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刑法犯認知件数

４年連続減少

2020（令和２）年中の松戸市の刑法犯認知件数は2,733件（前年比678件減）と４年連続で減少しました。
今後も「安全・安心なまち まつど」を目指し、一人一人ができることを考えながら、地域ぐるみの防犯
対策を進めていきましょう。
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詐欺 です!

ちょっと待って!
その電話、

2020年の松戸市内の電話de詐欺被害は
こんな電話、かかってきていませんか？
詐欺の被害に遭わないために、手口を知って、対策をしましょう。
１２１件 約 億
万円
新型コロナウイルスの感染拡大に便乗した犯罪も多くなっています。
助成金やワクチン接種に関連した不審な電話にも注意が必要です。
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市役所職員をかたって・・・

還付金詐欺

「松戸市役所〇〇課の者です。医療費・保険金の還付があります」
「コロナの影響で窓口で手続きができません。ATMを操作してください」

ュカード詐欺盗
預貯金詐欺・キャッシ

「独り暮らしですか？」

警察官をかたって・・・

「ご自宅に現金は
ありますか？」

「警察署の者です。
他人がキャッシュカードを悪用している可能性があります」
「今からご自宅に伺う者にキャッシュカードを渡してください」
「カードを作り直さなくてはなりません」
「手続きのために暗証番号を教えてください」

RD
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かも？

予兆電話

◎◎
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オレオレ詐欺

お金（カード）を預けて

「おばあちゃん！お金がなくて困っているんだけど」
「今すぐATMから振り込んで」
「友達がお金を受け取りに行くから渡して」

コロナ禍に便乗して・・・
「優先的に新型コロナワクチンの接種ができます」
「ワクチン接種には予約が必要です。予約金10万円を振り込んでください」
※公的機関が、ワクチン接種のためにお金を求めたり、電話で個人情報を求めるようなことは絶対にありません。

このような電話がかかってきたら
一人で対応せずに、すぐに警察や家族に相談しましょう

連絡先一覧

電話de詐欺相談専用ダイヤル（千葉県警察本部）…☎0120−494−506
・
（平日8時30分〜17時15分）
・相談サポートコーナー（千葉県警察本部）……☎♯9110
※犯罪被害や警察全般に関する相談などに対応

（平日8時30分〜17時15分）

…………………………… ☎110
・緊急時
……………………… ☎369−0110
・松戸警察署
…………………… ☎349−0110
・松戸東警察署
松戸市役所市民安全課 ………… ☎366−7285
・
（平日8時30分〜17時）

被害に遭わない一番の方法は、犯人と話さないこと！

まずは電話機で対策をしましょう
① 留守番電話設定

常に留守番設定にしておくことで、電話に出る前に
「声」で相手を確認できます。

② ナンバーディスプレイ
相手の電話番号が表示されるので、電話に出る前に
「番号」で相手を確認できます。

市公式ホームページの妖精
「まつまつ」

この通話の内容は
防犯のため録音されています

③ 警告機能・通話録音機能
かかってきた電話に自動応答し「通話内容を録音する」
とメッセージを流して警告します。
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2020年は自動車盗難が多発
！
〜最新の手口「リレーアタック」にご用心〜
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狙われた車ワースト5

市内では、2020年中に高級車を中心に58台の自動車が盗まれました。
最近は、玄関などに保管されたスマートキーの電波を特殊な機器を使って増幅・中継することで、駐車場
にある自動車のロックを解除する「リレーアタック」という手口が使われています。
この手口への対策としては、電波を通さない金属缶などにスマートキーを入れておくことが有効です。

リレーアタックの手口

レクサス
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ランドクルーザー
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スカイライン 他

