
■３　街頭犯罪・侵入犯罪の抑止
１　街頭犯罪の現状と対策
　街頭犯罪とは、路上や駐車場等の屋外で発生する犯罪をいい、９罪種(路上強盗、ひったくり、
自動車盗、オートバイ盗、自転車盗、自動販売機ねらい、車上ねらい、強

ごうかん

姦及び強制わいせつ) 
で刑法犯認知件数の43.3パーセントを占めています。
　平成28年中の街頭犯罪認知件数は、３万95件で、平成15年以降減少傾向が続いています。

　街頭犯罪９罪種のうち、認知件数が最も多いのは
自転車盗で、72.1パーセントを占めています。
　自転車盗被害における被害時の施錠の状況をみる
と、53.2パーセントが鍵をかけていない状態で盗ま
れています。
　また、自転車盗被害者のうち、小学生から高校生
までの児童や生徒は、全体の26.5パーセントでした。
　被害に遭いやすい児童や生徒を中心に、
　○　短時間でも確実に施錠する
　○　ワイヤー錠等で二重ロックする
　○　路上に放置せず、駐輪場を利用する
等の防犯指導を推進するとともに、行政機関等と協
力し、防犯性の高い駐輪場の整備を促進しています。

街頭犯罪認知件数の推移

罪種別認知状況（前年との比較）

Ｈ28 増減数 増減率
全 刑 法 犯 69,456 -4,000 -5.4%
街　頭　犯　罪 30,095 -1,394 -4.4%

自 転 車 盗 21,690 -570 -2.6%

車 上 ね ら い 4,467 644 16.8%

オートバイ盗 1,317 -1,368 -50.9%

自販機ねらい 818 -103 -11.2%

自 動 車 盗 914 -5 -0.5%
ひ っ た く り

436 -7 -1.6%強制わいせつ

334 33 11.0%
路 上 強 盗

57 -15 -20.8%強 姦

62 -3 -4.6%
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２　侵入窃盗の現状と対策
　平成28年中、侵入窃盗の認知件数は4,722件で、平成18年と比較して68.5パーセント減少しま
した。侵入窃盗のうち住宅を対象としたもの(空き巣、忍込み、居空き（注）)は2,548件で、侵入
窃盗全体の54.0パーセントを占めています。
　　（注）　空き巣：家人不在の住宅に侵入し、金品を盗む手口
　　　　　忍込み：夜間、家人就寝中の住宅に侵入し、金品を盗む手口
　　　　　居空き：家人が在宅中に隙を見て侵入し、金品を盗む手口

 

　平成28年中の住宅対象侵入窃盗の内訳は、空き巣が67.3パーセントで最も多く、次いで忍込み
が27.5パーセント、居空きが5.1パーセントとなっています。
　住宅への侵入手段のうち、鍵のかかっていない戸や窓から侵入する無締り侵入の割合がここ数
年４割を超えており、平成28年中は42.4パーセントとなっています。
　県警察では、防犯対策として「短時間の外出時はもとより、在宅時でも必ず施錠する」、「玄関
や窓は補助錠等でツーロックする」、「防犯グッズを活用する」等の広報啓発を行うとともに、地
域住民と連携して被害多発地域の街頭パトロールを行っています。

侵入窃盗認知件数の推移

住宅対象侵入窃盗の内訳
（平成28年中）

住宅対象窃盗の侵入手段内訳(割合)
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■４　地域警察活動の強化
　県警察では、安全で安心して暮らせるまちづくりを実現
するため、「通勤、通学時間帯における立番」、「駅前や事件・
事故多発地帯における立しょう警戒活動」、「徒歩、自転車
によるきめ細やかなパトロール活動」、「パトカーによる駐
留警戒」、「巡回連絡等による管内実態把握活動」、「機動力
を活かしたハイパー・サイクル・ポリスの活動」を強化し、
より多くの制服警察官を街頭で活動させています。

１　地域に密着した交番・駐在所の活動
⑴　地域の「生活安全センター」
　交番・駐在所では、110番通報への対応、パトロール、
盗難届、遺失届や拾得物件の受理、地理案内等を行ってい
ます。また、パトロールによる各種犯罪の予防・検挙活動
や巡回連絡等、地域住民の中に溶け込みながら地域に密着
した活動を展開し、地域の「生活安全センター」としての
役割を果たしています。
⑵　交番相談員の活動
　街頭活動による警察官の不在を補完するため、全ての交
番・派遣所に交番相談員を配置しています。また、交番機
能のさらなる強化を図るため、平成19年度から交番相談員
を複数配置しており、現在、139か所の交番と３か所の派
遣所に複数の交番相談員を配置しています。交番相談員は、
知識・経験が豊かな元警察職員であり、交番等において地
理案内、遺失届や拾得物件の受理、各種相談への対応等を行い、「いつも交番にいるので安心で
きる」等好評を得ています。
　
２　日夜活動するパトカー
　パトカーは、自動車警ら隊、鉄道警察隊及び各警察署に
配置しています。機動力を活かして、路上強盗やひったく
り等、県民に身近な街頭犯罪をはじめとする各種犯罪の予
防や職務質問による検挙活動を行うとともに、110番等の
緊急通報にいち早く急行して対応するなど、日夜、地域の
安全と平穏を守るために活動しています。

