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参考資料

１　調査票

２　基礎集計表





第５回	犯	罪	被	害	実	態	調	査	票
－安全・安心な社会づくりのための基礎調査－

Ⅰ　あなたの住んでいる地域の安全について

問１　暗くなった後，あなたの住んでいる地域を一人で歩いているとき，どの程度安全であると感じま
すか。

　　　　　１　とても安全である　　　　　２　まあまあ安全である　　　　３　やや危ない
　　　　　４　とても危ない　　　　　　　９　分からない

問２　暗くなった後，あなたの住んでいる地域で，あなたの御家族，例えばお子さんはどの程度安全で
あると感じますか。

　　　　　１　とても安全である　　　　　２　まあまあ安全である　　　　３　やや危ない
　　　　　４　とても危ない　　　　　　　５　家族がいない　　　　　　　９　分からない

問３　今後１年間のうちに，誰かがあなたの自宅に侵入する可能性について，どのように思いますか。
　　　　　１　非常にあり得る　　　　　　２　あり得る　　　　　　　　　３　まずあり得ない
　　　　　９　分からない

問４　全体として，あなたの地域の警察の防犯活動をどのように評価しますか。
　　　　　１　非常によくやっている　　　２　まあまあよくやっている　　３　やや不十分
　　　　　４　非常に不十分　　　　　　　９　分からない

問５　今の日本の治安について，どのように思いますか。
　　　　　１　とても良い　　　　　　　　２　まあまあ良い　　　　　　　３　良くも悪くもない
　　　　　４　やや悪い　　　　　　　　　５　とても悪い　　　　　　　　９　分からない

Ⅱ	　あなたや御家族（別居している御家族や同居していても世帯が異なる御家族は含まれま
せん。以下同じ。）に対する犯罪の被害について

自転車の所有状況や盗難の被害
問６　過去５年間（平成26年（2014年）からの５年間。以下同じ。）に，あなたや御家族で，自転車（子

供用も含みます）を持っていた人はいましたか。
　　　　　１　は　い（次の質問へ）　　　２　いいえ　（問８へ）　　　　　　　　　

問７　過去５年間に，あなたや御家族で，自転車を盗まれたことがありましたか。
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　　　　　１　あ　る（Ｐ７の問７－Ａへ）　２　な　い（次の質問へ）　９　分からない（次の質問へ）

原動機付自転車や自動二輪車の所有状況や盗難の被害
問８	　過去５年間に，あなたや御家族で，原動機付自転車や自動二輪車（スクーター，オートバイなど）
を持っていた人はいましたか。

　　　　　１　は　い（次の質問へ）　　　　２　いいえ　（問１0へ）

問９　過去５年間に，あなたや御家族で，原動機付自転車や自動二輪車を盗まれたことがありましたか。
　　　　　１　あ　る（Ｐ８の問９－Ａへ）　２　な　い（次の質問へ）　９　分からない（次の質問へ）

自家用の自動車の所有状況や盗難の被害
問１0　過去５年間に，あなたや御家族で，自家用の自動車（乗用車のほか，バン，トラックなどの貨物

車も含みます）を持っていた人はいましたか。
　　　　　１　は　い（次の質問へ）　　　　２　いいえ（問１４へ）

問１１　過去５年間に，あなたや御家族で，自家用の自動車を盗まれたことがありましたか。
　　　　　１　あ　る（Ｐ１0の問１１－Ａへ）　２　な　い（次の質問へ）　９　分からない（次の質問へ）

問１２　過去５年間に，あなたや御家族で，自動車の中に置いてあったバック等の物，又はタイヤ等の車
の部品を盗まれたことがありましたか。

　　　なお，自動車の破損や自動車ごと盗難にあった場合は含めないでください。
　　　　　１　あ　る（Ｐ１１の問１２－Ａへ）　２　な　い（次の質問へ）　９　分からない（次の質問へ）

問１３　過去５年間に，盗難とは別に，あなたや御家族が持っている自家用の自動車を，わざと傷付けら
れたり，壊されたりしたことがありましたか。確実でなくても，あなたがわざとであると考える場
合は，それを含めてください。

　　　なお，交通事故は含めないでください。
　　　　　１　あ　る（Ｐ１２の問１３－Ａへ）　２　な　い（次の質問へ）　９　分からない（次の質問へ）

不法侵入被害
問１４　過去５年間に，誰かがあなたの自宅に許可なく入り込み，お金や物を盗んだこと，又は盗もうと

したことがありましたか。
　　　なお，ここでいう「自宅」には，車庫，物置，倉庫，別荘は含めないでください。
　　　　　１　あ　る（Ｐ１４の問１４－Ａへ）　２　な　い（次の質問へ）　９　分からない（次の質問へ）

