
○配信実績

1 H29.4.17
注意喚起
情報

2 H29.4.19
不審者情
報

3 H29.4.21

不審者情
報及び注
意喚起情
報

4 H29.4.25
不審者情
報

5 H29.4.26
不審者情
報

6 H29.4.26
注意喚起
情報

7 H29.4.27
不審者情
報

8 H29.4.28
注意喚起
情報

１．不審者情報
○発生日時　平成29年4月20日(木)・21日（金）午前7時40分頃
○発生場所　東赤沢町地内（豊南・富士見校区）
○状況　登校中の女子生徒が男（40～50歳、青い上着、自転車使用）にス
マートフォンで写真を撮られ後を追われた。

２．注意喚起情報
●オレオレ詐欺関連の電話にご注意ください
○息子を騙り「友人と会社の金を使い込んで株を購入し、損失したのでそ
の穴埋めのために金を貸してくれ」「今から取りに行く」という電話が、4月20
日から21日にかけて市内で多発しています。
※上記のような電話があっても、まずは落ち着いて本人に連絡し確認をし
ましょう。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。

○発生日時　平成29年4月24日(月)午後3時頃
○発生場所　西小鷹野二丁目地内（鷹丘校区）
○状況　遊戯中の女子児童に男（特徴不明）が下半身を露出した。

○発生日時　平成29年4月24日(月)午後7時30分頃
○発生場所　下五井町地内（津田校区）
○状況　下校中の女子生徒が自転車に乗った男（特徴不明）につきまとわ
れた。

●詐欺関連のメールにご注意ください
○全国で架空請求詐欺が急増しています。実在するネット関連企業を騙
り、SMSやメールで「有料動画の未納が発生しています。本日中に連絡が
ない場合、法的措置に移行します。」等送られてきます。折り返し電話した
消費者を脅し、コンビニで電子ギフト券などを購入させ、その番号を知らせ
ることを求める手口です。
※身に覚えのない請求には絶対に応じないようにしましょう。一人で悩ま
ず、東三河消費生活総合センター(51-2305)や豊橋警察署(54-0110)に相
談してください。○発生日時　平成29年4月26日(水)午後4時頃
○発生場所　草間町地内（磯辺校区）
○状況　女子生徒らの後をつけるような行動をとる男（20～30代、170cm程
度、体格細身～普通、短めの髪、黒のPコート、ジーパン、眼鏡）を、地域住
民が目撃した。

●詐欺関連の電話にご注意ください
○市内で振り込め詐欺の前兆電話が多発しています。警察官を騙り「通帳
の番号をFAXで送ってください」等指示をする内容です。
※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。

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

●詐欺関連の電話にご注意ください
○金融機関職員を騙る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。

○発生日時　平成29年4月19日(水)午前7時50分頃
○発生場所　北丘町地内（栄校区）
○状況　登校中の男子生徒が男（60歳前後、160～170cm位、中肉中背、
パジャマ風の長袖長ズボンに上着着用、ニット帽、酒の臭い、自転車使用）
に暴言を吐かれ殴られた。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

9 H29.5.10
不審者情
報

10 H29.5.15
街頭犯罪
多発情報

11 H29.5.16
交通死亡
事故情報

12 H29.5.18
不審者情
報

13 H29.5.22
不審者情
報

14 H29.5.25
不審者情
報

15 H29.5.26
注意喚起
情報

●詐欺関連のメールにご注意ください
○架空請求詐欺関連のメールが携帯電話のSMSで多数配信されていま
す。「有料動画の閲覧履歴があります。本日中に連絡がない場合、法的措
置に移行します。」等の内容です。
※上記のようなメールには連絡をしないようにしましょう。また、「民事訴訟
管理センター」などと名乗る機関からの架空請求ハガキも不特定多数に送
付されています。このようなメールやハガキが届き不安に感じたら、一人で
悩まず、東三河消費生活総合センター(51-2305)や豊橋警察署(54-0110)に
相談してください。

１．○発生日時　平成29年5月8日(月)・9日（火）午前7時30分頃
○発生場所　三ノ輪町三丁目地内（豊校区）
○状況　登校中の女子生徒が男（50～60歳、165cm前後、小太り、黒髪、
黒のスウェット上下）に暴言を吐かれ怒鳴られた。

２．○発生日時　平成29年5月9日（火）午後4時40分頃
○発生場所　岩崎町地内（多米校区）
○状況　下校中の女子生徒が、車から降り後をつけてきた男（165～170cm
位、細身、白茶色の長袖、青色系ズボン、濃紺の軽自動車）に声をかけら
れた。

●プリウス、レクサス等の自動車盗難が多発しました
○発生日　平成29年5月1日（月）～15日（月）
○発生場所　南部方面
※車の施錠は確実にしましょう。純正のセキュリティに加え、ハンドルロック
等のプラスワン対策をしましょう。

●器物損壊（車のタイヤパンク）が多発しました
○発生日　平成29年5月12日（金）～13日（土）
○発生場所　小向町地内
※駐車場を明るくする、見通しをよくするなどの対策をとるようにしましょう。

不審者や不審車両を見かけたら豊橋警察署(54-0110)に通報してください。

●市内で交通死亡事故が発生しました。
○発生日時　平成29年5月16日（火）午前1時50分頃
○発生場所　下地町地内
○状況　　普通乗用車と歩行者が衝突し、歩行者の70歳代男性が死亡。
※車を運転する時には、前方左右をよく見て走行しましょう。

