
○21年度配信実績

1 H21.7.15
食中毒警報
が発令され
ました

2 H21.7.15 不審者情報

3 H21.7.16 不審者情報

4 H21.7.16 不審者情報

5 H21.7.21
交通重体事
故発生情報

6 H21.7.22 不審者情報

7 H21.7.27 不審者情報

○発生日時　　平成２１年７月１５日（水）　午後６時３０分ごろ
○発生場所　豊橋市中岩田二丁目地内○状況　２０才前半の
男１名（身長１７５センチ位、痩せ型、ボサボサ頭、色白、白色Ｔ
シャツ、ベージュズボン、サンダル）が、下校中の女子生徒の後
をつけた。

○発生日時　　平成２１年７月１５日（水）　午後９時３０分ごろ
○発生場所　豊橋市西幸町地内　○状況　女子中学生が塾か
らの帰宅途中、３０～３５才の男（身長１６５～１７０センチ、体格
やや太め、短髪、黒白横縞Ｔシャツ、青デニム半ズボン）につき
まとわれた。自動販売機の前で「ジュース買ってあげようか。か
わいいね。」と言われ、体を触られた。

○発生日時　平成２１年７月１９日（日）　午後１時２５分ごろ　○
発生場所　豊橋市馬見塚町地内　○状況　見通しの悪い市道
交差点で、軽四乗用自動車と自転車が衝突し、自転車運転の
中学生（１４才）が意識不明の重体

○発生日時　平成２１年７月２０日（月）　午後３時３０分ごろ　○
発生場所　豊橋市柱八番町地内　○状況　路上停車中の水色
軽自動車（同乗者２人位）から短髪で眼鏡をかけた男（２０～３０
歳、１７５ｃｍ位）がおりてきて、女子中学生に「車の中に来て」と
声をかけた。中学生は怖くなり逃げたため被害はなかった。

○発生日時　平成２１年７月２７日（月）　午前９時４５分ごろ　○
発生場所　豊橋市東新町地内　○状況　男１名（年齢３０歳位、
身長１７０ｃｍ位、黒色ぽいスーツ）が、下校中の男子児童の後
をつけた。

№ 配信日時
件名（抜

粋）
本文（抜粋）

食中毒警報発令情報
愛知県は７月１５日(水)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。■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るこ
と。２　調理後の食品は、早く食べ、長時間放置しないこと。

○発生日時　　平成２１年７月１４日（火）　午後６時３０分ごろ
○発生場所　豊橋市中岩田三丁目地内　○状況　６０才位の男
（体格細め、短髪）が車の中からカメラで、下校中の女子中学生
を撮影した。



8 H21.7.27 不審者情報

9 H21.8.3 不審者情報

10 H21.8.3 不審者情報

11 H21.8.5
街頭犯罪多
発情報

12 H21.8.11
街頭犯罪多
発情報

13 H21.8.12
食中毒警報
発令情報

○発生日時　平成２１年８月３日（月）　午前１０時２０分ごろ　○
発生場所　豊橋市多米中町一丁目地内　○状況　アジア系の
外国人らしい男１名（年齢３０歳位、身長１６５センチ位、７分丈
の緑色ズボン）が、下校中の女子児童に近寄り体を触った。

○発生日時　平成２１年８月２日（日）　午後０時３０分ごろ　○
発生場所　○状況　車から降りて地図を見ていた男（年齢３０歳
位、身長１６５センチ位、ぽっちゃり体型、キャップ帽）から道を
聞かれた際、ビデオカメラで撮影された。

平成２１年８月４日（火）午前９時から午後６時頃の間に、西岩
田一丁目及び四丁目地内で空き巣及び空き巣未遂が３件発生
しました。被害品は現金。いずれもガラス割りによる被害で玄関
等は施錠。被害防止対策として、ガラス割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。

○発生日時　　平成２１年８月９日（日）20時30分～１０日（月）
12時30分ごろ　○発生場所　　豊橋市西高師町地内、上野町
地内　○発生状況　　ドアのこじ開けによる「部品ねらい」及び
ガラス割りによる「車上ねらい」が４件連続発生。被害品はカー
ナビ、現金。※車に貴重品を残したまま離れることは危険です。
部品ねらい・車上ねらいの対策として、セキュリティアラームを
設置したり、防犯ネジを使用すると効果的です。

