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「あなたの愛車を守り隊」の
　　　　 　　  です !

あなたの大切な車が
狙われています！

愛知県名古屋を中心に地域貢献
を目指して活動しているアイドル
グループOS☆Uは、愛知県自
動車盗難防止PRキャラクター
「あなたの愛車を守り隊」として、
様々なイベントで自動車盗難の
防止を呼びかけていきます。
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愛知県の自動車盗難認知件数

2014年、愛知県では自動車盗難認知件数は2,724件で全国ワース
ト1位となりました。そして部品ねらいは、4,565件、車上ねらいは
6,095件で、それぞれ全国ワースト2位になっています。
これは1日に40台近くの自動車関連窃盗が発生している深刻な状況
です。
また、2014年は愛知県における自動車関連窃盗の被害額は50億円
以上にもなり、1日あたり約1,500万円という膨大な被害が発生して
います。

深刻な自動車関連窃盗の被害
－2014年「自動車盗難」全国ワースト１位－

～2013年は全国ワースト2位だったが、全国ワースト1位に返り咲く～
　2014年の愛知県における自動車盗難認知件数は2,724件（前年比
12件増加）であり、全国ワースト1位になりました。全国的に自動車盗難
認知件数は減少傾向にある中で、微増とはいえ愛知県は増加に転じて
いることを踏まえると、愛知県における自動車盗難の状況は深刻と言わ
ざるをえません。
　また、カーナビやナンバープレートなど車の部品を盗む「部品ねらい」
の認知件数が4,565件、車内の金品を盗む「車上ねらい」の認知件数が
6,095件と、いずれも全国ワースト2位であり、愛知県では自動車関連
窃盗が多発しています。
　自動車関連窃盗の手口は年々悪質化・巧妙化しており、この背景に
は、自動車に精通した知識を有する窃盗団の関与があると考えられてい
ます。残念ですが、もはや「注意」と「施錠」だけでは愛車を窃盗犯から守
ることができないのが愛知県の状況です。愛知県の自動車関連窃盗の
状況を正しく理解していただいたうえ、愛車を守るために必要な対策を
講じてくださいますようお願いいたします。
　みなさんが自動車関連窃盗の被害に遭わないように、そして愛知県の
くらしの安全と安心を守るために、この小冊子が少しでも役立つことが
できれば幸いです。

一般社団法人 日本損害保険協会 中部支部

2014年

2,724件

愛知県の自動車盗難認知件数は

愛知県1県で、7地方の合計をはるかに上回る

盗難認知件数が発生!!

ワースト1位ワースト1位全国で全国で

7地方7地方

合計

＝

1,909件

北海道
東　北
北　陸
中　国
四　国
九　州
沖　縄

313件
400件
134件
224件
100件
647件
91件

＋
＋
＋
＋
＋
＋

愛知県
2,724件

愛知県って
こんなに
自動車盗難
が多いんだ。

「あなたの愛車を守り隊」
の　　　　  です。
私たちが愛知県の自動車
関連窃盗の状況と愛車の
守り方をご案内しまーす。
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名古屋市部
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2012 2013 2014年

東尾張部

西尾張部
西三河部

東三河部

※数字は認知件数

順位 市区町村 認知件数

1位 豊田市 141
2位 中川区 118
3位 岡崎市 102
4位 春日井市 90
5位 北区 89
6位 港区 84
7位 一宮市 81
8位 安城市 74
9位 緑区 71
10位 名東区 69
11位 刈谷市 68
12位 西区 66
13位 守山区 61
14位 千種区 55
15位 長久手市 51

順位 市区町村 認知件数

15位 中村区 51
17位 南区 50
17位 天白区 50
19位 北名古屋市 48
20位 豊橋市 47
21位 日進市 46
21位 小牧市 46
23位 東区 45
24位 豊川市 40
25位 中区 39
26位 稲沢市 38
26位 瀬戸市 38
28位 西尾市 36
28位 昭和区 36
28位 尾張旭市 36

