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○配信実績        

№ 配信日時 件名（抜粋） 本文（抜粋） 

1 H24.4.2 不審者情報 

○発生日時 平成 24年 4月 2日（月）午前 8時 15分ごろ ○発生場所 豊橋市高洲
町地内 ○状況 登校中の女子生徒が、水色の自動車に乗った男（20 歳代後半、
170cm 位、太りぎみ、黒髪、短髪、白いシャツ）に卑猥な言葉をかけられ、無視したと
ころ、腕をつかまれ自動車に引きずりこまれそうになった。 

2 H24.4.5 注意喚起情報 

(1)強引！インターネット接続サービスの訪問に注意！ 
不審な人物が家の中をじろじろ見た後、「インターネットが安くなる」と訪問し、断っても
しつこくドアをたたく、何度もピンポンを鳴らすという情報提供がありました。 
●しつこい勧誘を断るときにはあいまいな返事をせず、「契約するつもりはないので
帰ってほしい」とはっきり伝えましょう。 
●不審な人物を見た、こわい思いをしたときには警察に通報しましょう。 
 
(2)悪質な屋根の修理サービスに注意！ 
先日の強風で瓦が飛んだ等の被害が寄せられています。屋根の修理の訪問販売が
来たら、次のことに気をつけましょう。 
●雨漏りがするからと、契約を急がされることがあります。すぐに契約せずに数社か
ら見積もりをとって工事内容や契約金額を確認しましょう。 
●訪問販売で契約した場合はクーリングオフができます。 
困ったときはご相談ください。 
豊橋市消費生活相談室 ５１－２３０５ 
（月～金） １０時から正午、１３時から１６時３０分 

3 H24.4.11 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 4月 9日（月）午後 3時 30分ごろ ○発生場所 多米中町一
丁目地内 ○状況 公園で遊んでいた男子児童が、男（80 歳位、160cm 位、小太り、
グレーの上着、メガネ、酔っ払い）に声をかけられ、体を触られた。 

4 H24.4.17 不審者情報 

○発生日時 平成 24年 4月 16日（月）午後 7時 10分ごろ ○発生場所 船渡町地
内 ○状況 自転車で走行中の女子生徒が、男（20歳位、黒っぽいボックス型の自動
車）に、自転車ごと押し倒され体を触られた。女子生徒が大声を出したところ、男は自
動車に乗り逃げた。 

5 H24.4.17 注意喚起情報 

本日正午すぎ、豊橋市内の高齢者宅に息子を装った振り込め詐欺と思われる不審な
電話がありました。このような電話は連続する傾向があります。 
●すぐに振り込まないようにしましょう。 
●不審な電話があれば、必ず誰かに相談しましょう。 

6 H24.4.23 注意喚起情報 

(1)布団の訪問販売、未公開株等の購入の二次被害が多発しています！ 
以前、被害を受けた人の家に訪ねて、「解約の手続きをしてあげる」「未公開株を買い
取ってあげる」などと言って、手数料の請求や新規契約をさせられたという相談が寄
せられています。 
●一度契約すると、その情報をもとに商品の売り込みやお金を請求してくる恐れがあ
ります。 
●現金を手渡しで要求するケースが増えてます。 
 
(2)亡くなった家族の借金の請求書が届いた！ 
 はがきや手紙で、裁判所や税務署、あるいは法律事務所などの名前を勝手に使っ
て、もともとありもしない借金を返すように言ってくることもあります。慌てて払わず、本
当にあった借金なのか確認しましょう。 
困ったときはご相談ください。 
豊橋市消費生活相談室 ５１－２３０５ 
（月～金） １０時から正午、１３時から１６時３０分 
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7 H24.4.27 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 4月 26日（木）午後 4時ごろ ○発生場所 花田三番町地内 
○状況 下校中の女子生徒に、黒色の軽自動車に乗った男（30 歳位、ヒゲ）が、ドア
を開け下半身を露出した。 

8 H24.4.27 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 4月 27日（金）午前 7時 50分ごろ ○発生場所 向山西町
地内 ○状況 登校中の女子生徒 4 名に、男（40 歳代後半位、160～170ｃｍくらい、
頭髪短め、グレーのトレーナー、無地のジャージ）が、下半身を露出した。 

9 H24.5.1 不審者情報 

○発生日時 平成 24年 4月 28日（金）午後 0時 50分ごろ ○発生場所 飯村町地
内 ○状況 下校中の女子生徒に、原付バイクの男（２0 歳代位、茶髪、グレーの服）
が、追い抜きざまに体を触ったため自宅まで逃げたが、自宅付近をグルグル走り回っ
たあと走り去った。 

10 H24.5.1 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 4月 30日（日）午後 2時ごろ ○発生場所 老津町地内 ○
状況 自転車の女子生徒が、後方から来た原付バイクの男（30～40歳、短髪、ぽっち
ゃり、水色っぽい車両）に、追いかけられた。 

11 H24.5.2 不審者情報 

○発生日時 平成 24年 5月 1日（火）午後 5時 30分ごろ ○発生場所 東田町地内 
○状況 信号待ちをしていた下校中の女子生徒が、自転車の男（30歳位、165cm位、
短髪、ぽっちゃり、茶色っぽい色のボーダーの長袖 T シャツ）に、話しかけられ、腕を
つかまれた。 

12 H24.5.2 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 4月 30日（月）午後 0時ごろ ○発生場所 大岩町地内 ○
状況 友人２人と下校中の女子生徒が、近づいてきた男（40 歳位、シルバーのライン
のジャージ、バイク、ひげ）に、顔をのぞかれ、体を触られた。 

13 H24.5.2 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 5月 2日（水）午後 6時ごろ ○発生場所 東赤沢町地内 ○
状況 下校中の女子生徒が、近寄ってきた男（白いヘルメット、赤いチェック、灰色の
バイク）に、体を触られた。 

14 H24.5.15 不審者情報 

(1)発生日時 平成 24年 5月 14日（月）午前 7時 50分ごろ ○発生場所 忠興一丁
目地内 ○状況 登校中の女子生徒に、駐車中の黒色の軽自動車から 30 歳位の男
がドアを開けて座ったまま下半身を露出した。（目撃情報他２件） 
(2)発生日時 平成 24年 5月 14日（月）午後 6時 30分ごろ ○発生場所 大岩町地
内 ○状況 女子児童が後ろから来た中高生位の男（中肉中背、モヒカン刈り、黒っ
ぽい自転車）に、頬を殴られた。 