大切な愛車を盗まれないために

解除

スマートキー

第1位

①常にドアロックを

たとえ短時間でもそのまま車から離れるのは非常に危険です。
常にドアロックを習慣にしましょう。

②盗難防止機器の活用
窃盗役

中継1

中継2

鍵を掛けても被害に遭うケースが増加しています。
ハンドルロックやセンサーなどを活用して盗難防止効果を高めましょう。

③貴重品の放置厳禁
財布やバッグ、スマホなどの車内放置は危険です。
降車する際は必ず持ち出しましょう。

④安全な駐車場選び

スマートキーの
電波を受信
（範囲：1〜1.5m）

スマートキーの
電波を受信

自動車盗難の大半が駐車場で発生しています。
照明や防犯カメラなどの防犯設備が充実した駐車場を選びましょう。

実は・
・
・ 最も多い犯罪が自転車盗難 です!
〜自宅でも油断大敵！いつでもどこでも２
（ツー）ロック〜
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市内では、2020年中に618台もの自転車が盗まれました。
被害に遭った自転車の約6割が無施錠でした。自宅での被害の場合も約5割は無施錠です。
この機会にあなたの自転車の防犯チェックをしてみましょう。

①防犯登録をしていますか？
防犯登録は盗まれた自転車の早期
発見・返還に役立ちます。また、盗難防
止にも一定の効果が期待できます。
千 葉 県 警

千 葉 県 警

防 犯 登 録

防 犯 登 録
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②施錠していますか？
わずかな時間でも、自転車から離れる
ときは鍵をかける習慣をつけましょう。
自宅で鍵をかけずに停めていた自転
車が盗まれるケースも増加しています。
油断は禁物です。

③２
（ツー）ロックしていますか？
複数の鍵をかけるツーロックを徹底
すると、盗難に遭う確率が大幅に減りま
す。ワイヤー錠やU字ロックなどの防犯
グッズを活用しましょう。

毎月

15 「犯罪ゼロの日」キャンペーンを開催

松戸市防犯協会連合会では、毎月１５日を「犯罪ゼロの日」として啓発活動
を行っています。
市内の公園などでキャンペーンを開催し、自転車用ひったくり防止かご
カバーやその他防犯対策グッズなどを配布しています（１５日が土・日曜、
祝・休日の場合はその前の平日に開催）。ぜひお越しください。

時間 10時〜10時30分
会場 市内の公園など ※雨天中止
定員 先着100人（1人1個）
※かごカバーはカバーを取り付ける自転車で来た人にのみ配布します。
※各月の開催場所は市ホームページと広報まつどでお知らせします。

キャンペーンの様子

松戸市の犯罪発生マップを作成しています
市では、松戸警察署・松戸東警察署から提供された情報に基づき、「松戸市犯罪発生マップ」を作成しています。
市全体の犯罪発生状況のほか、地域や地区ごとの状況を示しています。町会掲示板や市ホームページで見ることが
できます。お住まいの地域ではどのような犯罪が発生しているか、確認してみましょう。

市ホームページ
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ルールを守り、自転車事故を防止しましょう！

2021（令和3）年3月20日

千葉県PRマスコット
キャラクター・チーバくん

松戸市内の自転車事故発生状況

自転車保険に入ろう!

自転車は身近な乗り物として多くの人が利用しています。自転車は
軽車両ですが、歩行者感覚のまま運転する人が非常に多く、車道の右側
を走行（逆走）したり、歩道上でスピードを出して走行したりするなど、
危険な運転が大きな事故の原因となっています。
松戸市内の過去５年間の交通事故発生状況を見ると、事故の件数自体
は減少傾向にあるものの、自転車乗車中の事故は毎年約３０％を占める
高い割合のまま推移しています。

自転車で重大事故を起こすと、高額な賠償金を請求されるケースが
あります。「被害者の保護」と「加害者の経済的負担軽減」のために、
万が一の事故に備えて自転車保険に加入しましょう。

自転車事故
発生件数（件）

交通事故
発生件数（件）

自転車事故の
割合（%）

2016（H28）

371

1,280

29.0

2017（H29）

363

1,249

29.1

2018（H30）

445

1,380

32.2

2019（H31・R１）

395

1,229

32.1

2020（R2）

329

1,008

32.6

・個人賠償責任保険

他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償責任
を負うことになった場合に損害賠償額が補償される保険です。