自動車盗 約48億9,100万円

部品ねらい
約5億9,400万円

車上ねらい

合　計 約54億8,500万円

41.9％ 28.0％ 13.4％ 7.2％
3.1％

その他の
駐車場

4.6
％

1.8％

その他

コイン
パーキング

住宅 月極駐車場 店舗・会社等 道路上

住宅と月極駐車場で約70%

キーあり

キーなし

%21.6

%78.4

comment

comment

comment

comment

comment

順位 車　　名 盗難割合 前年順位

1位 プリウス 21.5％ 2位
2位 ランドクルーザー 14.8％ 1位
3位 インプレッサ 5.7％ 5位
4位 ハイエース 4.2％ 6位
5位 LS（レクサス） 4.0％ 28位
6位 クラウン 3.5％ 3位
7位 アクア 2.6％ 54位
8位 セルシオ 2.3％ 4位
9位 ランサー 2.2％ 8位
10位 いすゞ　その他 1.8％ 17位

自動車盗難の最新データ

盗難被害多発車名

自動車関連窃盗の被害総額

出典：愛知県警察統計

●自動車盗難発生時のキーの有無

●盗難多発車名ランキングと盗難割合

 約1,500万円 1日
あたり

※1… 自動車関連窃盗とは「自動車盗」、車内荷物を盗む「車上ねらい」、
… カーナビ等の車両部品を盗む「部品ねらい」を言います。
※2… 盗難に伴う窓ガラスの修理代等は含まれていません。

●自動車盗難地域別発生状況

●2014年 市区町村別 自動車盗難発生状況（ワースト30）

●2014年 自動車盗難発生場所別状況

昨年との比較では、名古屋市部と東三河部で
自動車盗難が増加しています。

ドロボーは、カギを壊したり、窓ガラスを割って車内に侵入し、キーシリ
ンダーを壊すなどして車を盗みます。

2014年中の盗難被害の車名別ランキングでは、プリウスが最も多く、
上位5車種で全体の5割以上を占めています。
また、盗難車の年式は2012年式、2013年式といった新しい年代の車
に被害が多発しています。

愛知県の場合、キーを抜いてあった
（キーなし）にもかかわらず盗まれ
ているケースが78.4%にもなりま
す。キーを抜いて施錠するだけで
はドロボーから車を守ることはでき
ません。

自動車盗難の発生場所は住宅（アパート・マン
ション等の併設駐車場を含む。）、月極め駐車
場が多く、全体の約70％を占めています。

私たちの住んでいる
町でもたくさん発生
しているんだ。

出典：
愛知県警察統計

出典：愛知県警察統計

出典：愛知県警察統計

出典：
愛知県警察調査

出典：愛知県警察統計
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部品ねらい、車上ねらいともに全国ワースト2位

部品ねらいの最新データ

愛知県の自動車関連窃盗の現状

comment

comment

警察署
認知件数

増　減
2014年 2013年

総　数 6,095 8,697 -2,602
1 中 374 469 -95
2 豊田 315 334 -19
3 豊橋 285 266 19
4 岡崎 279 267 12
5 安城 272 219 53
6 中川 270 361 -91
7 津島 234 349 -115
8 愛知 215 288 -73
9 刈谷 205 164 41
10 一宮 202 417 -215

警察署
認知件数

増　減
2014年 2013年

総　数 4,565 5,272 -707
1 豊田 319 342 -23
2 守山 274 254 20
3 愛知 255 290 -35
4 岡崎 247 225 22
5 北 231 182 49
6 春日井 213 332 -119
7 津島 208 173 35
8 中川 180 237 -57
9 西枇杷島 176 173 3
10 小牧 155 115 40

