※豊橋市では、交通死亡事故が多発しています。交通ルールをしっかり守り、交通事故をなくしま
報
しょう。

63

○発生日時 平成23年11月29日（火） 午前8時頃 ○発生場所 豊橋市植田町地内 ○状況 自
転車で登校中の女子生徒が、道を聞かれ答えていると、男（30歳代後半、緑色系の作業服、ツバ付
帽子）に携帯電話のカメラで撮影された。※野依町地内でも11月17日に同様の手口による不審者が
目撃されていますので、ご注意ください。

H23.11.30 不審者情報
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64

H23.11.30 不審者情報

○発生日時 平成23年11月29日（火） 午後6時頃 ○発生場所 豊橋市野依町地内 ○状況 帰
宅途中の女子生徒に、男（40～50歳位、黒っぽいウインドブレーカー）が下半身を露出した。

65

H23.12.2 注意喚起情報

(1)「押し買い」の情報が寄せられています！
突然自宅に知らない業者が来て、宝石や貴金属はないかと尋ねます。強引に家の中に入ってくるこ
ともあります。いったん業者の手に渡ったら取り戻せないことがほとんどです。
●買い取ってもらうつもりがないならはっきり断ること
●自宅に居座る、物品を出せと強く迫るなど、怖い思いをしたときは警察を呼ぶこと

66

H23.12.6 不審者情報

○発生日時 平成23年12月5日（月） 午後4時頃 ○発生場所 豊橋市飯村南四丁目地内 ○状況
帰宅途中の女子児童が、白い自動車に乗った男（30～40歳位、普通体格、黒っぽい着衣、サングラ
ス）についてくるよう誘われた。

67

H23.12.12 不審者情報

○発生日時 平成23年12月11日（日） 午前7時55分頃 ○発生場所 豊橋市駒形町地内 ○状況
女子生徒に、歩行中の男（30～40歳位、165～170cm位、やせ型、短髪、赤のパーカー、薄青のジー
パン）が下半身を露出した。

68

H23.12.13 不審者情報

○発生日時 平成23年12月10日（土） 午前10時頃 ○発生場所 豊橋市南牛川一丁目地内 ○状
況 信号待ちをしていた女子生徒２人に対し、男（40歳代後半～50歳代位、170cm位、小太り、黄色
の上着、黒っぽいズボン、歯並び悪い）が声をかけ、体を触った。

69

H23.12.14 不審者情報

○発生日時 平成23年12月13日（火）午後4時20分頃 ○発生場所 豊橋市青竹町地内 ○状況
帰宅中の女子生徒が車に乗った男（30歳代、メガネ装着）に盗撮され、執拗に追い回された。

70

H23.12.22 不審者情報

○発生日時 平成23年12月21日（水）午後7時頃 ○発生場所 豊橋市芦原町地内 ○状況 帰宅
中の女子生徒が男（30歳代、茶髪、ジャンパー）に声を掛けられた後、追いかけられたが走って家に
逃げた。
悪質な家電回収業者とのトラブルに注意！

71

H23.12.28 注意喚起情報

●軽トラックで「不要になった家電製品を回収する」とアナウンスしていた業者を呼びとめ冷蔵庫を引
き渡すと、料金を請求され、部品を取り外した後、そのまま冷蔵庫を残していった、というトラブルが
ありました。
●廃棄物の収集・運搬は許可を受けた業者しか行えません。安易に巡回している業者に処分を依
頼することは、トラブルに巻き込まれる可能性がありますので、ご注意ください。家電などの処分方
法が分からない場合は、豊橋市役所環境政策課 ５１－２３９９までお問い合わせください。

72

○発生日時 平成23年12月29日（木）午前10時30分ごろ ○発生場所 豊橋市飯村南一丁目地内
死亡事故発生情 ○状況 東進中の普通乗用車と歩行者が衝突し、３０歳代の男性が死亡。※豊橋市では、交通死
H23.12.31
亡事故が多発しています。年末の慌ただしい時期ですが、しっかりと安全を確認し、交通事故をなく
報
しましょう。また、もし事故が起き、負傷者がいれば救護し、必ず届け出をしましょう。

H24.1.11 不審者情報

○発生日時 平成24年1月11日（水）午前7時35分頃 ○発生場所 豊橋市富士見台三丁目地内
○状況 登校中の複数の女子児童が男（30～40歳代位、170～175cm位、普通体格、肩ぐらいの長
髪、カーキ色のジャンパー、深緑色の長ズボン）に黒い携帯電話のカメラで写真を撮られた。

74

H24.1.13 不審者情報

(1)発生日時 平成24年1月12日（木） 午後1時40分ごろ ○発生場所 豊橋市飯村町地内 ○状況
登校中の女子生徒が、男(20～30歳位、短髪、グレー色上着、ジャージズボン)に体を触られた。
(2)発生日時 平成24年1月12日（木） 午後5時10分ごろ ○発生場所 豊橋市曙及び弥生町地内
○状況 落ち着きのない目つきの男（70歳位、身長160cm、黒色ジャージ、ぽっちゃり型）が、いくぶ
ん腰を曲げて前かがみで包丁を持って歩いていた。