徒歩によるパトロール活動

交番勤務員による１１０番通報への対応

交番相談員の活動

パトカーによる街頭活動
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３　１１０番通報への迅速的確な対応
　平成28年中の110番通報(有効受理)件数は、全国で５番目に多い53万6,858件で、前年に比べ
3,431件(0.6パーセント)増加しました。このうち、携帯電話からの通報は37万202件で、全体の
69.0パーセントを占めています。
　県警察では、110番通報に迅速、的確に対応するため、
受理台を増設するなど、通信指令室の整備に努めています。
　聞くことや話すことが不自由な方からの通報は、
　○「メール110番」http://saitama110.jp/
　○「ＦＡＸ110番」0120－264－110
を設置し通報を受けています。

４　空からの守り
　航空隊には、３機のヘリコプターを配備し、路上強盗や
ひったくり等の街頭犯罪への警戒をはじめ、救難救助、交
通取締り、災害発生時の情報収集、環境犯罪の監視等、多
岐にわたる活動を行っています。
　また、その機動力を最大限に発揮して、広域化、スピー
ド化する犯罪等に迅速に対処しています。犯罪、交通事故
等が発生した際は、通信指令室、パトカー等と連携を図り、
情報収集、犯人の捜索、追跡等を行っています。

５　鉄道利用者の安全と安心の確保
　鉄道警察隊は、ＪＲ大宮駅に所在し、ＪＲ熊谷駅、ＪＲ
さいたま新都心駅や埼玉高速鉄道浦和美園駅を拠点とし
て、列車内、駅等の鉄道施設のパトロールや警戒を行い、
すり、置引き、痴漢犯罪のほか、鉄道妨害事案等の各種犯罪の予防、検挙活動を行っています。
　また、「痴漢被害相談所」を設置して被害者等からの相談に対応しています。

１１０番通報への対応

列車内の警戒活動

救助訓練活動中のヘリコプター

110番通報の推移 事案別有効受理件数
� （平成28年中）
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６　山岳遭難の防止
　県内の山岳地域では、毎年、山岳遭難が発生しており、平成28年中は56件で64人が遭難し、う
ち５人が亡くなっています。軽装備、知識不足、計画の不備、体力不足等が原因となるケースが
多いのが現状です。
　県警察では、山岳救助隊を中心に、山岳パトロール、遭難多発時期における雲取山常駐警戒の
ほか、安全登山講話及び実地登山講習による登山指導等を実施しています。
　また、行政機関と連携して、登山届提出キャンペーン活動、登山道の調査・整備、山岳情報の
提供等の山岳遭難防止対策を推進しています。

７　水難の防止
　県内の河川では、平成28年中、26件で36人が水難に遭い、うち７人が亡くなっています。ルー
ルを無視した危険な行為によるものが多く、特に夏期には、急流河川における高所からの飛び込
み、飲酒した上での水遊び、ライフジャケット未装着での安易な遊泳等危険な行為により溺れる
ケースが多発しています。
　県警察では、警備艇「ふくじゅそう」による水上パトロールのほか、民間と協力して主要河川
における水上パトロールを実施し、プレジャーボート等の無謀運転者や河川周辺における危険行
為者に対する指導、警告に当たっています。
　また、急流河川を管轄する秩父警察署では、ラフティングボートによる河川パトロールを実施
し、危険区域での遊泳者に対する指導、警告、水難者の救助活動を行うとともに、水難多発場所
における防止対策を効果的に行うため、関係機関との連携を図っています。

山岳救助隊による山岳パトロール活動

急流河川パトロール

山岳遭難発生状況の推移

水難発生状況の推移
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■５　防犯のまちづくり
　県警察では、県民の身近で発生する街頭犯罪や侵入窃盗、子どもや女性、高齢者を対象とした
犯罪を防止するため、自治体をはじめ、事業者や地域住民とともにハード、ソフトの両面から、
犯罪を起こさせにくい環境づくりを行う「防犯のまちづくり」に取り組んでいます。

