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○配信実績 

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋） 

1 H26.4.14 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 4 月 12 日（土）午前 7 時 45 分頃 ○発生場所 岩屋

町地内 ○状況 登校中の女子生徒に、男(30～40 歳、160ｃｍ位、普通、黒い

短髪、青のジャージ)が下半身を露出していた。 

2 H26.4.16 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 4 月 15 日（火）午後 3 時 45 分頃 ○発生場所 牟呂

大西町地内 ○状況 登校中の女子生徒が、車(ｼﾙﾊﾞｰのｺﾝﾊﾟｸﾄｶｰ)の中で下

半身を露出している男(30 歳代後半、160～170cm 位、小太り、黒い短髪に銀

縁ﾒｶﾞﾈ)に声を掛けられた。 

3 H26.4.21 不審者情報 

○発生日時 平成26年 4月 19日（土）午後2時頃 ○発生場所 花田町地内

(松葉小学校区) ○状況 下校中の女子生徒が、男(10 代、170cm 位、中肉中

背、金髪で白長袖 Y ｼｬﾂ)につきまとわれた。 

4 H26.4.24 不審者情報 

○発生日時 平成26年 4月 23日(水)午前 7時 30分頃 ○発生場所 老津町

地内 ○状況 登校中の通学班の児童と女子生徒が、男(30～40歳代、165cm

位、黒のｼﾞｬｰｼﾞ)に声をかけられ写真を撮られた。 

5 H26.4.25 注意喚起情報 

●医療費還付金詐欺未遂が多発！！家族やお知り合いの高齢者に注意喚起

をお願いします。 

○市役所の職員をかたり、医療費の返金があるといい、通帳・キャッシュカード

や携帯電話を持って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。 

○金融機関のＡＴＭは警戒が厳しいため、最近ではスーパーなどのＡＴＭに誘

導するケースが多い。 

○公的機関の還付通知は文書で行います。市の職員が電話でＡＴＭに誘導す

ることは絶対にありませんので、不審な電話は相手にしないでください。 

豊橋市消費生活相談室 ５１－２３０５ 

（月～金） １０時から１６時３０分 

6 H26.4.25 不審者情報 

○発生日時 平成26年 4月 25日（金）午後4時頃 ○発生場所 牧野町地内 

○状況 女子児童が3人で下校中、後ろから来た男(20代～30歳代前半、160

～170cm、茶髪ボサボサ、グレーのパーカー、薄茶のズボン、黒縁メガネ、自

転車)にズボンを下げられた。 

7 H26.4.27 
交通死亡事故

情報 

○発生日時 平成 26年 4月 27日（日）午後 7時 545分頃 ○発生場所 東田

町地内 ○状況 道路を東進中の普通自動車が、道路を南から北方向に横断

中の歩行者と衝突し、歩行者の 50歳代の男性が死亡 ※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。 

8 H26.4.28 注意喚起情報 

○発生日時 平成26年 4月 24日(木) ○発生場所 向山台町、豊岡町、東小

浜町、有楽町地内 ○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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9 H26.4.30 注意喚起情報 

○発生日時 平成 26 年 4 月 28 日(月) ○発生場所 三ツ相町、新栄町地内 

○発生状況 深夜から朝にかけて忍込みや窓ｶﾞﾗｽを割られる住宅侵入未遂

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 

10 H26.5.2 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 5 月 1 日（木）午後 5時頃 ○発生場所 広小路一丁

目地内 ○状況 女子生徒が帰宅途中に立ち寄った際の店舗内で、男(25 歳

位、170～180cm、外国人風、黒の上着、ジーンズ)に体を触られた 

11 H26.5.2 不審者情報 

○発生日時 平成 26年 5月 2日（金）午後 3時 40分頃 ○発生場所 飯村南

四丁目地内 ○状況 下校時の女子児童に、自転車でぶつかってきた男(25～

30 歳位、肩までの茶髪)が、下半身を露出した 

12 H26.5.9 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 5 月 9 日（金）午前 8時頃 ○発生場所 野依町地内 

○状況 登校時の児童 10 数名が、男(30 歳位、170ｃｍ位、小太り、グレーＴシ

ャツ)に、携帯電話のようなもので写真を撮られた 

13 H26.5.12 注意喚起情報 

○発生日時 平成 26 年 5 月 9 日（金）～10 日(土) ○発生場所 大岩町地内

（二川南校区）○発生状況 駐車車両の窓ガラスを割って、現金やカバン等が

盗まれる車上ねらいが多発しました。 ※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。 

14 H26.5.13 不審者情報 

○発生日時 平成 26年 5月 9日（金）午後 4時 10分頃 ○発生場所 北山町

地内 ○状況 下校時の女児が、自転車に乗っていた男(20 歳位、170ｃｍ位、

長めの茶髪、青いシャツにジーパン)に、体を触られた 

15 H26.5.14 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 5 月 14 日（水）午前 7 時 50 分頃 ○発生場所 西赤

沢町地内 ○状況 登校中の通学団児童が、自動車に乗っていた男２名(30

歳位、運転者はサングラス、グレーの上着)に、ビデオカメラを向けられた 

16 H26.5.22 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 5 月 22 日（木）午前 7 時 15 分頃 ○発生場所 高師

町水神、岩屋町、飯村南二丁目地内 ○状況 登校中の２人の女子生徒の待

ち合わせ場所に男（60 歳位、175ｃｍ位、やせ型、紺色の帽子）が立っており、

学校へ向かうと後からついてきた。 

17 H26.5.23 
交通死亡事故

情報 

○発生日時 平成 26 年 5 月 23 日（金）午前 5 時 30 分頃 ○発生場所 花田

町地内 ○状況 国道 23 号線を西進中の軽自動車が、信号待ちで停車中普

通自動車に追突し、追突した軽自動車を運転中の 70 歳代の男性が死亡 ※

車は前方左右をよく見て走行しましょう。 

18 H26.4.25 注意喚起情報 

●覚えのない「注文確認」メールにご注意！ 

○商品を注文した覚えがないのに、大手ショッピングサイトから冷蔵庫やテレ

ビの注文確認という不審なメールが送られてきた、という相談が続いていま

す。注文の覚えがなければ無視してください。キャンセルボタンやログインをク

リックすると、出会い系サイトにつながる場合があります。 

○不安な場合はご相談ください。 

豊橋市消費生活相談室 ５１－２３０５ 

（月～金） １０時から１６時３０分 

19 H26.5.26 不審者情報 

○発生日時 平成 26年 5月 26 日（月）午前中 ○発生場所 入船町地内 ○

状況 遊んでいた２人の児童が、下半身を露出した男（30～40 歳、160～170ｃ

ｍ、頭に白いタオル）に声をかけられた。 
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20 H26.5.30 注意喚起情報 