愛知県は８月１２日(水)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以上となったとき、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。

○発生日時　平成２１年７月２７日（月）　午前１１時３０分ごろ
○発生場所　豊橋市牟呂町地内　○状況　男１名（年齢２０～３
０歳位、身長１６０センチ位、痩せ型、白色と黒色の縞柄のシャ
ツ、ジーパン）が、女子児童らに対し下半身を露出した。（その
他に同所付近、同時間帯に１件の同種事案あり）



14 H21.8.12

街頭犯罪多
発情報及び
消費生活注
意喚起情報

15 H21.8.17
街頭犯罪多
発情報

16 H21.8.18
街頭犯罪多
発情報

17 H21.8.21
街頭犯罪多
発情報及び
不審者情報

18 H21.8.24
街頭犯罪多
発情報

○発生日時　平成21年8月15日（土）15:00ごろ～16日（日）12:00
ごろ　○発生場所　豊橋市飯村南二丁目及び字茶屋地内、南
栄町字蟹原地内、小松町地内、北山町字東浦地内　○発生状
況　「部品ねらい」が６件連続発生。被害車両はいずれもドアこ
じ開けによるもの。被害品はカーナビ、財布、現金。　※被害を
防ぐためには、セキュリティシステムや防犯ネジを使用すると効
果的です。また貴重品を車内に置いたまま、車から離れないよ
うにしましょう。

○発生日時　平成21年8月16日（日）12:30ごろ～17日（月）8:45
ごろ　○発生場所　豊橋市天伯町字高田山及び字三ツ山地内
○発生状況　「部品ねらい」が被害者宅駐車場及び月極駐車
場で４件連続発生。被害品はカーナビなど

（１）部品ねらいが多発しています　○発生日時　平成21年8月
19日（水）15:00ごろ～20日（木）8:10ごろ　○発生場所　豊橋市
天伯町字高田山及び字三ツ山地内　○発生状況　窓ガラスを
割られる被害が月極駐車場で５件連続発生、盗難被害はカー
ナビ３件。
（２）わいせつ行為が発生　○発生日時　平成21年8月20日
（木）16:30ごろ　○発生場所　豊橋市伝馬町地内　○状況　紺
色シャツにクリーム色ノースリーブ、クリーム色ズボンの男（身
長170cm位、黒髪やや長髪）が自転車で走ってきて、バス待ち
の女子高校生の体を触った。

○発生日時　平成21年8月21日（金）13:50ごろ～23日（日）10:20
ごろ　○発生場所　豊橋市富士見台一丁目地内　○発生状況
「部品ねらい」が駐車場で４件連続発生。被害品はカーナビ

（１）部品ねらいが多発しています　○発生日時　平成２１年８月
10日（月）17:30ごろ～11日（火）7:30ごろ　○発生場所　豊
橋市一色町字天獏地内○発生状況　施錠有りの車に対して、
ガラス割りによる「部品ねらい」が３件連続発生。被害品はカー
ナビ。　※被害を防ぐためには、セキュリティシステムや、防犯
ネジを使用すると効果的です。
（２）出会い系サイトに気をつけましょう　携帯電話やパソコンな
どで、恋人紹介のサイトに登録し、メールのやりとりに高額なポ
イント料金を不当に請求される相談が増えています。出会い系
サイトには十分注意しましょう。請求を不審に感じたら、市役所
安全生活課　消費生活相談窓口（電話５１－２３０５）にご相談く
ださい。



19 H21.8.25
交通死亡事
故発生情報

20 H21.8.25
街頭犯罪多
発情報

21 H21.8.26
交通重体事
故発生情報

22 H21.8.29
光化学スモッ
グ予報が発
令されました

23 H21.8.29
光化学ス
モッグ情報

24 H21.8.29
光化学ス
モッグ情報

25 H21.9.4 不審者情報

○発生日時　平成21年8月26日（水）　午前7時35分ごろ　○発
生場所　豊橋市鴨田町地内　○状況　市道で、西進中の軽四
乗用自動車と南進中の原動機付自転車が衝突し、原動機付自
転車の男性（10代）が意識不明の重体