１　地域安全活動の推進
⑴　自治会による自主防犯活動の推進
　地域の防犯リーダーとして地域防犯推進委員を委嘱す
るなど、自治会を中心に、防犯パトロール等の自主防犯活
動の促進、支援に努めています。
　県内では、平成28年12月末現在5,984団体の自主防犯活
動団体が活動しています。
　これらの団体に対して、地域ごとに犯罪情報や防犯情報
を提供しているほか、警察官との合同によるパトロール、
防犯指導・講習等の支援を実施しています。
⑵　青色回転灯装着車によるパトロール
　青色回転灯装着車による防犯パトロール(青色防犯パトロール)は、自治体や自主防犯活動団体
等からの申請に基づき、県警察本部長が証明することにより実施することができます。
　県内では、平成28年12月末現在598台が実施しており、警察署ごとに青色防犯パトロールに必
要な知識と事案対応の要領等について講習を行うなど、指導・支援をしています。
⑶　若い世代の参加促進を図る環境づくり
　若い世代に自主防犯活動への参加促進を図るため、県内
に居住又は通学する大学生等の若者をヤング防犯ボラン
ティア「クリッパーズ」のメンバーとして委嘱しており、
クリッパーズは、各種防犯キャンペーン等に積極的に参加
しています。また、自主防犯活動団体の結成を促すため、
県内の大学に働きかけを行い、昨年は、平成国際大学の学
生による「平成加須まもり隊」が結成され、通学路等の見
守り活動を行っています。
⑷　地域安全協定の締結
　子どもや女性、高齢者を犯罪から守る地域環境づくりのため、自治体や防犯関係団体・地域事
業者等と「犯罪の被害に遭い、又は遭いそうになった子ども等の一時保護と警察への通報」、

「子どもの見守り活動と犯罪や不審者を目撃した際の警察への通報」等を内容とする地域安全協
定を積極的に締結しています。

「クリッパーズ」の活動状況

自主防犯活動団体の推移
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２　地域安全情報の発信
　犯罪の発生情報や、防犯対策を県民の皆様に迅速に情報発信しています。
⑴　自治体等と連携した情報発信
　県内全市町村等と「犯罪情報の住民提供等に関する協定」を締結し、連携した情報発信を実施
しています。
⑵　インターネットを活用した情報発信
　○　県警メールマガジンの活用
　　　犯罪発生情報や不審者情報等を「犯罪情報官ＮＥＷＳ(ニュース)」により情報発信しています。
　○　Twitter(ツイッター )の活用
　　　若者世代に利用者の多い｢Twitter(ツイッター )｣により犯罪情報等の提供を行っています。
　○　Yahoo!(ヤフー )防災速報の活用

ヤフー株式会社が運用するスマートフォン用アプリ「Yahoo!(ヤフー )防災速報」により、
犯罪情報等の提供を行っています。

　○　県警ホームページの活用
重要凶悪犯罪等、各種犯罪に関する情報や防犯対策等の情報を随時発信しています。また、

「事件事故発生マップ」で、路上強盗、ひったくり等４種類の犯罪と不審者情報の発生場所
をお知らせしています。

⑶　その他の情報発信
　新聞社の協力により防犯折り込みチラシを定期的に県内約92万世帯に配布しています。
　また、子どもや女性、高齢者等、対象に応じて広報紙を作成し、関係機関、団体を通じて配布
しています。

３　安全な環境づくりの推進
　防犯のまちづくりは、地域住民による自主防犯活動や子どもの身守り活動といったソフト面の
対策のほかに、ハード面の対策として犯罪の起きにくい防犯環境の整備が重要です。
　県警察では、自治体をはじめ、道路や公園、共同住宅等
の管理者に対し、
　○　道路、公園、駐車場等の明るさや見通しの確保
　○　防犯カメラの設置や防犯性能の高い建物部品の活用
　○　危険箇所の改善
等の安全な地域環境づくりを積極的に提案しています。

街頭防犯カメラの設置状況

《主な広報紙》
⃝「防犯速報」…子どもを対象とした声かけ事案等を配信(県内の小学校等)
⃝「ＳＤＮ速報」…女性を対象とした性犯罪や声かけ事案等を配信(大学、短期大学等)
⃝「防犯便り『ひまわり畑』」…高齢者を対象とした振り込め詐欺等を配信(老人クラブ連合会等)
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■６　風俗・経済・環境事犯の検挙
１　繁華街・歓楽街総合対策の推進
　繁華街や歓楽街は、風俗環境が悪化すると暴力団や外国人犯罪組織による犯罪の温床となり、
県民等の体感治安の悪化を招きかねません。
　県警察では、「繁華街・歓楽街総合対策本部」を設置し、
大宮駅周辺や西川口駅周辺の繁華街・歓楽街を重点に風
俗環境浄化対策を推進しています。
 ⑴　風俗関係事犯等の検挙
　風俗営業店や居酒屋等の関係者による悪質な客引き、
性を売り物とする違法性風俗店に対する取締り等を行い、
特に暴力団や外国人犯罪組織が関与するものについては、
積極的に犯罪収益の剥奪等を実施しています。
　平成28年中は、風俗関係事犯等195件(前年比－57件)を
検挙しました。

