
自治体名 分類 事業名 実施主体 日時 場所 人数 事業内容

1 千葉市 広報 ポスター掲示 千葉市 期間中 市役所本庁舎、各区役所、各保健福祉センター、各公民館、各コミュニ

ティセンター、いきいきセンター、消費生活センター

県から配付されたポスター（約９０枚）を区役所や公民館等の施設に

掲示し、啓発を図った。

広報 ホームページ掲載 千葉市 期間中 ― 市ホームページに旬間の紹介の項目を追記し、県ホームページとリン

クさせるとともに、今すぐできる防犯対策の案内と合わせ、防犯につ

いて考えることを啓発した。

2 銚子市 キャンペーン 高齢者に向けた啓発活動 銚子市、銚子警察署 10月19日 11:30～12:10 芦崎高齢者いこいセンター 13名 市防犯担当者、警察署による電話de詐欺など高齢者を標的とした詐欺

への注意喚起、啓発物配布を行った。

キャンペーン 自主防犯ボランティア支援 銚子市 10月19日～ 銚子市役所 200名 市内自主防犯ボランティアに対して、防犯パトロール支援物資（パト

ロールベスト及びキャップ）の購入・貸与を行った。

3 市川市 中止 ※新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため中止

4 船橋市 広報 ポスター掲示 船橋市 期間中 公民館・出張所等の公共施設の他、私立保育園など 各所に安全で安心なまちづくり旬間のポスターを掲示し、防犯意識の

高揚を図った。

5 館山市 キャンペーン 防犯街頭キャンペーン 館山警察署・館山市 10月15日 10：30～11：30 イオンタウン館山、イオン館山店 ５名 年金支給日に合わせ、警察署員及び市防犯担当者が同店ＡＴＭ付近で

防犯関係啓発品の配布等の防犯キャンペーンを実施した。

6 木更津市 防犯大会等 防犯講習会 木更津市 10月6日 16:00～18:00 木更津市民会館中ホール 69名 防犯活動に従事している人を対象に、講習会及び市内の犯罪発生状況