●振り込め詐欺が豊橋をターゲットに！ 

○5 月 29 日夜、息子を騙り「電話を修理に出している、熱があり明日にでも病

院へ行くから、また、電話する」等という内容の振り込め詐欺の前兆電話が入

っています。 

○「声がおかしい、電話番号が変わった」等という不審な電話が入ったら、まず

は疑ってかかり、知っている息子さんの連絡先に確認の連絡を入れてくださ

い。 

できれば、お近くにお住まいの高齢者の方にもこのメールの内容をお伝えくだ

さい。 

21 H26.6.3 不審者情報 

○発生日時 平成 26年 6月 2日（月）午後 5時 30分頃 ○発生場所 湊町地

内 ○状況 小学校１年生の女児が帰宅中に、男（10 代、160ｃｍ位、やせ形、

黒いカバン）に大声をかけられ付きまとわれた。 

22 H26.6.5 不審者情報 
○発生日時 平成 26年 6月 4日（水）午後 4時 30分頃 ○発生場所 芦原駅

周辺 ○状況 男（160ｃｍ位、小太り）が下半身を露出していた。 

23 H26.6.6 注意喚起情報 

●市内で車上ねらい（未遂を含む）が多発しました 

○発生日時 平成 26 年 6 月 4 日（水）～5 日(木) ○発生場所 吉田方校区、

二川校区 ○発生状況 駐車車両の窓ガラスを割って、現金が盗まれる車上

ねらいが多発しました。 ※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。 

24 H26.6.7 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 6 月 6 日(金)午後 4時 00 分頃 

○発生場所 豊橋市つつじが丘 3 丁目地内 

○状況 20～30 歳の男（170 センチ位、細身、黒縁メガネ、長めの茶髪、黒色

長袖上衣、紺色ズボン、自転車使用）が、公園で遊んでいた女児のズボンを触

った。 

25 H26.6.10 注意喚起情報 

●表浜でサメが出ました 

○発生日時 平成26年6月9日（月）午後4時頃 ○発生場所 遠州灘（表浜）

沿岸（西七根町地内） ○発生状況 サーフィン中の男性が体長 1 メートル程

のサメに左上腕を噛まれた模様 

26 H26.6.11 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 6 月 10 日(火)午後 3時 30 分頃 

○発生場所 豊橋市内張町地内 

○状況 下校後の女児が、年配の男に声をかけられ、公園内で体を触られた 

27 H26.6.12 注意喚起情報 

●市内で車上ねらい（未遂を含む）が多発しました 

○発生日時 平成 26 年 6 月 10 日（火）～11 日(水) ○発生場所 中野校区・

磯辺校区 ○発生状況 駐車車両の窓ガラスを割って、現金が盗まれる車上

ねらいが多発しました。 ※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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28 H26.6.12 注意喚起情報 

●「民事訴訟最終確認通知書」と書かれたはがきが届いたという相談が多く寄

せれられています 

○身に覚えのない請求は無視してください。連絡をすると裁判の取り下げ費用

として金銭を要求されます。また、自分の電話番号が相手に知られてしまい、

しつこく請求が続く恐れがあります。 

○お金を支払ってしまった場合は、すぐに警察に相談してください。（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 

29 H26.6.16 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 6 月 13 日(金)午後 4時 10 分頃 

○発生場所 豊橋市芦原町地内 

○状況 20～30歳の男（170センチ位、細身、黒縁メガネ、チェックのシャツ、ジ

ーンズ、自転車使用）が、下校中の女児の服を触った。 

30 H26.6.19 不審者情報 

1.○発生日時 平成 26 年 6 月 17 日（火）午後 4 時 30 分頃 ○発生場所 駅

前大通三丁目付近 ○状況 下校中の女生徒に、男（40 歳前後、170ｃｍ位、

やせ形、天然パーマ白髪交じり、グレーの上下の着衣）が下半身を露出した。 

2.○発生日時 平成 26 年 6 月 17 日（火）午後 8 時 20 分頃 ○発生場所 西

橋良町付近 ○状況 下校中の女生徒に、男（30歳前後、170ｃｍ位、やせ形、

長髪、自転車）が下半身を露出した。 

31 H26.6.25 注意喚起情報 

●「近所で工事をしているのであいさつに回っている」と突然業者が来て「瓦が

ずれている」と言われたという相談が続いています。 

○最初は「３千円でできる」などと言われますが「すぐに工事をしないと雨漏り

する危険がある」と不安をあおり、高額な契約を勧誘されます。 

○その場で契約せず、複数の業者や、ご自分が信頼できる業者に見てもらう

など、慎重に検討しましょう。 

○契約してしまっても、訪問販売で契約してから８日以内であればクーリング・

オフができますのでご相談ください。 

○居座って帰らない、大声を出して怖い思いをした場合はその場ですぐに警察

に相談してください。（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 

32 H26.6.26 注意喚起情報 

●市内で車上ねらい（未遂を含む）が多発しました 

○発生日時 平成 26年 6月 24日（火）～25日(水) ○発生場所 牛川・豊・松

山・つつじが丘・牟呂・花田校区 ○発生状況 駐車車両の窓ガラスを割って、

カバン等が盗まれる車上ねらいが多発しました。 ※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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33 H26.6.30 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 6 月 28 日(土)午後 4時 30 分頃 

○発生場所 豊橋市大村町地内 

○状況 帰宅途中の女児に、男（40～50 歳位、細身、メガネ着用、シルバーの

自動車）が、「今からどこかに遊びに行こう」と声をかけた。 

34 H26.7.3 不審者情報 

1.○発生日時 平成 26 年 7 月 2 日(水)午後 3 時 30 分頃 

○発生場所 豊橋市牟呂町地内(汐田校区) 

○状況 男（20 歳位、長身、緑色の上着、赤いズボン）が下半身を露出してい

るのを、子どもと一緒にいた保護者が目撃した。 

2.○発生日時 平成 26 年 7 月 2 日(水)午後 5 時 55 分頃 

○発生場所 豊橋市神野新田町地内(牟呂校区) 