カーナビ

その他

ナンバー
プレート

カーステレオ

タイヤ・ホイール

その他の
車両用部品

40.9％37.5％

0.2％ 11.4％6.5％

3.5％

カーステレオ
1.2％

カーナビ

その他 ナンバー
プレート

その他の
車両用部品

50.4％

18.3％
25.6％

4.5％

2014年2009年

部品ねらい、車上ねらいともに愛知県がワースト2位となっています。減
少傾向にあるとはいえ、被害の絶対数は多いので注意しましょう。

カーナビは、部品ねらいに占める被害品割合が一番多かった2009年
（50.4％）と比較して、2014年は大きく減少（11.4％）していますが、
一度被害に遭うと車内侵入の際に割られたガラスの修理費や傷つけら
れた車の修理費が発生してしまい、大きな被害が発生する可能性もあ
り注意が必要です。
一方、近年被害割合が増加しているのがナンバープレートです。
盗難されたナンバープレートは他の重要犯罪に使用される
こともありますので注意が必要です。

ドロボーの犯行手口

●部品ねらい被害品の内訳

出典：愛知県警察統計

いろんな手口があるんだね…
あなたの愛車は大丈夫？

カーナビ盗難の被害に
遭った車の多くはガラス

（三角の小窓等）を割ら
れ、侵入されているよ！

ドロボーは様々な手段で車内に侵入し、ナンバープレート、カーナビ
などを奪ったり、車そのものを盗んでいきます。

1 工具を使いドアを解錠し、ハン
ドル固定装置などを工具で破
壊して、車を盗み去る手口

3 レッカー、けん引などで車を丸
ごと盗み去る手口

5 家に侵入し、車のキーを盗む手口

2 ガラスを破壊し、侵入する手口

4 ナンバープレート、カーナビな
どを工具を作って盗み取る手口

●「部品ねらい｣「車上ねらい」多発地域の発生状況

出典：愛知県警察統計

車上ねらい部品ねらい

※2009年のデータには「タイヤ・ホイール」の
　項目はありません。
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ハンドル固定装置・シフトノブ固定装置

タイヤ固定装置

警報装置

位置情報検索装置

■イモビライザシステムの仕組み
……（自動車メーカーによる純正のイモビライザシステムの場合）

通常のキーは、キーシリンダ内部と鍵山の形状が一致すれば、イグ
ニッションスイッチをオンにして、エンジンを始動することができます。
これに対しイモビライザは、専用キーに埋め込まれたトランスポンダ

（送信機）の電子IDコードと車両本体内の電子制御装置に登録され
た電子IDコードが一致しないとエンジンは始動しません。
そのためキーの偽造が難しく、盗難防止効果が非常に高い装置とい
えます。

ハンドル、シフトノブ、ブレーキなど
を金属製のバーで物理的に固定し
て操作できないようにする装置で
す。外から見てもすぐ分かるので、
視覚的にも防犯効果が期待できま
す。

ホイールに装着することによって車を発進できな
くする装置です。ホイール盗難を防止するナット
と併用することで防犯効果が高まります。

ドアやガラスを破壊したり、車を強引に移動させよ
うとする際の振動や不正なドアの開閉といった車
の異常を感知し、警報を鳴らしてドロボーを威嚇
するとともに、周囲に異常を知らせる装置です。

車にGPSなどを利用した小型発信機を装備するこ
とで、たとえ盗難に遭っても車の位置が特定でき
る装置です。警報系装置と連動するタイプ、リモコ
ンで車の状態をモニターできるタイプ、また管理
センターからの遠隔操作により、強制的にエンジ
ンをストップできるタイプもあります。イモビライザは盗難防止効果が非常に

高い装置だけど、それだけでは被害を
完全には防げないよ！
ハンドル固定装置や警報装置など複数
の対策を講じて愛車を守ろうね！
また、自宅や会社でのキーの保管場所
がドロボーに分からないようにしようね。