問１５　問14とは別に，過去５年間に，誰かがあなたの自宅に侵入しようとした形跡に気付いたことがあ
りましたか。例えば，鍵やドア，窓が壊されていたり，鍵の周りに引っかき傷等があったことがあ
りましたか。

　　　　　１　あ　る（Ｐ１５の問１５－Ａへ）　２　な　い（次の質問へ）　９　分からない（次の質問へ）
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Ⅲ　あなた自身に起こったことについて
　御家族が被害に遭

あ
った場合でも，御自身が被害に遭っていない場合は，「ない」に○を付

けてください。

強盗，恐
きょうかつ
喝，ひったくりの被害

問１６　過去５年間に，あなたは，誰かから暴行や脅
きょうはく

迫を受けて，お金や物を奪われたこと，又は奪われ
そうになったことがありますか。ひったくりも含めて考えてください。

　　　なお，スリの被害は含めないでください。
　　　　　１　あ　る（Ｐ１６の問１６－Ａへ）　２　な　い（次の質問へ）　９　分からない（次の質問へ）

盗難の被害
問１７　問７から問16でお伺いした自転車盗，バイク盗，自動車盗，車からの盗難，不法侵入盗，強盗，

恐
きょう

喝
かつ

，ひったくりとは別に，過去５年間に，あなたは，盗難の被害に遭ったことがありましたか。
　　　　　１　あ　る（Ｐ１８の問１７－Ａへ）　２　な　い（次の質問へ）　９　分からない（次の質問へ）

暴行の被害
問１８　問７から問17でお伺いした被害とは別に，過去５年間に，あなたは，自宅又はその他の場所で，

本当に恐ろしいと感じるような暴行や脅
きょうはく

迫を受けたことがありましたか。
　　　なお，ストーカー行為，ＤＶ（配偶者や恋人など親密な関係にある者等から振るわれる暴力），

児童虐待及び性的暴力は含めないでください。
　　　　　１　あ　る（Ｐ２0の問１８－Ａへ）　２　な　い（次の質問へ）　９　分からない（次の質問へ）

Ⅳ　あなたの被害，又はあなたや御家族のどなたかの被害について

クレジットカード情報詐
さ
欺
ぎ
の被害

問１９　過去５年間に，あなたはクレジットカード又はデビットカードを持っていたことがありますか。
　　　（２つのカードの主な違いとしては，クレジットカードは後日引落し，デビットカードは即時支

払い）
　　　　　１　は　い（次の質問へ）　　　　２　いいえ（問２１へ）

問２0 　過去５年間に，第三者があなたのクレジットカード又はデビットカードを悪用して，買い物をし
たり，サービスの提供を受けたりする被害に遭ったことがありますか。

　　　クレジットカード又はデビットカードそのものが悪用された場合のほか，第三者がこれらカード
に関する個人情報を入手して悪用した場合を含みます。

　　　　　１　あ　る（Ｐ２２の問２0－Aへ）　２　な　い（次の質問へ）　９　分からない（次の質問へ）
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個人情報の悪用の被害
問２１ 　問20で伺った被害以外で，あなたや御家族が，過去５年間に，第三者から個人情報を悪用される

被害に遭ったことがありますか。
　　　なお，「個人情報を悪用される被害」とは，例えば，預貯金口座の開設や，携帯電話の契約など

のために，第三者が個人情報を悪用して本人になりすました場合をいいます。
　　　　　１　あ　る（Ｐ２３の問２１－Ａへ）　２　な　い（次の質問へ）　９　分からない（次の質問へ）

振り込め詐
さ ぎ
欺の被害

問２２ 　過去５年間に，あなたはいわゆる振り込め詐欺と思われる電話やメール，通知などを受けたこと
がありますか。

　　　なお，「いわゆる振り込め詐欺」には，いわゆるオレオレ詐欺，架空請求詐欺，還付金等詐欺な
どを含みます。また，お金を支払う手段として，振り込みによる場合だけでなく，犯人グループの
誰かが，お金やキャッシュカードなどを受け取る場合なども含みます。

