台東区内4警察署の犯罪抑止に

浅草警察署では、
「 安全で安心して暮らせる街 浅草」
の実現に向け、
浅草防犯協会と一丸となって、
管内の犯罪抑止活動を実施しています。

上野警察署では、
「安全・安心な街 上野」の実現に向けて、警察、防犯協会、
防犯協力団体が一丸となって犯罪抑止活動を実施しています。
地域での活動紹介
1

街 の 環 境 浄 化：観光や東京２０２０オリンピック観戦に来日する多くの外国人

▶ＪＴＯ
（ジュエリータウンおかちまち）パトロール隊の活動

本の首都東京の上野となります。
日本の第一印象が上野の街の印象で決まっ

品の販売等を行う方々によってＪＴＯが組織されました。以来、
３０年という長き

昭和６２年に地域内における防犯活動を目的として、
ＪＲ御徒町駅周辺で宝飾

が成田から京成線を利用して、初めて足を踏み入れ、初めて目にする街が日

向けた取組を紹介します

1

に遭う可能性の高い高齢者宅への犯罪抑止女性アドバイザーの戸別訪問
や、町会等各種団体に対する防犯講話、防犯キャンペーン等において各種犯

にわたり警察と協力しながら、各種防犯対策を行っています。平成１７年６月か

てしまうのです。
したがって、来日外国人の方々に日本は素晴らしいと言わし
めるためには、
まず、
上野の街全体がきれいで整然とした街であることが求め

らは、
月に２回台東区、
警察、
町会と連携した防犯パトロールを行い、
街の安心・

し、凶悪な犯罪が多発するという
「割れ窓理論」
を応用し、環境浄化を徹底的

以来、増設・交換を繰り返し、現在ではＪＴＯ全体を網羅できる高性能な防犯カ

られます。割れた窓を放置すればゴミが捨てられ、
やがて地域の環境が悪化

安全に貢献しています。
また、平成１５年に初めてＪＴＯ内に防犯カメラを設置

に行えば、犯罪が起こりにくい街になるという治安対策の考え方があります。

メラを配備し、
誰もが安心して訪れることのできる安全な街になっています。

上野署では、
地域住民と協力し、
清掃活動や違法看板の撤去、
暗い夜道の解

特殊詐欺被害防止対策：浅草署では、管内にお住まいで振り込め詐欺被害

罪被害防止の注意喚起を行っています。

管内の金融機関に対しては、特殊詐欺被害の可能性のある高額利用時等

の通報をお願いしています。管内にお住まいの方々が特殊詐欺被害に遭わ

ないための取組みですので、
ご理解とご協力をお願いします。
2

ひったくり被害防止対策：ひったくり被害防止のための講話や実践訓練（道
路の反対側にバッグを持つ、自転

消など、街の環境浄化に努めるとともに
「犯罪抑止は街の環境浄化から」
を合

風 俗 環 境 の 浄 化：街の環境浄化と併せて重要なことは、風俗環境の浄化で

期間：平成29年1月〜12月

期間：平成29年1月〜12月

昨年１０月１日には「東京都台東区公共の場所における客引き行為等の防

止に関する条例」が施行され、客引き行為等防止特定地区である上野２丁目、

４丁目、
６丁目において、台東区が行う客引きに対する
「指導」、
「警告」等に加

・自転車盗 ２０８件(−７０件)

・自転車盗

・万引き ２０７件(−３６件)

・万引き １１９件（−５５件）

ロールや悪質な客引きに対する厳しい取締りを継続しています。
また、時間

・ひったくり 4件(−５件)

・侵入窃盗

え、台東区、防犯協会、町会、商店街の参加を得て実施している盛り場パト
外営業を行っている風俗店など、法令を遵守しない風俗店に対しても厳しい

ＪＴＯ（ジュエリータウンおかちまち）パトロール隊

ることのできる安全な活気溢れる風俗環境の醸成に努めていきます。

1,269件
(−84件）

・侵入窃盗 ３６件(＋１４件)

防犯カメラの映像から強盗犯人を逮捕
貴金属店従業員がバックに入れた金塊２０キロを

術教室等を実施していますので、
ご希望の方(町会、企業)は、下記へご連絡ください。

搬送するため、タクシー待ちをしていたところ、
金塊を強奪される事件が発生。現場周辺の防犯
カメラの映像を解析した結果、犯人が判明、強盗
致傷容疑で暴力団組員ら８名を逮捕しました。