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。○注意事項・屋外になるべく出
ないようにしてください。・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（0532-51-3634）へ連絡してく
ださい。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１５時４０分豊橋区域におい
て発令されていた光化学スモッグ予報を注意報に切り替えまし
た。○注意事項・屋外になるべく出ないようにしてください。・目
やノドに痛みを感じた場合は、すぐに眼を洗い、うがいをして保
健所0532-51-3634　へ連絡してください。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１７時１５分豊橋区域に発令
していた光化学スモッグ注意報を解除しました。豊橋市役所
環境部環境保全課0532-51-2388

○発生日時　平成２１年９月３日（木）午後５時２０分ごろ　○発
生場所　豊橋市伊古部町地内　○状況　性別不明１名（身長１
７０センチ位）が、中学生を金属様のもので切りつけた。

○発生日時　平成２１年８月２５日（火）　午前２時２５分ごろ　○
発生場所　豊橋市花田町字荒木地内　○状況　国道２３号線
で、西進右折の普通乗用自動車と東進直進の大型自動二輪車
が衝突し、大型自動二輪車の男性（３０才代）が死亡

○発生日時　平成21年8月22日（土）17:00ごろ～24日（日）8:25
ごろ　○発生場所　豊橋市富士見台二丁目及び南大清水町字
富士見地内　○発生状況　駐車場で「部品ねらい」が16件連続
発生。窓ガラスを割られて被害。被害品はすべてカーナビ



26 H21.9.8
光化学ス
モッグ情報

27 H21.9.8
光化学ス
モッグ情報

28 H21.9.9
交通死亡事
故発生情報

29 H21.9.10 不審者情報

30 H21.9.15
街頭犯罪多
発情報

光化学スモッグ情報愛知県は本日１６時３０分豊橋区域に発令
していた光化学スモッグ予報を解除しました。豊橋市役所　環
境部環境保全課0532-51-2388

○発生日時　平成２１年9月9日（水）　午前11時40分ごろ　○発
生場所　豊橋市高師本郷町字竹ノ内地内　○状況　信号のな
い交差点で、南進走行中の軽四乗用車と東進走行中の原動機
付自転車が衝突し、原動機自転車の女性（７０才代）が死亡

○発生日時　　平成21年9月9日（木）　15:20ごろ　○発生場所
豊橋市曙町地内　○状況　下校中の男子小学生が「家まで
送ってあるから乗っていかないか。」と白い小型乗用車に乗った
帽子着用の若い男から声をかけられた。本人は「乗らない」と答
え、被害はなかった。
※安全安心メールの愛称募集期間を9月30日（水）まで延長し
ています。優秀作品１名、準優秀作品２名に記念品を用意して
います。ふるってご応募ください。
送付先：はがき〒440-8501　安全生活課愛称募集係又はＦＡＸ
56-0123、E-mail:anzenseikatsu@city.toyohashi.lg.jp　　「住所、
名前、電話番号、提案愛称」を記載してください。

○発生日時　平成21年9月13日（日）15:00ごろ～14日（月）20:00
ごろ　○発生場所　豊橋市富士見台四丁目地内　○発生状況
駐車場で「部品ねらい」が5件連続発生。ドアをこじ開けられて
被害。被害品はすべてカーナビ※安全安心メールの愛称募集
期間を9月30日（水）まで延長しています。優秀作品１名、準優
秀作品２名に記念品を用意しています。ふるってご応募くださ
い。
送付先：はがき〒440-8501　安全生活課愛称募集係又はＦＡＸ
56-0123、E-mail:anzenseikatsu@city.toyohashi.lg.jp　　「住所、
名前、電話番号、提案愛称」を記載してください。

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。○注意事項・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（0532-51-3634）へ連絡してく
ださい。豊橋市役所　環境部環境保全課0532-51-2388