・TSマーク

自転車安全整備店で購入または点検整備をした自転車に貼られる「TS
マーク」に付いている保険です。個人賠償責任保険と異なり、
自転車そのものに保険が掛けられているので
「TSマーク」が貼られた自転車で起こして
しまった事故について補償されます。保険期
間は１年間です。再度、点検整備を受けると
保険期間を更新することができます。

ちばサイクルール

・

自転車に乗る前のルール

１.自転車保険に
入ろう

2. 点検整備を
しよう

赤色TSマーク

〈自転車事故の高額賠償事例〉

3. 反射器材を
付けよう

4.ヘルメットを
かぶろう

損害賠償額

5. 飲酒運転は
やめよう

青色TSマーク

1億円（限度額） 1,000万円（限度額）

約5,400万円

男性が昼間の時間帯、信号無視をして速いスピードで交差点に進入
し、青信号で横断歩道を横断中だった女性と衝突。女性は頭部に重傷を
負い、11日後に死亡した。

損害賠償額

約9,500万円

小学5年生の少年が夜間、自転車で走行中、
歩道と車道の区別のない道路で歩行中の女性
と正面衝突。女性は頭の骨を折るなどし、意識
不明の重体となった。

・自転車に乗るときのルール
１. 車道の左側を走ろう

付帯保険

2. 歩いている人を
優先しよう

3.ながら運転はやめよう

自転車運転者講習制度〔危険行為１５項目〕
下記の危険行為を３年以内に２回以上繰り返すと、「自転車運転者講
習」受講の対象になります。受講命令に従わない場合、５万円以下の罰
金に処せられることがあります。

4. 交差点では安全確認しよう

・
・
・
・
・
・
・

信号無視
通行禁止違反
歩行者用道路における車両の
徐行義務違反

５. 夕方から
ライトを
つけよう

・
・
・
・
・
・
・
・

通行区分違反
路側帯通行時の歩行者の通行妨害

※ちばサイクルールとは、
「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関す
る条例」の施行を契機に、千葉県が自転車安全利用のルールを１０項目に
まとめたものです。

遮断踏切立ち入り
交差点安全進行義務違反

交差点優先車妨害等
環状交差点安全進行義務違反等
指定場所一時不停止等
歩道通行時の通行方法違反等
制動装置（ブレーキ）不良自転車運転
酒酔い運転
安全運転義務違反
妨害運転（あおり運転）

※2020（令和２）年６月３０日から
「妨害運転（あおり運転）」が加わりました。

マナーを守る人の住むまちへ
市では、犯罪やめいわく行為が起こらない住みやすいまちを目指して「松戸市安全で快適なまちづくり条例」を制定しています。安全で暮らし
やすいまちを実現するためには、皆さんの協力が必要です。マナーを守るよう心がけましょう。

市内全域の公共の場所で

禁止されている めいわく行為

・
・落書き
・犬、猫のふんの放置
・置き看板などを道路上に放置
・ピンクビラの掲示、配布
・通行を阻害して行う営利目的の
ポイ捨て

路上宣伝行為

・客引き行為等

※歩きたばこは、危険ですのでやめましょう。

重点推進地区
松戸駅・新松戸駅・八柱駅・東松戸駅・北松戸駅・
馬橋駅・北小金駅の各駅周辺
地区内の公共の場所での喫煙は禁止されています。喫煙又はポイ捨てをした場合は、
直ちに過料2,000円が適用されます。

客引き行為等禁止特定地区
松戸駅・新松戸駅・八柱駅の各駅周辺
地区内で客引き行為等に対する勧告に従わない場合は、過料や公
表の対象となります。
客引き行為等をしない旨を宣言した地区内の飲食店などには、
「客引きしない・させない宣言店」ステッカーが貼られています。
客引き行為をなくすために声をかけられても付いて行かないよう
にしましょう。

「客引きしない宣言店」
ステッカー
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「松戸市安全安心メール」にご登録ください
市では、スマートフォン・携帯電話・パソコンなどに犯罪・災害情報などを配信しています。
新型コロナウイルス感染症関連情報も配信していますので、ぜひご登録ください。