○状況 下校中の女児に、男（年齢不詳、小太り、灰色の長袖と帽子、肩掛け

ショルダーバック）が、暑いなら靴と靴下を脱ぐようにと声をかけた。 

35 H26.7.7 
街頭犯罪多発

情報 

○発生日時 平成26年 7月 4日（金）～5日（土） ○発生場所 南栄町、東田

町、菰口町、多米中町地内 ○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 

36 H26.7.9 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 7 月 8 日(火)午後 5時 15 分頃 

○発生場所 豊橋市南栄町地内 

○状況 一緒に歩いていた女子中学生と女子児童に、自転車に乗った男（30

～40 歳位、やや細身、黒い短髪、黒半そで、灰色ズボン）が、下半身を触りな

がら近づいた。 

37 H26.7.10 
街頭犯罪多発

情報 

●市内で車上ねらい（未遂を含む）や部品ねらいが多発しました 

○発生日時 平成 26 年 7 月 8 日（火）～9 日(水) ○発生場所 羽根井町、東

小池町、駒形町、小島町地内 ○発生状況 駐車車両の窓ガラスを割って、現

金が盗まれる車上ねらいや、バッテリーを盗む部品ねらいが多発しました。 

※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。 

38 H26.7.14 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 7 月 11 日(金)午後 8時頃 

○発生場所 豊橋市若松町地内 

○状況 帰宅途中の女子生徒が自宅近くで、後ろから走ってきた男（30 歳位、

160ｃｍ位、中肉中背、白色帽子、白っぽい上着）に体を触られた。 

39 H26.7.16 
食中毒警報発

令情報 

食中毒警報発令情報 

愛知県は 7月 16 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。 

■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 
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40 H26.7.17 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 7 月 16 日(水)午後 6時頃 

○発生場所 豊橋市牟呂大西町地内 

○状況 下校途中の女子児童が、下半身を露出したまま歩いていた男（20 歳

位、オレンジ色の Tシャツにジーンズ）とすれ違った。 

41 H26.7.25 
食中毒警報発

令情報 

食中毒警報発令情報 

愛知県は 7月 25 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℃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。 

■情報配信 

豊橋市保健所 生活衛生課 

0532－39－9124 

42 H25.7.25 不審者情報 

(1) 

○発生日時 7 月 25 日(金)午後零時頃と午後 3時 30 分頃 

○発生場所 豊橋市青竹町地内 

○状況 車に乗った男（20 歳代、茶髪、グレー色のような乗用車）が、車内から

登校途中や下校途中の女子生徒の写真を撮った。 

(2) 

○発生日時 7 月 25 日(金)午後 12 時 30 分頃 

○発生場所 豊橋市西岩田四丁目地内 

○状況 自転車に乗った男（赤色シャツ）が、帰宅途中の女子生徒の体を触っ

た。 

43 H26.7.28 不審者情報 

1.○発生日時 平成 26 年 7 月 25 日(金)午後 4 時頃 

○発生場所 高師緑地公園内 

○状況 遊戯中の女子生徒に、男（30 歳代、160ｃｍ位、黒のハーフパンツ、サ

ングラス、ポシェット、赤い自転車）が下半身を露出した 

2.○発生日時 平成 26 年 7 月 28 日(月)午前 7 時 50 分頃 

○発生場所 豊橋市忠興一丁目地内 

○状況 登校中の女子生徒に、女装した男（40歳代前半、白のTシャツ、黒の

スカート）が、自身のスカートをめくって下着を見せながら近づいてきた 
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44 H26.7.28 
街頭犯罪多発

情報 

●市内で 7 月 25 日（金）～27 日（日）にかけて車上ねらいや部品ねらい、自転

車盗難が多発しました 

■車上ねらい、部品狙い ○発生場所 二川南校区、玉川校区、花田校区、

高師校区 ○発生状況 リュックサックが盗まれる車上ねらいや、バッテリーを

盗む部品ねらいが多発しました  ※車内に荷物を置かないなどの防犯対策

をしましょう 

■自転車盗難 ○発生場所 松山校区、岩田校区、福岡校区、大清水校区、

二川校区、羽根井校区  ※自転車盗難にはツーロックが有効です 

45 H26.8.1 注意喚起情報 

●国民生活センターを名乗り「個人情報がもれているので、削除してあげる」と

いう不審な電話がありました。 

○公的機関が「個人情報を削除してあげる」などと電話をすることは絶対にあ

りません。相手にせずに、すぐに電話を切ってください。 

○当初はお金を要求されませんが、途中から違法行為があったとしてお金を

騙し取る詐欺です。一度お金を支払ってしまうと取り戻すことは困難です。 

○不安に思ったらすぐ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１６時３０分 

46 H26.8.1 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 8 月 1 日(金)午後 1時 30 分頃 

○発生場所 豊橋市内張町地内 

○状況 部活登校途中の女子児童が、男（20～30 歳位、165ｃｍ位、少し長め

の髪、白色 Tシャツに黒色ズボン、黒メガネ）に付きまとわれた。 

47 H26.8.4 注意喚起情報 

●大量で高額な健康食品の契約を高齢者にさせる訪問販売の被害が発生し

ています 

○業者が突然来訪しても玄関をすぐには開けずに、用件をきいて必要ない場

合は「いりません」ときっぱり断りましょう。断った場合業者が勧誘を続けること

は法律で禁止されています。 

○高齢者の家に見知らぬ人がたびたび出入りするのに気づいたら、地域の方

の声かけをお願いします。 

○強引に契約させられてしまっても解約できる場合がありますので、すぐに相

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１６時３０分 

48 H26.8.6 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 8 月 6 日(水)午前 7時 40 分頃 

○発生場所 豊橋市西岩田四丁目地内 

○状況 部活登校途中の女子生徒が、徒歩の男（60～70 歳位、白髪交じり、

白色シャツに黒色半ズボン、白靴下、メガネ）に体を触られた。 
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49 H26.8.8 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 8 月 7 日(木)午後 2時頃 