講話を開催し、防犯ボランティア活動を充実させ地域の防犯力向上を

図った。

7 松戸市 キャンペーン 電話de詐欺対策

キャンペーン

松戸東警察署 10月14日 13:30～15:30 テラスモール松戸 50名 市及び警察署、防犯協会とともに電話de詐欺啓発品配布等の防犯キャ

ンペーンを実施した。

配布数：400個

キャンペーン 防犯キャンペーン 市町村 10月15日 10:00～10:30 串崎公園 ２名 市及び移動交番で防犯啓発品配布等の防犯キャンペーンを実施した。

参加人数：34名

キャンペーン 電話de詐欺対策

キャンペーン

松戸警察署 10月15日 13:00～14:00 松戸駅西口デッキ 30名 市及び警察署、聖徳大学学生とともに電話de詐欺啓発品配布等の防犯

キャンペーンを実施した。

配布数：300個

広報 ポスター掲示 市町村 期間中 市役所、保育所、小中高等学校 市役所・保育所・小中高等学校に安全で安心なまちづくり旬間のポス

ターを掲示し、防犯意識の高揚を図った。

キャンペーン 「電話de詐欺」

被害防止強化月間

市町村 期間中 市役所内4か所、庁舎内窓口 電話de詐欺のぼり旗の設置を行うとともに、電話de詐欺チラシ及び啓

発グッズの配布を行った。

キャンペーン 電話ｄｅ詐欺防止

啓発用品配布

松戸市防犯協会連合会 期間中 松戸警察署、松戸東警察署、高齢者いきいき安心センター 独自で作成した起きあがりテレフォンポップ・通帳ケースを関係機関

に配布し、巡回や窓口等を通じ市民に広く配布を行った。

配布数：各4,800個

8 野田市 広報 ポスター掲示 野田市 期間中 市役所庁舎内 市役所庁舎内に安全で安心なまちづくり旬間のポスターを掲示し、防

犯意識の高揚を図った。

広報 防犯情報（電話de 詐欺被害

防止の注意喚起）のメール

配信

野田市・野田警察署 10月15日 10：00 市内全域 メール配信人数27,846人 野田警察署と連携し、「野田市安全安心メール（まめメール）」に

て、防犯情報（電話de 詐欺被害防止の注意喚起）を配信した。

広報 防犯情報（電話de 詐欺被害

防止の注意喚起）の防災行

政無線

野田市・野田警察署 10月15日 10：00 市内全域 野田警察署と連携し、「防災行政無線」にて、防犯情報（電話de 詐

欺被害防止の注意喚起）の周知を図った。

パトロール 青色回転灯装着車両による

防犯パトロール

野田市 期間中 市内全域 青パト２台 小学校の下校時間帯に合わせ、青パト2台による防犯パトロールを実

施した。

9 茂原市 広報 ポスター掲示 茂原市 期間中 市役所庁舎内及び支所庁舎内 市役所庁舎内に安全で安心なまちづくり旬間のポスターを掲示し、防

犯意識の高揚を図った。

パトロール 防犯パトロール 茂原市、

茂原市防犯組合

10月12日、13日、14日、15日、18

日、20日 各日14：30～16：30

市内 19名 市役所と茂原市防犯組合の合同により防犯パトロールを実施した。

10 成田市 パトロール 電話de詐欺防止啓発活動 市町村、警察署、防犯協会 10月15日 13：30～14：30 イオンモール成田 年金支給日に青パトによる巡回パトロールを実施し、電話de詐欺防止

のアナウンスを行い、住民への啓発を行った。

パトロール 防犯現地診断 市町村、警察署、防犯協会 10月13日 14：00～16：00 成田市内三里塚地区 住宅地を徒歩により回り、空き巣対策などの診断を行った。

広報 ポスター掲示 市町村 期間中 市役所庁舎内 市役所庁舎内に安全で安心なまちづくり旬間のポスターを掲示し、防

犯意識の高揚を図った。

11 佐倉市 キャンペーン 令和３年度電話de詐欺被害

防止キャンペーン実績報告

佐倉警察署 10月15日 11：00分～ イオンタウンユーカリが丘店 31名 ・電話de詐欺被害防止を主な目的とし啓発品を配布した。

パトロール 電話de詐欺パトロール（青

パト広報）

佐倉市 10月18日 13：30分～ 市内の金融機関　周辺 青パト（２名） ・青パトによる巡回パトロールを実施し、電話de詐欺防止のアナウン

スを行い、住民への啓発を行った。

12 東金市 防犯ポスター展 東金警察署 10月11日～20日 道の駅みのりの郷東金 東金警察署管内小・中学校生徒による防犯ポスター作品展示

（会場提供、設営への協力）

防犯啓発物資配布 東金警察署 10月11日 10：00～10：45 道の駅みのりの郷東金 配布数：50人分程 電話de詐欺被害防止及び自転車盗難防止に係る注意呼びかけ、啓発物

資の配布

（市職員参加）

防犯放送 東金市 月・木・金午後3時 子どもの見守りなど防犯活動への協力を呼びかける防災行政無線を放

送した。

なお、放送に使用する音声は市内中学校から推薦された生徒により録

音されたものを使用。

13 旭市 パトロール 防犯パトロール 旭市 10月11日～20日 市内全域 8人 青パトで市内全域の防犯パトロールを行った。

広報 防災行政無線放送 旭市、警察署 10月14日、15日 市内全域 2人 防災行政無線により電話de詐欺の被害防止の放送を行い、住民への啓

発を行った。

14 習志野市 パトロール 防犯パトロール 習志野市 10月11日、19日 市内全域 4名

青パト2台

青パト車両を活用し、市職員による防犯パトロールを実施した。

広報 行政防災無線を活用した電

話de詐欺被害防止啓発

市町村・警察 10月11日 市内全域 ‐ 電話de詐欺の予兆電話の通報が多く発生した際、警察からの依頼によ

り、市内全域に電話de詐欺被害防止啓発の無線放送を実施した。

広報 横断幕設置 習志野市 10月1日～10月31日 JR津田沼駅南口、京成津田沼駅南口 ‐ 10月が習志野市の防犯月間である旨の周知を実施した。

キャンペーン 防犯街頭キャンペーン 習志野市、キラット・ジュニ

ア防犯隊、警察署、防犯協会

（防犯指導員、副指導員）

10月20日 16:00～17:00 京成谷津駅、JR新習志野駅周辺 53名 市、キラット・ジュニア防犯隊、警察署、防犯協会（防犯指導員、副

指導員）が協力して防犯関係啓発品の配布等の防犯キャンペーンを実

施した。
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自治体名 分類 事業名 実施主体 日時 場所 人数 事業内容

