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H25.4.29 交通死亡事故発生情報
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H25.5.2 不審者情報

12

H25.5.4 交通死亡事故発生情報

○発生日時 平成25年4月3日（水）午後2時35分頃 ○発生場所
多米町地内 ○状況 西進中の普通乗用車が反対車線で停車中
の普通貨物車に衝突し、後部座席の70歳代の女性が死亡。※しっ
かり前方を注視して運転しましょう。
○発生日時 平成25年4月9日（火）午後3時20分頃 ○発生場所
佐藤三丁目地内 ○状況 女子児童が買い物をしていたところ、男
（20代後半、170ｃｍ位、細身、肩程の長髪、ジーンズ、白長袖上
着、クロックス草履）が下半身を露出していた。
○発生日時 平成25年4月10日（水）午後4時30分ごろ ○発生場
所 広小路 ○状況 男子児童が、男（50歳前後、大柄、灰色ジャン
バー、水色帽子）に「家はどこ」などと聞かれたが、何も答えずに逃
げた。
○発生日時 平成25年4月15日（月）午後4時20分ごろ ○発生場
所 前田町一丁目地内 ○状況 親子で公園にいたところ、男（年
齢不詳、細身、青ジャージ）が下半身を露出してじっと見てきた。
○発生日時 平成25年4月17日（水）〜18日（木） ○発生場所 神
ノ輪町(2件)、大崎町、三ツ相町、下五井町地内 ○発生状況 夕方
から朝にかけて、住宅に侵入し現金等が盗まれる侵入盗が多発し
ました。※夜間は門灯を点けておくなど、留守だと思わせないなど
の防犯対策をしましょう。
○発生日時 平成25年4月19日(金)午後6時30分ごろ ○発生場所
大岩町地内 ○状況 下校中の女子生徒が、40代位の男に車(シ
ルバーのボックスタイプ）でつきまとわれた。生徒は近くのコンビニ
に逃げ込んだ。
○発生日時 平成25年4月22日(月)午後4時30分ごろ ○発生場所
石巻平野町地内 ○状況 下校中の児童5名が、40歳位の男(170ｃ
ｍ位、がっちり型、短めの頭髪、歯の矯正有、めがね)に並ばされ、
「印刷して使う」と言って、写真を撮られた。
○発生日時 平成25年4月24日(水)午後2時40分ごろ ○発生場所
南栄町地内 ○状況 下校中の女子児童が、下半身を露出した40
歳位の男(170cm位、茶色っぽいセーター)に声をかけられた。
○発生日時 平成25年4月26日(金)午後3時ごろ ○発生場所
王ヶ崎町地内 ○状況 遊戯中の男子児童に対し、60歳位の男
(160cm位、短髪、白髪まじり、作業着、グレーの軽自動車)が車のト
ランクを開けて「こっちへ来て」と声をかけた。
○発生日時 平成25年4月28日（日）午前4時10分頃 ○発生場所
賀茂町地内 ○状況 普通乗用車が片道１車線の道路を走行中、
電柱に衝突して、30歳代の男性が死亡。 ※しっかり前方を注視し
て運転しましょう。
○発生日時 平成25年5月1日(水)午後5時50分ごろ ○発生場所
大村町地内 ○状況 帰宅途中の女子児童が、車に乗った男（30
歳位、サングラス、黒の軽自動車）に「お金を持ってないか」などと
声をかけられた。
○発生日時 平成25年5月3日（金）午前7時45分頃 ○発生場所
東脇1町目地内 ○状況 東進中の自動二輪車が道路に合流しよ
うとした軽自動車と衝突し、自動二輪車の50歳代の男性が死亡。
※道路に出るときは、左右をよく確認しましょう。
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H25.5.7 交通死亡事故発生情報

○発生日時 平成25年5月6日（月）午後2時頃 ○発生場所 大岩
町地内 ○状況 信号交差点を東進右折中の普通乗用車が西進
中の自動二輪車と衝突し、自動二輪車を運転していた30歳代の男
性が死亡。 ※対向車をよく確認して運転しましょう。
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H25.5.9 火災多発情報

○５月に入り、市内において火災が多発しています。焚火など各家
庭においても火気の取り扱いには充分注意してください。
豊橋市消防本部 0532-51-3110
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●還付金詐欺にご注意！豊橋市でも不審な電話がありました。
公的機関を名乗る人から「払いすぎた医療費の還付がある。期限
は今日まで。市内のスーパーのＡＴＭに行くように」と電話があっ
た。ＡＴＭの前から指示通りに操作をして還付の手続きをしたはず
が、知らない人にお金を振り込んでしまった。
○金融機関のＡＴＭは警戒が厳しいため、最近ではコンビニやスー
パーのＡＴＭに誘導するケースが多い。
○公的機関の職員が還付金の手続きにＡＴＭを使うことはありませ
ん。
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H25.5.10 注意喚起情報

●ＮＰＯ法人を名乗る「アダルトＤＶＤ購入者告発」という文書にご注
意!豊橋市内に手紙が届いています。
「以前購入した児童ポルノ等の違法わいせつDVDの購入者を告発
する」という文書が届き、怖くなって連絡すると示談金を請求され
た。
○「告発を取り下げたい者は期日までに連絡するように」とせかされ
ても、決して相手に連絡をしない。
○相手に金銭を請求されても払わない。
不審に思ったらご相談ください。
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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H25.5.14 街頭犯罪多発情報

○発生日時 平成25年5月13日（月） ○発生場所 西口町、大岩
町、大村町、北島町地内 ○発生状況 家人の居ない住宅にガラ
スを割って侵入し、現金等が盗まれる空き巣が多発しました。※玄
関前に自転車を置くなど、留守だと思わせないなどの防犯対策をし
ましょう。
高齢者が狙われる健康食品の送りつけ電話に注意！
○「以前に注文した健康食品を送る」などと知らない業者から突然
電話があり、「申し込んだ覚えがない。」と断ると「注文した時の録音
がある」「裁判に出す」と脅されます。
○一回分の料金を払えばその後の契約は取り消すと言われ、面倒
に巻き込まれたくなくて承諾してしまうケースもあります。
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H25.5.15 注意喚起情報

●申し込んだ覚えがなければ、きっぱりと断りましょう。
●断り切れずに商品が届いてしまってもクーリングオフができる場
合があります。
困ったときはお早めにご相談ください。
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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H25.5.16 街頭犯罪多発情報

○発生日時 平成25年5月15日（水） ○発生場所 青竹町、天伯
町、石巻萩平町、豊岡町地内 ○発生状況 無施錠の車から、バッ
グ等が盗まれる車上ねらいが多発しました。 ※少しの時間でも車
から離れるときは、必ず施錠するようにしましょう。また車内に荷物
を置かないようにするなどの防犯対策をしましょう。
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買え買え詐欺に気をつけて！
○「Ａ社のパンフレットが届いていないか」とＢ社から電話があり、届
いていると伝えると、「代金はこちらで支払うので、代わりにＡ社の
社債を申し込んでほしい。謝礼をする」と言われたので申し込んだ。
「宅配便で現金を送ってほしい」と言われて送金したがその後業者
と連絡が取れない。
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H25.5.21 注意喚起情報

●複数の業者が登場する「買え買え詐欺」は高齢者が狙われやす
く、最近は振り込みではなく宅配便で送金させる手口が増えていま
す。また、新たなエネルギー事業などニュースで取り上げられた事
業を悪用しますので、業者の話をうのみにしないでください。
●案内書が送られてきた後に別の業者から「名義を貸してほしい」
と電話があっても「興味ありません」ときっぱり断りましょう。
●常に留守電にしておく、相手の電話番号が表示されるサービスを
つけるなど知らない電話にはでないようにしましょう。
●現金を郵便物で送るときは書留としなければならないと郵便法に
規定されています。
困ったときはお早めにご相談ください。
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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H25.5.24 街頭犯罪多発情報

○発生日時 平成25年5月22日(水)〜23日(木) ○発生場所 江島
町、石巻本町、下条東町、飯村町、西幸町地内 ○発生状況 空き
巣、住宅や会社への侵入盗及び未遂が多発しました。※外出時は
確実に施錠するようにしましょう。またガラス割りには、防犯フィルム
や補助錠を設置すると防犯効果が高まります。
●「医療費還付金詐欺未遂事件」が多発！！家族やお知り合いの
高齢者に注意喚起をお願いします。
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H25.5.10 注意喚起情報