31 H21.9.25
街頭犯罪発
生情報

32 H21.10.8 不審者情報

33 H21.10.9
悪質商法に
ご注意を！

34 H21.10.9
街頭犯罪多
発情報

35 H21.10.14 不審者情報

台風18号により被災した家屋の修理などで、高額な料金を請求
するような悪質商法の発生が予想されます。その場ですぐ、安
易に契約をすることなく慎重にご検討ください。なお、お問合せ
は消費生活相談室へ（電話51-2305）

○発生日時　平成21年10月7日（水）21:00ごろ～8日（木）11:30
ごろ　○発生場所　豊橋市北島町地内、神野新田町地内、牟
呂外神町地内　○発生状況　「部品ねらい」が6件連続発生。ガ
ラス割りによるカーナビ・ＣＤ被害4件、アンテナ被害1件、タイ
ヤ・ホイール被害1件。　※被害を防ぐためには、見通しのよい
場所に駐車することや、セキュリティシステムや防犯ネジを使用
すると効果的です。

○発生日時　平成21年10月14日（水）　午前7時45分ごろ　○発
生場所　豊橋市向山町地内　○状況　自転車に乗った男１名
（年齢40～50歳位、おかっぱ頭、チェックの服）が、ぶつかって
きて、ぶつかった際に登校中の女子生徒の体を触った。

○発生日時　平成21年9月24日（木）22:55頃　○発生場所　弥
生町字中原地内　○犯人像　男１名、１０代後半から２０代前半
位、身長170cm未満、黒っぽい長袖パーカー　○発生状況　女
性（２０歳代）が自転車で帰宅途中、後方から自転車に乗った
犯人が女性の右肩に掛けていたハンドバッグをひったくろうとし
た。しかし、女性が抵抗し大声を出したため、そのまま逃走（未
遂）。　※安全安心メールの愛称募集期間を9月30日（水）まで
延長しています。優秀作品１名、準優秀作品２名に記念品を用
意しています。ふるってご応募ください。
送付先：はがき〒440-8501　安全生活課愛称募集係又はＦＡＸ
56-0123、E-mail:anzenseikatsu@city.toyohashi.lg.jp　　「住所、
名前、電話番号、提案愛称」を記載してください。

○発生日時　平成21年10月7日（水）午後5時55分ごろ　○発生
場所　豊橋市中橋良町地内　○状況　女子中学生が中年の男
（黒髪、短髪、黒のウインドブレーカー、ジャージ）に「名前は？
どこに住んでいる？」と声をかけられた。すぐに逃げたため被害
はなかった。



36 H21.10.19
交通重体事
故発生情報

37 H21.10.19 ニセ札事件発生

38 H21.10.28
交通重体事
故発生情報

39 H21.11.13 不審者情報

40 H21.11.16 不審者情報

41 H21.11.26
街頭犯罪多
発情報

○発生日時　平成21年11月12日（木）午後4時30分ごろ　○発
生場所　豊橋市西小鷹野二丁目地内　○状況　男子児童が一
人で徒歩にて帰宅中、40歳半ばの男（身長160～165cm、黒の
ジャンパー、黒のジーンズ、黒の四角いサングラス、マスク、青
い靴）に「おい、止まれ」と声をかけられたが、防犯ブザーを鳴ら
したら走って逃げていったため被害はなし。

○発生日時　平成21年11月15日（日）午後4時35分ごろ　○発
生場所　豊橋市神野新田町地内　○状況　男（40歳位、160cm
位、肥満、坊主頭、無精ひげ、灰色ジャージ、黒色軽四自動車）
が、自転車で通行中の男子生徒らに対し、刃物様のものを見
せつけるなどした。

○発生日時　平成21年11月22日（日）17:00ごろ～25日（水）9:40
ごろ　○発生場所　豊橋市御園町及び西郷町地内　○発生状
況　民家敷地内及びマンション駐車場で「部品ねらい」が3件連
続発生。窓ガラス割り、ドアこじ開けによる被害。被害品はすべ
てカーナビ※被害を防ぐためには、セキュリティシステムや防犯
ネジを使用すると効果的です。