台東区北上野2丁目24番14号
電話：5806−0110

1

下谷」の実現に向けて、各種対策を

街頭防犯カメラ設置の推進：町会等

のご尽力により今年度は、
５町会で１２

台の防犯カメラが設置されるなど、地

起、各種会合での防犯講話など、特殊詐欺被害防止のため広報啓発活動を強

づくりが推進されています。

力に推進しています。 また、年金支給日には、下谷母の会の協力を得て特
殊詐欺被害防止を呼びかける防犯広報を実施しています。

犯人の手口が巧妙になり、昨年は警察官や銀行協会職員、大手百貨店店員

等のふりをして「あなたの口座が犯罪に使われている」などと言ってキャッ

シュカードを騙し取り現金を引き下ろす手口や、医療費が還付されると言っ
て無人ATMから現金を振り込ませる手口、
さらにはアダルトサイトの利用料

域の防犯環境を高め、死角のない街

街頭防犯カメラの設置にあたって

は、東京都及び台東区が費用の一部

を助成していますので、下谷署防犯係

198件（−109件）

・侵入窃盗

16件（−15件）

振り込め詐欺防止ステッカーで被害阻止
区役所職員を騙り
「還付金があるので無人ＡＴＭに
行くように」
と指示された女性がＡＴＭ前で携帯電
話を操作していたところを、現金回収に来た警備
員が発見。
警察が作成した振り込め詐欺の手口の
ステッカーを見ていた警備員が、女性に詐欺であ
ることを説明し、
被害を防止しました。

・車上ねらい １８件（−２３件）

・強盗 2件(−1件）
557件
(−163件）
・特殊詐欺

28件(+14件)

騙されたふり作戦で詐欺犯人を逮捕
昨年１２月、息子を騙る男から
「浮気相手が妊娠し

・侵入窃盗

増加はなし

騙されたふり作戦で詐欺犯人を逮捕
昨年２月、息子を騙る男から
「鞄をなくした」等と
電話があったが、不審に思い息子宅に電話確認し
たところ詐欺であることが判明。
１１０番通報し、

地域での活動紹介

ことが判明。
１１０番通報し、騙されたふり作戦で

騙されたふり作戦で１５０万を受け取りに来た犯

自宅に現れた犯人を逮捕しました。

人を現場で逮捕しました。

街頭犯罪被害を撲滅するため「自分

をモットーに集まった地域の有志により、
平成２９年７月、
竜泉二丁目町会は防犯

犯罪抑止に貢献しています。
その様子は地元のテレビでも紹介されました。

3

子供からご高齢の方まで地元を愛する多くの参加者が町内をパトロールし、

鶯谷地区にお住まいで、有志の方のご参加を歓迎いたしますので、下谷

全対策を実施しました。

町会ボランティアの方々と協力し、
合同パトロールの実施や街頭防犯

○昨年は特殊詐欺被害の発生件数が大幅に増加しました
・
『 自分は騙されない 』、
『 詐欺の手口は知っているから大丈夫 』
と思っている方も被害

いただいています。

・電話でお金の話が出たら、詐欺を疑い、必ず家族や警察に相談！

カメラの設置について検討をして
4

盛り場対策の推進：浅草公園六区、
西浅草地区での不法な客引き等

の取締まりや盛り場対策防犯パト

蔵前警察署では、
「 めざせ世界一
安全な街 蔵前」の実現に向けて、
蔵前防犯協会と一丸となって犯罪
抑止活動を実施しています。
1 特殊詐欺対策：毎月15日、JR浅草
橋駅前等で、
町会ボランティアや母

の会の方々と特殊詐欺被害防止

キャンペーンを実施し、
広報啓発活
動に努 めて います 。また 、
「無人

ATM」が犯罪に利用されることが

多いため、署員による警戒に加え、
町会ボランティアの方々に防犯腕

侵入窃盗被害防止対策：侵入窃盗犯 (空き巣等)から地域住民を守るため、

防犯係が中心となり、町会ボランティアと夜間帯パトロールを実施しています。
子供の安全確保：少年係とスクールサポーターが中心になり、学校と警察が

連絡を密にし、万引き、薬物乱用の防止、
インターネットのルール啓発活動や

車上ねらい対策：無施錠の駐車車両や軽トラック、軽バンなどの商用車が鍵
穴をこじ開けられる等の被害が多発しているため、キャンペーン等で地域の
皆さんに対して、短時間でも施錠し、車内に荷物を絶対置かないように呼

台東区北上野2−24−14

びかけ、車上ねらいの被害防止に努めています。

地域での活動紹介

▶蔵前防犯協会各町会女性部の活動
毎月１回「振り込め詐欺・ひったくり・歩きスマホ等の被害防止キャンペー

1番口から徒歩約3分
竜泉二丁目町会防犯パトロール隊

子供の見守り

に遭っています。
・ＡＴＭを操作して医療費等が戻ることは絶対にありません！
・自宅の電話を常に留守番電話に設定する、自動通話録音機や迷惑防止機能付電話機
を活用し、被害に遭わないようにしましょう。