○社会保険事務局や市役所保険課をかたり、まだ還付してない医
療費があるので、相手の指定した番号へ電話するように指示があ
り、電話すると通帳やキャッシュカードを持ってＡＴＭへ行くように誘
導し、多額の振り込みをさせようとします。
※公的機関の還付通知は文書でお知らせします。不審な電話は相
手にしないで下さい。
豊橋市消費生活相談室 ５１−２３０５
（月〜金） １０時から１６時３０分
●「医療費還付金詐欺未遂事件」が多発！！家族やお知り合いの
高齢者に注意喚起をお願いします。
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H25.5.28 注意喚起情報

○社会保険事務局や市役所保険課をかたり、まだ還付してない医
療費があるので、相手の指定した番号へ電話するように指示があ
り、電話すると通帳やキャッシュカードを持ってＡＴＭへ行くように誘
導し、多額の振り込みをさせようとします。
※公的機関の還付通知は文書でお知らせします。不審な電話は相
手にしないで下さい。
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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H25.5.30 不審者情報

○発生日時 平成25年5月28日（火）午後3時30分頃 ○発生場所
曙町地内 ○状況 下校中の女子児童に対し、男（60歳位、155ｃｍ
位、ぽっちゃり、茶色と白の横しまトレーナー、青いズボン、緑色の
帽子)が笑いながらほほを触ろうとしたため、とっさに逃げた。
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H25.5.30 不審者情報

H25.6.3 街頭犯罪多発情報

H24.6.5 交通死亡事故発生情報

H25.6.11 不審者情報

H25.6.13 不審者情報

H25.6.14 街頭犯罪多発情報
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H25.6.17 街頭犯罪多発情報

31

H25.6.19 不審者情報

32

33

34

本文（抜粋）

件名（抜粋）

H25.6.20 不審者情報

H25.6.21 不審者情報

H25.6.24 不審者情報

○発生日時 平成25年5月29日（水）午後6時頃 ○発生場所 神野
新田町地内 ○状況 帰宅途中の女子児童が、若い男（170ｃｍ
位、短髪、水色と白のストライプ柄)に人気のない建物の陰に引っ張
られ、抱きつかれた。
○発生日時 平成25年5月29日（水）〜6月1日（土） ○発生場所
広小路一丁目、向山町、今橋町、大岩町、曙町地内 ○状況 無施
錠による自転車盗難が多発しました。※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25年6月4日（月）午後11時半頃 ○発生場所 岩
屋町地内 ○状況 国道一号線を北進中の自動二輪車が、中央分
離帯に衝突し、２０才代の男性が死亡 ※制限速度遵守など安全
運転に気をつけましょう。
○発生日時 平成25年6月8日（土）午後5時30分頃 ○発生場所
井原町地内 ○状況 帰宅中の女子生徒が、車に乗った男（40歳
代、がっちり、茶髪、白色Tシャツ、ジーパン、黒色普通乗用車）に道
を聞かれ、「お金をあげる」、「車の中か公園で話そう」と言ってき
た。
○発生日時 平成25年6月13日（木）午前7時50分頃 ○発生場所
多米西町三丁目地内 ○状況 登校中の男子生徒に対し、男（20
歳代、黒キャップ、白Tシャツ、茶色ズボン）が下半身を露出した。
ガラス割りによる侵入盗が多発しています。○発生日時 平成25年
6月12日（水）〜13日（木） ○発生場所 潮崎町、柱六番町、大崎
町、弥生町、細谷町地内 ○発生状況 空き巣や忍込みなどの侵
入盗被害が多発しました。※防犯フィルムや補助錠の設置などの
防犯対策をしましょう。
○発生日時 平成25年6月15日（土）〜16日（日） ○発生場所 西
小鷹野二丁目周辺 ○発生状況 ガラス割りによる空き巣など住宅
侵入盗が連続4件発生しました。※被害に遭わないためにも、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。
○発生日時 平成25年6月18日（火）午後5時10分頃 ○発生場所
船町地内 ○状況 女子児童が下校中、男（40歳代、165cm位、短
髪、白Ｔシャツ、ベージュのズボン）に後をつけられたので、走って
逃げたら走ってついてきた。
○発生日時 平成25年6月19日（水）午後6時頃 ○発生場所 下地
町地内 ○状況 帰宅中の女子高校生に対し、男（18歳位、170cm
位、やせ型、黒色長袖Ｔシャツ、黒色ジャージ、自転車）が自宅まで
つきまとった。
○発生日時 平成25年6月20日（木）午後4時30分頃 ○発生場所
西幸町地内 ○状況 帰宅中の女子児童に対し、男（30歳代、
170cm位、ぽっちゃり、短髪、橙色の服、小さめの車）が後ろから回
り込んで児童の前に立ち、「ランドセルの中見せて」と声をかけた。
○発生日時 平成25年6月23日（日）午後7時頃 ○発生場所 井原
町〜東小鷹野一、二丁目 ○状況 女子生徒が帰宅途中、男（年
齢不詳、160cm位、黒いフード、全身黒色）に後をつけられたため、
走って逃げたら走って追いかけてきた。
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H25.6.25 不審者情報

H25.6.26 不審者情報

H25.6.27 不審者情報

○発生日時 平成25年6月25日（火）午前7時50分頃 ○発生場所
多米中町一丁目地内 ○状況 登校中の男子生徒に対し、男（30
歳前後、160〜170cm位、細身、黒帽子、黒Tシャツ、ベージュズボ
ン）が下半身を露出した。※多米校区で同様の不審者情報が連続
しています。少しでも不審に感じたら、その場から逃げて早く通報す
るようにしましょう。
(1)○発生日時 平成25年6月24日（月）午後4時15分頃 ○発生場
所 江島町地内 ○状況 下校中の男子児童が、後ろから小走りで
近づいてきた男（詳細不詳）に突然背中を殴られ、手をつかまれ
た。

(2)○発生日時 平成25年6月25日（火）午後4時30分頃
平成25年6月25日（火）午後6時30分頃 ○発生場
(1)○発生日時
所 西小鷹野二丁目地内 ○状況 下校中の男子児童が、駐車場
の小型の黒い車の中から出てきた男三人組（内一人：サングラス、
ベレー帽、カメラを携帯）に「お兄さん、こっちこない」と声をかけられ
た。
●不審な電話の還付金詐欺にご注意！本日不審な電話がありまし
た。

38

H25.6.27 注意喚起情報

市役所職員を名乗る男性から「後期高齢者医療保険の還付金が先
週金曜日に振り込まれたか確認したい。ＡＴＭに着いたら、社会保
険事務所の職員に電話するように」と電話があった。ＡＴＭの前から
指定先に電話をしたがつながらなかったという情報提供がありまし
た。
○公的機関の職員がＡＴＭに誘導させることはありません。
○口座番号や暗証番号を聞かれても答えずに、直ちに警察に通報
しましょう。（豊橋警察署（54-0110）
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40

41

42

H25.7.1 不審者情報

○発生日時 平成25年6月28日（金）午後5時30分頃 ○発生場所
江島町地内 ○状況 下校中の男子児童に対し、男（年齢不詳、
170cm位、黒帽子、マスク、サングラス）があとをつけ、じっと児童を
見ていた。※幸校区付近で不審者情報が連続しています。少しでも
不審に感じたら、その場から逃げて早く警察に通報するようにしま
しょう。

H25.7.2 街頭犯罪多発情報

○発生日時 平成25年6月29日(土)〜7月1日(月)
○発生場所 今橋町、南栄町、広小路二丁目など
○発生状況 無施錠による自転車盗難が多発しました。※わずか
な時間でも確実に施錠をするようにしましょう。またワイヤー錠など
を併用して二重ロックにすると防犯効果が高まります。

H25.7.4 不審者情報

H25.7.5 不審者情報

○発生日時 平成25年7月3日（水）午後5時30分頃 ○発生場所
森岡町地内 ○状況 塾へ行く途中の男子児童に対し、男（年齢不
詳、160〜170cm位、細身、茶髪、上下黒ジャージ、サングラス）が
「ねえ、君ちょっとこっちに来て」と声をかけた。
○発生日時 平成25年7月4日（木）午後7時頃 ○発生場所 駅前
大通一丁目地内 ○状況 女子生徒が下校中、男（20歳代前半、
175cm位、細身、短髪、白Tシャツ、ジーンズ、自転車）に体を触られ
た。
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食中毒警報発令情報
愛知県は7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。
・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。
43

H25.7.8 食中毒警報発令情報

■注意事項
１ なま物はできるだけ避け、十分に加熱して食べましょう。
２ 調理後の食品は、早く食べ、長時間放置しないようにしましょう。
※ 発令された警報は、発令時から48時間継続し、その後自動的
に解除されます。
■情報配信
豊橋市保健所 生活衛生課
0532−39−9124