 ⑵　風俗環境浄化対策の推進
　客引き防止標語看板の設置､ 消防局等関係行政機関と連携した雑居ビル等に対する合同査察､ 地
元商店会等関係機関団体と協力した環境浄化パトロール及びキャンペーンの実施等、県内私立大学
と連携した大学生への客引き行為防止のための注意喚起等の活動を積極的に推進しています。

合同査察（大宮署） 環境浄化キャンペーン（川口署）

風俗関係事犯等検挙の推移

《平成２８年中の主な検挙》
⃝　大宮駅周辺における悪質な客引き集中取締り (保安課、大宮署)

⃝　外国人が稼働する違法性風俗店における売春防止法(場所提供業等)及び風適法(禁止地域営業)違

反事件 (保安課、草加署)

⃝　デリバリーヘルス営業を仮装した違法性風俗店における売春防止法(周旋等)及び風適法(無届営

業等)違反等事件 (保安課、東入間署)
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２　悪質商法の取締り状況
　警察安全相談等を通じて悪質商法に関する情報の収集に努めるとともに、県消費生活支援セン
ター等の関係機関と連携し、高齢者の資産を狙った特定商取引等事犯、被害回復や高配当をうた
い文句にする利殖勧誘事犯等、悪質な事件を重点に積極的な取締りを推進しています。
　平成28年中は、悪質商法事犯31件29人(前年比±０件、±０人)を検挙しました。

３　ヤミ金融事犯の取締り状況
　依然としてヤミ金融業者による高金利貸付けや厳しい取立て、違法な広告等が後を絶たないこ
とから、悪質なヤミ金融事犯の取締りを重点的に推進しています。特に、いわゆる090金融等の
非対面型で広域にわたるヤミ金融事犯及び暴力団が関与するヤミ金融事犯については、積極的な
取締りを推進しています。
　平成28年中は、ヤミ金融事犯65件44人(前年比＋42件、＋26人)を検挙しました。

４　生活環境の保全
　県内では、廃棄物の不法投棄や不法焼却等が依然と
して後を絶たず、県民の生活環境が著しく脅かされて
います。
　このため、県民生活を脅かす悪質な環境事犯の情報
を収集するとともに、県、市町村等の関係機関との緊
密な連携を図り、悪質な事件を重点に積極的な取締り
を推進しています。
　平成28年中は、環境事犯274件294人(前年比＋24件、＋28人)を検挙しました。

投棄された廃棄物

《平成２８年中の主な検挙》
⃝　大手通信事業者のキャンペーンコスチュームをインターネットオークションで偽造販売した商標

法違反事件 (生活経済課、大宮署)

⃝　高齢者を対象とした訪問型の金
きん

地
じ

金
がね

投資販売に係る詐欺事件 (生活経済課、草加署)

《平成２８年中の主な検挙》
⃝　無登録・高金利のヤミ金融業者による賃金業法・出資法違反事件 (生活経済課、川越署)

《平成２８年中の主な検挙》
⃝　太陽光発電設備の設置目的場所における元暴力団員による廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(投棄禁止)違反事件 (生活経済課、深谷署)

⃝　土木作業員による建設系廃棄物の連続不法投棄事件 (生活経済課、春日部署、越谷署)

⃝　造園業者による古墳における廃棄物の処理及び清掃に関する法律(投棄禁止・無許可産業廃棄物

収集運搬業)違反事件 (生活経済課、上尾署)
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■7　警察安全相談等への対応
１　警察安全相談等受理状況
　県民から寄せられる警察安全相談等の平成28年中の新規受理件数は13万7,471件で、前年と比
べて1,689件(1.2パーセント)減少しました。
　相談内容は、「サイバー犯罪、悪質商法、ヤミ金等の防犯問題」、「配偶者暴力、家庭不和・
職場・近隣関係等の家事問題」、「振り込め詐欺をはじめとする事件相談」、「パトロール」、「ストー
カー行為、不審電話等の迷惑行為」等、多岐にわたっています。

２　警察安全相談の受理体制等
⑴　警察本部、警察署の受理体制
　県民から寄せられる警察安全相談等に適切に対応するため、警察本部に「けいさつ総合相談セ
ンター」を、各警察署には警務課(係)を窓口とする「警察安全相談室」を設置し、相談窓口の一
元化を図っています。また、それぞれに専任の警察官と非常勤の警察安全相談員(小鹿野警察署
を除く。)を配置し、受理体制と対応の充実を図っています。
⑵　警察相談専用ダイヤル「＃9１１0」の設置
　けいさつ総合相談センターに、県民からの相談窓
口電話として、警察相談専用ダイヤル「＃9110」を
設置しています。
　なお、９月11日の「警察相談の日」を中心として、
「＃9110」を県民に広く知っていただくため、積極的
な広報啓発活動を行っています。

