


 

○空き巣 

 家人等が留守中に侵入し、金品を盗む手口 

○忍込み 

 家人等が夜間就寝中に侵入して金品を盗む手口 

○居空き 

 家人等が入浴中、食事中などのスキに侵入して金品を

盗む手口 

１ 全国ワーストランキング 
愛知県は、住宅を対象とした侵入盗が３年連続全国ワースト１位、 

日本で住宅のドロボウ被害が 1番多い県なのです！ 

３ 侵入盗発生割合 
侵入盗の半数以上は住宅対象です。 

しかし、事務所や店舗に対する侵入盗も増

加傾向にあります。 

４ 発生場所 
住宅対象侵入盗は、一戸建て住宅が 62.8％、

アパート・マンションなどの共同住宅で 36.5％

発生しています。 

● 住宅のドロボウ被害が３年連続で全国最多 

● ｢忍込み｣被害が９年連続で全国最多 

● 毎日約２１件の住宅のドロボウ被害が発生 

     その他 8.3％ 

倉庫荒し 1.8％ 

金庫破り 2.8％ 

事務所荒し 13.9％    

            住宅対象 

出店荒し 20.4％  52.8％ 

その他 0.7％ 

 

 

共同住宅 

    36.5％   一戸建て 

  62.8％ 

過去 10 年間で住宅対象侵入盗の発生件数は 118,166 件、

およそ 25 世帯に１件の割合で被害にあった計算になりま

す。(世帯数は平成 21 年 7 月 1日現在愛知県人口動向調査結果による) 

２ 県内ワーストランキング（５０位まで） 
市区町村別の住宅対象侵入盗ワーストランキングです。 

ランク 市区町村 件数 ランク 市区町村 件数 ランク 市区町村 件数 ランク 市区町村 件数

1位 豊田市 488 14位 知立市 138 27位 瑞穂区 104 39位 津島市 68

2位 一宮市 446 15位 千種区 129 28位 三好町 103 40位 東区 66

3位 豊橋市 373 16位 西区 127 29位 南区 98 41位 常滑市 62

4位 岡崎市 356 17位 西尾市 126 30位 半田市 93 42位 熱田区 61

5位 春日井市 329 17位 天白区 126 31位 昭和区 92 43位 清須市 60

6位 刈谷市 284 19位 北名古屋市 122 32位 愛西市 91 44位 瀬戸市 59

7位 安城市 251 19位 大府市 122 33位 知多市 79 45位 蒲郡市 57

8位 守山区 240 21位 豊明市 120 33位 港区 79 45位 東郷町 57

9位 小牧市 227 22位 中区 117 35位 岩倉市 77 45位 日進市 57

10位 中川区 214 23位 稲沢市 115 36位 武豊町 73 48位 東浦町 56

11位 中村区 195 24位 東海市 113 36位 尾張旭市 73 49位 弥富市 53

12位 緑区 170 25位 北区 111 38位 名東区 71 50位 美浜町 50

13位 豊川市 161 25位 江南市 111

ワースト

順位 空き巣 忍込み 居空き

愛知県 東京都 愛知県 福岡県

7,703 5,596 1,833 389

東京都 愛知県 千葉県 東京都

6,695 5,499 1,444 372

大阪府 大阪府 福岡県 愛知県

5,838 4,629 1,138 371

千葉県 神奈川県 埼玉県 埼玉県

5,708 4,492 1,093 368

１位

２位

住宅を対象とした侵入盗

３位

４位



 

一戸建て                  共同住宅(アパート・マンション等)

５ 被害の傾向 

空き巣が多発していますが、忍込みも多発！夜

間、就寝中もカギ掛けを確実に！また短時間の外

出でも必ずカギ掛けを！ 

空き巣が約９割を占めています。窓やドアを強

化するほか、あいさつなどをして「地域の目」で

被害を未然防止しましょう。 

窓からの侵入が最多！続いて勝手口などから

の侵入が約２割！まずは窓の対策、 

次に勝手口の対策をしましょう！ 

ガラスを割られ侵入される、無締りに次いで施

錠開けが多発！防犯性能の高い錠の活用などが

有効です。 

 

ガラスを割られて侵入される被害が約５割！

次いで無締りでの被害が多発！カギ掛けは防犯

の基本です。習慣にしましょう！ 

窓からの侵入が約７割！続いて玄関が約２割

を占めています。 

窓はもちろん玄関の対策もしましょう。 

その他 4.6％ 

玄関 11.3％ 

 

 

他の出入口 20.1％   窓 

(勝手口など)     64.1％ 

居空き 6.2％ 

 

 

忍込み 

33.2％    空き巣 

            60.6％ 

居空き 2.1％ 

忍込み 7.4％  

 

 

        空き巣 

               90.4％ 

その他 5.3％ 

他の出入口3.7％ 

(勝手口など) 