44

45

46

47

48

49

H25.7.10 不審者情報

H25.7.12 不審者情報

H25.7.12 不審者情報

H25.7.17 不審者情報

H25.7.18 不審者情報

H25.7.18 不審者情報

○発生日時 平成25年7月9日（火）午後4時頃 ○発生場所 西小
鷹野四丁目地内 ○状況 女子児童3人が公園で遊んでいたとこ
ろ、女（30歳代、青リボン付きの黒い帽子、サングラス、マスク、猫
の模様のバッグ）が、「車で連れていってあげる」などと声をかけて
きた。
○発生日時 平成25年7月11日（木）午後6時30分頃 ○発生場所
中世古町地内 ○状況 下校中の女子生徒に対し、男（20歳位、黒
髪、黒色Tシャツ、水色ジャージ、自転車）が近づいてきて下半身を
露出した。
○発生日時 平成25年7月12日（金）午前8時20分頃 ○発生場所
牟呂大西町地内 ○状況 女子生徒が登校中、公園で男（年齢不
詳、サングラス、帽子）が下半身を露出していた。
○発生日時 平成25年7月16日（火）午後4時頃 ○発生場所 東田
町地内 ○状況 女子児童5人が公園で遊んでいたところ、男（50〜
60歳位、165cm位、上下紺色の服、ベレー帽、サングラス）が黙って
写真を撮った。
○発生日時 平成25年7月17日（水）午後5時20分頃 ○発生場所
東新町地内 ○状況 下校中の女子生徒に対し、若い男（170cm〜
180cm位、やせ型、短髪、橙色のTシャツ、緑色のハーフパンツ、自
転車）が後ろから近づき、下半身を露出した。
○発生日時 平成25年7月18日（木）午後5時頃 ○発生場所 西岩
田二丁目地内 ○状況 児童4名に対し、男（詳細不詳）が写真を撮
り、刃物をちらつかせた。
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(1)○発生日時 平成25年7月19日（金）午前7時35分頃 ○発生場
所 弥生町地内 ○状況 駅に向かう途中の女子生徒と母親に対
し、男（70歳位、170cm位、がっちり、白色帽子、白色カッターシャ
ツ、灰色スラックス）が下半身を露出した。

50

51

52

H25.7.19

不審者情報及び街頭犯
罪多発情報

H25.7.19 不審者情報

H25.7.24 不審者情報

(2)○発生日時 平成25年7月19日（金）午前8時5分頃 ○発生場所
岩崎町地内 ○状況 登校中の女子生徒に対し、紺色の車から降
りてきた男（25歳位、中肉中背、黒っぽい服）が下半身を露出した。
(3)○発生日時 平成25年7月15日（月）〜7月18日（木） ○発生場
所 大清水町、大岩町、小松町など ○状況 無施錠による自転車
盗難が多発しました。※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25年7月19日（金）午後4時10分頃 ○発生場所
多米中町四丁目地内 ○状況 女子生徒が下校中、灰色の車に
乗った男（20〜30歳位、黒っぽいタンクトップ）に、写真を撮られた。
○発生日時 平成25年7月23日（火）午後9時頃 ○発生場所 野依
町地内 ○状況 自転車で帰宅途中の女子生徒が、男（20歳代、
170cm位、茶混じりの長髪、作業着）に自転車ごと倒され、頭と腕を
抑えつけられたが、大声を出し続けると、犯人は走って逃げた。
○株式会社カネボウ化粧品、株式会社リサージ及び株式会社エ
キップが製造販売した薬用化粧品に係る使用中止のお願い及び回
収状況について
「医薬部外品有効成分 ロドデノール」の配合された製品について、
平成25年７月４日に白斑を起こすおそれがあるため使用中止を呼
び掛け、同日に事業者による自主回収が開始されました。詳しくは
消費者庁ＨＰでご確認ください。

53

H25.7.24 注意喚起情報
○お問い合わせ先 （株）カネボウ化粧品 お客様窓口 0120-137411
7/31までは毎日午前9時〜午後5時 8/1からは土日祝日を除く午
前9時〜午後5時
豊橋市消費生活相談室 51-2305
（月〜金） 10時から16時30分

54

55

56

H25.7.24 不審者情報

H25.7.26 不審者情報

H25.7.29 不審者情報

○発生日時 平成25年7月23日（火）午後7時30分頃 ○発生場所
談合町地内 ○状況 下校中の女子生徒が、自転車に乗った男
（15歳位、半袖Ｔシャツ、半ズボンのジャージ）にすれ違いざまに体
を触られた。
○発生日時 平成25年7月25日（木）午後3時頃 ○発生場所 井原
町地内 ○状況 自転車で信号待ち中の女子児童が、黒の軽自動
車に乗った男（30〜40歳位、おかっぱ頭）にカメラを向けられた。
○発生日時 平成25年7月27日（土）午後3時30分頃 ○発生場所
つつじが丘三丁目地内 ○状況 女子児童が公園で遊んでいたと
ころ、男（30歳位、175cm位、眼鏡、歯の矯正、白のセダン）が「彼氏
おる？一緒に遊ばない？」と声をかけてきて、その後逃げた女子児
童のあとをつけた。
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H25.7.29 感染症情報

H25.7.30 交通死亡事故発生情報

■感染症情報（手足口病警報）豊橋市では、平成25年7月22日から
7月28日の1定点医療機関あたりの手足口病患者報告数が8.50人
となっており国立感染症研究所が「警報・注意報システム」で警報と
定めている5人を超えました（警報レベルに達しました）。愛知県か
らは平成25年7月18日に手足口病警報が発令されています。
手足口病は、夏季に流行する急性ウイルス性感染症でいわゆる
夏かぜの代表的な疾患です。とくに乳幼児間で流行しやすく、口の
中、手のひら、足の裏などに水泡性の発疹ができます。うがい、手
洗いによる予防を心がけ、感染と重症化を防ぎましょう。
■情報配信 豊橋市保健所 健康政策課
電話 0532-39-9104
○発生日時 平成25年7月30日（火）午前6時頃 ○発生場所 神野
新田町地内 ○状況 南進中の普通乗用車が歩行者と衝突し、60
才代の歩行者の男性が死亡 ※しっかり前方を注視して運転しま
しょう。
●まだ続く不審な電話の還付金詐欺にご注意！本日不審な電話が
ありました。

59

H25.7.31 注意喚起情報

社会保険庁のタケムラを名乗る男性から「還付金の通知がきてな
いか。口座番号を教えて欲しい。人の多い駅前かコンビニのＡＴＭ
に着いたら、電話するように」と電話があった、という情報提供があ
りました。
○市役所や日本年金機構の職員がＡＴＭに誘導させることはありま
せん。
○口座番号や暗証番号を聞かれても答えずに、直ちに警察に通報
しましょう。（豊橋警察署（54-0110）
●警察官や銀行協会を装った手渡し型の詐欺にご注意ください。
本日不審な電話がありました。

60

H25.8.1 注意喚起情報

銀行協会職員を名乗る男から「あなたの取引がある銀行が凍結さ
れて口座が使えなくなる。この情報はあなただけに伝えている。お
金を受け取りに行くので、おろしておくように。」と電話があった、と
の情報提供がありました。
○警察官を名乗る場合もありますが、警察や銀行協会の職員が現
金を預かることはありません。絶対に現金は渡さないでください。
○口座番号や暗証番号を聞かれても答えずに、直ちに警察に通報
しましょう。（豊橋警察署（54-0110）
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愛知県は8月2日（金）午前11時、食中毒警報を発令しました。
■発令基準
・気温30度以上が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。

61

H25.8.2 食中毒警報発令情報

■注意事項
１ なま物はできるだけ避け、十分に加熱して食べましょう。
２ 調理後の食品は、早く食べ、長時間放置しないようにしましょう。
※ 発令された警報は、発令時から48時間継続し、その後自動的
に解除されます。
■情報配信
豊橋市保健所 生活衛生課
0532−39−9124

○雨が少なく、宇連ダムでは深刻な水不足の状態となっています。
○各家庭や職場での節水にご協力をお願いします。
62

H25.8.5

１０％節水が実施され
ました

豊橋市役所 総務部行政課
0532-51-2034
豊橋市上下水道局給排水課
0532-51-2719
●還付金詐欺の電話が多発しています。
市役所福祉課（社会保険事務所）のナカノを名乗る男性から「医療
費の還付がある。通帳とキャッシュカードを持ってＵＦＪのＡＴＭに行
くように」と電話があった等、還付金詐欺と思われる電話が市内で
続いています。