15 柏市 広報 広報紙特集記事掲載 市町村 10月1日発行号 広報紙にて振り込め詐欺対策の特集記事を掲載し，市民への注意喚

起，対策方法等の周知を行った。

キャンペーン 安全安心まちづくりキャン

ペーン

市町村，警察署 10月9日 14:00～15:00 柏駅東口ダブルデッキ ７名 市防犯担当者、警察署合同で防犯関係啓発品の配布等の防犯キャン

ペーンを実施した。

広報 防犯ポスター展 市町村，警察署，防犯協会 10月9日～10月20日 柏高島屋 市内小・中学生より応募のあった防犯ポスター作品の中から優秀作品

の展示を行った。

キャンペーン 年金支給日キャンペーン 市町村，警察署 10月15日 10:30～11:30 ピーコックストア豊四季台店敷地内 ８名 市防犯担当者、警察署合同で防犯関係啓発品の配布を行い，詐欺抑止

広報活動を実施した。

防犯大会等 防犯講座 市町村，警察署 10月19日 13:30～15:00 イオンモール柏 ４名 地域包括支援センター，消費者生活センター，警察署合同で，電話de

詐欺対策方法等についての講和，啓発品配付を行った。

広報 青パトによる広報活動 市町村 期間中 市内全域 ８名 委託警備員による青パトでの電話de詐欺抑止広報を実施した。

16 勝浦市 パトロール 電話de詐欺パトロール 市町村 10月15日 9:00～12:00 市内の金融機関、コンビニ等ATM付近を含む市内全般 １名

青パト１台

年金支給日に青パトによる巡回パトロールを実施し、電話de詐欺防止

のアナウンスを行い、住民への啓発を行った。

広報 ポスター掲示 市町村 期間中 市役所庁舎内及び公共施設 市役所庁舎内及び公共施設に安全で安心なまちづくり旬間のポスター

を掲示し、防犯意識の高揚を図った。

17 市原市 キャンペーン 特殊詐欺防止キャンペーン 市原警察署生活安全課

【参加団体】

千葉銀行

千葉興行銀行

市原市防犯協会

ボランティアの方々

市原市役所

10月15日 五井駅 約25名 年金支給日に合わせ特殊詐欺（電話詐欺）について、「許す米」を配

布しながら防犯啓発活動を行った。

広報 防災行政無線での広報 市原警察署の依頼により市原

市が実施

10月15日 市内全域 年金支給日に合わせた無線放送。

特殊詐欺の防止。

広報 ポスターの掲示 市原市防犯協会 10月11日～10月20日 市内市立小・中学校、市内県立高校、市原市役所各支所 防犯ポスターの掲示

市内市立小中学校62校

市内県立高校5校

市原市役所各支所10箇所

18 流山市 キャンペーン 電話de詐欺防止のための街

頭啓発キャンペーン

警察、流山市、流山市防犯協

会連合会、流山市民安全パト

ロール隊

10月15日 10時～11時、14時～15時 流山おおたかの森駅南口広場 約20名 詐欺被害に遭わないようチラシや防犯啓発用品を通行者に配布し、注

意を呼びかけた。

19 八千代市 キャンペーン 特殊詐欺防止啓発キャン

ペーン

八千代警察署

八千代市

八千代市防犯組合連合会

10月15日 10:00～12:00 八千代中央駅、八千代緑が丘駅、村上駅、勝田台駅、八千代台駅 約30名 警察署，市防犯担当者が年金支給日に合わせ，駅近くATM前で電話de