玄関 21.7％ 

         窓 

            69.3％ 

その他 11.6％ 

格子破り 0.3％ 

施錠開け 7.7％   

 (サムターン回しなど) 

   ガラス破り 

無締り    56.2％ 

24.2％ 

   その他 11.6％ 

格子破り 1.4％ 

施錠開け 2.8％ 

(サムターン回しなど) 

            ガラス破り 

無締り    49.3％ 

          34.9％ 



 

・網入りガラスを割られ、クレセント錠を

外され侵入されました。 
・郵便受けを壊され、サムターン（内鍵つ

まみ）を回され侵入されました。 

・勝手口（裏口）の腰板を破られるなどし

て侵入されました。 

６ 被害の状況 

・室内に犯人の土足の足跡が・・・財産的

被害のほか｢ドロボウに侵入された｣という

精神的なショックは図り知れません。 

格子を過信して施錠を

していなかった被害例

です。風呂やトイレの

窓は大丈夫ですか？ 

・1 日あたりの被害額は約５７０万円！ 

この被害額には壊された窓やドアの修理代な

どは含まれません。 

上下スライド窓を開けられ、手を差し込ま

れて解錠された被害例です。 

合　　計 1件当たり

被害総額 約２０億８千万円 約２７万円

被害現金 約７億９千万円 約１０万円

・面格子を外され、換気のために開けてい

た窓から侵入されました。 

ドロボウに入られてから対策をとる方がほとん

どですが、それでは手遅れです。 

被害を未然に防ぐためサムターンカバーの取り

付けなど、できることから１つでも対策をとりま

しょう！ 

「家には現金をおいてないから大丈夫」と思

っている方がいるかもしれません。 

しかし、ドロボウは貴金属、通帳はもちろん

パソコン、カメラ、ゲーム機、ゲームソフト、

テレビや衣服まで盗んでいきます。

網入りガラスは防災

用！また、強化ガラス

も安全面では効果は

あるものの防犯効果

は望めません。 



 

「最新の事例紹介」 

平成 22 年、県内のある地域で、ドロボウが連続犯行を敢行しました。 

Ａ、Ｂさん宅は掃き出し窓を割られ、クレセント錠を外されて被害にあい、Ｃさん宅は掃き出し窓を割

られましたが、クレセント錠を外されず、未遂に終わりました。なぜでしょう？ 

Ａ、Ｂさん宅は、普通の窓ガラス 

Ｃさん宅の窓は『 防 犯 ガ ラ ス 』 

でした。 

 ドロボウは、ガラスを割ったものの防犯ガラスの樹脂膜を貫通させることができず、 

未遂に終わったものと考えられます。 

※愛知県警察ホームページの住宅防犯診断チェック表を活用して、自宅や物件の防犯診断をしてみ

てください。 

面格子 

センサーライト 

防犯ジャリ 

電池式・ソーラータイプも有 

各格子が溶接されている物、窓

枠一体型の物もある 

庭に敷き詰め、踏みしめる音で

侵入を周囲に知らせる 

警報機 

開閉・振動反応タイプな

ど、種類はさまざま モニター録画機能付が効果的 

防犯フィルム 

ガードプレート 

サムターンカバー 

ガラス

フィルム 

窓に貼って 

貫通しにくくする。 

錠部分だけでは効果が低い 

サムターン(内鍵つまみ)をカバ

ーで囲み、不正解錠を防止

ドアと枠との隙間を防ぎ、こじ

入れによる侵入を防止 

補助錠 

簡単に取り付けることが可能 

です。取り付け後は使用を習 

慣づけることが大切

ガラス破損時でも、 

耐貫通性に優れた特殊樹脂膜

が侵入を防ぐ

特殊樹脂膜 

防犯ガラス 

ガラス

インターフォン 

７ 具体的な防犯対策 

（県警ホームページ→街頭における犯罪→街頭犯罪等被害防止のポイント→住宅対象侵入盗→自己防犯診断チェック表！）



 

８ ＣＰ建物部品 
自宅のガラス・ドアは大丈夫ですか？防犯対策をしていない家は、ドロボウにバールなどを使って数秒で

簡単に侵入されてしまいます。ここでは、ドロボウの侵入手口を基準に作られた防犯性能の高い「ＣＰ建物

部品」について紹介します。 

自宅の新築・リフォームの際はぜひ、ドロボウと闘う『ＣＰ建物部品』を活用してください。また、カギ

掛けや近所への声かけなど今すぐできる対策を実行し、習慣化しましょう。 

認定されるために

は、侵入工具を使った

破壊侵入実験を行い、

侵入までに５分以上

を要するなどの厳し

い試験に合格するこ

とが必要です。 

ドア、ガラス、面格子

などの建物部品の中で

も防犯性能が高いと認

められたＣＰ建物部品

のみに付けられている

緑色のマークです。 

 