　　　　　１　あ　る（次の質問へ）　　　　２　な　い（問２４へ）　　 ９　分からない（問２４へ）

問２３　いわゆる振り込め詐欺と思われる電話やメールなどを受けて，実際にお金を支払いましたか。
　　　　　１　は　い（Ｐ２５の問２３－Ａへ）　２　いいえ（次の質問へ）　９　分からない（次の質問へ）

インターネットオークション詐
さ
欺
ぎ
の被害

問２４ 　過去５年間に，あなたはインターネットオークション詐欺の被害に遭ったことがありますか。
　　　なお，「被害に遭った」とは，代金を支払ったのに商品が届かない，あるいは，違う商品が届いた，

商品を発送したのに代金の支払いがないなど，実際に損失があった場合に限ります。
　　　　　１　あ　る（Ｐ２６の問２４－Ａへ）　２　な　い（次の質問へ）　９　分からない（次の質問へ）

消費者詐
さ ぎ
欺の被害

問２５ 　過去５年間に，あなたや御家族は，商品を買ったり，サービスを受けたりしたときに，詐欺の被
害に遭ったことがありましたか。

　　　なお，「被害に遭った」とは商品やサービスの質や量についてだまされた，代金を支払ったのに
商品が届かない，あるいは，違う商品が届いた，商品を発送したのに代金の支払いがないなど，実
際に損失があった場合に限ります。

　　　　　１　あ　る（Ｐ２７の問２５－Aへ）　２　な　い（次の質問へ）　９　分からない（次の質問へ）

Ⅴ　犯罪者に対する処罰の在り方に関するあなたの考えについて

問２６ 　21歳の男性が二度目の住居侵入と窃盗で有罪になったとします。今回盗んだ物は新型高級テレビ
１台でした。このような場合，最も適当な処分は次のどれだと思いますか。

　　　　　１　懲
ちょうえき

役（実刑）　　　　２　懲
ちょうえき

役（執行猶予）　　　　　３　罰　金
　　　　　４　社会奉仕（コミュニティ・サービス：日本にはない制度で，指定された奉仕場所で無償
　　　　　　　の仕事に強制的に従事させるもの）　　　５　その他の処分
　　　　　６　処分なし　　　　　　　　　　　　　　　９　分からない
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Ⅵ　あなたのお住まいの状況について

問２７　あなたが現在お住まいになっているのは，次のうち，どれですか。
　　　　　１　アパート・マンション　　２　テラスハウス・長屋（隣同士が壁でくっ付いている家）
　　　　　３　一戸建て住宅　　　４　公共の施設（病院あるいは老人ホームなど）　　　５　その他

問２８ 　あなたの住居の防犯設備などについて，お伺いします。
　　　あなたの住居を守っているものについて，次の中から，該当するものを全

すべ
てお答えください。

　　　　　１　侵入防止警報機　　　　　　２　特別のドア鍵（複数鍵，特別仕様鍵など）
　　　　　３　特別の窓／ドア格子(格子付き窓，強化ガラスなど)　　　４　番　犬　
　　　　　５　高い塀　　　６　管理人／ガードマン　　７　自治会等による自警組織
　　　　　８　隣近所で注意し合うことの申合せ　　９　防犯カメラ　　　１0　その他（　　　　　　）
　　　　　１１　何の防犯設備もない　　　　　１２　分からない　　　　　１３　答えたくない

Ⅶ　あなたのことについて

問２９　あなたの性別を教えてください。
　　　　　１　男　性　　　　　　　　　２　女　性

問３0　あなたの生まれた年を教えてください。
　　　　　西暦〔　　　　　　　　〕年　　（又は　大正・昭和・平成　〔　　　　　〕年）

問３１　あなたの国籍を教えてください。
　　　　　１　日　本　　　　　　２　韓国・朝鮮　　　　　　　　３　中　国（台湾を含む）
　　　　　４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　９　答えたくない