○発生日時　平成29年5月17日(水)午後6時頃
○発生場所　植田町地内（植田校区）
○状況　帰宅中の男子児童が男（20歳前後、175cm位、金髪、中肉、黄色
シャツ、黒色ズボン）に後ろから頭を叩かれた。

○発生日時　平成29年5月19日(金)午後5時15分頃
○発生場所　牛川通二丁目地内（牛川校区）
○状況　車に乗った男（50代位、はしごを載せたグレーの車）が下校中の女
子児童らに「乗っていかない？」と声を掛けた。

○発生日時　平成29年5月24日(水)午後4時10分頃
○発生場所　向山西町地内（向山校区）
○状況　帰宅中の男子児童が男（40代位、帽子、眼鏡）に「こっちの道の方
がいいよ」と手をつかまれそうになった。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

16 H29.5.30
注意喚起
情報

17 H29.6.1
不審者情
報

18 H29.6.2
不審者情
報

19 H29.6.5
不審者情
報

20 H29.6.7
注意喚起
情報

21 H29.6.12
注意喚起
情報

22 H29.6.12
不審者情
報

23 H29.6.14
不審者情
報

●架空請求詐欺関連のメールにご注意ください
○有料動画の未納料金があり、当日中に連絡が無い場合、法的措置に移
行するという内容です。メールに記載された連絡先に電話すると、コンビニ
で電子マネーを購入するよう指示されます。券面の番号を伝えると直ちに
相手に使われてしまい、支払ったお金を取り戻すことは困難になります。
※メールに記載された連絡先には連絡をしないようにしましょう。連絡する
と、電話番号など個人情報が悪質事業者に知られ、情報を削除することは
不可能になります。東三河消費生活総合センター(51-2305)や豊橋警察署
(54-0110)に相談してください。

○発生日時　平成29年6月10日(土)午後6時頃
○発生場所　大清水町及び富士見台地内（校区不詳）
○状況　自転車で走行中の女子生徒が、自転車に乗った男（40代位、
175cm位、中肉中背、緑色の服）に後を追われた。

１．○発生日時　平成29年6月7日(水)午後3時頃
○発生場所　中郷町地内（羽根井校区）
○状況　下校中の男子児童が自転車に乗った男（18歳位、白シャツ、黒半
ズボン）に「お前、今にらんだだろう」「土下座しろ、土下座したら許してや
る」と脅された。

２．○発生日時　平成29年6月14日(水)午前7時40分頃
○発生場所　若松町地内（野依校区）
○状況　登校中の男子生徒が男（170cm位、中肉、ボサボサの髪、上下黒
ジャージ、黒ニット帽、茶色の巾着袋のようなものを所持）に親戚のことで声
を掛けられた。

●架空請求詐欺関連のメールにご注意ください
○有料動画の未納料金があり、放置すると訴訟を起こすと記載した連絡要
請のメールが、不特定多数に携帯電話のSMSで配信されています。連絡す
ると、コンビニで電子マネーを購入し、その番号を伝えることにより支払うよ
う指示されます。
※メールに記載された連絡先には連絡をしないようにしましょう。このような
メールが届き不安に感じたら、一人で悩まず、東三河消費生活総合セン
ター(51-2305)や豊橋警察署(54-0110)に相談してください。

○発生日時　平成29年5月30日(火)午後8時30分～9時頃
○発生場所　多米中町三丁目地内（多米校区）
○状況　帰宅中の女子児童が男（年代不明、180ｃｍ位、黒の着衣・帽子）
につきまとわれた。

○発生日時　平成29年6月1日(木)午前8時35分頃
○発生場所　飯村南二丁目地内（飯村校区）
○状況　自転車に乗った男（50～60代、170cm位、体格普通、白髪に帽子、
緑色上着、ひげ、シルバー色自転車）が暴言を吐きながら女子生徒らを追
いかけた。

○発生日時　平成29年6月3日(土)午後3時頃
○発生場所　南大清水町地内（大清水校区）
○状況　男（70歳位、帽子）が女子児童らに「抱きついてもいい？」等声を
掛け、後ろから抱きついた。

●買え買え詐欺（劇場型勧誘）関連の電話にご注意ください
○実在する証券会社等を名乗り、「今なら大手製薬会社の社債を購入でき
る」「すでに購入しました。解約するには（前記とは別の）大手証券会社に電
話をして」と指示があり、電話をすると「解約するには手数料がいる」等と
言って現金や電子マネーでの支払いを要求する手口です。
※上記のような電話を受け、不安に思うことがあったら、東三河消費生活
総合センター(51-2305)や豊橋警察署(54-0110)に相談してください。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

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

24 H29.6.15
不審者情
報

25 H29.6.28
不審者情
報

26 H29.6.29
不審者情
報

27 H29.7.3
交通死亡
事故情報

28 H29.7.4
注意喚起
情報

29 H29.7.6
不審者情
報

30 H29.7.7
不審者情
報

31 H29.7.7
不審者情
報

32 H29.7.7
不審者情
報

●市内で交通死亡事故が発生しました。
○発生日時　平成29年6月30日（金）午後8時5分頃
○発生場所　牛川町地内
○状況　　普通乗用車と横断中の歩行者が衝突し、歩行者の50歳代女性
が死亡。
※車を運転する時には、前方左右をよく見て走行しましょう。また、夜間外
出する際は、必ず反射材を身につけましょう。
●オレオレ詐欺の電話にご注意ください
○息子を名乗る人物が、横領したお金で投資したことがばれたためお金を
用意してほしいという内容の電話をかけてくる手口です。
※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、
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。