○発生場所 豊橋市往完町地内 

○状況 遊戯中の女子生徒が、自転車に乗った若い男（170ｃｍ位、短髪、T シ

ャツ、メガネ）に体を触られた。 

50 H26.8.11 
街頭犯罪多発

情報 

●市内で車上ねらい（未遂を含む）が多発しました 

○発生日時 平成 26 年 8 月 7 日（木）～8 日(金) ○発生場所 西浜町、東小

池町、西口町、東幸町、岩屋町地内 ○発生状況 窓ガラスを割って現金等が

盗まれる車上ねらい（未遂を含む）が多発しました。 ※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。 

51 H26.8.9 
交通死亡事故

情報 

○発生日時 平成 26 年 8 月 8 日（木） 午後 3 時 50 分ごろ  

○発生場所 豊橋市小松原町地内 

○状況 国道 42 号線で軽トラックと中型トラックが正面衝突し、軽トラックを運

転していた 70 歳代の男性が死亡、同乗の 80 歳代の男性が重体 

※前方をよく見て運転しましょう。 

52 H26.8.11 
交通死亡事故

情報 

○発生日時 平成 26 年 8 月 11 日（月）午前 5 時 10 分頃 ○発生場所 豊橋

市二川町地内 ○状況 国道１号線の信号交差点で、南進中の普通乗用車

と、東進中の二輪車が出合頭に衝突し、二輪車を運転中の 30 歳代の男性が

死亡 ※死亡事故が連続発生したため、豊橋市は交通事故多発警報を発令し

ました。 

53 H26.8.13 
街頭犯罪多発

情報 

●市内で部品ねらい（バッテリー盗）が多発しています 

○発生校区 玉川、吉田方、大清水、磯辺、天伯、幸、高根、二川、二川南校

区 ○発生状況 トラックのバッテリーが盗まれる部品ねらいが多発していま

す。 ※市内全域で 7月以降連続して 15 件発生しています。お盆休み期間内

に新たな被害が予想されます。しっかりとした防犯対策をしましょう。 

54 H26.8.12 注意喚起情報 

●テレビショッピングで商品を購入したが返品できないという相談が続いてい

ます 

○テレビショッピングなどの通信販売では、クーリング・オフ制度はなく、業者が

「返品不可」と表示している場合は返品できません。注文時には、「返品ができ

るか」「返品できる場合の条件」などをよく確認しましょう。 

●「消費者トラブル解決します」という探偵業者に注意してください 

○探偵業者や調査会社のＨＰに、「民間の消費者センター」「消費者トラブルを

解決」「被害金を取り戻す」とあり、費用を支払ったが解決しないという相談が

ありました。 

○事前に消費生活相談室にご相談ください。 

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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55 H26.8.18 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 8 月 18 日(月)午後 0時 50 分頃 

○発生場所 豊橋市東赤沢町地内 

○状況 登校中の女子生徒に、男（28～30 歳位、175ｃｍ位、日焼け筋肉質の

サーファー風、短髪、オレンジ色 Tシャツ、サンダル、バンダナ）が肩を触って

振り向かせ、青色の携帯電話を向けた。 

56 H26.8.20 
食中毒警報発

令情報 

食中毒警報発令情報 

愛知県は 8月 20 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 

57 H26.9.1 
交通死亡事故

情報 

(1) 

○発生日時 平成 26 年 8 月 31 日（日）午前 10 時頃 ○発生場所 大岩町地

内 ○状況 国道1号線の信号交差点を北進中の普通自動車が、優先走行中

のパトカーに道路を譲るため停止した大型二輪車に追突し、二輪車を運転して

いた 50 歳代の男性が死亡 ※前を走行している車両の動きをよく見て運転し

ましょう。 

(2) 

○発生日時 平成 26 年 8 月 31 日（日）午後 4 時 10 分頃 ○発生場所 大岩

町地内 ○状況 国道 1号線の信号交差点のない交差点を東進右折の軽自

動車と西進の大型二輪車が衝突し、二輪車を運転していた 40 歳代の男性が

死亡 ※交差点を右折する際は、反対車線をしっかり確認しましょう。 

58 H26.9.4 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 9 月 2 日(火)午後 4時 10 分頃 

○発生場所 豊橋市東脇三丁目地内 

○状況 下校中の女子生徒が、男（45～50 歳くらい、160～165ｃｍ位、中肉中

背、角刈、白と紺のボーダーポロシャツにベージュズボン、左ほおにいぼ）に両

肩をつかまれ顔を近づけられた。 

59 H26.9.8 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 9 月 5 日(金)午後 10 時 35 分頃 

○発生場所 豊橋市小向町地内 

○状況 帰宅中の女子生徒が、ズボンを下げようとしていた男（20 歳代前半、

170ｃｍ以上、中肉中背、黒の短髪、白か黄色のＴシャツにベージュチノパン）

に声をかけられた。 
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60 H26.9.8 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 9 月 8 日(月)午前 7時 50 分頃 

○発生場所 豊橋市馬見塚町地内 

○状況 登校中の通学班の女子児童が、横断歩道を横断中に男（40 歳代～

50 歳、170ｃｍ以上、中肉中背、黒い帽子、青のチェックボタンダウンシャツ、黒

ジーンズ、ラクダ色の靴）にすれ違いざま携帯電話のカメラで撮影された。 

61 H26.9.9 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 9 月 8 日(月)午前 7時頃 

○発生場所 豊橋市小浜町地内 

○状況 登校中の女子生徒が、にやにや笑いながら歩いて近づいてきた二人

組の男（40 歳位、黒っぽい服装）に一眼レフカメラを向けられた。 

62 H26.9.11 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 9 月 11 日(木)午前 7時頃 

○発生場所 豊橋市佐藤三丁目地内 

○状況 登校中の女子生徒が、自転車ですれ違った男（高校生風、上が白・下

が黒の制服、坊主頭、黒いバック）に体を触られた。 

63 H26.9.16 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 9 月 15 日(月)午後 0時 30 分頃 

○発生場所 豊橋市飯村南四丁目地内 

○状況 部活下校中の女子生徒が、すれ違った男（70 歳位、肌色のベスト、濃

い色のズボン、頭髪薄め）にわいせつな言葉を掛けられ、追いかけられた。 

64 H26.9.17 注意喚起情報 

●「古着を買い取る」という不審な電話がありました 

○古着の訪問買い取りを了承すると、電話の説明と違う貴金属の買い取りの

話を持ちかけられるトラブルが続いています。買い取ってもらうつもりがなけれ

ばきっぱりと断りましょう。 

○法定書面を受け取ってから８日以内であればクーリング・オフができますの

でご相談ください。 

○大声を出したり、居座って帰らない等の場合は、110 番又は豊橋警察署

（54-0110）に電話してください。 

豊橋市消費生活相談室 ５１－２３０５ 

（月～金） １０時から１６時３０分 

65 H26.9.24 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 9 月 23 日(火)午前 10 時 30 分頃 

○発生場所 豊橋市春日町地内 

○状況 公園で遊戯中の女子児童に、トイレから出てきた男（170～175cm 位、

やせ形、黒髪、上下青いトレーニングウェア）が下半身を露出した 

66 H26.9.25 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 9 月 24 日(水)午後 5時 40 分頃 

○発生場所 豊橋市三本木町地内 

○状況 習い事の帰り道の女児らに、濃いピンクの自転車に乗った男（40 歳

位、やや太め、灰色のＴシャツ、緑とオレンジのリュックサック）がしつこく握手を

求めてきた 

67 H26.9.26 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 9 月 25 日(木)午後 5時 25 分頃 

○発生場所 豊橋市三本木町地内 

○状況 グレーの自転車に乗った男（165～170cm、35～45 歳位、ぽっちゃり、

黒色のＴシャツとハーフパンツ、ハンチング帽、黒のナップサック）が散歩中の

女児に近づき、いきなり顔をたたいた 
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68 H26.9.26 
街頭犯罪多発