15 H24.5.15 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 5月 11日（金）午後 3時ごろ ○発生場所 東脇一丁目地内 
○状況 下校中の女子生徒が、マンションのポスト前で下半身を露出した男（35 歳
位、160ｃｍ位、小太り、オレンジの Tシャツ）に遭遇した。 

16 H24.5.17 不審者情報 
○発生日時 平成24年5月16日（水）午後4時ごろ ○発生場所 東松山町地内 ○
状況 下校中の 3 人の女子児童が、男（20 歳代後半～30 歳代前半、165ｃｍ～
175cm、金髪、黒の派手なジャージ、白の帽子）に、つきまとわれた。 

17 H24.5.21 
死亡事故発生

情報 

○発生日時 平成 24年 5月 19日（土）午後 3時 30分ごろ ○発生場所 豊橋市高
師町地内 ○状況 北進中の普通自動車が電柱に衝突し、後部座席の 80 歳代の女
性が死亡 ※前をよく見て安全運転をしましょう。 
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18 H24.6.1 注意喚起情報 

豊橋市内の高齢者宅に投資勧誘の不審な電話がありました。このような電話は連続
する傾向があります。 
●うまい儲け話はありません。怪しい電話はきっぱりと断りましょう。 
●お金を振り込む前に、必ず誰かに相談しましょう。 
●「Ａ社からの封筒が届きましたか？」「あなただけが買える」という言葉が出てきたら
要注意。 
心配なときははご相談ください。 
豊橋市消費生活相談室 ５１－２３０５ 
（月～金） １０時から正午、１３時から１６時３０分 

19 H24.6.1 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 5月 31日（木）午後 4時 30分ごろ ○発生場所 富士見台
三丁目地内 ○状況 下校中の女子児童に、男（30 歳代、白髪混じり、短髪、上（黒）
下（灰色）スウェット）が下半身を露出した。 

20 H24.6.4 注意喚起情報 

同窓会名簿を利用し、後輩や同窓生のようなふりをして福祉団体の書籍を勧誘する
電話が多発しています。送付された書籍と一緒に高額な請求書が入っています。 
●電話勧誘で承諾した場合、条件に合えばクーリングオフができます。慌ててお金を
振り込まず、ご相談ください。 
豊橋市消費生活相談室 ５１－２３０５ 
（月～金） １０時から正午、１３時から１６時３０分 

21 H24.6.4 
街頭犯罪多発

情報 

○発生日時 平成 24年 6月 1日（金）夜～2日（土）未明 ○発生場所 山田一番町
地内 ○発生状況 自動車の窓ガラスを割り、カーナビを奪う「部品ねらい」が連続発
生しました。※被害に遭わないためにも、見通しの良い駐車場を選び、セキュリティシ
ステムを活用するなど防犯対策を講じましょう。 

22 H24.6.6 注意喚起情報 

市の消費者相談センターと名乗って、未公開株やふとんの訪問販売で被害に遭った
お金を取り戻す、勧誘がこないようにしてあげるとの電話が多発しています。手数料
としてお金を請求されます。 
●消費生活相談室では、相談をしていない方に電話連絡をすることはありません。ま
た、金銭を要求することはありません。 
●慌てて現金を渡したり、口座振込しないで下さい。 
豊橋市消費生活相談室 ５１－２３０５ 
（月～金） １０時から正午、１３時から１６時３０分 

23 H24.6.8 注意喚起情報 

６月６日頃から、息子を装い「カゼをひいた」「携帯電話が変わった」という振り込め詐
欺と思われる不審な電話が連続してありました。 
●「電話番号が変わった」という電話には注意しましょう。 
●すぐに振り込まないようにしましょう。 
●不審な電話があれば、必ず誰かに相談しましょう。 

24 H24.6.12 不審者情報 

○発生日時 平成 24年 6月 11日（月）午後 4時 50分ごろ ○発生場所 老津町地
内 ○状況 下校中の女子生徒が、車（シルバー、ステーションワゴン）の男（30 歳代
位、黒人風）に「電話を教えろ」「車に乗れ」などと外国語で言われた。無視したとこ
ろ、Ｕターンして戻ってきた。 

25 H24.6.14 
交通重体事故

発生情報 

○発生日時 平成 24年 6月 14日（木） 午前 7時 05分ごろ ○発生場所 豊橋市上
野町地内 ○状況 北進走行中の軽四自動車と横断歩道を自転車で西進中の女子
生徒が衝突し、女子生徒が意識不明の重体 
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26 H24.6.21 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 6月 20日（水）午後 4時 40分ごろ ○発生場所 下地町地
内 ○状況 帰宅中の女子生徒に、男（40 歳位、普通車、グレー）が近づき、声をか
け、下半身を露出した。 

27 H24.6.22 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 6月 22日（金）午後 3時 30分ごろ ○発生場所 前田中町
地内 ○状況 公園で遊んでいる男子児童が、男（50～60 歳代、黒色の頭髪、黄色
のシャツ、ジーパン）につきまとわれた。 

28 H24.6.26 不審者情報 
○発生日時 平成24年6月25日（月）午後4時ごろ ○発生場所 伊古部町地内 ○
状況 下校中の女子生徒（中学生）に、男（40 歳代、上下黒色のジャージ）が白い紙
を手に「バイトしないか」と声をかけてきた。 

29 H24.6.26 注意喚起情報 

○登録した覚えのない有料サイトの督促メールが届いた。 
●携帯電話の個体識別番号や通信記録をもとに訴訟を起こすという内容が多い。 
●電話やメールで返事をすると、しつこく請求されるおそれがあります。架空請求と分
かったら、連絡を取らないで下さい。 
 
○店頭でクジを引いたらチューナーやウォーターサーバーなどが当選し、無料で商品
がもらえると思い、出された書面に記入したら有料の契約だと後でわかった。月々の
費用がかかるため、解約を申し出たら高額な手数料を請求された。 
●契約の内容を十分理解しないまま、「無料」という言葉に惑わされて契約をしてしま
うのはトラブルの原因になります。本当に必要な契約なのかよく中身を確認し、急い
で契約しないようにしましょう。 
トラブルになった場合は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時から正午、１３時から１６時３０分 

30 H24.7.2 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 6月 29日（金）午後 6時 50分ごろ ○発生場所 伊古部町
地内 ○状況 下校中の女子生徒に、男（30 歳代位、170ｃｍ弱、上下黒のジャージ）
が近づき、声をかけ、下半身を露出した。 