63

H25.8.5

注意喚起情報・不審者
情報

○現在、社会保険庁や社会保険事務所という組織は存在しませ
ん。日本年金機構及び年金事務所となっています。
○公的機関の職員がＡＴＭへ行くように指示することはありません。
○口座番号や暗証番号、名前、生年月日を聞かれても答えずに、
直ちに警察に通報しましょう。（豊橋警察署54-0110）
●不審者情報
○発生日時 平成25年8月2日（金）午後4時50分頃 ○発生場所
前田中町 ○状況 下校中の女子生徒が、後から来た自転車の男
（高校生風、170ｃｍ位、短髪、黒のタンクトップ、ベージュの半ズボ
ン、首にピンクのタオル）に体を触られた。

64

65

H25.8.8 街頭犯罪多発情報

H25.8.14 街頭犯罪多発情報

○発生日時 平成25年8月5日(月)〜8月7日(水)
○発生場所 西高師町、佐藤二丁目、曙町など
○発生状況 無施錠による自転車盗難が多発しました。※わずか
な時間でも確実に施錠をしましょう。ワイヤー錠など併用すると防犯
効果が高まります。
○発生日時 平成25年8月12日(月)〜8月13日(火)
○発生場所 駅前大通一丁目、芦原町、松葉町三丁目など
○発生状況 無施錠自転車の盗難が多発しました。※わずかな時
間でも確実に施錠をしましょう。ワイヤー錠など併用し、二重ロック
を努めましょう。
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H25.8.15 注意喚起情報

○激安で誘う、有名通販サイトの偽サイトの被害が多発していま
す。
代金を前払いさせて商品を発送しない、偽ブランド品を送付するな
どの手口で消費者から金を騙し取ります。偽サイトの特徴は、（１）
商品が極端に安い（２）運営会社の所在地や連絡先の記載がない
（３）問合せ方法がメールのみ（４）振込先の口座名義が外国人名
（５）日本語の使い方がおかしいなど
○購入する前に不自然な点がないかサイトをしっかりチェックしま
しょう。あやしいと感じたら利用しないことが一番です。
豊橋市消費生活相談室 51-2305
（月〜金） 10時から16時30分
○実在する運送会社を名乗る迷惑メールが届いたという情報提供
がありました。お届けの荷物を預かっているという内容で、表示され
たアドレスにアクセスすると出会い系サイトにつながったということ
です。

67

H25.8.21 注意喚起情報

○身に覚えのないメールを受け取ったら、本文中のＵＲＬへのアク
セスや返信をしないこと。不明な点があれば、運送会社のサービス
センターにお問い合わせください。
豊橋市消費生活相談室 51-2305
（月〜金） 10時から16時30分

68

69

70

H25.8.26 街頭犯罪多発情報

H25.8.27

25%節水を実施していま
す

H25.9.2 街頭犯罪多発情報

○発生日時 平成25年8月21日(水)〜8月23日(金)
○発生場所 飯村町、松葉町、藤沢町など
○発生状況 無施錠自転車の盗難が多発しました。※盗難対策の
基本は鍵かけです。自転車を大切にする気持ちを持ち、わずかな
時間でも確実に施錠をしましょう。
○雨が少なく、宇連ダムでは深刻な水不足の状態となっています。
○各家庭や職場での節水にご協力をお願いします。
豊橋市役所 総務部行政課
0532-51-2034
豊橋市上下水道局給排水課
0532-51-2719
○発生日時 平成25年8月28日(水)〜9月1日(日)
○発生場所 曙町、南栄町、湊町など
○発生状況 自転車の盗難が多発しました。※無施錠による被害
が後を絶ちません。わずかな時間でも必ず施錠しましょう。
○豊橋市内で警察官を騙る「振り込め詐欺」の前兆電話が多数か
かっています。
「口座からお金を下ろさないと、お金が下ろされてしまう。今の内に
全部下ろしてください。」等との電話がありました。

71

H25.9.2 注意喚起情報

○警察官が口座の解約や、お金を下ろすように指示することは絶
対にありません。口座番号や暗証番号を聞かれても答えずに、直
ちに警察に通報しましょう。（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
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●違法な不用品無料回収業者を利用しないで！！

72

H25.9.4 注意喚起情報

○発生日等：最近、「使わなくなった電化製品を無料で引取します」
などと書かれたチラシが一部の家庭のポストに入れられました。軽
トラックでの巡回や空地を使い、不用品無料回収と称してエアコン・
テレビ・冷蔵庫・洗濯機等の廃家電を違法に回収する業者には気を
つけて下さい。
○問題点：①高額な料金請求等、トラブルの原因。
②回収品の不法投棄や不適正な処分の事件発生。③家電等の各
種リサイクル法に違反。
○詳しくは：クリーンカレンダー・ごみガイドブックをご覧ください。
【連絡先：廃棄物対策課（51-2410）】
○雨が少なく、宇連ダムでは深刻な水不足の状態となっています。
○蛇口はこまめに開け閉め、洗濯等に風呂の残り水の再利用、洗
車を控えるなど
各家庭や職場での節水にご協力をお願いします。

73

74

75

76

77

78

28％節水を実施していま
H25.9.4 す
豊橋市役所 総務部行政課
0532-51-2034
豊橋市上下水道局給排水課
0532-51-2719

H25.9.9 不審者情報

H25.9.10

街頭犯罪多発情報及び
不審者情報

H25.9.11 不審者情報

H25.9.12 不審者情報

H25.9.17 不審者情報

○発生日時 平成25年9月6日（金）午後5時50分頃 ○発生場所
岩崎町地内 ○状況 下校中の女子児童に対し、男（30〜40歳位、
170cm位、太りぎみ、黒い帽子、白いＴシャツ、黒膝下ズボン、無精
ひげ、外国人風）が徒歩で追い越しざまに、下半身を露出した。
(1)○発生日時 平成25年9月7日(土)〜9月9日(月)
○発生場所 弥生町、前畑町、駅前大通二丁目など
○発生状況 自転車の盗難が多発しました。※無施錠による被害
が後を絶ちません。自転車も大事な財産です。わずかな時間でも必
ず施錠しましょう。
○発生日時 平成25年9月9日（月）午後5時30分頃 ○発生場所
草間町地内 ○状況 帰宅中の女子生徒に対し、男（170cm位、Ｔ
シャツ、ジーパン、帽子）がつきまとった。
○発生日時 平成25年9月11日（水）午後11時頃 ○発生場所 弥
生町地内 ○状況 自宅で就寝しようと消灯した後、１階の窓を開
けようとする人（詳細不明）の手が見えたので、声を出したら逃げて
行った。
○発生日時 平成25年9月17日（火）午前8時頃 ○発生場所 岩屋
町地内 ○状況 登校中の女子児童が低速で近づいてきた白い大
型車の男（40〜50歳代、太め）に写真を撮られた。
○本日午前9時、豊川用水（宇連ダム、大島ダム）の節水対策が解
除になりました。
○長期間にわたって節水にご協力していただきありがとうござい
ました。

79

H25.9.18 節水が解除になりました

豊橋市役所 総務部行政課
0532-51-2034
豊橋市上下水道局給排水課
0532-51-2719
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№