○発生日時　平成29年7月5日(水)午後4時20分頃
○発生場所　飯村北四丁目地内（飯村校区）
○状況　部活中の女子生徒らが男（30～40代、170～180cm位、痩せ型、白
色着衣、ジーパン、眼鏡、茶色のスマートフォンケース、ゴーグルのようなも
のが付いたシルバー色ヘルメット、黒色原付使用）にスマートフォンで動画
を撮られた。

○発生日時　平成29年7月6日(木)午後6時25分頃
○発生場所　野依町地内（野依校区）
○状況　下校中の男子生徒がバイクに乗った男（170cm位、体格普通、黒
色長袖長ズボン、黒色系バイク、フルフェイスのヘルメット）に追いかけられ
手招きをされた。

○発生日時　平成29年7月6日(木)午後4時30分頃
○発生場所　西幸町地内（幸校区）
○状況　遊戯中の女子児童らに対し男（40～50歳位、小太り、頭頂部薄
毛、緑色着衣、黒色長ズボン）が下半身を露出した。

○発生日時　平成29年7月7日(金)午前7時35分頃
○発生場所　天伯町地内（天伯校区）
○状況　登校中の女子児童らが、女（40歳代、茶髪、白色小型車）にスマー
トフォンで写真を撮られた。

○発生日時　平成29年6月14日(水)午後4時10分頃
○発生場所　羽根井町地内（羽根井校区）
○状況　下校中の女子児童が男（30歳位、170cm位、中肉、黒ジャケット、
黒ジャージズボン、黒色系帽子、黒サングラス、マスク、黒色系自転車）に
「駅はどっち？一緒に行こう」と声を掛けられ、腕をつかまれた。

○発生日時　平成29年6月27日(火)午後4時30分頃
○発生場所　富士見台六丁目地内（富士見校区）
○状況　帰宅中の女子児童らが男（20代、グレーの服、黒色ズボン、茶色
帽子、マスク）に後をつけられた。

○発生日時　平成29年6月28日(水)午後4時頃
○発生場所　中岩田一丁目地内（岩田校区）
○状況　下校中の女子児童が原付バイクに乗った男（20代、痩せ型、黒ズ
ボン、白長袖ワイシャツ、真ん中に白いライン入り黒ヘルメット）につきまと
われた。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

33 H29.7.7
注意喚起
情報

34 H29.7.11
不審者情
報

35 H29.7.12
注意喚起
情報

36 H29.7.20
注意喚起
情報

37 H29.7.24
不審者情
報

38 H29.7.25
注意喚起
情報

39 H29.7.28
街頭犯罪
多発情報

40 H29.8.2
注意喚起
情報

●自転車盗難が多発しました
○発生日　平成29年7月22日(土）～27日（木）
○発生場所　札木町、曙町、橋良町、岩屋町、南松山町、大村町地内
※被害に遭った自転車の多く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。

●詐欺関連のメールにご注意ください
○「コンテンツ利用料の清算確認が取れません。本日中に連絡なき場合、
法的手続きに移行します。」等の内容です。相手に連絡をすると、コンビニ
で電子ギフト券を購入し裏面の番号を教えるよう指示されます。
※上記のようなメールは、SMSで不特定多数に配信されている架空請求詐
欺関連のメールですので、受信しても連絡をしないようにしましょう。メール
が届き不安に感じたら、一人で悩まず、東三河消費生活総合センター(51-
2305)や豊橋警察署(54-0110)に相談してください。

●架空請求詐欺関連のメールにご注意ください
○有料動画の未納料金があり、当日中に連絡が無い場合、法的措置に移
行するという内容です。メールに記載された連絡先に電話すると、コンビニ
で電子マネーを購入し、裏面の番号を教えるよう指示されます。番号伝える
と直ちに相手に使われてしまい、支払ったお金を取り戻すことは困難になり
ます。
※メールに記載された連絡先には連絡をしないようにしましょう。不審な
メール等は、東三河消費生活総合センター(51-2305)や豊橋警察署(54-
0110)に相談してください。

○発生日時　平成29年7月10日(月)午後4時過ぎ
○発生場所　牛川町地内（鷹丘校区）
○状況　下校中の男子児童が車から降りてきた男（作業着風着衣）に声を
かけられ名前等を聞かれた。

●オレオレ詐欺の電話にご注意ください
○息子を騙って「友人が株の先物取引で損をした。私にも責任がある。」等
と言い、現金を要求してくる手口です。
※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、
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。

●オレオレ詐欺の電話にご注意ください
○息子を騙って「証券がらみでお金が必要」「現金を用意できないか」「携帯
電話が変わった」等の電話があり、その後弁護士を名乗る男から他県の駅
で現金の受け渡しを依頼してくる手口です。
※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、
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。

○発生日時　平成29年7月24日(月)午前8時50分頃
○発生場所　老津町地内（老津校区）
○状況　登校中の女子生徒が自転車に乗って止まっていた男（中高生くら
い、体格普通、黒髪短髪、紺色半袖Ｔシャツ、黒色系ハーフパンツ）に追い
抜きざまに体を触られた。

●詐欺関連の電話にご注意ください
○金融庁職員を騙って「あなたの個人情報が漏れている。口座から現金が
下ろされていないですか。通帳やキャッシュカードを預かります。」等と言っ
てくる手口です。
※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、
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