情報 

●市内でひったくりが多発しました 

○発生日時 平成 26 年 9 月 18 日(木)～25 日(木) 

○発生場所 駅前大通三丁目・札木町・八通町・花田町字中ノ坪周辺 

○発生状況 歩行中又は自転車で通行中の女性か原付バイクに乗った犯人

に追い越しざまにカバンをひったくられる犯罪が多発しました 

※自転車前かごにひったくり防止カバーを付けたり、歩くときは車道と反対側

の手にカバンを持つなど防犯対策をしましょう 

69 H26.9.26 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 9 月 26 日(金)午後 3時 15 分頃 

○発生場所 豊橋市牧野町地内 

○状況 下校中の女児が、男（ねずみ色の服、頭髪薄め）に何か声を掛けら

れ、つきまとわれた 

70 H26.9.27 
交通死亡事故

情報 

○発生日時 平成 26 年 9 月 27 日（土）午前 1 時 55 分頃 ○発生場所 石巻

本町地内 ○状況 路上にいた歩行者と北進中の普通乗用車が衝突し、歩行

者の 20 歳代の男性が死亡 ※夜間は前照灯を遠目にするなどして、前方をよ

く見て運転しましょう。 

71 H26.9.29 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 9 月 28 日(日)午後 1時頃 

○発生場所 豊橋市西岩田五丁目地内 

○状況 自転車で通行中の女生徒らに、黒の車に乗った男（30～40 歳位、短

髪でヒゲ）が、車の中から下半身を露出した 

72 H26.9.30 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 9 月 29 日(月)午前 11 時と午後 1 時～2 時頃 

○発生場所 豊橋市藤沢町地内 

○状況 女生徒らが、男（40 代後半、細身、白髪まじり、肩ぐらいまでの真ん中

で分けたストレートヘア、黒っぽい半そでシャツ）に、黒い携帯電話で写真を撮

られた 

73 H26.10.1 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 9 月 30 日(火)午後 4時 10 分頃 

○発生場所 豊橋市内張町から草間町地内 

○状況 下校中の女子児童が、男（20 歳位、175cm 位、短髪、ロゴ入り T シャ

ツに黒ジャージ、黒ぶちメガネ）に後をつけられた 

74 H26.10.2 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 10 月 1 日(水)午後 9 時 30 分頃 

○発生場所 豊橋市前田町地内 

○状況 下校中の女子生徒が、男（30～40歳代、170cm位、やせ形、白Tシャ

ツに白短パン）に体を触られた 

75 H26.10.7 
街頭犯罪多発

情報 

●市内で車上ねらい（未遂含む）が多発しました 

○発生日時 平成 26 年 10 月 4 日(土)～6 日(月) 

○発生場所 新栄町字南小向、花田町字百北、東脇四丁目、松村町、上野

町、高師町字西沢、高師本郷町周辺 

○発生状況 運転席側の三角窓を割って車内を物色する車上荒らしが多発し

ました 

※駐車場を明るくしたり、車内に物を置かないなど防犯対策をしましょう 
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76 H26.10.14 
街頭犯罪多発

情報 

●市内で車上ねらい（未遂含む）が多発しました 

○発生日時 平成 26 年 10 月 11 日(土)～12 日(日) 

○発生場所 向山台町、舟原町、東新町周辺 

○発生状況 運転席側の三角窓を割って車内を物色する車上荒らしが多発し

ました 

※駐車場を明るくしたり、車内に物を置かないなど防犯対策をしましょう 

77 H26.10.16 
交通死亡事故

情報 

○発生日時 平成 26年 10月 15日（水）午後 5時 30分頃 ○発生場所 高師

町地内（岩西校区） ○状況 市道交差点を西進右折した普通自動車と自転

車が衝突し、自転車の80歳代女性が死亡 ※右折するときは反対車線だけで

なく、進路前方を注視して運転しましょう。 

78 H26.10.16 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 10 月 16 日(木)午後 3 時 30 分頃 

○発生場所 豊橋市多米中町地内 

○状況 下校中の女子児童が、シルバーの自転車に乗った男（高校生くらい、

短髪、水色カッターシャツ、赤ネクタイ、黒ズボン、メガネ）に体を触られた 

79 H26.10.20 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 10 月 16 日(木)午後 3 時 20 分頃 

○発生場所 豊橋市西幸町地内 

○状況 下校中の女子児童が、男（黒っぽい服、サングラス、マスク）に腕をつ

かまれた 

80 H26.10.21 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 10 月 21 日(火)午後 5 時 40 分頃 

○発生場所 豊橋市多米中町地内 

○状況 近寄ってきた男（25 歳位、170ｃｍ位、細身、短髪）にあいさつした児童

が、「うるさい」と言われたたかれた 

81 H26.10.22 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 10 月 20 日(月)午後 5 時頃 

○発生場所 豊橋市大崎町地内 

○状況 自転車で帰宅途中の女子生徒が、自転車に乗った男（自称 20 歳、後

ろで束ねた長髪、出っ歯）に雨宿りを誘われ、ついていくと体を触られた 

82 H26.10.28 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 10 月 27 日(月)午後 3 時 45 分頃 

○発生場所 豊橋市多米中町二丁目地内 

○状況 下校中の男子児童があいさつした男（25 歳位、160～170ｃｍ位、やせ

形、肩までの長髪）に「何だぁ」と言われ腕をつかまれ押された 

83 H26.10.30 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 10 月 29 日(水)午後 4 時 50 分頃 

○発生場所 豊橋市富士見台三丁目地内 

○状況 男子児童 2人が、犬の散歩中の男（20～30 歳位、黒服、マスク、サン

グラス）に後をつけられた 

84 H26.11.6 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 11 月 5 日(水)午後 4 時 20 分頃 

○発生場所 豊橋市牧野町地内 

○状況 女子児童が、20cm 位の果物ナイフのような刃物を持った男（60～70

歳位、茶色のジャンパーに野球帽、白のあごひげ、黒い軽自動車）を目撃した 
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85 H26.11.11 不審者情報 