詐欺防止チラシや啓発品の配布等を行った。

広報 のぼり旗掲示 八千代市 市役所開庁時 市役所敷地内ATM付近 市役所敷地内ATM付近に電話de詐欺防止啓発のぼり旗の掲示を行っ

広報 ポスター掲示 八千代市 期間中 市役所庁舎内 市役所庁舎内に安全で安心なまちづくり旬間のポスターを掲示し、防

犯意識の高揚を図った。

キャンペーン 電話de詐欺防止啓発品配布 八千代市 10月15日 市役所敷地内ATM 市役所敷地内ATM横のスペースに電話de詐欺防止啓発品ウエット

ティッシュ・ポケットティッシュを設置し配布を行った。

20 我孫子市 パトロール 市内一斉防犯パトロール 防犯協議会、警察署、市 10月8日 19:00～20:00 市内６地区 420 防犯協議会、警察署及び防犯ボランティアにより、一斉に市内の各地

区（６地区）で防犯パトロールを年5回実施するうちの第3回目。

キャンペーン 電話de詐欺キャンペーン 防犯協議会、警察署、市 10月15日 10:00～11:00 千葉銀行我孫子支店、アビイクオーレ1階出入り口 参加者13名

配付数500

防犯協議会、警察署及び防犯ボランティアにより我孫子北地区におい

て、啓発用チラシ、ポケットティッシュの配布等の啓発活動を実施し

た。

広報 ポスター掲示 我孫子市 期間中 市役所庁舎内 市役所庁舎内に安全で安心なまちづくり旬間のポスターを掲示し、防

犯意識の高揚を図った。

広報 電話de詐欺被害防止強化月 我孫子市 10月5日、15日、25日 市内 防災無線により、電話de詐欺に対する注意喚起を行った。

パトロール 電話de詐欺被害防止強化月

間

警察署、我孫子市 10月5日、15日、25日 市内 警察署、市が連携し、電話de詐欺に対する注意喚起のため、市内を巡

回した。

21 鴨川市 広報 ポスター掲示 市町村 期間中 市役所庁舎内 市役所庁舎内に安全で安心なまちづくり旬間のポスターを掲示し、防

犯意識の高揚を図った。

広報 啓発活動 市町村 10月13日～15日（1日1回）10：00 市内の金融機関、コンビニ等ATM付近 防災行政無線・安全安心メールにて、住民への啓発を行った。

22 鎌ケ谷市 広報 ポスター掲示 鎌ケ谷警察署 10月11日～10月24日 新鎌ケ谷駅自由通路 － 鎌ケ谷警察署が市内の高校に依頼して制作した、電話ｄｅ詐欺被害防

止のポスターを新鎌ケ谷駅自由通路の掲示板に掲示し、防犯意識の高

揚を図った。

※市は、掲示の手配等の協力をした。

キャンペーン 防犯街頭キャンペーン 鎌ケ谷警察署、鎌ケ谷市防犯

協会、鎌ケ谷市

10月15日 10:00～11:00 鎌ケ谷大仏駅 7名 警察署員、防犯協会事務局員、市防犯担当者が、防犯関係啓発品

（200部）の配布等の防犯キャンペーンを実施した。

23 君津市 広報 ポスター掲示 君津市 期間中 市役所庁舎内、市内各小中学校、各保育園 市庁舎内、市内の各学校及び保育園に安全で安心なまちづくり旬間の

ポスターを掲示して、防犯意識の向上を図った。

パトロール 電話de詐欺パトロール 防犯協会、君津市、君津警察

署、シルバー人材センター

10月15日 9:00～11:00 市内の金融機関、郵便局付近 20名

青パト3台

防犯関係啓発品の配布等による啓発活動及び青パトによる巡回広報を

実施した。

24 富津市 広報 ポスター掲示 市町村 期間中 各公民館、市民会館 各公民館、市民会館に安全で安心なまちづくり旬間のポスターを掲示

し、防犯意識の高揚を図った。

25 浦安市 広報 年金支給日に伴う電話de詐

欺注意喚起

浦安市 10月15日 10時 市内全域 － 年金支給日に合わせ、年金を狙った電話de詐欺被害防止のため、防災

行政無線を使用し、注意喚起放送を実施。

26 四街道市 キャンペーン ポスター掲示 四街道市 期間中 市役所庁舎内、各保育所（園）、各小・中学校 市役所庁舎内、各保育所（園）、各小・中学校内に安全で安心なまち