○発生日時　平成21年10月18日（日）　午後6時5分ごろ　○発
生場所　豊橋市大山町地内　○状況　県道で、東進走行中の
普通乗用自動車と東進歩行中の男性（60歳代）が衝突し、歩行
中の男性が意識不明の重体

○発生状況　車・オートバイに乗った男１名（年齢20歳前後位、
身長160～165cm、やせ型、黒色短髪、白色長財布所持）が、
市内の菓子店、たばこ店、電気店、コンビニ等の小売店でニセ
札を出して、菓子・タバコや電池を購入し9,000円以上のお釣り
を騙し取る手口です。　○ニセ札の特徴　透かしがない・手触り
が違う・赤みがかった色　○　おかしいと感じたら１１０番通報し
てください。豊橋警察署（電話54-0110）

○発生日時　平成21年10月28日（水）　午後1時5分ごろ　○発
生場所　豊橋市三ノ輪町二丁目地内　○状況　市道で、東進走
行中の軽四乗用自動車と東進走行中の自転車が衝突し、自転
車の女性（60歳代）が意識不明の重体



42 H21.11.27
死亡ひき逃
げ事故発生
情報

43 H21.11.30
街頭犯罪多
発及び不審
者情報

44 H21.12.3
街頭犯罪多
発情報

45 H21.12.7 不審者情報

46 H21.12.8

豊橋市を
騙った訪問
販売に注意
しましょう！

47 H21.12.10 不審者情報

○発生日時　平成21年12月7日（月）　午後2時15分ごろ　○発
生場所　豊橋市佐藤三丁目地内　○状況　児童が下校途中に
前から歩いてきた男（年齢20～30歳位、茶色の帽子、サングラ
スとマスク着用、青と白色の横縞シャツ）に、いきなり左足と腹
を蹴られ、走り去られた。

市の対象地区になったので無料でエコキュートなどの装置設置
ができると訪問し、高額な契約を取り付けようとする訪問販売
業者の情報が寄せられています。市ではそのような事業を行っ
ていません。契約はその場でしないで慎重に検討してください。

○発生日時　平成21年12月9日（水）　午後5時ごろ　○発生場
所　豊橋市草間町アイプラザ周辺　○状況　公園から歩いてつ
けてきた男1名（年齢40歳位、身長150～160センチ位、黒色の
ジャージ上下、エンジ色のふちの眼鏡）が、女子児童らに対し
下半身を露出した。

○発生日時　平成21年11月27日（金）　午前5時30分ごろ　○発
生場所　豊橋市下五井町字宮後地内　○状況　発生場所付近
を車両で通行中の人が道路に倒れていた被害者（70歳代女
性）を発見し110番通報したもの。　※　この事故に関する情報
は、豊橋警察署（電話54-0110）までお願いします。

（１）ひったくりが発生
○発生日時　平成21年11月29日（日）15:00　○発生場所　駅前
大通二丁目地内　○状況　被害者が自転車で走行中、後方か
ら自転車（黒色マウンテンバイク）に乗った犯人（２０代、身長
170cm位、中肉、黒髪短髪、フード付き白色トレーナー、黒色
ジーパン）の男１名が、前カゴに入れていたカバンをひったくりし
たもの。
（２）不審者による暴力行為
○発生日時　平成21年11月28日（土）22:00ごろ　○発生場所
芦原駅付近　○状況　中学生が帰宅中男の２人組（身長160～
170cm、20～30才、灰色トレーナーと紺色ウインドブレーカー、
中肉中背で長めの茶髪）から「財布ある？」と声をかけられた。
無視をしたら行く手を遮り、殴り、蹴りを入れてきた。手で防いで
応戦したら逃げていった。

○発生日時　平成21年12月2日（水）夕方ごろ　○発生場所　市
内の保育園付近の路上　○発生状況　園児を迎えに来た車両
をねらった車上ねらいが連続発生。　※短時間でも車を離れる
時は、車内に荷物を残さない、ドアロックを忘れないようにしま
しょう。