相談内容(平成28年中)

「＃9110」の広報啓発活動 

取扱件数の推移

＃9１１0を利用しましょう！！～警察の相談ダイヤル＃9１１0～
「110番」は、事件・事故への緊急電話です。不要・不急の各種相談は、｢＃9110」をご利用ください。
※ダイヤル回線及び一部のＩＰ電話の場合は、相談専用電話(048-822-9110)へおかけください。

　�また、月～金曜日(祝休日、年末年始を除く。)の午前８時30分～午後５時15分以外の時間帯につい

ては、埼玉県警察本部代表電話(048-832-0110)へおかけください。
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■８　少年非行の防止
１　県内の少年非行情勢
⑴　刑法犯少年
ア　刑法犯少年の推移
　刑法犯で検挙・補導した少年は年々減少しており、平成28年中は2,090人で、前年に比べて559
人(21.1パーセント)減少し、成人を含めた全刑法犯に占める少年の割合は16.1パーセントとなり
ました。
　また、刑法犯少年の人口1,000人当たりの検挙人員は4.5人で、前年に比べて1.6人減少してい
ますが、成人(1.8人)の2.5倍となっています。

イ　少年の再犯者
　少年の再犯者とは、刑法犯で検挙された14
歳以上の少年のうち、過去に非行を犯した少
年をいいます｡
　平成28年中の少年の再犯者は789人で、前
年と比べて156人減少しました。
　犯罪少年に占める再犯者の割合は42.4
パーセントで前年に比べて1.9ポイント上昇
しました。
ウ　初発型非行
　初発型非行とは、非行の初期段階に犯す傾
向のある万引き、自転車盗、オートバイ盗及
び占有離脱物横領の犯罪をいいます。　
　平成28年中、初発型非行で検挙・補導した
少年は1,157人で、前年に比べて360人(23.7
パーセント)減少しました。
　刑法犯少年に占める初発型非行の割合は、
55.4パーセントで、前年に比べ1.9ポイント
下降しました。

検挙・補導人員と少年の占める割合の推移 刑法犯少年と成人被疑者の人口比の推移

初発型非行の検挙・補導人員の推移

少年の再犯者の推移

－ 25 －



エ　街頭犯罪
　平成28年中、街頭犯罪(路上強盗、ひったく
り、自動車盗、オートバイ盗、自転車盗、自動
販売機ねらい、車上ねらい、強

ごう

姦
かん

及び強制わい
せつの９罪種)で検挙・補導した少年は500人
で､ 前年に比べて92人(15.5パーセント)減少し
ました。
　成人を含めた検挙・補導人員に占める少年の
割合は39.2パーセントと減少傾向で推移してい
ます。

⑵　不良行為少年
　喫煙や深夜はいかい等の不良行為で補導した
少年は年々減少し、平成28年中は３万4,544人
で、前年と比べて3,720人(9.7パーセント)減少
しました。
　行為別でみると、深夜はいかいが最も多く
63.0パーセント、次いで喫煙が15.8パーセント
で、この２つの行為種別で全体の約８割を占め
ています。

２　総合的な非行防止対策の推進
⑴　非行少年を生まない社会づくり
ア　立ち直り支援活動、継続補導
　少年と地域社会との絆を構築することで、立ち直りの
きっかけとなるよう、農業体験活動やスポーツ活動等へ
の参加支援を行っています。
　また、保護者の協力を得て、少年に対する指導、助言
等の継続補導を実施しています。
イ　少年相談活動
　少年や保護者等から非行、家出、いじめ等の少年問題に関する相談を受け付けています。少年
サポートセンターでは、臨床心理士や少年非行の取扱い経験豊富な職員が指導、助言を行ってい
ます。

《平成２８年中の主な検挙》
⃝　非行集団構成員を含む少年らによる殺人事件� (少年捜査課、捜査第一課、東松山署)

⃝　暴走族構成員らによる集団暴行等事件� (少年捜査課、交通捜査課、大宮署)