31 H24.7.4 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 6月 30日（土）午後 1時ごろ ○発生場所 中岩田六丁目地
内 ○状況 女子生徒に、男（30 歳位、170ｃｍ位、青色野球帽、白シャツ、青ズボン、
口まわりによだれ）が近づき、声をかけ、下半身を露出した。 

32 H24.7.5 不審者情報 

○発生日時 平成 24年 7月 4日（水）午後 4時 30分ごろ ○発生場所 王ヶ崎町地
内 ○状況 下校中の女子生徒が、自転車の細めの若い男（170～175cm、黒い帽
子、サングラス、あごひげ、黒い上着、黒いジャージ）に手をつかまれ「金を持っている
か」と脅された。手をふり払い逃げたが、しばらくは追われた。 

33 H24.7.6 
街頭犯罪多発

情報 

○発生日時 平成 24 年 7 月 4 日（水）～5 日（木）未明 ○発生場所 富士見台１丁
目地内 ○発生状況 自動車の窓ガラスを割り、現金などを奪う「車上ねらい」が連続
発生しました。付近の地域でも同様の手口の事案が発生しています。※被害に遭わ
ないためにも、見通しの良い駐車場を選び、セキュリティシステムを活用するなど防
犯対策を講じましょう。 



 5 / 15 

34 H24.7.10 注意喚起情報 

昨日、豊橋市内の高齢者宅に消費者管理センターを名乗る不審な電話がありまし
た。 
●消費生活相談室（センター）では、相談を受けていない人に電話連絡をすることは
ありません。 
●不用意に個人情報を伝えないようにしましょう。電話や訪問などの勧誘に利用され
る可能性があります。 
豊橋市消費生活相談室 ５１－２３０５ 
（月～金） １０時から正午、１３時から１６時３０分 

35 H24.7.11 不審者情報 

○発生日時 平成 24年 7月 10日（火）午後 5時 40分ごろ ○発生場所 向山大池
町地内(向山緑地内） ○状況 下校中の女子生徒に、自転車の細身の男（30 歳位、
肌色の帽子、青色のＴシャツ、ベージュのズボン）が近づき、片腕をつかんだ。抵抗し
てふり払うと、去っていった。 

36 H24.7.18 
食中毒警報発

令情報 

食中毒警報発令情報 
愛知県は 7月 18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食中毒警報発令情報 

37 H24.7.19 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 7月 18日（水）午後 8時 05分ごろ ○発生場所 下地町地
内 ○状況 下校中の女子生徒に、自転車の細身の男（20～30 歳位、170ｃｍ位、や
や長髪、黒っぽい上着）が後ろから石を投げ付けた。 

38 H24.7.23 不審者情報 

(1)発生日時 平成 24年 7月 22日（日）午後 5時 30分ごろ ○発生場所 横須賀町
地内 ○状況 自転車で帰宅中の女子児童が、水色の自動車に乗った男（30 歳代
位、170ｃｍ位、少しぽっちゃり、ボーダー柄（白黒）のＴシャツ）に声をかけられた。 
(2)発生日時 平成 24年 7月 20日（金）午後 4時 30分ごろ ○発生場所 西高師町
地内 ○状況 下校中の女子生徒が、自転車に乗った男（20歳代位、グレーの上着、
黒に赤のラインのズボン）につきまとわれた。 
(3)発生日時 平成 24年 7月 19日（木）午後 4時 15分ごろ ○発生場所 小松町地
内 ○状況 下校中の女子児童が、灰色の軽自動車に乗った男（50 歳代位、普通体
格、頭髪薄め、黒の着衣）につきまとわれた。 

39 H24.7.23 
街頭犯罪多発

情報 

○発生日時 平成 24年 7月 20日（金）～21日（土）未明 ○発生場所 前芝町地内 
○発生状況 アパート駐車場で車両からカバンや現金を奪う「車上ねらい」が連続発
生しました。市内では、幹線道路沿いの飲食店や駐車場などで「車上ねらい」が多発
しています。※被害に遭わないためにも、カバンを車内に置いたままにしないようにし
ましょう。 

40 H24.7.25 
交通死亡事故

発生情報 

○発生日時 平成 24年 7月 23日（月）午後 4時 30分ごろ ○発生場所 豊橋市東
小鷹野二丁目地内 ○状況 南進中の軽四自動車が信号待ちの普通乗用車に追突
し、運転していた80歳代の男性が死亡 ※カチッと100を合言葉にすべての座席でシ
ートベルトとチャイルドシートの正しい着用を徹底しましょう。 
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41 H24.7.30 不審者情報 

○発生日時 平成 24年 7月 29日（日）午後 1時 30分ごろ ○発生場所 多米中町
一丁目地内 ○状況 公園で待ち合わせ中の女子生徒が、男（30～40 歳、165～170
ｃｍ位、茶髪、女装（白のカーディガン、花柄チェックのスカート））に体を触られた。生
徒が大声を出したところ頭をたたかれたが、声を出し続けたため、男は逃げていっ
た。 

42 H24.7.31 不審者情報 

(1)発生日時 平成 24年 7月 31日（火）午前 10時 30分ごろ ○発生場所 大岩町地
内 ○状況 軽自動車の男（30 歳代、中肉中背、頭髪短め）が女子児童を呼び止め、
ドアを開け下半身を露出した。（目撃情報他に有り） 
(2)発生日時 同日、午前 10時 50分ごろ ○発生場所 天伯町地内 ○状況 シルバ
ーの自動車の若い男（頭髪短め）が、ドアを開け下半身を露出し、「送ってあげる」と
声をかけてきた。断ると車でついてきた。 

43 H24.8.1 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 7月 31日（火）午後 0時 45分ごろ ○発生場所 天伯町地
内 ○状況 遊戯中の男子児童にグレーの車の 50 歳位の男が、「アイスをもってい
る。乗せて行ってあげる。」と声をかけてきた。 

44 H24.8.6 不審者情報 

○発生日時 平成 24年 8月 6日（月）午前 9時ごろ ○発生場所 西岩田四丁目地
内 ○状況 30 歳代の男（スポーツ刈り、青い長袖シャツ、サングラス、シルバーの
車）が女子生徒に１万円札を見せながら声をかけてきた。一度通り過ぎたあと、戻っ
てきて２、３度繰り返した。 