づくり旬間のポスターを掲示し、防犯意識の高揚を図った。

キャンペーン 電話de詐欺防止キャンペー

ン

四街道市

四街道警察署

10月15日 14：00～16：00 市役所前ATM付近 約10名 市役所前ATM付近にて、防犯関係啓発品のチラシ、ポケットティッ

シュを配布し、啓発活動を行った。

27 袖ケ浦市 広報 ポスター掲示 袖ケ浦市 期間中 市役所庁舎内、市内保育所・幼稚園、市内小中学校　他 安全で安心なまちづくり旬間のポスターを掲示し、防犯意識の高揚を

図った。

キャンペーン 電話de詐欺被害防止キャン

ペーン

木更津警察署

袖ケ浦市防犯協会

10月14日 ゆりまち袖ケ浦駅前モール １０名 家族と買い物に来ている子ども向けに、メッセージ付きの水ヨーヨー

を準備して祖父母に渡すよう呼び掛けを行い、電話de詐欺被害に遭わ

ないよう注意喚起を図った。

広報 ポスター掲示 木更津警察署

袖ケ浦市

期間中 市役所庁舎内 「電話de 詐欺」被害防止強化月間にあわせて、市役所庁舎１階の展

示スペースに電話de詐欺啓発ポスターを掲示して、注意喚起を図っ
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自治体名 分類 事業名 実施主体 日時 場所 人数 事業内容

28 八街市 キャンペーン 街頭キャンペーン 佐倉警察署 10月15日 11:00～12:00 イオン八街店 ３０人 警察署,市,防犯ボランティア団体とともに、啓発物資の配布と防犯の

呼びかけを行う。

広報 メール配信 八街市 10月15日 市民メール 年金支給日にあわせ、振り込め詐欺に対する注意喚起の市民向けメー

ル配信した。

広報 ポスター掲示 八街市 期間中 市庁舎、市内小･中学校 市庁舎,中央公民館,スポーツプラザ,小･中学校にポスター掲示した。

パトロール 防犯パトロール 八街市 10月15日 市内ＡＴＭ １名 年金支給日に、青パト車で市内ＡＴＭを巡回巡視した。

広報 電子掲示板掲載 八街市 10月1日～10月15日 行政情報掲示板 市庁舎内の電子掲示板に防犯に関する情報を掲載し、啓発を行った。

広報 広報掲載 八街市 10月15日、11月15日 広報やちまた ・旬間に関する啓発文掲載

・ポスター展報告

広報 ポスター掲示 佐倉警察署 10月22日～11月7日 八街市立図書館 市内小・中学校から募集した防犯ポスター展示会開催。

29 印西市 広報 ポスター掲示又はチラシの

配架

印西市 期間中 市役所庁舎内、市内小中学校・保育園 市役所庁舎内に安全安心まちづくり旬間のポスター掲示及びチラシの

配架を行い、防犯意識の高揚を図った。

キャンペーン 詐欺被害防止街頭啓発 印西市、警察 10月15日 10:30～11:30 日本医科大学千葉北総病院玄関前 10名程度 市役所・警察署が合同で街頭啓発を実施した。