１．○発生日時 平成 26年 11 月 7日(金)午後 4時頃 

○発生場所 豊橋市王ヶ崎町地内 

○状況 男子児童が、下校中にシルバーの自転車に乗った男（細身で長身、

ベージュの帽子、外国人風）に付きまとわれ、腕を掴まれそうになった 

２．○発生日時 平成 26年 11 月 10 日(月)午後 4時頃 

○発生場所 豊橋市西小鷹野三丁目地内 

○状況 友人を待ってい男子児童に、不審な男（20 歳代、170ｃｍ、太め、黒い

服、母子、サングラス、マスク）が近づいた 

86 H26.11.11 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 11 月 11 日(火)午後 4 時 10 分頃 

○発生場所 豊橋市柱三番町地内 

○状況 男子児童が、近づいてきた男（30～40 歳位、灰色のスエット、マスク、

黒色の帽子）から、逃げようとしたら追いかけてきた 

87 H26.11.13 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 11 月 13 日(木)午後 3 時 30 分頃 

○発生場所 豊橋市江島町地内 

○状況 男（中年、160ｃｍ、太め、短髪、黒い服、サングラス、マスク）が、下校

中の女子児童にナイフを見せ、「こっちへ来い」と言った 

88 H26.11.17 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 11 月 14 日(金)午前 7 時 30 分頃 

○発生場所 豊橋市関屋町地内 

○状況 道を尋ねてきた女（50～60歳代、155ｃｍ位、ふっくら、白髪、短いパー

マ）が、登校中の女子児童の腕をつかみ、執拗に手を触りついてきてほしいと

声をかけた 

89 H26.11.17 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 11 月 16 日(日)午後 2 時頃 

○発生場所 豊橋市牧野町地内 

○状況 走っていた男（中年、ランニング姿）が、自転車に乗っていた女児に

「スカートの中を見せて」と声をかけてきた 

90 H26.11.18 不審者情報 

１．○発生日時 平成 26年 11 月 17 日(月)午後 4時 30 分頃 

○発生場所 豊橋市花田町字斉藤地内 

○状況 女子生徒に、下校中に自転車に乗った男（25～30歳、少し太め、赤の

チェックのパーカーにジーンズ、ニキビ、関西弁）が声を掛け、手を触ろうとした 

２．○発生日時 平成 26年 11 月 18 日(火)午前 7時 50 分頃 

○発生場所 豊橋市東小鷹野四丁目地内 

○状況 登校中の女子生徒に、男（30歳代、暗い色の長そで、メガネ）が「背中

をさすってほしい」と声を掛けた 

91 H26.11.19 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 11 月 17 日(月)午後 3 時 30 分頃 

○発生場所 豊橋市多米西町二丁目地内 

○状況 下校中の男子児童が、駐車中の車（絵柄模様入り）に乗った男（外国

人風）からエアガンで撃たれた 

92 H26.11.19 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 11 月 19 日(水)午前 8 時頃 

○発生場所 豊橋市南旭町地内 

○状況 登校中の女子生徒が、トラックに乗った男（50 歳位、サングラス）に携

帯電話で写真を撮られた 
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93 H26.11.21 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 11 月 20 日(木)午後 3 時 10 分頃 

○発生場所 豊橋市西羽田町地内 

○状況 下校中の女子児童に、男（中年、白い乗用車）が下半身を露出した 

94 H26.11.21 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 11 月 21 日(金)午後 4 時頃 

○発生場所 豊橋市北山町地内 

○状況 公園で遊んでいた女子児童に、男（若者、白地に赤ラインのポロシャ

ツ、黒いウィンドブレーカーのズボン、頭髪逆立て）が下半身を露出した 

95 H26.11.25 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 11 月 25 日(火)午前 7 時 50 分頃 

○発生場所 豊橋市神ノ輪町地内 

○状況 登校中の女子生徒に、男（40～50 歳代、150ｃｍ位、太り気味、短髪、

赤の革ジャンにジーンズ）が下半身を露出した 

96 H26.12.1 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 11 月 28 日(金)午後 5 時頃 

○発生場所 豊橋市船町地内 

○状況 自転車に乗った男（30～40 歳代、体格普通、黒い帽子と服）が、塾帰

りの女子児童の後を追いかけ、猫の写真を見せながら顔を近づけ、肩を触っ

た。26 日（水）にも同一事案あり 

97 H26.12.3 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 12 月 2 日(火)午後 4 時 10 分頃 

○発生場所 豊橋市西羽田町地内 

○状況 下校中の女子児童が、白い軽自動車から降りてきた男（中年、黒いジ

ャンパーと赤いパーカー、サングラス、）に追いかけられた 

98 H26.12.5 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 12 月 5 日(金)午後 3 時頃 

○発生場所 豊橋市西赤沢町地内 

○状況 下校中の女子児童が、後ろから車で近づいてきた男（40 歳位、太め、

緑色の作業着、メガネ）にカメラで写真を撮られた 

99 H26.12.8 注意喚起情報 

●医療費還付のあやしい電話が続いています！！家族やお知り合いの高齢

者に注意喚起をお願いします。 

○市役所健康課や保険課の職員をかたり、医療費の返金があるといい、通

帳・キャッシュカードや携帯電話を持って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行います。市の職員が電話でＡＴＭに誘導す

ることは絶対にありませんので、不審な電話は相手にせず、銀行名や口座名

を聞かれても答えないで下さい。 

○豊橋警察署（54-0110）へ情報提供のご協力をお願いします。 

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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100 H26.12.9 不審者情報 