75

H24.1.18 不審者情報

○発生日時 平成24年1月18日（水） 午前7時50分ごろ ○発生場所 豊橋市牛川薬師町地内 ○
状況 登校中の女子生徒2名に、黒い自動車に乗った男(30歳代前半、170cm位、中肉、短髪、黒の
上下の着衣、外国人風)がドアを開け、下半身を露出した。

76

H24.1.19 不審者情報

○発生日時 平成24年1月18日（水） 午後5時15分ごろ ○発生場所 豊橋市牛川通四丁目地内
○状況 下校中の女子生徒が、白い自動車に乗った男(20歳代後半～30歳代、短髪)に付きまとわ
れた。※付近では不審者が連続発生していますので、ご注意ください。

73
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77

H24.1.25

死亡事故発生情 ○発生日時 平成24年1月24日（火）午後3時40分ごろ ○発生場所 豊橋市芦原町地内 ○状況
東進の軽四乗用車と大型貨物車から路上に降りた男性と衝突し、60歳代男性が死亡
報

78

H24.1.27

○発生日時 平成24年1月27日（金）午前11時35分ごろ ○発生場所 豊橋市牟呂公文町地内 ○
死亡事故発生情
状況 原動機付自転車と軽四乗用車が衝突し、原動機付自転車の60歳代女性が死亡 ※信号や
報
一時停止を必ず守って安全運転をしましょう。

79

H24.1.27 不審者情報

○発生日時 平成24年1月27日（金） 午後2時20分ごろ ○発生場所 豊橋市南大清水町地内 ○
状況 女子生徒が、男(40歳位、170cm位、紺色のウインドブレーカー、青色のジーンズ、野球帽、徒
歩)に、携帯電話で撮影されながら、しつこく話掛けられた。

80

H24.2.1 不審者情報

○発生日時 平成24年1月31日（火） 午後5時10分ごろ ○発生場所 豊橋市北山町地内 ○状況
帰宅途中の女子児童2名に、男(30歳～35歳、170～180cm、普通体格、黒色の上着、ベージュのズ
ボン、茶色の帽子、黒色のサングラス)が、下半身を露出した。

81

H24.2.1

82

H24.2.2 不審者情報

○発生日時 平成24年2月1日（水）午後4時30分ごろ ○発生場所 豊橋市小松町地内 ○状況
遊戯中の男子児童5名が、カメラを持った男(50歳代、身長170～180cm、普通体格、コート、ニット帽
着用)に、何回も写真を撮られた。

83

H24.2.6 不審者情報

○発生日時 平成24年2月4日（土）午後3時30分ごろ ○発生場所 豊橋市西小鷹野二丁目地内
○状況 女子児童に、男(40歳位、身長165cm位、痩せぎみ、頭髪短め、メガネ、無精ひげ、グレー
の軽自動車(バックミラーに犬のキーホルダー))が、下半身を露出した。
※付近でも同一人物と思われる不審者が目撃されていますので、ご注意ください。

84

H24.2.7 不審者情報

○発生日時 平成24年2月6日（月）午後5時10分ごろ ○発生場所 豊橋市富士見台三丁目地内
○状況 女(50歳代位、身長150cm位、中肉中背、白髪交じりの短めの頭髪、茶色の上着、灰色の
ズボン)が、包丁を持って歩いていた。

85

H24.2.7 不審者情報

○発生日時 平成24年2月4日（土）午後7時ごろ ○発生場所 豊橋市花田町地内 ○状況 帰宅
途中の女子生徒4名が、自転車に乗った男(黒色のニット帽、マスク)に、後をつけられ携帯電話で写
真を撮られた。

86

H24.2.10 不審者情報

○発生日時 平成24年2月8日（水）午前6時30分ごろ ○発生場所 豊橋市牟呂公文町地内 ○状
況 女子生徒2名に、軽自動車（銀色・水色）に乗った男(25～35歳、ぽっちゃり、黒い短髪、白Ｔシャ
ツ、ジーパン、メガネ)が、声をかけ、つきまとい下半身を露出した。

87

H24.2.13 不審者情報

○発生日時 平成24年2月12日（日）午後4時10分ごろ ○発生場所 豊橋市南牛川一丁目地内 ○
状況 女子児童2名に、男(30～50歳、中肉中背、上下黒色の着衣、メガネ)が、下半身を露出した。
※付近でも同様の手口の不審者が目撃されていますので、ご注意ください。

H24.2.15 不審者情報

(1）発生日時 平成24年2月14日（火） 午後5時ごろ ○発生場所 豊橋市富士見台六丁目地内 ○
状況 下校中の女子生徒が、軽自動車に乗った男(20～30歳位)に「500円あげるから、ついておい
で」と声を掛けられた。
(2)発生日時 平成24年2月14日（火） 午後5時ごろ ○発生場所 豊橋市伊古部町地内 ○状況
下校中の女子生徒に、男（30～40歳位、身長160～170cm、クリーム色パーカー、短髪）が、声を掛
け、下半身を露出した。