あなたの住宅にある

大切な財産や家族を守

っているのは「１枚のド

ア」「１枚の窓ガラス」

です。ぜひ対策をとって

ください。 

侵入までに５分か

かると侵入犯の約７

割があきらめるとい

うデータに基づいて

基準が作られていま

す。 

基準の 

５分をクリア！ 

詳細は 

ホームページで！ 

５分の 

基準はなぜ？ 

ＣＰマーク 

とは？ 

ＣＰマーク 

侵入犯人が 

犯行をあきらめる時間 

雨戸 

錠・シリンダー 

面格子 

ドア 

サッシ 
ガラス 

防犯フィルム 

シャッター 

CP マーク対象 

建物部品 

※ＣＰ＝Ｃｒｉｍｅ Ｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ の略 
（犯 罪     防 止） 

約３，９００品目が認定

されています。 

部品の詳細、問い合わせ

先等については、警察庁ホ

ームページ（住まいる防犯

110 番）でご覧ください。 

ホームページ   
http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki26/top.html 

※(財)都市防犯研究センター調べ

10分以上 8.6％ 

2分以内 17.1％

５～10分以内  

22.9％ 

２～５分以内 51.4％ 



 

９ 防犯の４原則（ドロボウが嫌うもの） 

 犯罪を防止するための４つの原則、それは「時間・光・音・地域の目」です。この４原則
に基づいた対策を組み合わせることで、より大きな防犯効果が得られます。 

10 防犯環境設計(CPTED) 

  防犯環境設計とは、犯罪をしようとする者に、犯罪を「あきらめさせる」「やめさせる」ように

工夫された建物や住宅設計のことで、４つの基本的な原則があり、これを組み合わせて導入するこ

とが重要です。 

○ 

「周囲から住宅や侵入口がよく見えるよ

うにする」 

・塀、植栽などで見通しが妨げられないよう

にする。 

・センサーライト、門灯などを配置して夜間の

見通しを確保する。 

・人による監視の代替・補完として防犯カメラ

を設置する。 

○ 

「侵入をさせない領域を明確にする」 
・外周柵や門扉の設置により侵入しにくくす

る。 

・住民同士の「あいさつ運動」などで地域の

コミュニティを活性化し、地域全体の領域性

を高める。 

○ 

「住宅や侵入口に犯人を近づけない」 

・カギ付の門扉を設置するなどして、建物その

ものに近づけさせない。 

・塀、物置やカーポートなどを建物から離して

設置し、ベランダや２階窓への足場として利用

させない。 

○ 

「窓、ガラス、錠などを強固にする」 
・窓、ドア、面格子などを防犯性に優れた「Ｃ

Ｐ建物部品」で強化する。 

・補助錠、サムターンカバーなどで、窓やド

アの防犯性能を補強する。 

○  

「侵入に時間を掛けさせる」 

・補助錠やＣＰ建物部品等を利用する。 

○ 

「音で威嚇する」 

・警報機や防犯砂利を活用する。 

○ 

「地域の連携を強化する」 

・住民同士であいさつをしたり、 

不審者に声かけをする。 

○ 

「周囲を明るくする」 

・センサーライトや門灯などで 

家の周りを明るくする。 



 

○防犯性能が高いだけでなく、居住性も

重視してバランスがとれているなど「住

みたい」と思わせることが重要。 

  防犯に配慮された住宅の普及促進のため行った「防犯住宅コンテスト」において、有識

者による審査の結果、４作品に愛知県警察本部長賞、そのうち１作品に知事賞、別の２作

品には審査員特別賞が授与されることに決定しました。ここでは、審査委員の方々の意見

などを一部紹介します。 

○住宅の防犯性能向上は、欧米では早く

から取り組まれ始めたが、日本ではまだ

歴史が浅い。このコンテストによって、

住宅の防犯性能向上と防犯性能の高い住

宅の普及に貢献していきたい。 

  

 

愛知県警では、開発業者等の安全なまちづくりを促進・支援するため、愛知県安全なまちづ

くり条例の「防犯上の指針」に適合する新設住宅団地に対して、「防犯モデル団地」に指定す

る制度を設けています。 

 ○住宅関連事業者の努力義務（愛知県安全なまちづくり条例） 

愛知県安全なまちづくり条例には、「愛知県内の住宅事業者に防犯に配慮した住宅の普及

努力義務」が課せられています。 

企業としてのコンプライアンス（法令遵守）のため、犯罪の防止に配慮した住宅、住環境

を提供・提案するよう努めてください。 

事業者の皆さんへ

○防犯は、単に住宅自体を強固にするだ

けではなく、近隣との繋がりなど街ぐる

みの防犯力を上げていく必要がある。 

防犯モデル団地指定制度（犯罪に強い住宅団地の普及）

防犯住宅コンテスト

「愛知県安全なまちづくり条例」第 12 条 

 住宅の建築を業とする者又は共同住宅を所有し、若しくは管理する者は、住宅に関する防犯上

の指針に従い、当該建築する住宅又は共同住宅を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するも

のとするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 