イモビライザが搭載されて
いても、キーが盗まれると
愛車は盗まれるよ！
車内にキーを置きっぱなし
にするのはやめよう。 複数の対策を組み合せると安心だね！

ハンドル固定装置

タイヤ固定装置

簡易取付けタイプ

シフトノブ固定装置

キーシリンダー

トランスポンダ
鍵

IDコード

IDコード
照合

始動
する

始 動
しない

キーシリンダー

トランスポンダキー

IDコード

ID 不一致

ID 一致

イモビライザ以外にも様々な自動車盗難防止機器が販売されていま
す。こうした機器を組み合わせて使用することで、盗難防止の効果は
高まります。

盗難防止に有効なイモビライザ 自動車盗難防止機器の活用
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駐車場に車を止める時がドロボー
に狙われやすいよ。
防犯対策がとられた駐車場に愛車
を止めることが、被害を防ぐことに
つながるね。

自宅駐車場

契約駐車場

多くの自動車盗難や車上ねらい等は、駐車場で発生しています。被害
に遭わないよう、きちんと防犯対策がとられた駐車場を選びましょう。

出入り口にチェーン式ゲートが
設置され、駐車場利用者以外は
侵入できなくなっている

見通しの良いフェンスで囲まれ
ている

複数のカメラが、出入り口や駐車場内
をあらゆる角度から監視できるよう、
設置されている

深夜でも明るいよう照明が数多く設置されている

見通しの良いフェンス

防犯カメラ

チェーン式ゲート

チェーン式ゲート

照　明

防犯カメラ

チェーン式ゲート

センサー付きライト

センサー付きライト

駐車場における    防犯対策　  　
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カーナビ盗難対策

ナンバープレート盗難対策

自動車関連窃盗を防ぐための7か条

ドロボーは様々な方法で車を狙っています。自動車関連窃盗
を防ぐための７か条を守って、被害を防止しましょう！

第一条 短時間でも車を離れるときは、窓を閉め必ず施錠しよう！
… キーがついたままの車は自動車盗難や車上ねらいを誘発

します。コンビニや自動販売機を利用する「ちょっとの間」
でも必ず施錠する習慣をつけましょう。

第二条 車内にカバンや服などを置くのはやめよう！
… 車内にカバンや服などが置いてあるだけで、ドロボーに狙

われます。車を離れるときは荷物を必ず身につけて降りま
しょう。

第三条 キーの管理・保管場所に注意しよう！
　　　… ドロボーは車を盗む機会を常に狙っています。キーの持

ち運び時には不審者がいないか周囲を十分確認しましょ
う。また、キーは玄関ドアや窓のような開閉口付近に置か
ず、家の中の安全な場所に保管しましょう。

第四条 イモビライザなどの盗難防止機器を活用しよう！
… イモビライザやハンドル固定装置など複数の盗難防止機

器を組み合わせて使用することで、盗難防止の効果は高
まります。

第五条 防犯対策がとられた駐車場を選ぼう！
… 死角が多い駐車場ほどドロボーに狙われます。見通しがよ

く、照明が設置されて夜間でも明るく、防犯カメラも設置
されている駐車場を選びましょう。

第六条 盗難防止ネジを活用しよう！
… ナンバープレートとカーナビは部品ねらいに占める被害

割合の多くを占めています。被害を防ぐ方法の一つとし
て、盗難防止ネジの活用をご検討ください。

第七条 セキュリティ機能付きのカーナビを選ぼう！
… セキュリティ機能付きのカーナビは、盗難後の転売が困難

になるので、盗難の抑止効果が期待できます。また、カー
ナビが盗難された場合、盗難されたカーナビを特定する
うえでシリアルナンバーは重要な手がかりとなります。

　　　… シリアルナンバーは大切に保管しましょう。

ドロボーの手にかかると、短時
間でカーナビを持ち去られて
しまいます。カーナビ盗難1件
あたりの被害額は、約18万円

（日本損害保険協会2013年
度自動車盗難事故実態調査よ
り）にもなり、決して少なくあり
ません。カーナビ盗難対策とし
ては、ディーラーや販売店等で販売しているカーナビ盗難防止ネジを
装着することが有効です。カーナビ盗難防止ネジは、特殊な工具で取
付けるため、市販の工具では簡単に取れないようになっています。
また、パスワードロック等のセキュリティ機能付きのカーナビは、盗難
後の転売が困難になるため、カーナビ盗難抑止効果が期待できます。
さらに万が一、カーナビが盗まれた場合に備えて、カーナビのシリア
ルナンバーを控えておきましょう。盗難されたカーナビが見つかった
とき、自分の物であると特定する手がかりとなります。