48 H21.12.17
街頭犯罪多
発情報

49 H21.12.21 不審者情報

50 H21.12.25
街頭犯罪多
発情報

51 H21.12.28 感染症情報

52 H21.12.28
街頭犯罪多
発情報

53 H22.1.2
交通死亡事
故発生情報

■感染症情報（感染性胃腸炎警報）豊橋市は、市内で感染性
胃腸炎の患者が増加したため、感染性胃腸炎警報を発令しま
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。■警報発令日
平成21年12月28日■情報配信　豊橋市保健所　生活衛生課
電話　0532-51-3634
○発生日時　平成21年12月26日（土）13:00ごろ～27日（日）9:00
ごろ　○発生場所　豊橋市弥生町松原地内　○発生状況　ア
パート駐車場及び一般住宅駐車場でカーナビが盗まれる被害
が、連続3件発生しました。　※被害を防ぐためには、見通しの
よい場所に駐車することや、セキュリティシステムや防犯ネジを
使用すると効果的です。
交通死亡事故が平成21年12月31日（木）に連続発生しました。
（１）発生時間　午前8時50分頃　○発生場所　豊橋市植田町地
内　○状況　普通乗用車と自転車が衝突し70歳代の女性が死
亡
（２）発生時間　午後11時頃　○発生場所　豊橋市神野ふ頭町
地内　○状況　軽四乗用車がコンクリート塀に激突し、50歳代
の男性が死亡

○発生日時　平成21年12月15日（火）15:00ごろ～16日（水）
15:50ごろ　○発生場所　豊橋市牛川町浪ノ上・東側・中郷地内
○発生状況　ガラス割りやドアこじ開けによるカーナビ、DVD、
現金、装具品が盗まれる「車上ねらい」・「部品ねらい」被害が
連続5件発生しました。　※被害を防ぐためには、見通しのよい
場所に駐車することや、セキュリティシステムや防犯ネジを使用
すると効果的です。

○発生日時　平成21年12月18日（金）　18:00ごろ　○発生場所
豊橋市岩田町字八ツ橋地内　○状況　女子高校生が下校中、
反対から来た男(30才以下、身長170㎝位、短髪黒髪、チェック
柄フリース、めがね着用）にすれ違いざまに自転車を押し倒さ
れ、倒れたところを引きずられたが抵抗したため、男はあきらめ
て逃走した。 ○被害程度　すり傷

○発生日時　平成21年12月24日（木）18:10ごろ　○発生場所
豊橋市八通町地内　○発生状況　歩行中の被害者が、後方か
ら近づいて来た男（30才位、身長165センチ位、細身、黒っぽい
服着用）に、右肩にかけていた手提げカバンをひったくられた。



54 H22.1.7
街頭犯罪多
発情報

55 H22.1.10
交通死亡事
故発生情報

56 H22.1.12
街頭犯罪多
発情報

57 H22.1.19 不審者情報

58 H22.1.19
街頭犯罪多
発情報

59 H22.2.1
街頭犯罪多
発及び不審
者情報

○発生日時　平成22年1月18日（月）午後2時50分ごろ　○発生
場所　豊橋市高師町字北原地内　○状況　女子児童が一人で
遊んでいたところ、40歳位の男（身長170cm位、茶色のジャン
パー、青色のジーンズ、黒縁めがね、短髪、やせ型）に「体に虫
がついているよ」と声をかけられ、体を触られたが「いや。」と声
を出したら、男は逃げていった。

○発生日時　平成22年1月18日（月）17:00ごろ　○発生場所
豊橋市老松町地内　○発生状況　歩行中の被害者が、近づい
て来た男２名（身長150センチ位、中肉、黒学生服着用）に、突
き倒され転んだ隙にバッグをひったくられた。

（１）ひったくりが発生
○発生日時　平成22年1月31日（日）9:45ごろ　○発生場所　瓦
町地内　○状況　歩行中の被害者が、後ろから近づいてきた男
（20～30代、身長170cm位、やせ型、ニット帽着用、黒っぽい
ジャンパー、黒色ズボン）に、左手に所持していた手提げかば
んをひったくられた。
（２）不審者情報
○発生日時　平成22年1月31日（日）12:10ごろ　○発生場所
東小鷹野四丁目地内　○状況　下校中の女子中学生が女装し
た男（身長約170cm、30才代、赤色ジャンパー、スカート、細身、
髪型ショート、メガネ、マスク、ピンク色ヘアピン着用）に近寄り
話しかけられ、下着を見せられた。