80

配信日時

H25.9.20 不審者情報

81

H25.9.20 不審者情報

82

H25.9.25 不審者情報

83

84

85

86

87

88

89

本文（抜粋）

件名（抜粋）

H25.9.26 不審者情報

H25.9.27 不審者情報

H25.9.30 不審者情報

H25.10.2 不審者情報

H25.10.4 不審者情報

H25.10.4 不審者情報

H25.10.7 不審者情報

90 H25.10.11 不審者情報

○発生日時 平成25年9月19日（木）午後3時20分頃 ○発生場所
牛川薬師町地内 ○状況 下校中の男子児童が、男（70歳位、
160cm位、白髪、白い上着、黒ズボン、眼鏡）に声をかけられ、体を
触られた。
○発生日時 平成25年9月19日（木）午後7時30分頃 ○発生場所
弥生町地内 ○状況 親子で買い物帰りの途中、後方から追い越
してきた男（30歳位、170cm位、太め、パーマ、チェックシャツ、ジー
パン、自転車）がUターンして女子児童の前に立ちふさがり、じっと
見てきた。
○発生日時 平成25年9月25日（水）午前7時30分頃 ○発生場所
神野新田町及び牟呂外神町地内 ○状況 男子児童が登校中、同
じ男（30〜40歳位、暗い色の服、白と茶のワンボックスカー）に2ヶ所
でカメラを向けられた。
○発生日時 平成25年9月26日（木）午前7時40分頃 ○発生場所
大岩町地内 ○状況 登校中の複数の児童が、同じ男（もさもさ頭、
白っぽい服、めがね、白い車）に写真を撮られた。
○発生日時 平成25年9月26日（木）午後3時15分頃 ○発生場所
大岩町地内 ○状況 下校中の男子児童が、男（中年、シルバーの
軽自動車）に写真を撮られた。
○発生日時 平成25年9月30日（月）午後4時30分頃 ○発生場所
小向町地内 ○状況 女子生徒が下校中、男（30歳位、175cm位、
白Tシャツ、茶系長ズボン）が下半身を露出したまま歩いていた。
○発生日時 平成25年10月2日（水）午前7時40分頃 ○発生場所
東小鷹野三丁目地内 ○状況 登校中の女子生徒に対し、男（40
歳代位、赤と灰色のジャージ、自転車）が追いかけてきて、じっと見
つめて「かわいいね」と声をかけた。
○発生日時 平成25年10月3日（木）午前7時30分頃 ○発生場所
草間町地内 ○状況 登校中の女子児童が、男（20歳位、170cm
位、やせ型、短髪、白シャツ、ジーパン、顔にほくろ）に写真を撮ら
れた。
○発生日時 平成25年10月4日（金）午前7時40分頃 ○発生場所
小松町地内 ○状況 通学班の集合場所に男（30歳代位、170cm
位、中肉中背、上下黒服）が段ボールを敷いて寝ていて、「お金が
欲しい、ないよね」と言っていた。
○発生日時 平成25年10月6日（日）午後4時頃 ○発生場所 多米
中町三丁目地内 ○状況 公園で遊んでいる女子生徒2人に対し、
男（30〜40歳位、茶色のめがね、作業着、ジーンズ）が「小遣い稼ぎ
しないか」と声をかけた。
(1)○発生日時 平成25年10月9日（水）午後9時35分頃 ○発生場
所 西小鷹野三丁目地内 ○状況 下校中の女子生徒が、男（30
〜40歳位、160〜170cm位、パーカー）にスカートをめくられ、その時
落としたカバンを持ち去られた。

(2)○発生日時 平成25年10月11日（金）午前7時40分頃 ○発生場
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本文（抜粋）
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91 H25.10.15 注意喚起情報

商業施設の社債の電話勧誘の相談が増えています。
○実在する証券会社を名乗り、「あなた名義でないと購入できない」
「書類が届いたら電話して」と言われた。
○「あなたの名前で社債を購入した。入金しないと法律違反になる」
と脅された。
不審な電話は相手にせず、すぐに電話を切りましょう。法律違反と
脅されてもお金を支払わず、消費生活相談室や豊橋警察署（540110）に相談して下さい。

92 H25.10.17 不審者情報

93 H25.10.18 街頭犯罪多発情報

94 H25.10.21 不審者情報

95 H25.10.25 不審者情報

96 H25.10.31 交通死亡事故発生情報

○発生日時 平成25年10月17日（木）午後2時20分頃 ○発生場所
石巻西川町地内 ○状況 下校中の女子児童が、白い軽トラックか
ら降りて追いかけてきた男（50〜60歳、160cm位、作業着）に写真を
撮られた模様。
○発生日時 平成25年10月14日(月)〜10月17日(木)
○発生場所 多米中町三丁目、往完町、つつじが丘二丁目など
○発生状況 無施錠自転車の盗難が多発しました。※わずかな時
間でも確実に施錠をしましょう。ワイヤー錠など併用し、二重ロック
に努めましょう。
○発生日時 平成25年10月21日（月）午後4時15分頃
○発生場所 前田南町二丁町地内
○状況 下校中の女子児童に対し、包丁を持った男（40〜50歳位、
165〜170cm位、赤い帽子、Vネックのシャツ、しまのシャツ、短パ
ン、サンダル、メガネ）がスカートをめくった。
○発生日時 平成25年10月24日（木）午後6時40分頃
○発生場所 南大清水町地内
○状況 待ち合わせをしていた女子生徒に対し、男（30代前半、
170cm位、太め、うすい青の作業服）が体を触った。
○発生日時 平成25年10月30日（水）午後5時40分頃 ○発生場所
石巻本町地内 ○状況 東進中の軽四乗用車が前方不注意で歩
行者に衝突し、50歳代の男性が死亡。 ※しっかり前方を注視して運転
しましょう。

97

H25.11.5 街頭犯罪多発情報

98

H25.11.8 不審者情報

99 H25.11.11 不審者情報

100 H25.11.11 不審者情報

○発生日時 平成25年10月30日(水)〜11月2日(土)
○発生場所 東脇四丁目、藤沢町、牟呂市場町など
○発生状況 無施錠自転車の盗難が多発しました。※わずかな時
間でも確実に施錠をしましょう。ワイヤー錠など併用し、二重ロック
に努めましょう。
○発生日時 平成25年11月5日（火）午後5時15分頃
○発生場所 三本木町地内
○状況 女子児童2人が歩いていたところ、男（60〜70歳位、白髪、
半袖白Ｔシャツ、黒いジャージ、白く長いあごひげ）に「ちょっと君た
ちこっち来て」と声をかけられ、1人の女子児童が上着のフードをつ
かまれた。
○発生日時 平成25年11月9日（土）正午頃
○発生場所 つつじが丘一丁目〜南栄町
○状況 帰宅途中の女子生徒が、外国人風の男（30歳代位、160〜
170cm位、赤と白の上着、黒髪ストレート、グレーの自転車）に声を
かけられ、つきまとわれた。
○発生日時 平成25年11月11日（月）午前11時15分頃
○発生場所 舟原町地内
○状況 登校中の女子生徒が、フードをかぶった男（30代前半位、
黒のスウェット、ジーパン、メガネ、灰色の自転車）に体を触られた。
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101 H25.11.14 不審者情報

102 H25.11.15 不審者情報

○発生日時 平成25年11月13日（水）午後4時30分頃
○発生場所 三ノ輪町地内
○状況 友人の家へ遊びに行く途中の男子児童が、男（年齢不詳、
細身、黒の上着、サングラス、黒のニット帽）に「こっちに来い」と声
をかけられ、その後走って追いかけられた。
○発生日時 平成25年11月14日（木）午後4時頃
○発生場所 福岡町地内
○状況 下校中の女子児童3人を、後ろから来た男（年齢不詳、
165cm位、帽子）が写真を撮り、去って行った。
（1）不審者情報
○発生日時 平成25年11月19日(火)午後6時45分頃
○発生場所 西七根町地内
○状況 下校中の女子生徒が、後ろから走ってきた男（20歳代位、
170cm位、短髪、白い上着、黒いズボン）に抱きつかれ倒された。

103 H25.11.20

不審者情報及び交通重
体事故発生情報

104 H25.11.21 交通死亡事故発生情報

（2）交通重体事故発生情報
○発生日時 平成25年11月19日（火）午後7時25分頃
○発生場所 船渡町地内
○状況 信号のない交差点において、南進中の自転車と東進中の
普通乗用自動車が衝突し、自転車運転中の10歳代の男性が重
体。※交差点内は安全な速度で左右をよく確認して進みましょう。
○発生日時 平成25年11月21日（水）午前7時40分頃 ○発生場所
下条東町地内 ○状況 県道交差点において、西進の軽四自動車
と南進の普通自動車が出会い頭に衝突し、軽四自動車を運転して
いた60歳代の女性が死亡。 ※交差点では安全確認をしっかりしま
しょう。

105 H25.11.26 感染症情報

106 H25.11.28 不審者情報

107 H25.11.29 交通死亡事故発生情報

108

H25.12.2 不審者情報

■感染症情報（感染性胃腸炎警報）豊橋市では、平成25年11月18
日から11月24日の1定点医療機関あたりの感染性胃腸炎患者報告
数25.25人となっており国立感染症研究所が「警報・注意報システ
ム」で警報と定めている20人を超えました（警報レベルに達しまし
た）。
感染性胃腸炎は、原因となるノロウイルスなどが手や食品を介し
て経口感染しておこります。食事の前やトイレの後は石鹸を使って
十分に手洗いをし、食品は十分に加熱をして、感染を予防しましょ
う。
■情報配信 豊橋市保健所 健康政策課
電話 0532-39-9104
○発生日時 平成25年11月28日（木）午前8時頃
○発生場所 多米中町地内
○状況 男子児童がごみステーションへごみを捨てに行ったとこ
ろ、外国人の男（年齢不詳、180cm位、短髪、フード付き青色上着、
黒色ズボン、黒色の靴）に右足首あたりを数回蹴られた。
○発生日時 平成25年11月29日（木）午前3時40分頃 ○発生場所
下地町地内 ○状況 国道１号線交差点において、東進の普通自
動車と北進の自転車が出会い頭に衝突し、自転車を運転していた
20歳代の男性が死亡。 ※交差点では安全確認をしっかりしましょう。
○発生日時 平成25年11月29日（金）午前7時50分頃
○発生場所 飯村北二丁目地内
○状況 女子生徒3人が登校中、反対方向から徒歩で近づいてき
た男（60〜70歳位、黒色トレーナー、黒色ズボン）に何度も体当たり
され、罵声をあびせられた。
14 / 24 ページ