45 H24.8.10 
街頭犯罪多発

情報 

○発生日時 平成 24年 8月 8日（水）～平成 24年 8月 9日（木） ○発生状況 市
内で「自動車ドロボー」が連続発生しました。いずれの被害も無施錠（カギをかけてい
ないこと）が原因です。また、市内では無施錠による「車上ねらい」「自転車ドロボー」
が多発しています。※被害に遭わないためにも、わずかな時間でも必ずカギをかけま
しょう。 

46 H24.8.16 
街頭犯罪多発

情報 

○発生日時 平成 24年 8月 14日（火）～平成 24年 8月 15日（水） ○発生場所 富
士見台４丁目地内 ○発生状況 原動機付自転車の盗難が連続発生しました。ま
た、南大清水町や小向町などでも同様の盗難被害が発生しています。※被害に遭わ
ないために、必ず施錠するとともにハンドルロックをかけましょう。 

47 H24.8.27 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 8月 25日（土）午後 2時 20分ごろ ○発生場所 老津町地
内 ○状況 下校中の女子生徒が、車に乗った外国人風の男に車に乗るよう声をか
けられた。 

48 H24.8.28 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 8月 28日（火）午後 2時ごろ ○発生場所 東光町地内 ○
状況 下校中の女子児童に、自転車の高校生位の男（青っぽい着衣、茶髪混じり）が
下半身を露出した。 

49 H24.9.3 
街頭犯罪多発

情報 

○発生日時 平成 24 年 8 月 30 日（木） ○発生状況 車内に置いてあるバッグなど
を奪う「車上ねらい」が連続発生しました。被害の多くは、カギをかけていなかったこと
が原因です。※車の中には貴重品を置いたままにしないことを心掛け、必ず施錠しま
しょう。 

50 H24.9.13 
交通死亡事故

発生情報 

○発生日時 平成 24年 9月 12日（水）午後 5時 10分頃 ○発生場所 豊橋市細谷
町地内 ○状況 西進中の普通自動車と南進横断中の 80 歳代の男性が衝突し、歩
行者が死亡 ※夕暮れ時は前照灯を早めに点灯しましょう。 
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51 H24.9.14 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 9月 13日（木）午後 4時 50分ごろ ○発生場所 南牛川二
丁目地内 ○状況 帰宅途中の男子児童が、黄色のオープンカーの男（40 歳位、頭
髪なし、白いＴシャツ、黒っぽい上着）に車に乗るよう声をかけられた。 

52 H24.9.14 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 9月 13日（木）午後 9時 30分ごろ ○発生場所 岩崎町地
内 ○状況 自転車で帰宅途中の女子生徒が、男（40歳位、160cm位、小太り、黒色
短髪、スーツ）に声をかけられた。 

53 H24.9.18 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 9月 16日（日）午前 7時 45分ごろ ○発生場所 御園町地
内 ○状況 登校中の女子生徒が、男（30歳位、やせがた、短髪、青いＴシャツ、黒い
ズボン、細めのメガネ）に抱きつかれた。少し追いかけてきたが、逃げた。 

54 H24.9.18 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 9月 17日（月）午後 3時ごろ ○発生場所 入船町地内 ○
状況 男（20～30 歳、170ｃｍ、やせ型、短い茶髪）が、遊戯中の児童に対し「犬が逃
げた。トイレはどこにある」と声をかけた。 

55 H24.9.24 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 9月 22日（土）午前 7時 30分ごろ ○発生場所 岩崎町地
内 ○状況 黒色の軽自動車の男（20 代後半、黒っぽい服、外国人風）が、女子生徒
に対し、ドアを開け下半身を露出した。 

56 H24.9.24 不審者情報 
○発生日時 平成 24 年 9月 22 日（土）午後 0 時 30分ごろ ○発生場所 飯村北５
丁目地内 ○状況 自転車で帰宅中の女子生徒が、路上に寝転がりスカートを覗こう
とした男（50歳位）に追いかけられた。 

57 H24.9.25 
交通死亡事故

発生情報 

○発生日時 平成 24年 9月 24日（月）午後 4時 40分頃 ○発生場所 豊橋市牧野
町地内 ○状況 南進中の軽四貨物自動車と東進横断中の 70 歳代の女性が衝突
し、歩行者が死亡 ※夕暮れ時は前照灯を早めに点灯しましょう。 

58 H24.9.28 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 9月 27日（木）午後 4時 10分ごろ ○発生場所 杉山町地
内 ○状況 下校中の女子児童が、自動車の男（中肉中背、頭髪薄め、水色のTシャ
ツ、水色のコンパクトカー）に写真を撮られた。 

59 H24.9.28 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 9月 28日（金）午後 5時 5分ごろ ○発生場所 天伯町地内 
○状況 下校中の女子生徒 2名に、白っぽい軽自動車の男が近づき、下半身を露出
し、写真を撮った。 

60 H24.10.3 
交通死亡事故

発生情報 

○発生日時 平成 24年 10月 2日（火）午前 8時 30分頃 ○発生場所 豊橋市下地
町地内 ○状況 南進中の普通貨物自動車が、道路沿いの縁石に乗り上げた後、車
止めに衝突し、運転手が死亡 ※運転前・運転中、体の不調を感じたら運転を中止し
ましょう！市では、70 歳以上の市民を対象に運転免許自主返納支援を行っていま
す。 

61 H24.10.4 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 10月 3日（水）午後 9時頃 ○発生場所 北山町地内 ○状
況 下校中の女子生徒が、背後から来た男（30 歳位～40 歳位、黒のタンクトップ、黒
のハーフパンツ、めがね）に、体を触られ、ネクタイをとられた。 
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62 H24.10.9 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 10月 6日（土）午後 4時頃 ○発生場所 岩田町地内 ○状
況 5 人で遊んでいた女子児童が、男（50 歳位、160cm 位、小太り、青の半袖、青の
長ズボン、青の帽子、赤い顔（酔っ払い風））に、体を触られた。 

63 H24.10.9 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 10月 9日（火）午前 7時 50分頃 ○発生場所 花田町地内 
○状況 通学中の女子生徒が、男（20～30 歳位、175～180cm 位、薄青色のＹシャ
ツ、ノーネクタイ、黒のスラックス）に、黒色の携帯で盗撮された。 

64 H24.10.11 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 10月 9日（火）午後 5時 30分頃 ○発生場所 東雲町地内 
○状況 下校中の男子生徒が、自転車の 5人組（10代後半、1人は外国人で黒い帽
子）に囲まれ、カメラで撮影されたり、腹を触られたりした。 