１．○発生日時 平成 26年 12 月 8日(月)午後 4時 10 分頃 

○発生場所 豊橋市多米中町一丁目地内 

○状況 下校中の女子児童が、黒い原付バイクに乗った男（50 歳位、上下黒

の服、ヘルメット）に「ホテルはどこ？」と声を掛けられた 

２．発生日時 平成 26 年 12 月 8 日(月)午後 5 時頃 

○発生場所 豊橋市多米東町一丁目地内 

○状況 下校中の女子生徒が、ナイフを持ち、酔ったような歩き方をした不審

な男（40 歳位、160ｃｍ位、太め）に追いかけられた 

101 H26.12.12 不審者情報 

１．○発生日時 平成 26年 12 月 11 日(木)午後 4時 20 分頃 

○発生場所 豊橋市大村町地内 

○状況 自転車で下校中の女子生徒が、白い軽乗用車に乗った男（30 歳～50

歳位、ぽっちゃり型、長めの頭髪、ラフな感じの服装）に付きまとわれ、わいせ

つな言葉を掛けられた 

２．発生日時 平成 26 年 12 月 12 日(金)午前 7 時 40 分頃 

○発生場所 豊橋市牛川通二丁目地内 

○状況 登校中の女子児童が、男（高齢、白髪、黒っぽい服）に通りすがりに

写真を撮られた 

102 H26.12.15 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 12 月 12 日(金)午前 7 時 30 分頃 

○発生場所 豊橋市牛川町地内 

○状況 登校中の男子生徒が、歩いてきた男（60歳前後、170cm前後、細身、

坊主頭、青っぽいジャンパーにジーンズ）に写真を撮られた 

103 H26.12.16 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 12 月 14 日(日)午後 4 時 40 分頃 

○発生場所 豊橋市北山町地内 

○状況 集合住宅の階段付近で遊んでいた女子児童 3人に、男（50 歳位、グ

レー又は黒の上下服）が下半身を露出した 

104 H26.12.17 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 12 月 17 日(水)午前 8 時 10 分頃 

○発生場所 豊橋市舟原町付近 

○状況 登校中の女子生徒に、男（20 歳代、170ｃｍ、細身、長めの頭髪、カー

キ色のモッズコート、黒いメガネ）が奇声を発しながら下半身を露出した 

105 H26.12.19 不審者情報 

○発生日時 平成 26 年 12 月 19 日(金)午前 7 時 45 分頃 

○発生場所 豊橋市牛川通二丁目地内 

○状況 通学班で登校中の児童が、男（50～70 歳、体格普通、緑系の服にオ

レンジ色のズボン）に写真を撮られた 

  H26.12.22 不審者情報 

【未送信】○発生日時 平成 26 年 12 月 19 日(金)午後 5 時頃 

○発生場所 豊橋市若松町地内 

○状況 遊戯中の男子児童が、男（30～50 歳、160cm 位、小太り、モヒカン）に

写真を撮られた 

106 H26.12.25 
交通死亡事故

情報 

○発生日時 平成 26年 12月 23日（火）午後 7時 50分頃 ○発生場所 東脇

四丁目地内 ○状況 信号交差点を西進中の軽四自動車と、横断歩道を横断

中の歩行者が衝突し、80 歳代男性が死亡 ※歩行者は信号をよく確認して横

断しましょう。車はしっかり前方を見て運転しましょう。 
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  H27.1.15 不審者情報 

○発生日時 平成 27 年 1 月 13 日(火)午後 3時 30 分頃 

○発生場所 豊橋市牟呂町地内 

○状況 下校中の児童 2名が、若い男（160cm 位、中肉中背、帽子、自転車）

に写真を撮られ、翌日手渡された 

107 H27.1.19 不審者情報 

○発生日時 平成 27 年 1 月 18 日(日)午後 2時 30 分頃 

○発生場所 豊橋市高師町字北原 高師緑地周辺 

○状況 遊戯中の女子児童に、男（60～70 歳位、165cm 位、中肉、白髪交じ

り、シルバーのダウンジャケット）が自分の下半身を指さし声を掛けてきた 

108 H27.1.22 不審者情報 

○発生日時 平成 27 年 1 月 21 日(水)午後 4時頃 

○発生場所 豊橋市高師本郷町地内 

○状況 習い事に行く途中の女子児童 2名が、白い自転車に乗った男（20～

30 歳位、160～170cm 位、帽子、黒い上着、白っぽい綿パンツ）に「顔を触って

いい？」と声をかけられた 

109 H27.1.26 不審者情報 

1.○発生日時 平成 27 年 1 月 23 日(金)午後 4 時 10 分頃 

2.○発生日時 平成 27 年 1 月 24 日(土)午後 0 時 20 分頃 

○発生場所 豊橋市多米東町一丁目地内 

○状況 下校中の男子児童が、白い軽自動車の男に後をつけられた。翌日、

習い事から帰宅途中の女子児童が、白い軽自動車に乗った男（、黒っぽい上

着）に後をつけられた 

110 H27.1.27 不審者情報 

○発生日時 平成 27 年 1 月 24 日(土)午後 0時 30 分頃 

○発生場所 豊橋市春日町地内 

○状況 遊戯中の男子児童が、シルバーの自転車に乗った学生らしき男（中

肉中背、黒色の上着と帽子、右のほおにほくろ）に家まで追いかけられた 

111 H27.2.2 不審者情報 

○発生日時 平成 27 年 1 月 30 日(金)午後 4時 40 分頃 

○発生場所 豊橋市多米中町地内 

○状況 下校中の男子生徒らが、男（40～50歳、170ｃｍ位、白髪、黒の上着と

帽子）に後ろ姿を写真に撮られた 

112 H27.2.3 不審者情報 

○発生日時 平成 27 年 2 月 2 日(月)午後 5時 30 分頃 

○発生場所 豊橋市牟呂大西町から牟呂外神町地内 

○状況 下校中の女子生徒らが、車（シルバーのステーションワゴン）に乗った

男（40 歳代、小太り、やや長めの髪）に窓を開けてじっと見られ、つきまとわれ

た 

113 H27.2.4 不審者情報 

○発生日時 平成 27 年 2 月 3 日(火)午後 3時 30 分頃 

○発生場所 豊橋市西山町、東細谷町地内 

○状況 １．シルバーの車の男（50 歳代、長めの髪）が、下校中の女子児童に

「二川まで送っていくけど乗る？」と声を掛けた 

２．シルバーの車の男が、下校中の女子児童の前に車が止め、降りてこようと

した 
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114 H27.2.4 
街頭犯罪多発

情報 

●市内でひったくりが連続発生しました 

○発生日時 平成 27 年 2 月 3 日(火) 

○発生場所 西羽田町、上野町周辺 

○発生状況 自転車で通行中の女性が原付バイクに乗った犯人に追い越しざ

まにカバンをひったくられる犯罪が連続発生しました 

※自転車前かごにひったくり防止カバーを付けたり、歩くときは車道と反対側

の手にカバンを持つなど防犯対策をしましょう 

115 H27.2.4 不審者情報 

○発生日時 平成 27 年 2 月 3 日(火)午後 4時 30 分頃 

○発生場所 豊橋市中浜町地内 

○状況 帰宅中の女子児童らが、両手に酒びんを持った男（60 歳位、155ｃｍ

位、細身、白髪交じりの短髪）に声を掛けられ、追いかけられた 

116 H27.2.5 注意喚起情報 

●「背広や着物、古いスニーカーを買い取るので訪問する」と電話があった

が、実際は貴金属の買取が目当てだったという通報がよせられています。 

○古着などを買い取ると言って貴金属を買い取る勧誘や、しつこい勧誘は禁

止されています。 

○自宅で査定されても、それが妥当な査定額か分かりません。買取価格や条

件に納得できなければ、クーリング・オフの申し出をしましょう。 

○買取業者は、品目や価格など、法律で記載が定められた書面（法定書面）を

買い取り時に消費者に交付する義務があります。法定書面を受け取ってから８

日以内であればクーリング・オフができます。 

○その場ですぐに品物を引き渡さず、買取価格や条件をじっくり検討しましょ

う。 

豊橋市消費生活相談室 ５１－２３０５ 

（月～金） １０時から１６時３０分 

117 H27.2.5 不審者情報 

○発生日時 平成 27 年 2 月 4 日(水)午後 4時 50 分頃 

○発生場所 豊橋市三本木町地内 

○状況 下校中の女子児童らが、シルバーの自転車に乗った男（40 歳位、厚

めの唇、青っぽいジャージに白いジャージズボン、緑色のニット帽）に声を掛け

られ、追いかけられた 

118 H27.2.5 注意喚起情報 

●孫を騙る振り込め詐欺の前兆電話が多発しています 

○「携帯電話をトイレで失くした。仕事関係で手形をなくし会社に損を与えた」

等という内容です 

○一人で悩まず家族や近所など身近な人にまず相談し、以前から知っている

連絡先に確認しましょう 

○息子や孫の代理人が取りに来ると言ってきた場合は詐欺です。豊橋警察署 

生活安全課（54-0110）へ連絡し、「だまされたフリ作戦」にご協力を 
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64 H27.2.9 注意喚起情報 