№

109

110
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H25.12.2 不審者情報

H25.12.3 不審者情報

H25.12.3 不審者情報

○発生日時 平成25年12月1日（日）午後2時頃
○発生場所 多米東町一丁目地内
○状況 女子児童2人が公園で遊んでいたところ、男（30〜40歳位、
細身、短髪、メガネ、黒色の服）が遊びに入ってきて、女子児童の
体にバイブレーターを押しつけてきた。
○発生日時 平成25年11月30日（土）午後2時頃
○発生場所 天伯町地内
○状況 帰宅途中の女子児童が、頭に白いタオルを巻いた男（40
〜50歳代位、太め、半袖、半ズボン、サングラス、シルバーの車）に
後をつけられた。
○発生日時 平成25年12月2日（月）午後2時30分頃
○発生場所 西岩田一丁目地内
○状況 友人と歩いていた男子児童が、男（30〜40歳、上下黒系の
服、グレーのニット帽）に何度が怒鳴られ、追いかけられた。
●市内に不審な還付金の電話が続いてます！

112

H25.12.4 注意喚起情報

市役所社会福祉課等の職員を名乗る男性から「還付金がある。今
日までに手続きをしないとお金が返せない」という電話が市内で続
いています。ＡＴＭに行くように言われても絶対に行かないようにし
ましょう。
○口座番号や暗証番号を聞かれても答えずに、直ちに警察に通報
しましょう。（豊橋警察署（54-0110）

113

114

115

116

H25.12.4 不審者情報

H25.12.6 不審者情報

H25.12.7 不審者情報

H25.12.9 交通死亡事故発生情報

117 H25.12.12 不審者情報

○発生日時 平成25年12月3日（火）午後3時15分頃
○発生場所 牧野町地内
○状況 下校中の女子児童に対し、年配の男（白髪、帽子、黒っぽ
い服装、白いあごひげ、古い軽自動車）が「こっちに来い」と声をか
け、包丁を見せつけた。
(1)○発生日時 平成25年12月4日（水）午後5時頃
○発生場所 大岩町地内
○状況 下校中の女子生徒が、白色軽自動車に乗った男（詳細不
明）に「そこのハニー」などと声をかけられた。

(2)○発生日時平成25年12月7日（土）午前6時55分頃
平成25年12月5日（木）午後3時15分頃
○発生日時
○発生場所 牧野町地内
○状況 登校中の女子生徒が、文化包丁を持ち自転車に乗った男
（30〜40才位、身長175ｃｍ位、やや太め、茶髪まじり、灰色ジャー
ジ（又はジャンパー）、ジーンズ、黒っぽいネックウォーマー）に「ね
え、ねえ」と声をかけられ、しばらく後を追いかけられた。
○発生日時 平成25年12月9日（月）午前10時55分頃 ○発生場所
下五井町地内 ○状況 信号のない十字路において、西進の原付
バイクと北進の普通自動車が出会い頭に衝突し、原付バイクを運
転していた70歳代の女性が死亡。 ※一時停止場所では、確実に
一時停止をし、左右の安全確認をしっかりしましょう。
(1)○発生日時 平成25年12月11日（水）午前7時40分頃
○発生場所 松葉町二丁目地内
○状況 登校中の女子生徒二人に対し、二人組の男（20歳代後半）
が「LINEをやっているか」などと声をかけ、しばらくつきまとってき
た。
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118 H25.12.12 不審者情報

119 H25.12.13 不審者情報

120 H25.12.16 不審者情報

○発生日時 平成25年12月11日（水）午後1時頃
○発生場所 牛川町一丁目地内
○状況 下校中の女子生徒に対し、シルバーの古い車に乗った男
（35歳前後、中肉中背、黒髪、）が「サークルKはどこ」と声をかけて
きたので、ふりむいたら車の中で下半身を露出していた。
○発生日時 平成25年12月13日（金）午後3時40分頃
○発生場所 北山町地内
○状況 帰宅中の女子児童が、男（50歳代、中肉中背、帽子、髭な
し、黒ズボン、緑ジャンパー）に自宅近くまで後をつけられた。
○発生日時 平成25年12月13日（金）午後4時20分頃
○発生場所 一色町地内
○状況 帰宅中の生徒らが、包丁を持った男（50歳位、165cm位、
黒色帽子、全身黒っぽい服装、マスク）とすれ違った。
●市内に還付金詐欺と思われる電話が続いてます！

121 H25.12.17 注意喚起情報

122 H25.12.20 不審者情報

123 H25.12.20 不審者情報

124 H25.12.25 街頭犯罪多発情報

125 H25.12.27 不審者情報

126

H26.1.7 不審者情報

市役所社会福祉課のタチバナと名乗る男性から「還付金があり、今
日までに手続きをしないとお金が返せない。取引銀行と口座番号を
教えてほしい」という電話が市内で続いています。銀行名や口座番
号を聞かれても答えない、ＡＴＭに行くように言われても行かない、
不審に感じたら電話を切り、直ちに警察に通報しましょう（豊橋警察
署54-0110）
○発生日時 平成25年12月19日（木）午後5時30分頃
○発生場所 町畑町地内
○状況 塾帰りの女子児童が母の迎えを待っている時、黒い車に
乗った男（30歳代位、体格がよい、茶髪、紺色の服）に車に乗るよう
に言われ腕を強い力で引っ張られた。
○発生日時 平成25年12月20日（金）午後3時20分頃
○発生場所 牛川通一丁目地内
○状況 下校中の女子児童2人が、男（40〜50歳位、170cm、黒い
上着、グレーのズボン、メガネ）にデジタルカメラで写真を撮られた。
○発生日時 平成25年12月21日（土）〜22日（日）
○発生場所 大岩町、南栄町地内
○発生状況 ガラス割りによる空き巣など住宅侵入盗が多発し、現
金など盗難にあっています。※被害に遭わないためにも、防犯フィ
ルムや補助錠の設置など防犯対策をしましょう。
○発生日時 平成25年12月26日（木）午後3時50分頃
○発生場所 上野町地内
○状況 学校で遊んでいた女子児童3人が、男（30〜40歳代、小柄
小太り、チェックのパーカー、ジーンズ、前歯欠）に声をかけられた
ため、逃げたところ後をつけられた。
○発生日時 平成26年1月5日（日）午後2時頃
○発生場所 橋良町地内
○状況 自宅マンションの下で遊戯中の男子児童に、男（20〜40歳
代位、170cm位、緑のニット帽、ジーンズ、黒い上着）が「お前は馬
鹿だなあ」と言い、両頬を叩きすねを蹴った。
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129

130

132

配信日時

本文（抜粋）

件名（抜粋）

H26.1.9 感染症情報

H26.1.14 感染症情報

H26.1.16 不審者情報

H26.1.20 感染症情報

H26.1.20 交通死亡事故発生情報

■感染症情報（インフルエンザ注意報）愛知県内でインフルエンザ
の患者が増加したため、インフルエンザ注意報が発令されました。
■注意事項
1 手洗い・うがいをこまめに行う
2 咳エチケットの励行
3 症状がでたら速やかに医療機関を受診する
■注意報発令日 平成26年1月9日
■情報配信 豊橋市保健所 健康政策課
電話 0532-39-9104
【集団かぜの発生について】
1月14日(火)、豊橋市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団
かぜの発生がありました。
発生状況は、休校 0校、学年閉鎖 0校、学級閉鎖 1校です。
インフルエンザが流行中です。うがい・手洗い・マスク着用で予防に
努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104
○発生日時 平成26年1月15日（水）午後4時15分頃
○発生場所 小松町地内
○状況 下校中の男子児童が、男（35〜40歳位、グレーの上着）に
「お金あげようか」と言われ腕をつかまれたが、腕をふりほどいて逃
げた。
【集団かぜの発生について】
1月20日(月)、豊橋市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団
かぜの発生がありました。
発生状況は、休校 0校、学年閉鎖 1校、学級閉鎖 1校です。
インフルエンザが流行中です。うがい・手洗い・マスク着用で予防に
努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104
○発生日時 平成26年1月20日（月）午後0時05分頃 ○発生場所
長瀬町地内 ○状況 信号のないＴ字路交差点において、南進の
軽自動車と交差点横断中の80才代の女性が衝突し、女性が死亡。
※交差点付近では、安全確認をし、速度を落として通行しましょう。
(1)
○発生日時 平成26年1月20日（月）
○発生場所 飯村南三丁目地内
○状況 ガラスを割って住宅に侵入し、現金が盗まれる空き巣被害
が連続三件発生しました。※家に誰もいない時をねらって犯人は侵
入します。防犯フィルムや補助錠の設置など防犯対策をしましょう。