不良行為少年の補導人員の推移

街頭犯罪検挙・補導人員の推移

立ち直り支援活動
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ウ　街頭補導活動
　少年を犯罪から守り、犯罪を起こさせないためには、
喫煙や深夜はいかい等の不良行為や問題行動を発見した
段階で適切な指導、助言を行うことが重要です。そこで、
少年警察ボランティア等と協働して、繁華街や公園等の
少年のたまり場となりやすい場所を重点に、街頭補導活
動を行っています。
エ　関係機関との連携
　少年の非行を防止し、健全な育成を図るためには、家庭、学校、地域社会と一体となって取り
組むことが極めて重要であるため、教育委員会や児童相談所その他関係機関と緊密に連携し、総
合的な少年非行防止対策を推進しています。
⑵　少年の規範意識を醸成する活動
ア　非行防止教室
　警察本部の非行防止指導班「あおぞら」と各警察署では、県内の小・中・高校生を対象に、防
犯・非行防止・薬物乱用防止教室を通して、少年の規範
意識を醸成する活動を推進しています。
イ　スクール・サポーターの活動
　元警察官又は教員経験者をスクール・サポーターとし
て採用し、中学校の要請に基づき派遣しています。
　派遣された中学校では、教職員と連携し、いじめを含
めた生徒の非行・問題行動への対応や、校内のパトロー
ルを行うなど、生徒の健全育成と校内環境の保持に向け
た支援活動を行っています。
ウ　少年警察ボランティアによる活動
　少年の健全育成に深い理解と熱意のある方々を「少年
指導委員」に委嘱しており、街頭補導活動や風俗営業者
への助言等の活動を行っています。
　また、少年と年齢が近い兄姉世代である大学生を少年
非行防止学生ボランティア「ピアーズ」として委嘱し、
非行防止キャンペーンや学習支援等の活動に取り組んで
います。
エ　社会参加活動
　少年の規範意識の醸成と健全育成を図るため、小・中
学生を対象とした「ひまわり少年クラブ」を警察署ごと
に結成し、関係機関、団体等と協力して、スポーツ活動、
環境美化活動、福祉施設訪問等の社会参加活動を行って
います。

街頭補導活動

非行防止教室

「ピアーズ」による非行防止キャンペーン

社会参加活動
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３　少年の保護総合対策
⑴　児童虐待防止対策
　近年急増する児童虐待事案から子どもを守るため、子
どもの安全確認、安全確保を最優先とした対応の徹底を
図っています。
　また、児童虐待事案認知時の速やかな通告のほか、非
協力家庭に対する臨検・捜索等を想定した児童相談所と
の合同訓練等、児童相談所との連携強化に努めています。
⑵　少年の福祉を害する犯罪の取締り
　児童買春や児童ポルノをはじめとする少年の福祉を害する犯罪の積極的な取締りと被害少年の
発見、保護に努めています。
　また、少年を取り巻くインターネット環境の多様化に伴い、保護者に対して分かりやすい啓発
活動の強化に努めているほか、携帯電話販売店にフィルタリングの説明や適切な措置を要請する
など、インターネット利用による少年の犯罪被害や非行を防止するための取組を推進しています。

児童相談所との合同訓練

《平成２８年中の主な保護対策》
⃝　改正児童ポルノ法(平成27年７月罰則適用開始)により新設された自己性的目的所持罪を適用した

県内初の検挙� (所沢署)

　県警察では、少年の非行防止と健全育成活動のキーステーションとして、少年サポートセン

ターを県内４か所に設置し、県、市町村、学校、地域ボランティア等の関係機関・団体と連携し、

総合的な少年非行防止対策を行っています。

少年サポートセンターの活動

少年サポートセンター 関係機関
団体

総合的な少年非行防止対策

街頭補導活動 非行防止教室少年相談活動

広報啓発活動立ち直り
支援活動

連携・警察官　　・少年補導員　　　　・スクール・サポーター
・親子カウンセリング専門員※　　・少年相談専門員※
　※は臨床心理士の資格を有する者

・県
・市町村
・教育委員会
・学校
・児童相談所
・民生・児童委員
・保護司
・地域ボランティア
� 等
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■9　凶悪・重要事件の検挙
１　凶悪・重要事件の認知・検挙状況
⑴　重要犯罪(殺人、強盗、放火、強

ごう
姦
かん
、略取誘拐・人身売買、強制わいせつの６罪種)

　平成28年中、重要犯罪の認知件数は、前年よりも減少し、822件でした。また、検挙件数は631
件、検挙率76.8パーセントで７年連続70パーセント台を維持しています。

区　　分 重要犯罪
合計 殺人 強盗 放火 強姦 略取誘拐

人身売買 強制わいせつ

認知件数 822 66 191 57 57 15 436 
検挙件数 631 65 170 39 54 17 286 
検挙人員 526 64 189 30 43 17 183 
検挙率 76.8% 98.5% 89.0% 68.4% 94.7% 113.3% 65.6%

　凶悪・重要事件については、必要に応じて捜査本部を設置し、初期段階から大量の捜査員を動
員するなど事件の早期解決に努めています。
　平成28年中は３件の凶悪・重要事件について捜査本部を設置しましたが、全ての事件を検挙し
ました。

重要犯罪の推移

罪種別内訳

《平成２８年中の主な検挙》
⃝　朝霞市内女子中学生誘拐事件� (３月設置、３月検挙)

⃝　春日部市内独居男性死体遺棄事件� (４月設置、４月検挙)