ロールを、町会、商店街、各ボラ

非行・被害防止対策に取り組んでいます。
4

下谷署は、庁舎建て替えの為、仮設庁舎に移転しています。

橋場一・２丁目町会、防犯ボランティア団体「橋場シーガル（鴎）」

ます。
また、新たな被害を防ぐため

不審者侵入対応訓練、通学路における防犯カメラ設置促進等を行い、子供の

署防犯係にお問い合わせください。

入谷駅

防止、
「子ども１１０番の家」の教示等の注意喚起を行い、児童に対する各種安

への訪問等の防犯指導を行ってい

た結果、
昨年は、
前年よりも被害件数を減少させることができました。

看板や電柱等への落書きも地域の皆様方のご協力によって激減しています。

東京メトロ日比谷線

昨年６月と１０月には浅草署、台東区青色防犯パトロール隊も加わり、登校

時の児童に対し各種被害防止のための集団登下校の呼びかけや、交通事故

ン」
を実施しています。平成27年4月から始まったこの活動は、蔵前警察署や
蔵前母の会、管内の学校関係者や学童の皆様と合同で、年金支給日に合わせ
て毎月15日頃、JR浅草橋駅や主要交差点等において注意喚起のための
ティッシュや防犯チラシ等を配布し、広報啓発活動に努めています。
▶管内企業と協働した防犯活動
昨 年 8 月と1 0 月 、
「スー
パーライフ新御徒町店」の協
力を得て、町会ボランティア
の方々と１階店舗内において
特殊詐欺防止のキャンペーン
を行いました。その様子は朝
日新聞に掲載され、区民の皆
様の防犯意識を高めることが
できました。

い、
高齢者に対する注意喚起を行っ

2

最寄駅

麻生会長）が合同で、通学路等の児童見守り活動

地域住民の方々に対し、防犯協会

章をつけて立ち寄り警戒をしてもら

パトロール隊を結成して、
活動を開始しました。

5806−0110

22件（−7件）

433件
・ひったくり ０件（−４件）
(−150件）

方々と警察との合同パトロールをはじめ、街頭キャンペーン活動、清掃活

電話

を実施しています。

侵 入 窃 盗 対 策：被害発生時には

・自転車盗 １５４件（−44件）

た。示談金が必要だ」等と電話があったが、不審

たちの街は自分たちで守ろう」
の合言葉

〒110-0014

（鴎）」
（平成２６年７月発足

広報車による広報や被害発生場所

22件(−11件）

に思い息子宅に電話確認したところ詐欺である

鶯谷駅周辺の環境浄化対策：下谷署では鶯谷駅周辺の環境を浄化し、犯罪

動等の「鶯谷クリーン作戦」を展開しています。かつて多く見られた違法

橋場一・２丁目町会の地域住民と防犯ボランティア団体「橋場シーガル

や防犯講話等を通じた情報発信、

378件（−96件）

談ください。

▶竜泉二丁目町会防犯パトロール隊の活動

のない街づくりを目指して、毎月第４木曜日、地元を愛するボランティアの

・自転車盗

3

・ひったくり 5件(+3件)

・万引き 18件（−15件）

または区役所生活安全推進課にご相

名目で電子マネーを支払わせる手口が急増しています。皆さんも被害に遭わ

ないよう不審な電話があった時は、迷わず１１０番通報をお願いします。
2

3

特殊詐欺被害防止対策の推進： 下谷署では、無人ATM警戒の強化、金融機
関・コンビニ店等への協力依頼、高齢者宅への個別訪問や電話による注意喚

▶橋場一・２丁目町会、防犯ボランティア団体「橋場シーガル（鴎）」の活動

等）
を実施しています。

1,107件
(−140件） ・特殊詐欺 16件(+9件)

・特殊詐欺 ９件(＋５件)

上野警察署では、安全・安心な住みよい街づくりの一環として、特殊詐欺等の被害防止のための防犯講話や女性向けの護身

下谷警察署では
「安全・安心な街
強力に推進しています。

地域での活動紹介

防止カバーくるみちゃん」の活用

す。上野署は現在、盛り場の風俗環境浄化に力を注いでいます。

取り締まりを継続しながら、地域住民の方々と協働して、誰もが安心して訪れ

取り組んでいます。

車のかごに取り付ける
「ひったくり

い言葉に署員一丸となって、
犯罪のない、
明るい街づくりに努めていきます。
2

ンティア団体、台東区と警察が合同で実施し、盛り場の環境浄化の推進に

蔵前防犯協会各町会女性部・タスク浅草橋保育園

少しでも犯罪被害を減らし、
安全で安心して暮らせる街の実現を目指して署員
は取り組んでいますが、
犯罪防止のためには地域住民の皆様の協力が不可欠で
す。
これからも人と人の繋がり、
人と地域の繋がりを強くして、
犯罪に強い、
安全で
安心な街にしていきましょう。
●特殊詐欺
（オレオレ詐欺・架空請求詐欺・還付金詐欺）
に気をつけてください。
・自宅の電話は
「留守番電話」
に設定して、直ぐに電話に出ない！
・息子、
孫、
警察官、
銀行員などをかたり、
「電話でお金を要求する」
のは詐欺！
・税金等の還付金手続きのために、ATMを操作させるのは詐欺！
・不審な電話があれば
①あわてずに事実を確認する。
（家族に連絡する。）
②すぐにお金を振り込まない、渡さない。
③すぐに
「１１０番通報」
を実践しましょう。

ベランダ、居室の窓からの侵入が

多いことから、必ず施錠しましょう。

連絡・問合せ先：蔵前警察署生活安全課防犯係（内線2612）

万引き未然防止には、
「店員の声かけ」
が非常に有効です。