133

H26.1.21

街頭犯罪多発情報及び
不審者情報

(2)
○発生日時 平成26年1月17日（金）午後2時頃
○発生場所 飯村南四丁目地内
○状況 女子生徒二人が歩いていたところ、男（60歳位、155cm位、
白髪、上下黒ジャージ）が近づき、しゃがみ込んでスカートの中をの
ぞこうとした。
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H26.1.21 感染症情報

【集団かぜの発生について】
1月21日(火)、豊橋市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団
かぜの発生がありました。
発生状況は、休校 0校、学年閉鎖 0校、学級閉鎖 3校です。
インフルエンザが流行中です。うがい・手洗い・マスク着用で予防に
努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104

135

136

H26.1.22 感染症情報

H26.1.23 不審者情報

■感染症情報（インフルエンザ警報）
愛知県内でインフルエンザの患者が増加したため、インフルエンザ
警報が発令されました。
■注意事項
1 手洗い・うがいをこまめに行う
2 咳エチケットの励行
3 症状がでたら速やかに医療機関を受診する
■警報発令日 平成26年1月22日
■情報配信 豊橋市保健所 健康政策課
電話 0532-39-9104
○発生日時 平成26年1月22日（水）午後5時30分頃
○発生場所 牟呂水神町地内
○状況 女子生徒が自宅付近の自販機で飲み物を買っていたとこ
ろ、後ろから走って来た男（30〜40歳位、160〜170cm、やせ型、
黒っぽい作業着）がスカートをまくった。
【集団かぜの発生について】
1月23日(木)、市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団かぜ
の発生がありました。
発生状況は、休校0校、学年閉鎖0校、学級閉鎖1校です。
うがい・手洗い・マスク着用で予防に努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104

137

感染症情報及び不審者
H26.1.23
情報

【不審者情報】
○発生日時 平成26年1月23日（木）午前7時30分頃
○発生場所 東田町地内
○状況 登校中の女子生徒が、道の反対からニヤニヤ見ていた男
（20代前半位、170cm位、中肉中背、短髪、オレンジのパーカー、
黒っぽいジャージ）に「待て」と言われ、しばらく追いかけられた。
豊橋市役所 文化市民部安全生活課 51-2303

138

139

H26.1.24 交通死亡事故発生情報

H26.1.24 不審者情報

○発生日時 平成26年1月22日（水）午後8時35分頃 ○発生場所
東脇三丁目地内 ○状況 県道を南進中の軽四自動車が右方から
横断中の自転車と衝突し、７０歳代女性が死亡。 ※横断歩道付
近では、スピードを控えめにしましょう。
○発生日時 平成26年1月23日（木）午後6時30分頃
○発生場所 西高師町地内
○状況 帰宅途中の男子児童に対し、男（30歳後半〜40歳位、
170cm前後、中肉中背、短髪、赤いダウンジャケット）が懐中電灯で
顔を照らし、ナイフのようなものをちらつかせてきた。
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H26.1.27 感染症情報

【集団かぜの発生について】
1月27日(月)、市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団かぜ
の発生がありました。
発生状況は、休校0校、学年閉鎖0校、学級閉鎖3校です。
うがい・手洗い・マスク着用で予防に努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104

141

142

143

144

145

H26.1.28 感染症情報

【集団かぜの発生について】
1月28日(火)、市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団かぜ
の発生がありました。
発生状況は、休校0校、学年閉鎖0校、学級閉鎖3校です。
うがい・手洗い・マスク着用で予防に努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104

H26.1.29 感染症情報

【集団かぜの発生について】
1月29日(水)、市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団かぜ
の発生がありました。
発生状況は、休校0校、学年閉鎖0校、学級閉鎖3校です。
うがい・手洗い・マスク着用で予防に努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104

H26.1.30 不審者情報

○発生日時 平成26年1月29日（水）午後3時頃
○発生場所 西幸町地内
○状況 下校中の女子児童が、自転車に乗った男（40〜50歳位、
上下黒ジャージ、黒い帽子、買い物袋を所持）に「君のこと好きだ。
名前を教えてほしい。」と声をかけられた。

H26.1.30 感染症情報

【集団かぜの発生について】
1月30日(木)、市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団かぜ
の発生がありました。
発生状況は、休校0校、学年閉鎖1校、学級閉鎖1校です。
うがい・手洗い・マスク着用で予防に努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104

H26.1.31 感染症情報

【集団かぜの発生について】
1月31日(金)、市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団かぜ
の発生がありました。
発生状況は、休校0校、学年閉鎖0校、学級閉鎖2校です。
うがい・手洗い・マスク着用で予防に努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104

146

H26.2.3 感染症情報

【集団かぜの発生について】
2月3日(月)、市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団かぜ
の発生がありました。
発生状況は、休校0校、学年閉鎖1校、学級閉鎖2校です。
うがい・手洗い・マスク着用で予防に努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104
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H26.2.4 感染症情報

【集団かぜの発生について】
2月4日(火)、市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団かぜ
の発生がありました。
発生状況は、休校0校、学年閉鎖0校、学級閉鎖1校です。
うがい・手洗い・マスク着用で予防に努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104

148

H26.2.5 感染症情報

【集団かぜの発生について】
2月5日(水)、市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団かぜ
の発生がありました。
発生状況は、休校0校、学年閉鎖0校、学級閉鎖1校です。
うがい・手洗い・マスク着用で予防に努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104

149

150

H26.2.6 不審者情報

H26.2.7 注意喚起情報

○発生日時 平成26年2月5日（水）午前7時40分頃
○発生場所 牛川町地内
○状況 登校中の女子児童等が、男（40歳代位、太め、黒っぽい
服、めがね）にスマートフォンのようなもので写真を撮られた。
○ネット通販詐欺にご注意ください!
インターネット通販を利用したが、品物が届かない、偽物が届いた、
連絡がつかないとのトラブルが急増しています。
・前払いで銀行振込にさせるもので口座名が外国人名義であるも
のは詐欺の可能性が高い。
・問合せがメールのみで電話番号や住所の表示がない場合は、
連絡が取れなくなる可能性がある。
◎一度振り込むと、現金を取り戻すことは困難です。少しでもあやし
いと思ったら、振り込みはやめましょう。
豊橋市消費生活相談室 51-2305
（月〜金） 10時から16時30分

151

152

H26.2.10 交通死亡事故発生情報

H26.2.10 感染症情報

○発生日時 平成26年2月10日（月）午前10時25分頃 ○発生場所
八町通二丁目地内 ○状況 軽自動車が東進中、何らかの原因に
より信号柱に衝突し、運転していた70才代の女性が死亡。 ※前方
をよく見て運転しましょう。
【集団かぜの発生について】
2月10日(月)、市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団かぜ
の発生がありました。
発生状況は、休校0校、学年閉鎖0校、学級閉鎖3校です。
うがい・手洗い・マスク着用で予防に努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104

20 / 24 ページ

№

153

配信日時

本文（抜粋）

件名（抜粋）

H26.2.12 感染症情報

【集団かぜの発生について】
2月12日(水)、市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団かぜ
の発生がありました。
発生状況は、休校0校、学年閉鎖1校、学級閉鎖4校です。
うがい・手洗い・マスク着用で予防に努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104

154

155

H26.2.13 交通死亡事故発生情報

H26.2.13 感染症情報

○発生日時 平成26年2月13日（木）午前6時45分頃 ○発生場所
大岩町地内 ○状況 信号交差点を東進中の普通貨物自動車が
南進中の軽四自動車と衝突し、軽四自動車を運転していた60才代
の男性が死亡。 ※信号をしっかり守り、青信号であっても、注意し
て通行しましょう。
【集団かぜの発生について】
2月13日(木)、市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団かぜ
の発生がありました。
発生状況は、休校0校、学年閉鎖0校、学級閉鎖1校です。
うがい・手洗い・マスク着用で予防に努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104