88

○発生日時 平成24年1月31日（火）日中 ○発生場所 豊橋市富士見台５丁目周辺 ○発生状況
街頭犯罪多発情
窓のガラスが割られ、現金等が盗まれる「住宅ドロボー」が、連続5件発生。※被害に遭わないため
報
にも、玄関前に自転車を常において留守だと思わせないなどの防犯対策をしましょう。

福祉サービス事業者を装った利用料の請求に注意！
●障害福祉サービス事業者の名を騙り、自宅に訪問して利用料を請求するトラブルがありました。
89

H24.2.27 注意喚起情報

●障害福祉サービス事業者が自宅に利用料を回収しに来ることはありません。不審に思われた場
合は障害福祉課（51-2347）までご連絡ください。また、断っても帰らない、大声を出されるなど怖い
思いをした場合は警察に通報してください。
豊橋市消費生活相談室 ５１－２３０５ （１２／２９～１／３お休み）
（月～金） １０時から正午、１３時から１６時３０分
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H24.2.28

○発生日時 平成24年2月27日（月） 午後3時13分ごろ ○発生場所 豊橋市錦町地内 ○状況
交通重体事故発
信号交差点で、東進走行中の普通自動二輪車と南進横断中の女性（60歳代）が衝突し、歩行中の
生情報
女性が重体
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○発生日時 平成24年2月29日（水）午前7時50分ごろ ○発生場所 豊橋市飯村北二丁目地内 ○
状況 登校中の女子生徒が、後ろから付いてきた男(50歳代、白髪、普通体型、上：黒か紺色のスウ
エット、下：白かベージュのスウエット)に、傘で突かれ、叩かれた。更に男が、腕を掴み引っぱってき
たので、振りほどいたら「この野郎」と言ってきたが、その後何もせず笑いながら去っていった。
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H24.2.29 不審者情報
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H24.3.5 不審者情報

○発生日時 平成24年3月2日（金）午後6時ごろ ○発生場所 豊橋市瓜郷町地内 ○状況 下校
中の女子生徒が、男(30歳位、身長高め、青色のパーカー、ジーンズ、メガネ)に、声をかけられ、体
を触られた。男は後をつけてきたようだが、女子生徒は自宅まで走って逃げた。

H24.3.12 不審者情報

(1)発生日時 平成24年3月12日（月）午後3時5分ごろ ○発生場所 豊橋市上地町地内 ○状況
下校中の男子児童が、あまり車の通らない細い道に止まったシルバーのワンボックスカーの中から
写真を撮られた。
(2)発生日時 平成24年3月12日（月）午後3時30分ごろ ○発生場所 豊橋市駒形町地内 ○状況
運動場で部活動中の女子生徒に、自転車に乗った男（20歳位、黒色ダウンジャケット、緑色ズボン、
頭髪やや長め）が、下半身を露出した。
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H24.3.14 注意喚起情報

(1)「インターネット接続回線」契約前によく確かめて！
インターネットを光回線にしないかという勧誘電話のトラブルが増えています。不要ならきっぱり断り
ましょう。
インターネットはサービスの内容や仕組みが複雑で、電話で説明されただけでは分かりにくいため、
契約の前には送付された書類などで内容を確認しましょう。
●通信回線の契約はクーリング・オフの適用はありません。
●執拗な勧誘で困る場合はご相談ください。
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H24.3.19 不審者情報

○発生日時 平成24年3月17日（土）午後1時30分ごろ ○発生場所 豊橋市牟呂公文町地内 ○状
況 帰宅中の女子生徒が、水色の軽自動車に乗った男（30歳前後、小太り、白っぽい服）に声をか
けられた。
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H24.3.22 不審者情報

○発生日時 平成24年3月20日（火）午後5時ごろ ○発生場所 豊橋市王ヶ崎町地内 ○状況 友
達と遊んでいた女子児童が、男（白髪有り、青い上下の衣服、茶色い顔）に声をかけられ、体を触ら
れた。
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H24.3.27 注意喚起情報

(1)高額な書籍の電話勧誘に注意！
電話で人権啓発や環境問題に関する本を勧誘されて、値段を聞かずに承諾すると本が送られてき
たが、中に高額な請求書が入っていた。
●電話勧誘で承諾した場合、条件に合えばクーリングオフができます。慌てて請求された金額を振
り込まず、ご相談ください。
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（1）認知日時 平成24年3月26日（月） 午前3時57分ごろ ○発生場所 豊橋市神野ふ頭町地内
○状況 軽四乗用車がモータープールフェンスを突き破り駐車車両に衝突し、70歳代男性が死亡
交通死亡及び重
（2）発生日時 平成24年3月28日（水） 午前10時20分ごろ ○発生場所 豊橋市南島二丁目地内
H24.3.28
体事故発生情報
○状況 北進直進の普通貨物自動車と東進してきた自転車が衝突し、自転車に乗った80歳代男性
が重体
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