問３２　あなたは，次のどれに当てはまりますか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　正社員・自営業者・公務員　　　２　パート・アルバイト・派遣社員
　　　　　３　求職中（失業中）　　　　　　　４　主婦・主夫　
　　　　　５　定年退職者，病気療養中など　　６　学生
　　　　　７　無職（３・４・５以外）　　　　８　その他　　　　　　　　　９　答えたくない
　問３３　あなたは，次のどれに当てはまりますか。
　　　　　１　未婚である（独身である）　　　２　未婚であるが，同棲している
　　　　　３　既婚である　　　　　　　　　　４　既婚であるが，配偶者とは別居している
　　　　　５　その他　　　　　　　　　　　　９　答えたくない
　問３４　次のうち，あなたが受けている福祉支援はありますか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　生活保護　　　　　　　　　　　２　要介護・要支援認定
　　　　　３　身体障害者手帳の交付　　　　　４　療育手帳（愛の手帳・みどりの手帳）の交付
　　　　　５　精神障害者保険福祉手帳の交付　６　自立支援給付
　　　　　７　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　９　答えたくない
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問３５　あなたの世帯の人数は何人ですか。
　　　　　　　　〔　　　　　　　　〕人
　問３６　あなたの世帯で16歳以上の方は，あなたを含めて何人ですか。また，そのうち男性は何人ですか。　　　
　　　　　　　　〔　　　　　　　　〕人　（そのうち　男性は〔　　　　　〕人）
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　次に，問７から問25（●色のページ）でお伺いした各種の犯罪について，「被害に遭
あ
ったことがあ

る」と答えた方だけに，その発生時期や場所，被害状況，警察への届出の有無やその理由などをお伺
いする内容となっています。
　問７から問25及び各項目の指示に従い，該当する問のみお答えください。

自転車の盗難の被害
【問７（Ｐ１）で，「ある」（自転車を盗まれたことがある）と答えた方に伺います。】
問７－Ａ　その被害に遭ったのは，いつでしたか。
　　　　　なお，複数回被害に遭っている場合は，該当するものを全

すべ
てお答えください。

　　　　　１　今年　　２　昨年（平成30年）　　３　それ以前　　９　分からない（思い出せない）
　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　（問７－Ｂ）昨年（平成30年）に何回ありましたか。
　　　　　１　１回　　２　２回　　３　３回　　４　４回　　５　５回以上　　９　分からない
　
一番最近の被害についてお答えください。
問７－Ｃ　自転車の盗難被害に遭った場所は，どこですか｡
　　　　　１　自宅・自宅敷地内（共同住宅では敷地内の共有部分を含む）　２　自宅付近
　　　　　３　自宅のある市町村内　　４　職場　　５　その他国内　　６　海外　　９　分からない
　
問７－Ｄ　あなた又は誰かが，捜査機関に被害を届け出ましたか。
　　　　　１　は　い（次の質問へ）　　２　いいえ（問７－Ｈへ）　９　分からない（Ｐ２の問８へ）
　
問７－Ｅ　あなた又は誰かが捜査機関に届け出た理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　盗まれたものを取り戻すため
　　　　　２　犯罪は捜査機関に届け出るべきだから
　　　　　３　重大な事件だから
　　　　　４　加害者を処罰してほしいから（加害者を捕まえてほしいから）
　　　　　５　再発を防ぐため
　　　　　６　助けを求めるため
　　　　　７　加害者からの弁償を得るため
　　　　　８　保険金を得るため（保険金請求のため）
　　　　　９　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１0　分からない
　
問７－Ｆ　全体的に，捜査機関の対応に満足しましたか。　
　　　　　１　は　い（Ｐ２の問８へ）　２　いいえ（次の質問へ）　９　分からない（Ｐ２の問８へ）
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問７－Ｇ　あなたが満足できなかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　十分な対処をしてくれなかった
　　　　　２　関心を持って聞いてくれなかった
　　　　　３　加害者を見つけてくれなかった又は捕まえてくれなかった
　　　　　４　盗まれたものを取り戻してくれなかった　　　　　　　　　
　　　　　５　十分な経過通知をしてくれなかった
　　　　　６　適切な扱いを受けなかった（失礼だった）
　　　　　７　到着するのが遅かった
　　　　　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　９　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ２の問８へ）
　問７－Ｈ　届け出なかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　それほど重大ではない（損失がない，大したことではない）
　　　　　２　自分で解決した（加害者を知っていた）
　　　　　３　捜査機関が取り扱うのが適切ではない問題だった（捜査機関は必要ない）
　　　　　４　代わりに別の機関に知らせた（機関名：　　　　　　　　　　　　）
　　　　　５　家族が解決した
　　　　　６　保険に入っていないので，保険請求のための通報の必要がなかった　
　　　　　７　捜査機関は何もできない（証拠がない）　　
　　　　　８　捜査機関は何もしてくれない
　　　　　９　捜査機関が怖い又は嫌い（捜査機関に関わってほしくない）
　　　　　１0　仕返しのおそれからあえて届け出ない
　　　　　１１　被害に遭ったことを知られたくなかった（恥ずかしくて言えなかった）
　　　　　１２　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１３　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ２の問８へ）
　
原付自転車や自動二輪車の盗難の被害
【問９（Ｐ２）で，「ある」（原付自転車や自動二輪車を盗まれたことがある）と答えた方に伺います。】
問９－Ａ　その被害に遭