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

41 H29.8.9
注意喚起
情報

42 H29.8.22
注意喚起
情報

43 H29.8.24

注意喚起
情報及び
不審者情
報

44 H29.8.25
街頭犯罪
多発情報

45 H29.8.29
注意喚起
情報

●オレオレ詐欺の電話が多発しています
○息子になりすまし、「友人に騙されて未公開株を友人の金で購入した。し
かしその金は会社の金を横領したもので、今日中に返さないと逮捕されて
しまう」等の電話があり、多額の現金を騙し取る手口です。
※豊橋南高等学校の卒業生名簿が使われている可能性があります。現金
の受渡を急かされても、まずは冷静になって家族などに相談しましょう。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、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。

○屋根の無料点検と称し、「点検の結果、あなたの家の屋根瓦がずれてい
て、このままだと雨漏りする。すぐ契約すれば安くする。」などと言って、大き
な金額の契約を迫る点検商法に注意してください。
契約を急がされても、信頼できる事業者から見積りを取るなどして、必要性
や妥当性について確認しましょう。
また、訪問販売の場合は、クーリング・オフが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

●架空請求のハガキにご注意ください
○「総合消費利用に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが届
き、相手に連絡をすると、コンビニで電子ギフト券を購入し裏面の番号を教
えるよう指示されます。
※身に覚えのないハガキの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(51-2305)や豊橋警察署(54-0110)に相談してくださ
い。

１．注意喚起情報
●オレオレ詐欺の電話が多発しています
○息子になりすまし「友人に騙されて未公開株を友人の金で購入した。しか
しその金は会社の金を横領したもので、今日中に返さないと逮捕されてし
まう」等の電話があり、多額の現金を騙し取る手口です。
※現金の受渡を急かされても、まずは冷静になって家族などに相談しま
しょう。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、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。

２．不審者情報
○発生日時　平成29年8月24日(木)午前11時05分頃
○発生場所　老津町地内（老津校区）
○状況　自転車に乗った男（18歳位、170cm位、細身、黒髪短髪、学校の
体操服、上衣白色、下衣緑色）が、自転車で下校中の女子生徒を追ってき
て下半身を露出した。

●市内で自転車盗難が多発しています
○発生場所　石巻町地内（石巻校区）他市内各地
※7件中5件が無施錠でした。わずかな時間の駐輪や自宅敷地内等での駐
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。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

46 H29.8.30
注意喚起
情報

47 H29.8.31
交通死亡
事故情報

48 H29.9.5
不審者情
報

49 H29.9.5
注意喚起
情報

50 H29.9.6
不審者情
報

51 H29.9.8
不審者関
連情報

52 H29.9.12
注意喚起
情報

53 H29.9.13
不審者情
報

54 H29.9.15
不審者情
報

○発見日時　平成29年9月6日(水)午後6時頃
○発見場所　天伯町地内（天伯校区）
○状況　歩道に卑猥な写真やメモが複数枚ばらまかれていた。

●架空請求のはがきにご注意ください
○「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」という内容のはがき
が市内で不特定多数に送付されています。記載されている差出人（法務省
管轄支局民事訴訟管理センター）や所在地は、実在しない架空のもので
す。
※はがきに記載された連絡先には電話をしないでください。心配な時は、
東三河消費生活総合センター(51-2305)や豊橋警察署(54-0110)に相談し
てください。

○発生日時　平成29年9月12日(火)午後3時30分頃
○発生場所　天伯町地内（天伯校区）
○状況　下校中の女子児童が男（30～40代、160～170cm、小太り、短髪、
上下水色着衣）に後をつけられ写真を撮られた。

○発生日時　平成29年9月15日(金)午前7時30分頃
○発生場所　住吉町地内（旭校区）
○状況　登校中の女子生徒らが男（50～60歳、160～170cm、やせ型、薄
髪）につきまとわれた。

●オレオレ詐欺の前兆電話が多発しています
○息子を騙り「明日家に寄る」など事前に電話があり、その後、株で失敗し
た等の理由を付けて現金を要求してきます。
※現金の受渡を急かされても、まずは冷静になって家族などに相談しま
しょう。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、家族の間で合言葉を決めておく、在宅中でも留守番電話に設定して
おくなど対策をとり、被害を防止しましょう。

●市内で交通死亡事故が発生しました。
○発生日時　平成29年8月30日（水）午前10時10分頃
○発生場所　石巻本町地内
○状況　　手押し車を押した歩行者と大型貨物車が衝突し、90歳代女性が
死亡。
※車を運転する際は、前方左右をよく見て走行しましょう。

○発生日時　平成29年9月4日(月)午後4時15分頃
○発生場所　花田町地内（花田校区）
○状況　下校中の女子児童が自転車に乗った男（20代、短髪、グレーＴ
シャツ、黒ハーフパンツ）に後をつけられた。

●オレオレ詐欺の前兆電話が多発しています
○息子を騙り、株で失敗した等の理由を付けて現金を要求してくる手口で
す。
※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、
家族の間で合言葉を決めておく、在宅中でも留守番電話に設定しておくな
ど対策をとり、被害を防止しましょう。

○発生日時　平成29年9月5日(火)午後7時頃
○発生場所　西小池町地内（福岡校区）
○状況　下校中の女子生徒に対し、自転車に乗った男（30～40歳位、長
身、トルコ帽風の帽子）がわざとぶつかってきて石を投げつけた。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