30 白井市 キャンペーン 安全で安心なまちづくり防

犯キャンペーン

白井市、印西警察署 10月15日 10:00～12:00 白井市根476番地　フォルテ白井 市役所　2名

警察　8名

旬間中の年金支給日に商業施設において、買い物客に対し、啓発物

資・ビラを配布し電話de詐欺をはじめとした防犯対策を呼びかけた

広報 ポスター掲示 市町村 期間中 市役所庁舎内 市役所庁舎内に安全で安心なまちづくり旬間のポスターを掲示し、防

犯意識の高揚を図った。

31 富里市 広報 ポスター掲示 富里市 10月11日～10月20日 市役所庁舎内、市内こども園・保育園・幼稚園、市内小中学校　他 11校

13園

4施設

市役所庁舎、こども園、保育園、幼稚園、小中学校等に安全で安心な

まちづくり旬間のポスターを掲示し防犯意識の高揚を図った。

パトロール 防犯パトロール 富里市 10月11日～10月20日 富里市内 10名

青パト　2台

青色パトロール車による巡回パトロールを実施し住民への啓発を行っ

た。

32 南房総市 広報 ポスター掲示 市町村 期間中 市役所庁舎内 市役所庁舎内に安全で安心なまちづくり旬間のポスターを掲示し、防

犯意識の高揚を図った。

広報 電話de詐欺啓発チラシの配 市町村 期間中 回覧にて送付 市民に電話de詐欺の啓発チラシを配布した。

33 匝瑳市 広報 防犯のぼり旗の掲示 匝瑳市

匝瑳市防犯協会

期間中 市内全域 電話de詐欺防止などの防犯のぼり旗を設置し、犯罪発生の未然防止を

市民へ広く周知した。

広報 ポスター掲示 匝瑳市 期間中 市役所庁舎ほか、市内公共施設 市役所庁舎内に安全で安心なまちづくり旬間のポスターを掲示し、防

犯意識の高揚を図った。

広報 防災行政無線による啓発 匝瑳市 10月14日

10月15日

市内全域 市内で犯罪が多発する侵入盗や、電話ｄｅ詐欺の未然防止を市民へ広

く周知した。

広報 年金支給日に係る電話de詐

欺特別警戒

匝瑳警察署

匝瑳市

匝瑳市防犯協会

10月15日 市内中央地区 ４人 年金支給日である10月15日に、市内中央地区にある銀行4か所のＡＴ

Ｍにおいて、電話ｄｅ詐欺の被害未然防止声掛けと旬間の広報啓発を

行った。

その他 電話ｄｅ詐欺被害防止モデ

ル地区戸別訪問

匝瑳警察署

匝瑳市

匝瑳市防犯協会

10月20日 市内椿海地区 ９人 警察署において市内椿海地区を電話ｄｅ詐欺被害防止モデル地区に設

定。戸別訪問による被害防止対策（留守番電話機能設定）についての

説明や、留守電未設定のお宅では警察署員が設定まで行い、被害の未

然防止を周知した。

34 香取市 広報 ポスター掲示 市町村 期間中 市役所庁舎内 市役所庁舎内に安全で安心なまちづくり旬間のポスターを掲示し、防

犯意識の高揚を図った。

広報 のぼり旗設置 防犯パトロール隊、

市町村

期間中 市内各所 市内各所にのぼり旗「みんなでつくろう安心のまち　防犯パトロール

実施中」を設置し、防犯意識の高揚を図った。

キャンペーン 電話de詐欺 街頭キャンペー

ン

警察署、商工会議所、

高等学校、市町村等

10月12日 16:00～17:00 市内ショッピングセンター 約20名 市内ショッピングセンターの入口付近で、電話de詐欺防止の啓発品配

布等のキャンペーンを実施し、市民への啓発を行った。

広報 自治会宛て文書回覧 警察署 10月15日発送 市内各世帯 文書回覧により、自動車盗難対策や電話de詐欺対策を周知し、防犯意

識の高揚を図った。

35 山武市 パトロール 電話de詐欺パトロール 市町村 期間中 市内金融機関・商業施設周辺 ２名

青パト１台

旬間期間中、市職員が青パトによる電話de詐欺防止のアナウンスを行

い、住民への啓発を図った。