「部品ねらい」の被害で一番多いのがナンバープレートです。盗難さ
れたナンバープレートは他の重要犯罪に使用されることもあり、ナン
バープレートの盗難を防止することが他の犯罪を防止することにつな
がります。
また、ナンバープレートは再取得することができますが、それには時間
も費用もかかるので、まずは盗まれな
いようにすることが大切です。
ナンバープレート盗難防止ネジも特殊
な工具で取り付けてあり、市販の工具
では簡単に取れないようになっている
ため、ナンバープレート盗難対策とし
て有効です。

▶▶▶P７

▶▶▶P8・9

▶▶▶P12

▶▶▶P12

▶▶▶P10・11

7か条を実践して、
愛車を守ろうね。

盗難防止ネジを装着した
ナンバープレート

カーナビ盗難防止ネジ カーナビのパスワードロック

カーナビの盗難被害にあった車内
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一般の
車両保険 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

車両保険
（車対車＋A） ○ × × ○ ○ ○ ○
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自動車関連窃盗を防ぐポイントは分かったかな？
最新の情報も確認しながら、あなたの愛車を
守ろうね。

「あなたの愛車を守り隊」の　　　　 からの
ご案内でした。

部品ねらい・車上ねらいの被害に対する車両保険

自動車盗難の被害に対する車両保険

もしあなたが自動車盗難の被害に遭ってしまった場合でも、車両保険
に加入していれば損害の補償を受けることができます。

車両保険では、主につぎのような偶然な事故により車が損害を受け
た場合に保険金が支払われます。

部品ねらい等の被害に対しては、契約の条件や被害品の種類により
保険金支払の対象となる場合があります。

保険の名称、補償範囲、保険料割引対象となる盗難防止装
置などは、損害保険会社によって異なります。
また、自動車保険のノンフリート等級別料率制度が改定され

て、これまで等級すえおき事故であった自動車盗難や飛び石などによる事故
が1等級ダウン事故に改定されました。　
詳しくは損害保険会社または損害保険代理店にご相談ください。

※車両保険（車対車＋A）は、車両保険の補償範囲を、他人の車との衝突
や火災・盗難などに限定する特約を付帯した商品です。一般の車両保
険より保険料が安くなります。

愛知県警察のホームページには、愛知県内
で発生しているさまざまな犯罪に関する情
報が掲載されており、県内の自動車関連窃
盗の実態および盗難防止対策も詳しくまと
められています。

日本損害保険協会のホームページでは愛
知県版自動車盗難防止ガイドや自動車事
故実態調査など、自動車盗難に関する冊子
や資料をダウンロードいただけます。

自動車の盗難及び盗難自動車の不正輸出
を防止するための総合的な対策について
検討を行うために、2001年9月に「自動車
盗難等の防止に関する官民合同プロジェ
クトチーム」が設立され、警察庁、財務省、
経済産業省、国土交通省の4省庁、19の民
間団体、4オブザーバーで構成されていま
す（2015年1月現在）。同プロジェクトチー
ムのホームページには、自動車盗難の現
状、盗難防止対策、防盗性能試験等に関す
る情報が掲載されています。

愛知県警察

日本損害保険協会

自動車盗難等の防止に関する官民合同プロジェクトチーム

http://www.pref.aichi.jp/police

http://www.sonpo.or.jp/

http://www.car-tounan-boushi.jp

自動車盗難被害に対する車両保険 自動車盗難防止等に関する参考情報