55 H29.9.15
不審者情
報

56 H29.9.15
不審者情
報

57 H29.9.19
不審者情
報

58 H29.9.22
不審者情
報

59 H29.9.27

不審者情
報及び注
意喚起情
報

１．○発生日時　平成29年9月15日(金)午後5時頃
○発生場所　築地町地内（花田校区）
○状況　下校中の男子児童の側を何度も同じ車が通り過ぎ、降りてきた男
（40代、165cm位、上下黒色着衣、帽子、サングラス、黒色軽ワンボックス）
に腕をつかまれそうになった。

２．○発生日時　平成29年9月16日(土)午後5時50分頃
○発生場所　高師本郷町地内（高師校区）
○状況　下校中の女子生徒らに対し、車に乗った二人組のうち男一名（20
代、細身、黒か茶の短髪、Ｔシャツ、色白、一重まぶた、黒色ワゴン車）が卑
猥な言葉を掛けた。

３．○発生日時　平成29年9月17日(日)午後1時30分頃
○発生場所　若松町地内（野依校区）
○状況　女子生徒が車に乗った男（40～50代、小柄、太り気味、ハンチング
帽子、サングラス、黒色ワンボックス）に「お小遣いをあげるからおいで」等
声を掛けられた。

１．○発生日時　平成29年9月20日(水)午前7時45分頃
○発生場所　西幸町地内（幸校区）
○状況　登校中の男子児童らに対し、男（40～50代、170cm前後、体格普
通、半ズボン、半袖、眼鏡、白い軽自動車）がカメラを構えてくる等不審な
行動をとった。

２．○発生日時　平成29年9月21日(木)午後4時10分頃
○発生場所　花田町地内（羽根井校区）
○状況　下校中の男子児童らが、数人の集団でいたうちの女一名（40～50
歳、小柄、短髪、青い服）に写真を撮られた。

●不審者情報
１．○発生日時　平成29年9月26日(火)午後3時頃
○発生場所　牧野町地内（幸校区）
○状況　下校中の女子児童に、車に乗った男（40代位、黒のＴシャツ、マス
ク、水色軽自動車）が「乗っていく？」と声を掛けた。

２．○発生日時　平成29年9月26日(火)午後6時20分頃
○発生場所　佐藤四丁目地内（つつじが丘校区）
○状況　自転車で通行中の女子生徒に男（20代、165ｃｍ位、小柄痩せ型、
茶髪、黒のＴシャツ、濃いグレーのズボン）が「ひま？遊ぼう」等声を掛け、
自転車の荷台部分をつかんできた。

●注意喚起情報
〇携帯電話に架空請求詐欺関連のメールが配信されています。「コンテン
ツ利用料金の精算確認が取れません。本日連絡なき場合は、法的手続き
に移行します。」という内容です。
※掲載された連絡先には連絡しないようにしてください。不安に感じること
があれば豊橋警察署(54-0110)に相談してください。

○発生日時　平成29年9月15日(金)午前7時40分頃
○発生場所　老津町地内（老津校区）
○状況　登校中の女子生徒が自転車に乗っていた男（15～18歳、170～
180cm、中肉中背、短髪、白シャツ、黒ズボン）に、胸元をつかまれた。

○発生日時　平成29年9月15日(金)午後3時20分頃
○発生場所　花田町地内（花田校区）
○状況　黒いワンボックスカー（運転手年齢・性別等不明、窓に黒いフィル
ム）が、何度も同じ道路を通る等、不審な動きをしていた。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

60 H29.9.28
不審者情
報

61 H29.10.2
注意喚起
情報

62 H29.10.12
不審者情
報

63 H29.10.13
不審者情
報

64 H29.10.18
注意喚起
情報

65 H29.10.19
注意喚起
情報

66 H29.10.20
不審者情
報

67 H29.10.23
不審者情
報

１．○発生日時　平成29年10月11日(水)午後7時10分頃
○発生場所　鍵田町地内（福岡校区）
○状況　下校中の女子生徒が女（自称21歳、165cm位、やや細身、黒髪
ショートカット、白色シャツの上に黒色パーカー、青色ズボン）に声を掛けら
れ、腕をつかまれ連れて行かれそうになった。

２．○発生日時　平成29年10月12日(木)午後4時30分頃
○発生場所　天伯町地内（天伯校区）
○状況　帰宅中の男子児童がバイクに乗った男（50～60代、長身、痩せ
型、上下黒色着衣）に「乗っていけ」と言われ腕を引っ張られた。

●詐欺関連のメールにご注意ください
○「有料サイト使用に対して未納料金が発生しています。本日連絡なき場
合は法的措置に移行します。」等の内容で、連絡すると、退会手数料を請
求され、コンビニで電子マネーを購入し番号を教えるよう指示されます。
※上記のようなメールは、不特定多数に配信されている架空請求詐欺関連
のメールですので、受信しても連絡をしないようにしましょう。不安に感じる
場合は、豊橋警察署(54-0110)に相談してください。

●還付金詐欺関連の電話にご注意ください
○市役所職員を騙り、健康保険の還付があると言い、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29年10月19日(木)午後4時50分頃
○発生場所　野依町地内（野依校区）
○状況　下校中の女子生徒らに男（30～40歳、170cm位、小太り、紺色長
袖ピステ上下、荷台のない白色自転車）が「このポーズをしてみて」等声を
掛けた。

○発生日時　平成29年10月23日(月)正午頃
○発生場所　西小田原町及び西松山町地内（松山校区）
○状況　登校中の女子生徒らが男（40歳位、太め、坊主に近い短髪、青色
系半袖Ｔシャツ、眼鏡、黒色ワンボックスカー）に車で後をつけられた。