65 H24.10.15 不審者情報 

(1)発生日時 平成 24年 10月 12日（金）午後 5時 20分頃 ○発生場所 花田町地
内 ○状況 女子生徒が下校していたところ、シルバーの普通車に乗った男（体格太
め、ジーンズ）が下半身を露出していた。 
(2)発生日時 平成 24年 10月 13日（土）午前 8時 30分頃 ○発生場所 西岩田一
丁目地内 ○状況 登校中の女子生徒が、男（40～50歳くらい、170cm位、体格やや
細め、頭髪短め、紺色のパーカー、メガネ、丸顔）に声をかけられ、体を触られた。 

66 H24.10.15 不審者情報 
○発生日時 平成 24 年 10月 15日（月）午後 5時 15 分頃 ○発生場所 東田町地
内 ○状況 下校中の女子生徒が、男（20～30歳位、170cm位、短髪）に卑猥な内容
のアンケートを求められた。 

67 H24.10.16 
交通重体事故

発生情報 

○発生日時 平成 24年 10月 16日（火）午前 7時 15分ごろ ○発生場所 豊橋市浪
ノ上町地内 ○状況 南進左折の自転車と東進の普通乗用車が衝突し、自転車を運
転していた 50 歳代の男性が意識不明の重体 ※見通しの悪い交差点では左右の安
全確認を確実にしましょう。 

68 H24.10.17 不審者情報 

(1)発生日時 平成 24年 10月 16日（火）午後 4時 20分頃 ○発生場所 東脇一丁
目地内 ○状況 下校中の女子生徒に近づいてきた男（30 歳位、170ｃｍ位、細め、
頭髪やや長め、茶色の半袖シャツ、黒色の半パン）がズボンを下げた。その前日も同
一人物からの被害あり。 
(2)発生日時 平成 24年 10月 17日（水）午前 7時 40分頃 ○発生場所 広小路三
丁目地内 ○状況 登校中の男女二人の児童に、浮浪者風の男（40～50 歳位、頭髪
ボサボサ、ひげ少し）が「いっしょに遊ばない」と声をかけた。その前日はあとをつけら
れた。 

69 H24.10.18 
交通死亡事故

発生情報 

○発生日時 平成 24年 10月 18日（木）午前 8時 30分ごろ ○発生場所 豊橋市牟
呂町地内 ○状況 西進の軽四貨物自動車と北進の普通乗用自動車が交差点で出
合い頭に衝突し、軽四貨物自動車を運転していた 90 歳代の男性が死亡 ※交差点
での左右の安全確認を確実にし、シートベルトは必ず装着しましょう。 

70 H24.10.18 不審者情報 

○発生日時 平成 24年 10月 18日（木）午後 5時 30分頃 ○発生場所 平川本町、
井原町地内 ○状況 下校中の女子生徒が、男（自称21歳、180cm位、帽子、赤っぽ
い服、ひげづら、浅黒い肌の外国人）に、しつこく声をかけられながら後をつけられ
た。 

71 H24.10.19 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 10月 18日（木）午後 5時頃 ○発生場所 宮下町地内 ○
状況 下校中の女子生徒が、男（21 歳前後、170～175cm 位、やせ型、帽子、だぼだ
ぼの服、外国人又はハーフ風、日本語上手）に、無理やりキスされた。 
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72 H24.10.22 不審者情報 
○発生日時 平成 24 年 10月 20日（土）午後 0時 30 分頃 ○発生場所 多米東町
一丁目地内 ○状況 下校中の女子生徒が、男（30 歳位、170cm 位、短髪、ジーパ
ン、黒っぽい服、メガネ）に、後をつけられ、声をかけられた。 

73 H24.10.22 不審者情報 
○発生日時 平成 24 年 10月 21日（日）午後 5時 45 分頃 ○発生場所 東岩田二
丁目地内 ○状況 青い小型車の男（30 歳代位、やせ型、頭髪短め、黒ズボン、白シ
ャツ）が、帰宅中の女子生徒に対し、ドアを開け下半身を露出した。 

74 H24.10.23 不審者情報 

○発生日時 平成 24年 10月 21日（日）午後 4時頃 ○発生場所 井原町地内 ○
状況 公園で遊んでいた女子児童 2名が、男（40～50歳代位、160cm位、小太り、紫
のジャンパー、自転車）に、「一緒に遊ぼう」と声をかけられ、遊んでいたところいきな
り持ち上げられた。 

75 H24.10.23 不審者情報 

(1)発生日時 平成 24年 10月 22日（月）午後 5時頃 ○発生場所 西岩田四丁目地
内ほか ○状況 下校中の女子生徒のすぐ横に男（30～40歳、170cm位、小太り、短
髪、着衣グレー）が自転車を止め目を合わせた。同様の報告、他２件あり。 
(2)発生日時 平成 24年 10月 22日（月）午後 5時 15分頃 ○発生場所 大手町付
近 ○状況 下校中の女子生徒に、自転車の男（30～40 歳位、165～170cm、中肉、
短髪、ちり毛、赤のチェックのパーカー、Ｇパン）が下半身を露出した。 

76 H24.10.25 不審者情報 

○発生日時 平成 24年 10月 23日（火）午後 4時頃 ○発生場所 牟呂公文町地内 
○状況 下校中の女子生徒に、白色の軽自動車の男（40～50 歳代、太め、緑と白の
ボーダーの服、サングラス）がスピードを落としついて来た。横に来て、中からドアを
叩き、窓を開け何か言おうとしたため、怖くなって走って逃げた。 

77 H24.10.25 不審者情報 

○発生日時 平成 24年 10月 24日（水）午後 5時頃 ○発生場所 舟原町地内 ○
状況 下校中の男子生徒が、のこぎりを持って学校の周りをうろついていた男（30～
40 歳代、160～170ｃｍ、肥満体、頭髪薄い、青色のジャンバー）に出会った。白い軽
のワンボックスカーに乗っていた。 

78 H24.10.30 
交通重体事故

発生情報 

○発生日時 平成 24年 10月 30日（火）午前 9時 5分ごろ ○発生場所 豊橋市仁
連木町地内 ○状況 東進の普通乗用車と北進の歩行者が接触し、80 歳代の男性
の歩行者が意識不明の重体 ※対抗車線の渋滞車輌脇からの歩行者、自転車に注
意しましょう。道路を渡る時は、しっかり左右の安全を確認しましょう。 