⃝　東松山市大字下唐子地内における男性殺人事件� (８月設置、８月検挙)
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⑵　重要窃盗犯(侵入窃盗、自動車盗、ひったくり、すりの４罪種)
　平成28年中、重要窃盗犯の認知件数は6,100件となり、平成元年以降最少となっています。また、
検挙件数は3,024件で、検挙率は49.6パーセントとなり、前年に比べて3.3ポイント下降しました。

区　　分 重要窃盗犯
合計 侵入盗 自動車盗 ひったくり すり住宅対象 住宅以外

認知件数 6,100 4,722 2,548 2,174 914 334 130
検挙件数 3,024 1,978 889 1,089 834 124 88
検挙人員 501 343 143 200 69 47 42
検挙率 49.6% 41.9% 34.9% 50.1% 91.2% 37.1% 67.7%

　重要窃盗犯は、犯行を繰り返す常習性があるため、認知の段階から鑑識活動や手口分析を徹底
するなどして、被疑者の検挙に努めています。

２　捜査活動の強化
　県民が期待する力強い警察を目指すため、平成28年４月、刑事部刑事総務課内に初動捜査の支
援と通訳を担当する捜査支援・通訳センターを設置するなど、迅速かつ的確な初動捜査活動の強
化を図るとともに、事件を想定した実戦的訓練を重ねるなど、捜査体制の強化を図っています。

重要窃盗犯の推移

罪種別内訳

情報分析による初動捜査の支援 立てこもり訓練の状況

《平成２８年中の主な検挙》
⃝　関東・東北豪雨に乗じた空き巣事件� (捜査第三課､ 新座署ほか)

⃝　飲食店等を対象とした出店荒し事件� (捜査第三課､ 杉戸署ほか)

⃝　不良少年グループによるひったくり事件� (捜査第三課､ 少年捜査課ほか)
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■10　犯罪組織の壊滅・弱体化
１　組織犯罪の現状と対策
⑴　組織犯罪の現状
ア　暴力団
　暴力団は、組員らによる拳銃を使用した凶悪な犯罪や組織の継承等
をめぐる対立抗争事件、違法薬物の密売、振り込め詐欺をはじめとす
る特殊詐欺等に関与するなど、健全な市民生活を脅かしています。暴
力団であることを隠し、一般企業や民間団体による経済活動を装い、
違法、不当に組織の活動資金を得るなど、依然として社会の大きな脅
威となっています。
イ　薬物銃器犯罪組織
　薬物事犯では、覚醒剤事犯の検挙人員は高水準で推移し、その約６割が再犯者であるなど、依然と
して根強い薬物需要があり、密売等に暴力団や国際犯罪組織が関与していることがうかがわれます。
銃器事犯では、近年、暴力団からの押収丁数は減少傾向にあり、その背景には、暴力団の組織防
衛の強化による情報収集の困難化や拳銃の隠匿方法の巧妙化等が考えられます。
ウ　国際犯罪組織
　国際犯罪組織は、様々な国籍の構成員により、それぞれの特徴を生かして、役割を分担するなど、
多国籍化の傾向がみられ、犯罪の種別も多様化が進んでいます。海外への輸出目的に行われる自
動車窃盗や、偽造のクレジットカードを使用した組織的な詐欺事件、海外の金融機関発行のカー
ドデータを使用しＡＴＭ機から現金を払い出す窃盗事件等、国境を越えた犯罪が増加しています。
⑵　犯罪インフラの脅威
　ＩＴ技術の発達等に伴い生まれた各種サービスや制
度、携帯電話、預金口座、賃貸アパート等の空き部屋等
が特殊詐欺等の犯罪に悪用されています。あらゆる犯罪
の分野で犯罪インフラ(犯罪を助長し、又は容易にする
基盤)が複雑かつ巧妙に利用されており、犯罪によって
得た収益は、犯罪組織の維持・拡大や将来の犯罪活動等
への投資に利用され、将来の治安に対する重大な脅威と
なっています。
⑶　組織犯罪総合対策の推進
　「組織犯罪総合対策本部」を設置し、暴力団をはじめとした犯罪組織に対する総合的な取締り
を強化するため、部門の枠を超えた資金源の封圧と犯罪収益の剝奪等、暴力団等の犯罪組織を壊
滅に追い込むための対策を推進しています。

犯罪組織の仕組み

犯罪インフラの実態

《平成２８年中の主な検挙》
⃝　パスポート(旅券)の所持人記入欄を悪用した口座詐欺事件� (組織犯罪対策課､ 杉戸署)
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２　暴力団対策
⑴　暴力団情勢
　近年、暴力団は、社会経済情勢の変化に伴い、組織実態を隠蔽しながら、各種事業活動や公共
事業への介入、特殊詐欺等への関与を深めるなど、資金獲得活動を多様化、巧妙化させています。
　県内の暴力団勢力は、平成28年末現在、約1,590人(暴力団員約950人、準構成員等約640人)で、
依然として大きな勢力を保っています。組織では、六代目山口組、神戸山口組、住吉会及び稲川
会の４団体で全体の約81パーセントを占めています。