広報 ポスター掲示 市町村 期間中 市役所庁舎内 市役所庁舎内に安全で安心なまちづくり旬間のポスターを掲示し、防

犯意識の高揚を図った。

36 いすみ市 広報 いすみ市振り込め詐欺対策

電話機等購入費補助事業

いすみ市 年度内 市役所庁舎内 電話de詐欺の被害を防止するため、振り込め詐欺対策電話機等を購入

した場合の補助金交付事業を昨年度から継続し事業を広報紙、HP等の

掲載により、更なる電話de詐欺等の注意喚起や防犯意識の向上を図っ

た。

広報 ポスター掲示・チラシ及び

啓発物資の配架

いすみ市 期間中 市役所庁舎内 市役所庁舎内に安全で安心なまちづくり旬間等のポスターを掲示及び

電話de詐欺のチラシ、ティッシュ等を配架し、防犯意識の高揚を図っ

た。

パトロール 防犯パトロール いすみ市 期間中 市内全域 青パト1台（3名）他 防犯マグエッグを作成し、教育委員会・いすみ警察署等関係各所に配

布し防犯パトロールの強化を図り住民への啓発を行った。また青パト

にて市内巡回パトロールを実施。

37 大網白里市 広報 電話ｄｅ詐欺

注意喚起放送

大網白里市 10月14日 16:30

10月15日 9:30

市内 年金支給日に合わせて、防災行政無線にて電話ｄｅ詐欺の注意喚起放

送を実施した。

パトロール 防犯パトロール 各自主防犯団体 期間中 市内 各団体3～6名ほど 青色防犯パトロールカーを使用した防犯パトロール（週１回）や、ゴ

ミ拾いをしながらのパトロールなどを各区内で実施した（毎日や月～

土曜日など）

広報 電話de詐欺チラシ配布 大網白里市 10月12日 市内 市内各公共施設への配布、区長回覧での各地区への回覧、老人クラブ

各会員への配布を実施した。（合計2,686枚）

広報 安全で安心なまちづくり旬

間ポスター掲示

大網白里市 期間中 市内 市内各公共施設、保育所、小中学校に安全で安心なまちづくり旬間ポ

スターを掲示した。

38 酒々井町 キャンペーン 防犯街頭キャンペーン 佐倉警察署、酒々井町、防犯

協会

10月15日

11:00～12:00

ＪＲ酒々井駅前ロータリー、せんどう酒々井店前 １１名 佐倉警察署、町防犯担当者、及び防犯協会とともに防犯関係啓発品の

配布等の防犯キャンペーンを実施した。

広報 町防災行政無線による啓発 酒々井町 10月5日、15日、18日

各日10時

町内 町防災行政無線を活用し、電話de詐欺被害防止強化月間の啓発を実施

した。

パトロール 電話de詐欺パトロール 酒々井町 10月中 町内 10月中、町職員及びセーフティーアドバイザーにより、青色防犯パト

ロールにおいて、電話de詐欺防止のアナウンスを行い町民への啓発を

実施した。

広報 ポスター掲示 酒々井町 10月中 町施設 酒々井町役場庁舎内、中央公民館及び防犯ボックスに電話de詐欺被害

防止強化月間のポスターを掲示し、防犯意識の高揚を図った。

広報 メール配信・ツイッターに

よる啓発

酒々井町 10月5日、15日、25日 各日10時 町内 メール配信、ツイッターを活用し、電話de詐欺被害防止強化月間の啓

発を実施した。

39 栄町 キャンペーン 電話de詐欺防止啓発活動 栄町・防犯団体 10月15日 10:00～11:00 JA西印旛東部支店 6名・青パト1台 年金支給日に合わせ、来客に対すし電話de詐欺防止のアナウンス及び

啓発物資を配布し、町民への啓発を行った。
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自治体名 分類 事業名 実施主体 日時 場所 人数 事業内容

キャンペーン 犯罪抑止等キャンペーン 栄町 10月15日 13:00～16:00 JR安食駅南口ロータリー 5名 各種犯罪抑止・被害防止に対する声掛けを実施し、自転車利用者に対