79 H24.10.31 注意喚起情報 

（１）何度もかかってくる光回線の電話勧誘に注意！ 
光回線などのインターネット回線やプロバイダー契約の勧誘電話が何度もかかってく
るという相談が多く寄せられています。 
●光回線の契約では、代理店が電話勧誘を行っている場合もあります。しつこい加入
電話には、業者名、連絡先、担当者名を聞いたうえできっぱり断り、電話しないでほし
いとはっきり伝えましょう。 
●光回線のような電気通信サービスは、契約後クーリング・オフはできません。訪問
勧誘による契約も同様です。 
 
（２）スマートフォンを狙った架空請求が急増！！ 
「無料と思いアダルトサイトにアクセスしたら料金請求画面が消えない」「事業者から
請求の電話やメールが届く」という相談が多く寄せられています。 
●アプリのダウンロードによって、事業者に電話番号、メールアドレス、位置情報等の
個人情報を自動的に送信してしまうものがあります。信頼できるサイトを利用しましょ
う。 
●心あたりのない請求がたびたびある場合は、電話の着信拒否、メールアドレスの変
更を行いましょう。 
豊橋市消費生活相談室 ５１－２３０５ 
（月～金） １０時から正午、１３時から１６時３０分 
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80 H24.11.9 不審者情報 

(1)発生日時 平成 24年 11月 7日（水）午後 3時 30分頃 ○発生場所 富士見台一
丁目地内 ○状況 女子児童の後を包丁のようなものを持った男（年齢不詳、150cm
位、小太り、頭髪なし、黒のスーツ、白いネクタイ）がついてきた。 
(2)発生日時 平成 24年 11月 8日（木）午後 5時頃 ○発生場所 富士見台二丁目
地内 ○状況 女子児童の後を果物ナイフを持った男（60 歳位、身長低め、白髪混じ
り、黒い上着）がついてきた。 

81 H24.11.14 不審者情報 
○発生日時 平成 24 年 11月 12日（月）午後 4時 30 分頃 ○発生場所 杉山町地
内 ○状況 下校中の男子児童が、白色の小型車で近づいてきた男（50 歳位、
160cm位）に手をつかまれそうになった。 

82 H24.11.14 不審者情報 
○発生日時 平成 24 年 11月 14日（水）午後 2時 20 分頃 ○発生場所 前田町二
丁目地内 ○状況 下校中の女子生徒が、後ろから来た自転車（小さいタイヤ）の男
（年齢不明、短髪、グレーのパーカー、黒色のウインドブレーカー）に体を触られた。 

83 H24.11.19 不審者情報 

○発生日時 平成 24年 11月 16日（金）午後 8時頃 ○発生場所 大岩町地内 ○
状況 自転車で通行中の女子生徒が、歩行中の男（30～40 歳代、170cm 位、黒っぽ
いジャージ、メガネ）に氷をかけられた。※付近では不審者が連続発生していますの
で、十分に注意しましょう。 

84 H24.11.22 
交通死亡事故

発生情報 

○発生日時 平成 24年 11月 21日（水）午後 2時頃 ○発生場所 豊橋市井原町地
内 ○状況 南進中の軽四貨物自動車が電柱に衝突し、運転していた 70 歳代の男
性が死亡 ※運転前・運転中、体の不調を感じたら運転を中止しましょう！市では、
70歳以上の市民を対象に運転免許自主返納支援を行っています。 

85 H24.11.22 不審者情報 
○発生日時 平成 24 年 11月 21日（水）午後 6時 50 分頃 ○発生場所 草間町地
内 ○状況 女子生徒が、背後から近づいてきた自転車の男（年齢等不明、黒いジャ
ンパー）に体を触られた。 

86 H24.11.27 
街頭犯罪多発

情報 

○発生日時 平成 24年 11月 25日（日）～26日（月） ○発生場所 北山町（2件）、
向山町、神野新田町、小松町地内 ○発生状況 日中、窓ガラスが割られ、現金等
が盗まれる空き巣が多発。※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。 

87 H24.11.30 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 11月 29日（木）午後 5時頃 ○発生場所 北山町地内 ○
状況 女子児童が、男（30～40 歳代、小太り、中背、黒っぽい服、緑色の鞄）にしつこ
く声をかけられた。 

88 H24.11.30 注意喚起情報 

健康食品を強引に売りつけようとする販売手口が増加しています。 
○「以前、お申込みいただいた健康食品を代金引換で送ります。」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「確かに申し込みを受け
た。忘れているんだろう。」としつこく迫ります。 
○断っても「申し込みをしたのだから引き取れ！」「契約違反だ！」などと強い口調で
商品の引取りを迫ることもあります。 
●申し込んだ覚えもなく、購入するつもりもなければ、きっぱりと断りましょう。 
●断ったにもかかわらず、代金引換で商品が届いてしまった場合は、受け取り拒否で
きます。 
●電話で勧誘され承諾してしまった場合、クーリングオフできます。 
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時から正午、１３時から１６時３０分 
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89 H24.11.30 注意喚起情報 

ストーブ注意！灯油にガソリンが混ざっています!! 
11月 28日午後 3時から 29日午後 6時の間、豊橋市西口町字土橋 8番地サンネク
ストセルフ豊橋給油所（0532-69-2673）にて、灯油にガソリンを混ぜて販売してしまい
ました。 
○使用すると火災になる危険性があります。絶対に使用しないで下さい。 
○購入したガソリン入りの灯油については、同店舗に持っていくか、ガソリンスタンド
に連絡してください 
豊橋市役所消防本部予防課 51-3123 

90 H24.12.7 感染症情報 

■感染症情報（感染性胃腸炎警報）愛知県内で感染性胃腸炎の患者が増加したた
め、感染性胃腸炎警報が発令されました。 
 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 24年 12月 6日 
■情報配信 豊橋市保健所 健康政策課 電話 0532-39-9104 

91 H24.12.13 不審者情報 
○発生日時 平成 24年 12月 12日（水）午後 2時頃 ○発生場所 高師町地内 ○
状況 女子児童に、男（40歳位、170cm 位、普通体格、黒髪、青いフードパーカー）が
先端にカメラのようなものがついた青いかさを持って、近寄ってきた。 

92 H24.12.17 
交通死亡事故

発生情報 

○発生日時 平成 24 年 12月 15日（土）午後 9時 05 分頃 ○発生場所 豊橋市中
野町地内 ○状況 南進中の普通乗用車と東進横断中の 60 歳代の男性が衝突し、
歩行者が死亡 ※視界の悪い雨天時は、速度を落として運転しましょう。また、夕暮
れ・夜間外出時は反射材や明るい色の服を着用しましょう。 