○発生日時　平成22年1月5日（火）4:30ごろ～6日（水）9:30ごろ
○発生場所　豊橋市若松町字豊美・北ｹ谷・中山地内　○発生
状況　アパート駐車場でドアのこじ開けによる「車上ねらい」が1
件、路上及び空き地でガラス割りによる「車上ねらい未遂」が3
件連続発生。被害品は携帯音楽プレーヤー　※被害に遭わな
いためにも、セキュリティシステムの使用やカバンなど貴重品を
残したまま車から離れないようにしましょう。

○発生日時　平成22年1月9日（土）午前8時20分頃　○発生場
所　豊橋市東新町地内　○状況　普通乗用車と原動機付き自
転車が衝突し40歳代の男性が死亡　※交通ルールをしっかり
守り交通事故をなくしましょう。

○発生日時　平成22年1月7日（木）8:00ごろ～11日（祝）10:30ご
ろ　○発生場所　豊橋市鴨田町・東橋良町・西小池町地内のマ
ンション駐車場及び月極駐車場、富本町国隠・有楽町地内の
民家駐車場　○発生状況　部品ねらい、車上ねらいが５件連続
発生しました。被害品はカーナビ及び携帯音楽プレーヤー　※
連休中に市内で10件の部品ねらいと4件の車上ねらいが発生
しました。被害に遭わないためにも、セキュリティシステムの使
用やカバンなど貴重品を残したまま車から離れないようにしま
しょう。



60 H22.2.3 不審者情報

61 H22.2.4
街頭犯罪多
発情報

62 H22.2.5
街頭犯罪多
発情報

63 H22.2.9 不審者情報

64 H22.2.22 不審者情報

65 H22.2.23
交通重体事
故発生情報

○発生日時　平成22年2月7日（日）午後5時ごろ　○発生場所
豊橋市飯村町字西山地内　○状況　女子生徒２名が、20歳前
後、身長170cm位、やせ型の男２名（１人は、黒髪・ベージュの
ジャケット・ジーンズ、もう１人は、茶髪・赤いチェック服・ジーン
ズ）に後をつけられた。怖くなって自転車で逃げたら、車（黒い
ワゴン車・スキーキャリア付・赤いチェック服の男運転）で追い
かけられ、追いつかれそうになったため近くの店舗へ逃げこん
だところ、車はそのまま通過し、国道１号線を走っていった。

○発生日時　平成22年2月21日（日）17:40ごろ　○発生場所
東脇一丁目地内　○状況　女装した男（身長約170～180cm、
20～30才、黒いミニスカート・ストッキング、ハイヒール、やせ
型、おかっぱ頭、深緑色のワゴン使用）が下半身を露出し、公
園に立っていた。

○発生日時　平成22年2月22日（月）　午後11時40分ごろ　○発
生場所　豊橋市上野町字新上野地内　○状況　市道で、東進
歩行中の男性（40歳代）が、後方から来た東進中の普通乗用
自動車にはねられ、意識不明の重体。

○発生日時　平成22年2月2日（火）午後5時15分ごろ　○発生
場所　豊橋市下地町字神田地内　○状況　自転車走行中の女
子児童が、後ろからつけてきた自転車に乗った男（20代後半、
身長高め、サイクリングウェア・ヘルメット・サングラス着用）に
体を触られたが、通りがかりの女性が声を出したら、逃げて
行った。

○発生日時　平成22年1月31日（日）18:00～3日（水）9:00ごろ
○発生場所　豊橋市花田町越水・中ノ坪・荒木、西浜町、新栄
町字一本木・新田中、青竹町字八間西地内　○発生状況　ガラ
ス割りによる「部品ねらい」１２件、「車上ねらい」が１件発生。被
害品はカーナビ、現金入りのカバン。※車にカバンを残したまま
離れることは危険です。部品ねらい・車上ねらいの対策として、
セキュリティアラームを設置したり、防犯ネジを使用すると効果
的です。