あ
ったのは，いつでしたか。

　　　　　なお，複数回被害に遭っている場合は，該当するものを全
すべ
てお答えください。

　　　　　１　今年　　２　昨年（平成30年）　３　それ以前　　９　分からない（思い出せない）
　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　（問９－Ｂ）昨年（平成30年）に何回ありましたか。
　　　　　１　１回　　２　２回　　３　３回　　４　４回　　５　５回以上　　９　分からない
　一番最近の被害についてお答えください。
問９－Ｃ　原付自転車や自動二輪車の盗難被害に遭った場所は，どこですか。
　　　　　１　自宅・自宅敷地内（共同住宅では敷地内の共有部分を含む）　２　自宅付近
　　　　　３　自宅のある市町村内　　４　職場　　５　その他国内　　６　海外　　９　分からない
　問９－Ｄ　あなた又は誰かが，捜査機関に被害を届け出ましたか。
　　　　　１　は　い（次の質問へ）　２　いいえ（問９－Ｈへ）　　９　分からない（Ｐ２の問１0へ）
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問９－Ｅ　あなた又は誰かが捜査機関に届け出た理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　盗まれたものを取り戻すため
　　　　　２　犯罪は捜査機関に届け出るべきだから
　　　　　３　重大な事件だから
　　　　　４　加害者を処罰してほしいから（加害者を捕まえてほしいから）
　　　　　５　再発を防ぐため
　　　　　６　助けを求めるため
　　　　　７　加害者からの弁償を得るため
　　　　　８　保険金を得るため（保険金請求のため）
　　　　　９　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１0　分からない
　
問９－Ｆ　全体的に，捜査機関の対応に満足しましたか。　
　　　　　１　は　い（Ｐ２の問１0へ）　　２　いいえ（次の質問へ）　９　分からない（Ｐ２の問１0へ）
　
問９－Ｇ　あなたが満足できなかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　十分な対処をしてくれなかった
　　　　　２　関心を持って聞いてくれなかった
　　　　　３　加害者を見つけてくれなかった又は捕まえてくれなかった
　　　　　４　盗まれたものを取り戻してくれなかった　　　　　　　　　
　　　　　５　十分な経過通知をしてくれなかった
　　　　　６　適切な扱いを受けなかった（失礼だった）
　　　　　７　到着するのが遅かった
　　　　　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　９　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ２の問１0へ）
　
問９－Ｈ　届け出なかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　それほど重大ではない（損失がない，大したことではない）
　　　　　２　自分で解決した（加害者を知っていた）
　　　　　３　捜査機関が取り扱うのが適切ではない問題だった（捜査機関は必要ない）
　　　　　４　代わりに別の機関に知らせた（機関名：　　　　　　　　　　　　）
　　　　　５　家族が解決した
　　　　　６　保険に入っていないので，保険請求のための通報の必要がなかった　
　　　　　７　捜査機関は何もできない（証拠がない）　　
　　　　　８　捜査機関は何もしてくれない
　　　　　９　捜査機関が怖い又は嫌い（捜査機関に関わってほしくない）
　　　　　１0　仕返しのおそれからあえて届け出ない
　　　　　１１　被害に遭ったことを知られたくなかった（恥ずかしくて言えなかった）
　　　　　１２　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１３　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ２の問１0へ）　　
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自家用の自動車の盗難や損壊の被害
【問11（Ｐ２）で，「ある」（自家用の自動車を盗まれたことがある）と答えた方に伺います。】
問１１－Ａ　その被害に遭

あ
ったのは，いつでしたか。

　　　　　なお，複数回被害に遭っている場合は，該当するものを全
すべ
てお答えください。

　　　　　１　今年　　２　昨年（平成30年）　　３　それ以前　　９　分からない（思い出せない）
　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　（問１１－Ｂ）昨年（平成30年）に何回ありましたか。
　　　　　１　１回　　２　２回　　３　３回　　４　４回　　５　５回以上　　９　分からない

一番最近の被害についてお答えください。
問１１－Ｃ　自家用の自動車の盗難被害に遭った場所は，どこですか｡
　　　　　１　自宅・自宅敷地内（共同住宅では敷地内の共有部分を含む）　２　自宅付近
　　　　　３　自宅のある市町村内　　４　職場　　５　その他国内　　６　海外　　９　分からない