93 H24.12.20 不審者情報 
○発生日時 平成 24 年 12月 19日（水）午後 1時 30 分頃 ○発生場所 東高田町
地内 ○状況 自転車の女子児童に、自動車の男（50 歳位、白髪混じり、メガネ、白
またはシルバーの小型車）が後をついてきた。 

94 H24.12.21 不審者情報 

(1)発生日時 平成 24年 12月 19日（水）午後 4時頃 ○発生場所 岩田町地内 ○
状況 女子児童 3 人が遊んでいたところ、後をつけてきた男（50～60 歳代、灰色ジャ
ンバー、黒ズボン）に抱きつかれた。 
(2)発生日時 平成 24年 12月 20日（木）午後 4時 30分頃 ○発生場所 岩田町地
内 ○状況 女子児童3人が遊んでいたところ、酒に酔った男（50～60歳代、作業着）
に抱きかかえられた。 

95 H24.12.21 不審者情報 
○発生日時 平成 24 年 12月 21日（金）午後 0時 10 分頃 ○発生場所 西羽田町
地内 ○状況 多数の女子生徒に対し、男（30 歳代位、黒のダウンジャケット）が下半
身を露出した。 

96 H25.1.9 不審者情報 
○発生日時 平成 25年 1月 8日（火）午後 10時頃 ○発生場所 向草間町地内 ○
状況 女子生徒が、シルバーの自転車の男（高校生位、165ｃｍ位、細身、学生服）に
体を触られた。 

97 H25.1.9 
交通死亡事故

発生情報 

○発生日時 平成25年1月9日（水）午前4時40分頃 ○発生場所 下地町地内 ○
状況 東進中の軽四乗用自動車と西進中の中型貨物自動車が衝突し、軽四乗用自
動車を運転していた 40歳代の男性が死亡。※夜間は昼間と比べて視界が悪くなるた
め十分注意して運転しましょう。 
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98 H25.1.18 感染症情報 

■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 25年 1月 16日 
■情報配信 豊橋市保健所 健康政策課 電話 0532-39-9104 

99 H25.1.29 
交通重体事故

発生情報 

○発生日時 平成 25年 1月 28日（月）午後 5時 25分ころ ○発生場所 船渡町地
内 ○状況 西進右折の普通乗用車と東進直進の自動二輪車が衝突し、自動二輪
車の 20 歳代の男性が意識不明の重体。 ※交差点を通行する際は、対向車の動き
に注意しましょう。愛知県から交通死亡事故多発警報が発令中です。 

100 H25.1.31 不審者情報 

○発生日時 平成 25年 1月 29日（火）午後 6時 30分頃 ○発生場所 神野新田町
地内 ○状況 女子生徒が、薄茶のステーションワゴン系の車に乗った男（30 歳代後
半-40歳代、色白、小太り、めがね）に卑猥な声をかけられた。過去 2回、同様の報告
あり。 

101 H25.1.31 不審者情報 
○発生日時 平成 25年 1月 30日（水）午後 4時頃 ○発生場所 平川本町地内 ○
状況 下校中の女子児童が、野球帽をかぶった男（165～170cm、上下灰色の服）に
写真を撮られた。他数名が同様に写真を撮られた。 

102 H25.2.1 注意喚起情報 

○発生 ２月 1日午前１１時頃、豊橋市内において、振り込め詐欺の電話が多数かか
っています。 
○状況 警察官を騙り「盗難された通帳や口座の名義にあなたの名前があります。取
引状況や残高を教えてください。」等の電話があり、その後金融機関を騙り「カードを
預かる」と電話があった。 
★「通帳、カードを預かる」等の電話は詐欺です。このような電話がきたら、家族や警
察に相談してください。 
■情報配信 豊橋警察署 電話 0532-54-110 

103 H25.2.7 不審者情報 

○発生日時 平成 25年 2月 5日（火）午後 7時頃 ○発生場所 老津町地内 ○状
況 自転車に乗った女子生徒に、男（20～30 歳代、170cm 位、短髪、白っぽいフリー
ス、ジーパン、黒縁メガネ）が走って近づいてきたので、叫び声をあげると逃げて行っ
た。12 月にも今回の現場近くで、同一人物らしき者に、後ろから抱きつかれる事案あ
り。 

104 H25.2.8 注意喚起情報 

若い女性が貴金属を買い取ると訪問し、強引に家にあがりこんでテレホンカードなど
を盗む事件がありました。 
●不審に思ったら、女性でも家に入らせない 
●出ていくように言っても自宅に居座る、物品を出せと強く迫るなど、怖い思いをした
ときはすぐに 110番で警察をよぶこと 
豊橋市消費生活相談室 ５１－２３０５ 
（月～金） １０時から正午、１３時から１６時３０分 
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105 H25.2.14 不審者情報 

○発生日時 平成 25 年 2 月 14 日（木）午前 8 時頃 ○発生場所 中岩田一丁目地
内 ○状況 登校中の女子生徒が、粗大ごみを見ていた 2 人組の外国人の男（20 歳
位、やせ形、自転車使用、➀180ｃｍ位、短髪、グレーの上着、ジーパン➁175ｃｍ位、
帽子、黒い上着、ジーパン）の内 1人に、腕を掴まれたため、走って逃げた。 

106 H25.2.18 
街頭犯罪多発

情報 

2月 15日から 16日にかけて部品ねらいが 8件発生しました。 
○つつじが丘三丁目、佐藤一丁目地内において、カーナビの盗難被害が多発してい
ます。 
○カーナビ盗難は連続して発生する傾向があります。 
○駐車場で不審な車や人を見かけたらすぐに 110番通報をお願いします。 

107 H25.2.21 不審者情報 
○発生日時 平成 25年 2月 21日（木）午前 7時 55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向かって、男（40～50 歳、帽子、マスク、白
いジャージ、Ｇパン、自転車）が下半身を露出した。 

108 H25.2.22 不審者情報 

○発生日時 平成 25年 2月 22日（金）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向かって、男（40 歳位、黒い帽子、マスク、
白いパーカー、緑色のズボン、自転車）が下半身を露出した。※前日も同様の報告あ
り。十分注意しましょう。 

109 H25.2.25 
街頭犯罪多発

情報 

○発生日時 平成 25年 2月 22 日（金） ○発生場所 野依校区（野依町、若松町地
内） ○発生状況 日中、家人が在宅中の住宅に侵入し現金が盗まれる住宅ドロボ
ーが多発しました。※在宅中でも必ずカギをかけるようにしましょう。 