しては盗難防止のための鍵を配布し防犯意識の高揚を図った。

パトロール 防犯パトロール 栄町 期間中 13:00～17:00 町内全域 延べ8名 青パトにより町内を巡回し、犯罪抑止・被害防止のアナウンスを行

い、町民への防犯意識の高揚を図った。

広報 ポスター・犯罪抑止啓発旗

の掲示

栄町・防犯団体 期間中 ポスター：庁舎、学校、駅等

啓発旗：主要道路沿線

ポスターは、役場庁舎内、町内小中学校及び保育施設等に掲示し、犯

罪抑止啓発旗は防犯団体により主要道路沿線に掲示、防犯意識の高揚

を図った。

40 神崎町 広報 ポスター掲示 市町村 期間中 役場庁舎内 庁舎内に安全で安心なまちづくり旬間のポスターを掲示し、防犯意識

の高揚を図った。

41 多古町 広報 ポスター掲示 市町村 期間中 役場庁舎内 役場庁舎内に安全で安心なまちづくり旬間のポスターを掲示し、防犯

意識向上を図った。

42 東庄町 広報 ポスター掲示 市町村 期間中 役場庁舎内 安全で安心なまちづくり旬間のポスターを掲示し、意識の高揚を図っ

た。

パトロール 防犯パトロール 市町村 10月13日 19：00～20：00 町内 ３名

青パト３台

青パトによる巡回広報を実施。アナウンスを流し、防犯に対する注意

を呼び掛けた。

43 九十九里町 広報 ポスター掲示 市町村 期間中 市役所庁舎内 市役所庁舎内に安全で安心なまちづくり旬間のポスターを掲示し、防

犯意識の高揚を図った。

44 芝山町 パトロール 電話de詐欺パトロール 芝山町 10月20日 16:00～17:00 町内一円 ３名

青パト１台

青パトによる巡回パトロールを実施し、電話de詐欺防止や盗難防止の

アナウンスを行い、住民への啓発を行った。

広報 ポスター掲示 芝山町 期間中 庁舎内 庁舎内に安全で安心なまちづくり旬間のポスターを掲示し、防犯意識

の高揚を図った。

45 横芝光町 広報 ポスター掲示 横芝光町 期間中 庁舎内 市役所庁舎内に安全で安心なまちづくり旬間のポスターを掲示し、防

犯意識の高揚を図った。

広報 のぼり旗設置 横芝光町 期間中 地区主要箇所 各地区の主要箇所へのぼり旗の設置を行い町民の方々への防犯意識の

高揚を図った。

パトロール 防犯パトロール 市町村 10月16日、10月20日 町内全域 防犯指導員４名 青パトによる啓発パトロールを行った。

46 一宮町 中止 該当なし

47 睦沢町 中止 該当なし

48 長生村 広報 ホームページ周知 市町村 期間中 ホームページ 当村ホームページ上にて、電話de詐欺防止の啓発を行い、防犯意識の

高揚を図った。

広報 ポスター掲示 市町村 期間中 市役所庁舎内 村役場庁舎内に特殊詐欺防止ポスターを掲示し、防犯意識の高揚を

図った。

キャンペーン 啓発物品配付 市町村 期間中 市役所庁舎内 村役場庁舎内で啓発物品（メモ帳）の配付を行い、防犯意識の高揚を

図った。

49 白子町 パトロール 防犯パトロール 白子町 10月12日、15日、19日 町内 １名 青色回転灯車両による町内巡回パトロールを実施

50 長柄町 キャンペーン 防犯街頭キャンペーン 市町村、警察署、防犯協会 10月15日 10:00～11:00 茂原ショッピングセンターアスモ　ATM前 14名 市町防犯担当者、警察署とともに防犯関係啓発品の配布等の防犯キャ

ンペーンを実施した。

広報 ポスター掲示 市町村 期間中 役場庁舎内 役場庁舎内に安全で安心なまちづくり旬間のポスターを掲示し、防犯

意識の高揚を図った。

51 長南町 パトロール 青色防犯パトロール 長南町防犯組合 期間中 町内全域 ６名 青色防犯パトロール車による、町内全域に巡回パトロールを実施。

52 大多喜町 キャンペーン 電話DE詐欺撲滅に向けた声

掛け運動

大多喜幹部交番・勝浦警察署

(生活安全課・移動交番)・大

多喜地区防犯組合連合会・大

多喜町少年補導員防犯パト

ロール隊

10月11日 14:00～15:00 おおたきショッピングプラザ・オリブ駐車場 17名 防犯グッズ(チラシ・マスクケース等)200個配布

広報 ポスター掲示 大多喜町 期間中 町役場庁舎内 市役所庁舎内に安全で安心なまちづくり旬間のポスターを掲示し、防

犯意識の高揚を図った。

53 御宿町 広報 ポスター掲示 市町村 期間中 役場庁舎内 役場庁舎内に安全で安心なまちづくり旬間のポスターを掲示し、防犯

意識の高揚を図った。

54 鋸南町 広報 ポスター掲示 鋸南町 期間中 役場庁舎内 役場庁舎内にポスターを掲示し、防犯意識の高揚を図った。

広報 防災安心メール 鋸南町 期間中随時 館山警察署から情報提供のあった防犯情報（電話de詐欺等）を防災安

心メールにて送付し、注意喚起を図った。
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