○発生日時　平成22年2月3日（水）17:00～4日（木）9:00ごろ
○発生場所　豊橋市高師本郷町字東上、上野町字上原、三本
木町字新三本木地内　○発生状況　月極駐車場でガラス割り
による「部品ねらい」が６件発生。被害品はすべてカーナビ。※
被害を防ぐためには、見通しのよい場所に駐車することや、セ
キュリティシステムや防犯ネジを使用すると効果的です。



66 H22.2.24 不審者情報

67 H22.2.26 不審者情報

68 H22.2.28

緊急情報
（津波警
報）

69 H22.3.10
不審電話情
報

70 H22.3.12 不審者情報

71 H22.3.15
交通死亡事
故発生情報

72 H22.3.17 不審者情報

本日、豊橋市内において警察官をかたって「キャッシュカードを
なくしていませんか」等と話す振り込め詐欺と思われる不審電
話が相次ぎました。○警察官が暗証番号を尋ねることは絶対に
ありません。○訪問してキャッシュカードを預かることもありませ
ん。○不審な電話があったら警察に通報してください。※この
メールの内容を家族や知人にお知らせください。

○発生日時　平成22年3月11日（木）午後6時00分ごろ　○発生
場所　豊橋市大岩町地内　○状況　帰宅途中の女子生徒が、
30歳位の男（身長165cm位、白の長袖シャツ、黒のズボン、黒
縁めがね、短髪、小太り、自転車使用）に後をつけられ、携帯
電話で何度か写真を撮られた。振り返ると「お金をあげるから
写真を撮らせて」と言われたので、走って逃げるもののしばらく
つきまとわれたが、通行人がいたため立ち去った。

○発生日時　平成22年3月15日（月）午前9時08分頃　○発生場
所　豊橋市下五井町沖田地内（国道1号「下五井町沖田」信号
交差点）　○状況　南進右折の軽四貨物車と北進直進の中型
貨物車が衝突し、軽四貨物車の男性（70才代）が死亡　※交通
ルールをしっかり守り交通事故をなくしましょう。

○発生日時　平成22年3月16日（火）午後5時30分ごろ　○発生
場所　豊橋市天伯町地内　○状況　通塾途中の女子児童２名
が、横断歩道を横断中に、停車した乗用車の中の30～40歳の
男性から写真を撮られた。車はそのまま走り去った。

○発生日時　平成22年2月23日（火）17:15ごろ　○発生場所
王ヶ崎町字汐崎地内　○状況　散歩中の女子児童が車に乗っ
た男（30才位、黒のダウンジャケット、ジーンズ、中肉、長髪・
ウェーブ、サングラス着用、白色の普通車使用）にじろじろ見ら
れたので逃げたが後をつけられた。公園に逃げたところその場
を立ち去った。
※愛称募集をしていました本メール配信事業の愛称が、応募
総数60件の中から森直美さんの『豊橋ほっとメール』に決まりま
した。3月1日配信分より変更します。

○発生日時　平成22年2月25日（木）15:20ごろ　○発生場所
西幸町字古並地内　○状況　下校途中の女子児童が後ろから
来た男（40～50才、黒い上下、マスクとサングラス着用）に「一
緒に来ない？」と言われ、つきまとわれたため、走って逃げた。
※愛称募集をしていました本メール配信事業の愛称が、応募
総数60件の中から森直美さんの『豊橋ほっとメール』に決まりま
した。3月1日配信分より変更します。

2月28日午前9時33分、愛知県に津波警報が発令されました。
沿岸付近に出かける方は十分ご注意ください。



73 H22.3.26
街頭犯罪多
発情報

○発生日時　平成22年3月26日（金）午前2:00ごろ　○発生場所
大清水校区、野依校区　○発生状況　社宅や社員寮駐車場で
後部ガラスが割られカーナビなどが盗まれる「部品ねらい」が27
件連続発生。詳細は現在、調査中。