110 H25.2.25 
交通死亡事故

発生情報 

○発生日時 平成 25年 2月 24日（日）午後 11時頃 ○発生場所 中浜町地内 ○
状況 信号交差点で北進直進の普通乗用車と東進横断中の歩行者が衝突し、歩行
中の 40 歳代の男性が死亡。 ※夜間外出する際は明るい服装や反射材を着用しま
しょう。※車の前照灯は上向き下向きの切替えを行いできるだけ広い視界を確保しま
しょう。 

111 H25.2.27 
街頭犯罪多発

情報 

2月25日から26日にかけて、吉田方校区（馬見塚町、小向町、新栄町地内）で、自動
車の窓ガラスを割り、カーナビを奪う「部品ねらい」が 10件連続発生しました。 
○カーナビ盗難は連続して発生する傾向があります。 
○2月 15日から 16日にかけては、つつじが丘校区でもカーナビ盗難が多発していま
す。 
○駐車場で不審な車や人を見かけたらすぐに 110番通報をお願いします。 

112 H25.2.28 不審者情報 

○発生日時 平成 25年 2月 26日（火）午後 4時 50分頃 ○発生場所 飯村北四丁
目地内 ○状況 女子生徒２名が下校していたところ、男（20 歳代後半～30 歳代前
半、165～170ｃｍ、やや細身、茶系のダウンジャケット、黒のズボン）が下半身を露出
していた。 

113 H25.2.28 不審者情報 

○発生日時 平成 25年 2月 27日（水）午前 8時 00分頃 ○発生場所 飯村南二丁
目地内 ○状況 登校中の女子生徒が、男（60 歳位、170ｃｍ前後、細身、帽子、自転
車）に後をつけられ、声をかけられた。 
※過去にも同様の事案が発生していますので、ご注意ください。 



 14 / 15 

114 H25.3.1 注意喚起情報 

製品回収のお知らせ 
●２月８日長崎市のグループホームでも火災死亡事故について、ＴＤＫ（株）製の加湿
器ＫＳ－５００Ｈこの加湿器が火元であった可能性が高いため、直ちに使用を中止し
て窓口にご連絡ください。 
○ＴＤＫ（株）加湿器お客様係 0120-604-777 ９時～１９時 
 
●首からぶら下げるタイプの携帯型空間除菌剤「ウイルスプロテクター」でやけどを負
うおそれがあります。直ちに使用を中止して窓口にご連絡ください。 
○（株）ダイトクコーポレーション 0120-988-030 月～金 ９時３０分～１７時 
豊橋市消費生活相談室 ５１－２３０５ 
（月～金） １０時から正午、１３時から１６時３０分 

115 H25.3.4 注意喚起情報 

社債を購入した業者が破産したので連絡が欲しいという書面が届いた! 
 
●連絡をすると個人情報を聞かれ、しつこく勧誘される場合があります。また、着手金
などお金を請求されることもあります。 
●破産手続中には本物の破産管財人や裁判所から書面が送られることがあります
が、判断に迷うときはご相談ください。 
豊橋市消費生活相談室 ５１－２３０５ 
（月～金） １０時から正午、１３時から１６時３０分 

116 H25.3.4 
交通死亡事故

発生情報 

○発生日時 平成 25年 3月 2日（土）午後 11時頃 ○発生場所 小池町地内 ○状
況 踏切で電車と歩行者が衝突し、踏切内にいた 70歳代の女性が死亡。 ※夕暮れ
時から夜間に外出するときは明るい色の服装や反射材を身につけましょう。※ご家族
みんなで交通安全について話し合いましょう。 

117 H25.3.4 感染症情報 

■感染症情報（感染性胃腸炎警報）豊橋市では、平成 25年 2月 25日から 3月 3日
の 1定点医療機関あたりの感染性胃腸炎患者報告数が 22.25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）。 
 冬先から春にかけてはノロウイルスだけでなく、ロタウイルスも流行します。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 

118 H25.3.6 不審者情報 

○発生日時 平成 25 年 3月 5 日（火）午後 4時 30分頃 ○発生場所 仁連木町地
内 ○状況 下校中の女子児童 2 名が、男（40 歳後半～50 歳位、165ｃｍ位、やせ
型、頭髪黒色、作業服、黄色い蛍光ベルト、黒ぶちメガネ）に後をつけられ、何度も写
真を撮られた。 

119 H25.3.8 不審者情報 

○発生日時 平成 25年 3月 8日（金）午前 11時頃 ○発生場所 西羽田町地内 ○
状況 会話にならない支離滅裂な言葉を発する女が、無断で学校の校舎内に侵入し
たため、多数の職員で校内から連れ出した。※先月も別の男による侵入がありまし
た。 
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120 H25.3.13 注意喚起情報 

サクラサイト詐欺にご注意！ 
メールやＳＮＳサイトのメッセージで、芸能人等を名乗り「相談にのってほしい」と誘わ
れ、無料と思ってやりとりするうちに、有料ポイントの購入が必要になり、高額な利用
料を請求される相談が増えています。 
○「簡単に高収入」「お金をあげる」等のメールは詐欺の可能性があります。メールを
返信したり、電話をかけないでください。 
○不審に思ったら、やり取りの記録や支払い明細を残しておき、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時から正午、１３時から１６時３０分 

121 H25.3.21 不審者情報 

○発生日時 平成 25 年 3 月 20 日（水）午後 3 時頃 ○発生場所 牟呂外神町地内 
○状況 自転車で帰宅中の 3名の男子児童が、自転車の男（60歳代位、170ｃｍ位、
体格細め、額が広く縮れ毛の頭髪、紺色の上着、白色のズボン）に大声を上げられな
がら、追いかけられた。 

122 H25.3.26 
街頭犯罪多発

情報 

3月 23日（土）から 25日（月）にかけて、牟呂、汐田、福岡校区で、自動車のカーナビ
を奪う「部品ねらい」が 7件連続発生しました。 
○先月は吉田方校区とつつじが丘校区でもカーナビ盗難が多発しています。 
○駐車場で不審な車や人を見かけたらすぐに 110番通報をお願いします。 

123 H25.3.27 不審者情報 
○発生日時 平成 25年 3月 26日（火）午後 4時 40分頃 ○発生場所 北側町地内 
○状況 男（35 歳～40 歳位、165ｃｍ位、頭髪長め、赤色のジャンパー、黒ぶちメガ
ネ）が、下半身を露出しながら歩いていた。 

 