登録方法

配信内容

・
・
・
・
・

犯罪
交通安全
不審者
防災
災害

下記の登録サイトにアクセスし、空メールを送信してください。送信後に本登録用の
メールが届きますので、案内に従って本登録を行ってください。

・
・
・
・

大気環境
生物
行方不明高齢者
感染症関連

URL（スマホ・携帯電話）https://service.sugumail.com/matsudo/

（パソコン）https://service.sugumail.com/matsudo/member/

（新型コロナウイルス感染症
関連情報を含む）

※直接空メールを送信する場合は、下記メールアドレスに送信してください。

tmatsudo@sg-m.jp

登録サイト

※迷惑メール設定をしている場合は、事前に「sg-m.jp」ドメインからの受信を許可してください。

地域の力でまちを守る!
まちの安全は、地域の多くの方々の活動や市民一人一人の協力に支えられて実現しています。地域の方と声を掛け合い、
まちの防犯力を高めていきましょう。

市民参加型街頭防犯ネットワークカメラ事業

こども１１０番の家

住宅街などの治安向上を図るため、市民の皆さんのご自宅や市内の事業
所に、お使いのインターネット環境を利用した防犯カメラを設置していた
だいています。
事業の参加者には、工事費やカメラなどの機器類の費用を対象とした
補助金制度があります。

子どもが何らかの被害に遭った、または遭いそうになった
と助けを求めてきたとき、その子どもを保護するとともに、
警察、学校、家庭へ連絡するなどして、地域ぐるみで子ども
たちの安全を守っていくボランティア活動です。

主な参加条件

・
・
・

活動内容

・
・
・

助けを求めてきた子どもの保護
１１０番通報、学校、家庭への連絡
日常生活で発見した危険箇所の連絡

公道を撮影対象とすること
設置場所に高速インターネット回線（光回線など）
を開通していること
近隣に居住する方などの承諾を得ていること

※設置者は画像を閲覧することはできません。
※撮影された画像データは市で管理する録画サーバに記録されますが、法令に基
づく照会などを受けた場合を除き、外部へ提供することはありません。
※事業への参加を希望する場合は、事前に市民安全課（☎366−7285）へ
お問い合わせください。

防犯活動用品の貸与

防犯協会・防犯指導員

市では、５人以上で防犯活動を行っている団体に防犯用品を貸し
出しています。希望する団体は、市民安全課に申請してください。

貸与物品

・防犯のぼり旗各種
防犯パトロール
空き巣防止
ひったくり防止
ちかん防止
電話de詐欺防止
車上ねらい防止
登下校注意
のぼり旗用ポール

・

（着脱式）
・青色回転灯
青色回転灯車両用シール
・たすき
・反射ベスト（青）
・腕章
・誘導灯
・

※青色回転灯を車両に装着する場合
は警察の許可が必要です。

申請に必要なもの

・申請書
・活動計画書
・実施者名簿

防犯協会とは、地域住民の防犯意識を啓発し、地域ぐるみの防犯活
動を促進することを目的に組織された団体です。市内には、松戸・松
戸東の各警察署管内防犯協会のほか、１８交番管内ごとに防犯協会が
組織されており、地域に根ざした防犯活動を実施しています。
各警察署管内防犯協会は、防犯協会長と警察署長が連名で委嘱した
「防犯指導員」が構成員となっています。
防犯指導員は、防犯協会・警察・市その他関係機関と連携し、地域
の防犯活動の中心を担っています。
松戸警察署管内防犯協会…５５5人 ／ 松戸東警察署管内防犯協会…544人
※2021（令和３）年１月１日現在。

活動内容

・啓発キャンペーンへの参加
トロールの実施
・歳末警戒パ
トによるパトロールの実施
・青パ
・市との連携、情報共有
・警察署
・地域の防犯啓発活動

掲載内容に関するお問い合わせは市民安全課へ

☎366−7285、FAX 366−7615、
4

mcanzen@city.matsudo.chiba.jp