⑵　暴力団犯罪の取締り
　平成28年中、暴力事件をはじめ覚醒剤密売や詐欺、恐
喝等により1,084人の暴力団員(準構成員等を含む。)を
検挙しました。
⑶　中止命令等の発出
　平成28年中、用心棒料要求行為等に関し暴力団対策法
に基づく中止命令を82件、再発防止命令を３件発出した
ほか、青少年を暴力団事務所に立ち入らせた行為に関し、
埼玉県暴力団排除条例に基づく中止命令を２件発出しま
した。
⑷　暴力団排除活動
　平成28年中、暴力団対策法に基づく暴力団事務所使用
差止請求訴訟への支援、公共工事の入札や建設業、産廃
業等の各種業からの暴力団排除を徹底したほか、職域・
地域暴力団排除組織と連携した暴力排除キャンペーン等
の広報啓発活動を推進しました。

暴力団情勢の推移 県内暴力団勢力の組織別構成比
（平成28年末現在）

暴力団員等の検挙人員の推移

中止命令等の発出状況の推移

《平成２８年中の主な検挙》
⃝　六代目山口組と神戸山口組の対立抗争に係る拳銃発砲及び放火事件(計３件)

� �(捜査第四課、草加署、行田署)
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３　薬物・銃器対策
⑴　薬物事犯の取締り
　平成28年中、薬物の所持、使用、密売等により、
549人を検挙し、覚醒剤約67キログラム、大麻
約４キログラム等を押収しました。

⑵　銃器事犯の取締り
　平成28年中、県内では１件の発砲事件が発生し、被疑者11人を検挙しました。
　県警察では、銃器摘発の強化、供給の遮断、違法銃器及び銃器犯罪を拒絶する社会の形成に努
め、平成28年中、10丁の拳銃を押収しました。
　また、「拳銃110番報奨制度」(フリーダイヤル0120-10-3774)を運用して、拳銃に関する情報の
提供を受け付けています。

《平成２８年中の主な検挙》
⃝　大麻栽培プラントを摘発して栽培中の大麻草約200本を押収し、暴力団幹部ら５人を逮捕した事件�

� (薬物銃器対策課､ 武南署)

⃝　情報を端緒に捜索を実施し、拳銃１丁を押収して暴力団幹部ら３人を逮捕した事件

(埼玉県、群馬県警察合同捜査本部)

薬物事犯の検挙・押収状況の推移

発砲件数・拳銃押収状況の推移

大麻栽培プラントで栽培中の大麻草

暴力団から押収した拳銃
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４　国際犯罪組織対策�
⑴　外国人刑法犯検挙状況
　外国人の刑法犯検挙人員は、平成24年以降、増加傾向
であったところ、平成28年中は628人と減少したものの、
依然として平成24年よりも高い水準となっています。罪
種別では窃盗犯が半数以上を占め､ 国籍別では中国とベ
トナムで半数以上を占めています。
　外国人による犯罪は、日本人によるものと比べて組織
的に敢行される傾向が強いほか、犯行も悪質かつ巧妙であり、また犯行場所についても日本国内
にとどまらず、数か国に及ぶこともあるため、困難な捜査を強いられるなど、治安にとって大き
な脅威となっています。

⑵　不法滞在者対策
　県警察では、取締りや東京入国管理局との合同摘
発を実施しています。　
　平成28年中における来日外国人に係る出入国管理
及び難民認定法(以下「入管法」という。)違反の送
致人員と入管法第65条による入国警備官への引渡し
人員の合計は、223人でした。　
　入管法違反種別では、不法残留が大半を占めてい
ますが、ここ数年精巧な偽造在留カードが出回り、
偽造在留カードの所持、行使事件も発生しています。

外国人刑法犯検挙状況の推移

罪種別検挙状況（平成28年中） 国籍別検挙状況（平成28年中）

入管法違反国籍別検挙人員
（平成28年中）

《平成２８年中の主な検挙》
⃝　ベトナム人による強盗殺人未遂事件� (国際捜査課、本庄署)

⃝　ロシア人グループによる自動車窃盗事件� (国際捜査課、浦和東署)

⃝　カメルーン人グループによる自動車窃盗事件� (国際捜査課、川越署)

⃝　海外発行の偽造カードデータを使用した窃盗事件� (国際捜査課、川口署)

《平成２８年中の主な検挙》
⃝　日本人男性による入管法(不法就労助長)違反事件� (外事課、深谷署)

⃝　ベトナム人男性による入管法(偽造在留カード行使)違反事件� (外事課、東松山署)
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