156

157

H26.2.14 不審者情報

H26.2.14 感染症情報

○発生日時 平成26年2月13日（木）午後4時30分頃
○発生場所 曙町地内
○状況 女子児童が下校途中、黒い車に乗った男（20〜30歳位、
黒っぽい服）に後をつけられ、横に止まりながら窓越しに携帯を向
けられた。
【集団かぜの発生について】
2月14日(金)、市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団かぜ
の発生がありました。
発生状況は、休校0校、学年閉鎖0校、学級閉鎖1校です。
うがい・手洗い・マスク着用で予防に努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104

158

H26.2.14 交通死亡事故発生情報

159

H26.2.17 不審者情報

160

H26.2.17 感染症情報

○発生日時 平成26年2月13日（木）午後11時25分頃 ○発生場所
飯村町地内 ○状況 市道を直進中の原動機付き自転車が何らか
の原因により道路左側の電柱に衝突し、運転していた10歳代の男
性が死亡 ※前方をよく見て運転しましょう。
○発生日時 平成26年2月15日（土）午前9時30分頃
○発生場所 山田一番町地内
○状況 女子児童3人が道路を歩いているところ、男（20歳代後半
位、165cm位、細身、少し茶髪、紺色のコート、ジーパン、スニー
カー）が「南部中までどうやって行くんですか」とたずね、下半身を露
出した。
【集団かぜの発生について】
2月17日(月)、市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団かぜ
の発生がありました。
発生状況は、休校0校、学年閉鎖1校、学級閉鎖0校です。
うがい・手洗い・マスク着用で予防に努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104
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(1)
○発生日時 平成26年2月15日（土）午後0時30分頃
○発生場所 岩崎町地内
○状況 下校中の女子生徒に対し、男（30〜40歳位、160〜170cm
位、やせ型、茶髪、茶色のダウン、めがね）が「家どこ」「何分かか
る」「部活何」と言ってあとをつけた。
161

162

163

H26.2.18 不審者情報

H26.2.19 不審者情報

H26.2.20 不審者情報

(2)
○発生日時 平成26年2月17日（月）午後4時20分頃
○発生場所 中岩田四丁目地内
○状況 女子児童が2人で遊んでいたところ、中学生ぐらいの男
（160cm前後、やせ型、紺の上着、ウインドブレーカー）に「裸が見た
い」と言われた。
○発生日時 平成26年2月18日（火）午後5時15分頃
○発生場所 北島町地内
○状況 塾帰りの女子児童2人に対し、男（20歳代位、160〜165cm
位、金髪）がすれ違いざまに下半身を露出した。
○発生日時 平成26年2月18日（火）午後4時15分頃
○発生場所 岩崎町地内
○状況 女子生徒が下校中、振り向くと男（年齢不明、170〜175cm
位、細身、短髪、黒い上着、ジーンズ、黒縁めがね）が真後ろまで
近づいてきた。
(1)
○発生日時 平成26年2月19日（水）午後4時頃
○発生場所 一色町〜内張町
○状況 女子児童が下校中、男（年齢不明、170cm位、上下黒の
服、グレーのニット帽）に家までつきまとわれた。
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H26.2.20 不審者情報

H26.2.20 感染症情報

(2)
○発生日時 平成26年2月19日（水）午後7時30分頃
○発生場所 西岩田町地内
○状況 女子生徒が下校中、男（年齢不明、160cm位、暗い色のダ
ウンジャケット、帽子、サングラス）に体を触られた。
【集団かぜの発生について】
2月20日(木)、市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団かぜ
の発生がありました。
発生状況は、休校0校、学年閉鎖0校、学級閉鎖1校です。
うがい・手洗い・マスク着用で予防に努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104

166

H26.2.20 感染症情報

【集団かぜの発生について】
2月21日(金)、市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団かぜ
の発生がありました。
発生状況は、休校0校、学年閉鎖1校、学級閉鎖0校です。
うがい・手洗い・マスク着用で予防に努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104
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H26.2.24 感染症情報

【集団かぜの発生について】
2月24日(月)、市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団かぜ
の発生がありました。
発生状況は、休校0校、学年閉鎖1校、学級閉鎖2校です。
うがい・手洗い・マスク着用で予防に努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104
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H26.2.25 不審者情報

H26.2.25 感染症情報

○発生日時 平成26年2月23日（日）午前10時頃
○発生場所 南栄町地内
○状況 女子児童二人が遊びに行く途中、黒い自転車に乗った男
（年齢不明、165〜170cm位、やせ型、白髪まじり、灰色のスーツ）が
「お菓子あげるから遊ぼうよ」と言いながらしばらくついてきた。
【集団かぜの発生について】
2月25日(火)、市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団かぜ
の発生がありました。
発生状況は、休校0校、学年閉鎖1校、学級閉鎖2校です。
うがい・手洗い・マスク着用で予防に努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104

170

H26.2.26 感染症情報

【集団かぜの発生について】
2月26日(水)、市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団かぜ
の発生がありました。
発生状況は、休校0校、学年閉鎖1校、学級閉鎖0校です。
うがい・手洗い・マスク着用で予防に努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104
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H26.2.27 不審者情報

H26.2.27 感染症情報

○発生日時 平成26年2月24日(月)、25日（火）、両日とも午後3時
50分頃
○発生場所 鍵田町、堂浦町地内
○状況 下校中の女子生徒らに対し、男（30〜40歳代位、160cm台
後半位、サングラス）が下半身を露出した。
【集団かぜの発生について】
2月27日(木)、市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団かぜ
の発生がありました。
発生状況は、休校0校、学年閉鎖0校、学級閉鎖1校です。
うがい・手洗い・マスク着用で予防に努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104

173

H26.3.3 感染症情報

【集団かぜの発生について】
3月3日(月)、市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団かぜ
の発生がありました。
発生状況は、休校0校、学年閉鎖0校、学級閉鎖4校です。
うがい・手洗い・マスク着用で予防に努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104
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H26.3.4 不審者情報

H26.3.5 感染症情報

○発生日時 平成26年3月2日(日)午前9時30分頃
○発生場所 山田一番町地内
○状況 女子児童二人に対し、下半身を露出した男（20歳代位、
165cm位、細身、茶髪、黄色のパーカー、ジーンズ）が「すみませ
ん、南部中はどこにありますか」などと道を尋ねてきた。
【集団かぜの発生について】
3月5日(水)、市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団かぜ
の発生がありました。
発生状況は、休校0校、学年閉鎖0校、学級閉鎖1校です。
うがい・手洗い・マスク着用で予防に努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104
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H26.3.6 交通死亡事故発生情報

H26.3.6 感染症情報

○発生日時 平成26年3月5日（水）午後2時45分頃 ○発生場所
前芝町地内 ○状況 信号交差点において、北進右折の普通自動
車と南進直進の大型トラックが衝突し、普通自動車に同乗していた
80歳代の男性が死亡 ※対向車線をしっかり確認して右折しましょ
う。
【集団かぜの発生について】
3月6日(木)、市内の学校でインフルエンザ様疾患による集団かぜ
の発生がありました。
発生状況は、休校0校、学年閉鎖1校、学級閉鎖0校です。
うがい・手洗い・マスク着用で予防に努めてください。
症状が出た場合は医療機関を受診してください。
豊橋市保健所 健康政策課 39-9104

178

H26.3.10 交通死亡事故発生情報

○発生日時 平成26年3月10日（月）午後10時10分頃 ○発生場所
中松山町地内 ○状況 信号交差点を北進中の軽四自動車と後続
の普通自動車が東進横断中の歩行者と衝突し、歩行者の80歳代
の男性が死亡 ※今年に入って、豊橋市内では交通死亡事故死者
数7人（うち高齢者5人）となりました。交通ルールやマナーをも守り
交通事故を減らしましょう。
(1)
○発生日時 平成26年3月11日(火)午後3時頃
○発生場所 中野町地内
○状況 下校中の男子児童に対し、男（60歳代位、ベージュの帽
子、青いジャンバー、黒いズボン、マスク）が「君何年生？」と声をか
けた。先週金曜日には、同一人物と思われる男に、別の児童が手
をつかまれたり、つきとばされていた。
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H26.3.12 不審者情報

H26.3.26 不審者情報

(2)
○発生日時 平成26年3月11日(火)午後3時30分頃
○発生場所 天伯町地内
○状況 下校中の女子児童3人に対し、黒い車に乗った男（30〜40
歳位、やせ型、水色のジャンバー）が「学校どこ？」などと声をかけ
た。
○発生日時 平成26年3月26日(水)午前8時45分頃
○発生場所 牛川薬師町地内
○状況 登校中の女子生徒に対し、男（30歳位、170cm位、中肉中
背）が道を尋ねながら下半身を露出した。
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