●光回線契約の勧誘の相談が続いています。 

○「アンテナがなくても光テレビの契約をすればテレビが見れる」→基本的に

は月々の利用料がかかります。 

○「光電話に切り替えないと電話が使えなくなる」→今までと同じように使用で

きます。 

○「市から補助金が出る」→豊橋市では光回線への補助金はありません。 

○通信回線契約はクーリング・オフができません。あいまいな返事はせずに必

要がなければきっぱりと断りましょう。 

○勧誘電話を受けたくない場合は、ＮＴＴ西日本勧誘停止登録ダイヤル

0120-019-390 にご連絡ください。 

豊橋市消費生活相談室 ５１－２３０５ 

（月～金） １０時から１６時３０分 

120 H27.2.10 注意喚起情報 

●平成２７年２月９日配信の「光回線契約の勧誘の相談が続いています。」に

ついて補足します。 

○「勧誘電話を受けたくない場合は、ＮＴＴ西日本勧誘停止登録ダイヤル

0120-019-390 にご連絡ください。」と掲載しましたが、このダイヤルは NTT の

回線のみが対象です。NTT 以外の回線については、それぞれの事業者へお

問い合わせください。 

豊橋市消費生活相談室 ５１－２３０５ 

（月～金、祝日除く）１０時～１６時３０分 

121 H27.2.16 不審者情報 

○発生日時 平成 27 年 2 月 13 日(金)午後 5時頃 

○発生場所 豊橋市北山町地内 

○状況 遊んでいた男子児童らが、男（短髪、黒っぽい服）に追いかけられた 

122 H27.2.16 
街頭犯罪多発

情報 

●市内で部品ねらい（バッテリー盗）が多発しました 

○発生校区 高師、飯村、細谷校区 ○発生状況 トラックのバッテリーが盗ま

れる部品ねらいが多発しました。 ※駐車場を明るくしたり、バッテリーに手が

届かない様に駐車位置を変えるなどの防犯対策をしましょう 

123 H27.2.17 不審者情報 

○発生日時 平成 27 年 2 月 16 日(月)午後 4時頃 

○発生場所 豊橋市伊古部町地内 

○状況 友人宅に行く途中の女子児童が、自転車に乗った男（上下黒い服、マ

スク、サングラス、前かごに黒かばん）に後ろから怖い声で話しかけられた 

124 H27.2.19 
街頭犯罪多発

情報 

●市内で自販機ねらいが多発しました 

○発生校区 牟呂校区 ○発生状況 夜間に自販機をこじ開け現金を盗む自

販機ねらいが多発しました。  

125 H27.2.25 不審者情報 

○発生日時 平成 27 年 2 月 24 日(火)午後 4時 18 分頃 

○発生場所 牟呂小学校 

○状況 校内に、不審な男（50 歳代後半、175ｃｎ位のやせ型、黒色上着とネイ

ビーのズボン、緑色ネックウォーマー、メガネ、黒色のキャップと黄色のつば）

が侵入した 
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126 H27.2.26 不審者情報 

○発生日時 平成 27 年 2 月 24 日(火)午後 3時 30 分頃 

○発生場所 向山町字三ノ輪地内 

○状況 下校中の女子児童らが、年配の男（小柄で短髪、上下ともの黒服）に

声を掛けられ、追いかけられた 

127 H27.2.26 不審者情報 

○発生日時 平成 27 年 2 月 16 日(月)と 25 日(水)午前 7 時 00 分頃 

○発生場所 羽根井町・羽根井西町地内 

○状況 登校中の女子生徒に、男（30 歳代位、165ｃｍ位、ぽっちゃり体型、濃

い茶色のジャンパーと黒いズボン、黒のニット帽、無精ひげ、肌が黒い）が下

半身を露出した 

128 H27.3.6 
街頭犯罪多発

情報 

●市内で事務所荒しが多発しました(未送信) 

○発生校区 吉田方校区 

○発生状況 夜間に事務所のドアや窓ガラスを割って侵入する事務所荒らし

が多発しました。 

※事務所内に貴重品を置かない、明るくしておく、窓ガラスに防犯フィルムを貼

るなどの防犯対策をしましょう 

129 H27.3.13 注意喚起情報 

●市内で振り込め詐欺の予兆電話が多発しました 

○豊橋警察署の警察官を装った男から、詐欺の予兆と思われる不審な電話が

多発しました 

※警察官が口座番号を聞くことはありません。また、暗証番号は他人には教え

ないようにしましょう。不審に思った電話がありましたら、豊橋警察署(54-0110)

に通報しましょう 

130 H27.3.17 不審者情報 

○発生日時 平成 27 年 3 月 17 日(火)午前 7時頃 

○発生場所 羽根井町地内 

○状況 登校中の女子生徒に、男（30 歳代位、170ｃｍ位、ぽっちゃり体型、濃

い茶色のジャンパーと黒いズボン、赤いマフラー、黒のニット帽、無精ひげ、肌

が黒い）が下半身を露出した 

131 H27.3.18 不審者情報 

○発生日時 平成 27 年 3 月 17 日(火)午後 3時 10 分頃 

○発生場所 江島町地内 

○状況 下校中の女子児童に、自転車に乗った男（30 歳位、細身、薄いピンク

の上着、濃いピンクのズボン）が声をかけた。翌日（18 日）朝、同じ男を自宅前

で見かけた 

132 H27.3.20 不審者情報 

○発生日時 平成 27 年 3 月 19 日(木)午後 5時 30 分頃 

○発生場所 草間町地内 

○状況 下校中の女子生徒が、男（中年、170ｃｍ、やせ型、グレーのトレーナ

ー、マスク）に後をつけられた 

133 H27.3.20 
街頭犯罪多発

情報 

●市内で自動車盗が多発しています 

○発生校区 新川・二川南校区 

○発生状況 3月18日から19日にかけて無施錠の貨物自動車の盗難が連続

して発生しました。 

※市内の自動車盗の発生が 2月末まで 21 件（昨年同月は 3件）と多発してい

ます。施錠することはもちろんのこと、駐車場を明るくするなどの防犯対策をし

ましょう。 