○発生日時　平成29年9月27日(水)午後5時30分頃
○発生場所　南大清水町地内（富士見校区）
○状況　下校中の女子児童らに対し、上半身Ｔシャツ下半身下着姿の男二
人組（20～30代位、160～170cm、太めと痩せ型、水色ワンボックスタイプの
車使用）がモデル風のポーズを見せてきた。

●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29年10月12日(木)午前7時25分頃
○発生場所　東脇四丁目地内（汐田校区）
○状況　登校中の女子生徒らに対し、男（60～70代、170cm位、細身、白
髪、紺色又は白色半袖シャツ）が下半身を露出した。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

68 H29.10.24
交通死亡
事故情報

69 H29.10.25
不審者情
報

70 H29.10.27
不審者情
報

71 H29.11.1
注意喚起
情報

72 H29.11.2
不審者情
報

73 H29.11.6
不審者情
報

74 H29.11.9
注意喚起
情報

75 H29.11.20
街頭犯罪
多発情報

76 H29.11.24
不審者情
報

●市内でひったくり（未遂含む）が多発しました
○発生日時　平成29年11月17日(金)18時・19時台
○発生場所　植田町・野依町・高師本郷町・三本木町地内
○状況　ミニバイクに乗った男が、追い抜きざまに通行者の自転車前かご
からリュックサックをひったくった。
※自転車の前かごに荷物を載せるときは、ひったくり防止のカバーやネット
を使用しましょう。

○発生日時　平成29年11月23日(木)午後5時過ぎ
○発生場所　西小鷹野一丁目地内（鷹丘校区）
○状況　自宅前で遊んでいた女子児童が、男（黒色のマスク）に電柱の陰
から写真を撮られた。

○発生日時　平成29年10月24日(火)午後3時過ぎ
○発生場所　東小鷹野三丁目地内（鷹丘校区）
○状況　下校中の男子児童らが男（170cm位、黒色の上下着衣、こげ茶色
帽子）に後をつけられた。

１．○発生日時　平成29年10月24日(火)午前7時10分頃
○発生場所　飯村北二丁目地内（飯村校区）
○状況　登校中の女子生徒が男（60代、作業服、自転車使用）に暴言を吐
かれた。

２．○発生日時　平成29年10月27日(金)午後3時15～20分頃
○発生場所　向山大池町及び向山台町付近（向山校区）
○状況　下校中の女子児童が車に乗った女（30～50代、ショートカット、白
色乗用車）に「後で迎えに行くから」等声を掛けられた。

●架空請求のハガキにご注意ください
○「総合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、相手に連絡をすると、弁護士の紹介費用などと称し、コンビニに出向い
て指示どおりに払えと言われます。
※上記のようなハガキが届いたという相談が、10月以降50件以上寄せられ
ています。身に覚えのないハガキの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(51-2305)や豊橋警察署(54-0110)に相
談してください。

○発生日時　平成29年11月1日(水)午後4時30分頃
○発生場所　野依町地内（野依校区）
○状況　自転車に乗った男（30歳位、体格普通、黒い服、黒色自転車）が
下校中の女子生徒に声を掛け、自転車のベルを鳴らしながらつきまとっ
た。

○発生日時　平成29年11月2日(木)午後4時30分頃
○発生場所　前田町二丁目地内（新川校区）
○状況　下校中の女子児童が男（特徴不明）に携帯電話で写真を撮られた
模様。

●架空請求のハガキにご注意ください
○「総合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、相手に連絡をすると、弁護士の紹介費用などと称し、コンビニに出向い
て指示どおりに払えと言われます。
※上記のようなハガキが市内で不特定多数に送られています。身に覚えの
ないハガキの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(51-2305)や豊橋警察署(54-0110)に相談してください。

●市内で交通死亡事故が発生しました。
○発生日時　平成29年10月23日（月）午後6時20分頃
○発生場所　船町地内
○状況　　右折の軽四乗用車と直進の自動二輪車が衝突し、20歳代男性
が死亡。
※交差点では、特に注意して通行しましょう。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

77 H29.11.29
不審者情
報

78 H29.12.4
不審者情
報

79 H29.12.5
不審者情
報

80 H29.12.7
不審者情
報

81 H29.12.14
不審者情
報

82 H29.12.25
不審者情
報

83 H30.1.5
不審者情
報

84 H30.1.26
注意喚起
情報

85 H30.1.29
不審者情
報

86 H30.1.29
不審者情
報

○発生日時　平成29年12月13日(水)午後3時20分頃
○発生場所　牛川町地内（牛川校区）
○状況　女子児童が男（40代位、170cm位、黒い服、キャップ、マスク、白い
自転車）につきまとわれた。

○発生日時　平成29年12月25日(月)午前10時15分頃
○発生場所　梅藪西町地内（前芝校区）
○状況　女子児童に男（60～70歳、165cm位、帽子、自転車）が、「モデル
にならないか」などと声をかけたが、大人が来たら立ち去った。

○発生日時　平成30年1月4日(木)午後9時50分頃
○発生場所　野田町地内（吉田方校区）
○状況　帰宅中の女子生徒に対し、男（50～60歳代、170cm位、中肉、白
色作業服上下、白色ハット帽）が下半身を露出して声を掛けながら追いか
けた。

●特殊詐欺の前兆電話にご注意ください
○息子を騙り、「風邪をひいた。携帯の番号を変えた」等と電話があり、「株
で損をした」、「トラブルに巻き込まれた」等と言って金銭を要求してくる手口
です。
※豊橋工業高等学校の名簿が使われている可能性があります。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1月26日(金)午後4時頃
○発生場所　富士見台三丁目地内（富士見校区）
○状況　下校中の男子児童らが男（50～60歳位、170cm位、細身、黒緑斑
のダウン（フード着用））に後をつけられた。

○発生日時　平成30年1月26日(金)午後3時頃
○発生場所　東郷町地内（東田校区）
○状況　若い男（大小のカメラ所持）が下校中の児童らに対しカメラを向け
た。

○発生日時　平成29年11月28日(火)午後4時45分頃
○発生場所　野依台一丁目地内（野依校区）
○状況　下校中の男子児童らに、男（30～40歳位、160～170cm、小太り、
ニット帽、自転車）が「きをつけ」をするよう声をかけた。

○発生日時　平成29年12月1日(金)午後7時40分頃
○発生場所　若松町地内（野依校区）
○状況　帰宅中の男子生徒が原付バイクに乗った人物（フルフェイスヘル
メット着用）に追いかけられた。

○発生日時　平成29年12月4日(月)午後4時10分頃
○発生場所　富士見台五丁目地内（富士見校区）
○状況　男子児童らが男（30歳位、170cm位、中肉中背、上下黒色着衣、
黒色帽子）に走って追いかけられた。

○発生日時　平成29年12月6日(水)午後4時頃
○発生場所　弥生町地内（栄校区）
○状況　下校中の女子児童に対し男（40代、170cm位、痩せ型、黒色短
髪、オレンジ色上着、ジーパン）がニヤニヤしながら手を振ってきた。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

87 H30.1.30

不審者情
報及び注
意喚起情
報

88 H30.1.31
街頭犯罪
多発情報

89 H30.1.31
不審者情
報

90 H30.2.1
不審者情
報

91 H30.2.2

不審者情
報及び注
意喚起情
報

92 H30.2.9
不審者情
報

93 H30.2.14
不審者情
報

○発生日時　平成30年2月13日(火)午後4時30分頃
○発生場所　小向町地内（吉田方校区）
○状況　下校中の女子児童が男（40～50代、160～170cm、太め、黒髪前
方薄毛、黒色ジャージ、ベージュ色ズボン）に卑猥な言葉を掛けられた。

１．不審者情報
○発生日時　平成30年1月26日(金)午後2時30分頃
○発生場所　岩崎町地内（多米校区）
○状況　下校中の女子生徒らが車に乗った男（特徴不明、白色コンパクト
カー）につきまとわれた。

２．注意喚起情報
●オレオレ詐欺の前兆電話にご注意ください。
〇息子を騙り「風邪を引いた」「電話番号が変わった」等という内容の電話
です。
※上記のような電話があっても、落ち着いてまずは本人に連絡し確認をし
ましょう。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。

●市内でひったくりが連続発生しました
○発生日時　平成30年1月30日(火)午後7時台
○発生場所　北山町・曙町地内
○状況　原付に乗った男（黒っぽい服装、黒っぽい原付）が、通行者の自転
車前かごから鞄をひったくった。
※自転車の前かごに荷物を載せるときは、ひったくり防止のカバーやネット
を使用しましょう。

○発生日時　平成30年1月30日(火)午後6時15分頃
○発生場所　飯村南四・五丁目及び飯村町付近（飯村校区）
○状況　自転車で下校中の女子生徒が不審な動きをする車につきまとわ
れた。

○発生日時　平成30年1月30日(火)午後5時頃
○発生場所　野依町地内（野依校区）
○状況　下校中の女子生徒が男（170cm位、中肉、茶色系ロングコート、
ニット帽、マスク）に声を掛けられ体を触られた。

１．不審者情報
○発生日時　平成30年2月1日(木)午後3時10分頃
○発生場所　小向町地内（吉田方校区）
○状況　下校中の男子児童らが車に乗った女（30～50代、体格普通、首く
らいまでの短髪、ピンク色軽自動車）に、雨が降っているから乗っていくかと
声を掛けられた。

２．注意喚起情報
●オレオレ詐欺の電話が連日多発しています
○息子を騙り、「風邪を引いた」「携帯電話の番号が変わった」など連絡が
あり、後日「株で失敗した」「サラ金の借金がある」など理由を付けて金銭を
要求し、東京や新横浜まで現金を持ってくるよう指示してきます。
※携帯電話の番号が変わったと言われたら、元の電話番号に連絡し事実
確認をしましょう。また、家族の間で合言葉を決めておく、在宅中でも留守
番電話に設定しておくなど対策をしましょう。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。

○発生日時　平成30年2月8日(木)午後4時23分頃
○発生場所　岩屋町地内（岩西校区）
○状況　車に乗った男（150～160cm位、白髪短髪、青色系服装）が下校中
の女子児童に対し、母が病院にいるので車に乗って、と声をかけ手を引っ
張った。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

94 H30.2.15
不審者情
報

95 H30.2.19
注意喚起
情報

96 H30.2.20
不審者情
報

97 H30.2.22
注意喚起
情報

98 H30.2.28
不審者情
報

99 H30.2.28
不審者情
報

100 H30.3.5
不審者情
報

101 H30.3.5
注意喚起
情報

○発生日時　平成30年2月28日(水)午後3時頃
○発生場所　菰口町地内（吉田方校区）
○状況　下校中の女子児童が男（20～30歳、150～160cm、体格普通、茶
色帽子、黒色スーツ、茶色コート、くわえ煙草）につきまとわれた。

○発生日時　平成30年3月3日(土)午後3時頃
○発生場所　一色町地内（磯辺校区）
○状況　遊戯中の女子児童らに対し男（老齢、160～170cm位、体格普通、
ピンク色の服、ジーパン、帽子、白く長い（20cm位）あごひげ）が下半身を触
りながら卑猥な言葉を掛けてきた。

●還付金詐欺の電話にご注意ください
○市役所健康保険課を騙り、還付金があるため近くのコンビニのATMに行
くよう指示をする手口です。
※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、在宅中でも留守
番電話に設定しておくなど対策をしましょう。

○発生日時　平成30年2月14日(水)午後6時頃
○発生場所　飯村南五丁目地内（飯村校区）
○状況　女子生徒が男（40～50代、短髪、黒色トレーナー、水色ダメージ
ジーンズ、眼鏡、自転車使用）に卑猥な言葉を掛けられた。

●オレオレ詐欺の電話にご注意ください
○息子を騙り「株で損をした」「お金を貸してほしい」「品川駅まで持ってきて
ほしい」等という内容の電話をかけてくる手口です。
※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、
家族の間で合言葉を決めておく、在宅中でも留守番電話に設定しておくな
ど対策をしましょう。

○発生日時　平成30年2月19日(月)午前8時9分頃
○発生場所　豊橋駅構内
○状況　女子生徒らが男（20代後半～30歳、165cm位、体格普通、黒短髪
くせ毛、黒色綿パンツ、黒色ダウンジャケット、ベージュ色スニーカー、マス
ク、黒色バッグ）に盗撮された。

●県内全域に特殊詐欺多発警報が発令されました（2月22日・23日の2日
間）
○確認された手口
・息子を騙り「カゼをひいて声が変わった」「未公開株を買って損をした。解
決にはお金が必要。」
・警察官を騙り「詐欺グループを捕まえたらあなたの名前が記載された名簿
があった」
・百貨店や家電量販店従業員を騙り「あなたのカードが使われている。
キャッシュカードを回収する」
・「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
○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。

○発生日時　平成30年2月26日(月)午後3時15分頃
○発生場所　中岩田三丁目地内（岩田校区）
○状況　男（20～30代、160cm位、細身、茶髪、黒い服、黒色サングラス、
黒色キャップ、茶色手提げバッグ、黒色自動車使用）が女児に「お母さんが
病院に運ばれた」と言い手を引っ張って連れ去ろうとした。
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○配信実績

№ 配信日 件名（抜粋） 本文（抜粋）

102 H30.3.15
不審者情
報

103 H30.3.16
不審者情
報

104 H30.3.19
不審者情
報

105 H30.3.20
注意喚起
情報

106 H30.3.27
交通死亡
事故情報

●「水道使用についてお願い」の袋に入っているチラシにご注意ください
○豊橋市上下水道局が、転居などで新たに水道を使用される方へのお知
らせを入れたビニール袋に、無断で「排水管高圧洗浄キャンぺーンのお知
らせ」というチラシが入れてあることがあります。
　上下水道局が、理由もなく排水管洗浄を勧めることはありません。チラシ
は上下水道局が入れたものではありませんので、ご注意ください。

東三河消費生活総合センター（電話51-2305）
豊橋市上下水道局　お客さま料金センター（電話51-2711）

■市内に交通死亡事故多発警報を発令しました
3月22日、26日、27日と立て続けに高齢者などによる交通死亡事故が発生
しました。7日以内に3件の死亡事故の発生は、平成26年2月以来約4年ぶ
りであり、大変憂慮すべき状況です。

（お願い）
※17時以降に車などを運転する時は、慣れた道でもライトを点灯するととも
に、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、スピードを控えるなど、 思いやりのある
運転をしましょう。
※車で右左折する時は、細心の注意を払いましょう。特に横断歩道直前で
は安全を確認しましょう。

【発令期間】
平成30年3月27日～平成30年4月5日まで

１．○発生日時　平成30年3月14日(水)午前7時35分頃
○発生場所　大脇町地内（二川校区）
○状況　登校中の女子生徒が自転車に乗った男（40代位、170cm位、大
柄、ニット帽、上下黒色ジャージ、オレンジ色リュック、ひげ、スポーツタイプ
自転車）ににらみつけられた。

２．○発生日時　平成30年3月14日(水)午後4時頃
○発生場所　江島町地内（幸校区）
○状況　下校中の女子児童が自転車に乗った男（30代位、黒色帽子、シル
バー色自転車）に「かわいいね」等声を掛けられた。

３．○発生日時　平成30年3月14日(水)午後4時30分頃
○発生場所　飯村北三丁目地内（飯村校区）
○状況　下校中の女子生徒が自転車に乗った男（丸顔、痩せ型、黒色薄手
コート）に「かわいいね」と声を掛けられた。

○発生日時　平成30年3月14日(水)午後4時53分頃
○発生場所　牛川通二丁目地内（牛川校区）
○状況　下校中の女子児童らが車に乗った男（30代、体格普通、黒短髪、
黒い服、黒いネックウォーマー、サングラス、ピンク色携帯電話、黒色普通
車）に携帯電話で写真を撮られた。

○発生日時　平成30年3月18日(日)午前10時10分頃
○発生場所　高師町地内（芦原校区）
○状況　男（40～50歳位、青色ジャンパー、黒色サングラス）が遊戯中の女
子児童にスマートフォンを向けニヤニヤしながら近づいてきた。
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