問１１－Ｄ　あなた又は誰かが，捜査機関に被害を届け出ましたか。
　　　　　１　は　い（次の質問へ）　２　いいえ（問１１－Ｈへ）　９　分からない（Ｐ２の問１２へ）

問１１－Ｅ　あなた又は誰かが捜査機関に届け出た理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　盗まれたものを取り戻すため
　　　　　２　犯罪は捜査機関に届け出るべきだから
　　　　　３　重大な事件だから
　　　　　４　加害者を処罰してほしいから（加害者を捕まえてほしいから）
　　　　　５　再発を防ぐため
　　　　　６　助けを求めるため
　　　　　７　加害者からの弁償を得るため
　　　　　８　保険金を得るため（保険金請求のため）
　　　　　９　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１0　分からない

問１１－Ｆ　全体的に，捜査機関の対応に満足しましたか。
　　　　　１　は　い（Ｐ２の問１２へ）　２　いいえ（次の質問へ）　９　分からない（Ｐ２の問１２へ）

問１１－Ｇ　あなたが満足できなかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　十分な対処をしてくれなかった
　　　　　２　関心を持って聞いてくれなかった
　　　　　３　加害者を見つけてくれなかった又は捕まえてくれなかった
　　　　　４　盗まれたものを取り戻してくれなかった　　　　　　　　　
　　　　　５　十分な経過通知をしてくれなかった
　　　　　６　適切な扱いを受けなかった（失礼だった）
　　　　　７　到着するのが遅かった
　　　　　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　９　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ２の問１２へ）
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問１１－Ｈ　届け出なかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　それほど重大ではない（損失がない，大したことではない）
　　　　　２　自分で解決した（加害者を知っていた）
　　　　　３　捜査機関が取り扱うのが適切ではない問題だった（捜査機関は必要ない）
　　　　　４　代わりに別の機関に知らせた（機関名：　　　　　　　　　　　　）
　　　　　５　家族が解決した
　　　　　６　保険に入っていないので，保険請求のための通報の必要がなかった　　
　　　　　７　捜査機関は何もできない（証拠がない）　　
　　　　　８　捜査機関は何もしてくれない
　　　　　９　捜査機関が怖い又は嫌い（捜査機関に関わってほしくない）
　　　　　１0　仕返しのおそれからあえて届け出ない
　　　　　１１　被害に遭ったことを知られたくなかった（恥ずかしくて言えなかった）
　　　　　１２　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１３　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ２の問１２へ）
　【問12（Ｐ２）で，「ある」（車の中の物又は車の部品が盗まれたことがある）と答えた方に伺います。】
問１２－Ａ　その被害に遭

あ
ったのは，いつでしたか。

　　　　　なお，複数回被害に遭っている場合は，該当するものを全
すべ
てお答えください。

　　　　　１　今年　　２　昨年（平成30年）　３　それ以前　　９　分からない（思い出せない）
　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　（問１２－Ｂ）昨年（平成30年）に何回ありましたか。
　　　　　１　１回　　２　２回　　３　３回　　４　４回　　５　５回以上　　９　分からない
　一番最近の被害についてお答えください。
問１２－Ｃ　車の中に置いてあった物や車の部品の盗難の被害に遭った場所は，どこですか｡
　　　　　１　自宅・自宅敷地内（共同住宅では敷地内の共有部分を含む）　２　自宅付近
　　　　　３　自宅のある市町村内　　４　職場　　５　その他国内　　６　海外　　９　分からない
　問１２－Ｄ　あなた又は誰かが，捜査機関に被害を届け出ましたか。
　　　　　１　は　い（次の質問へ）　２　いいえ（問１２－Ｈへ）　　９　分からない（Ｐ２の問１３へ）
　問１２－Ｅ　あなた又は誰かが捜査機関に届け出た理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　盗まれたものを取り戻すため
　　　　　２　犯罪は捜査機関に届け出るべきだから
　　　　　３　重大な事件だから
　　　　　４　加害者を処罰してほしいから（加害者を捕まえてほしいから）
　　　　　５　再発を防ぐため
　　　　　６　助けを求めるため
　　　　　７　加害者からの弁償を得るため
　　　　　８　保険金を得るため（保険金請求のため）
　　　　　９　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１0　分からない
　問１２－Ｆ　全体的に，捜査機関の対応に満足しましたか。
　　　　　１　は　い（Ｐ２の問１３へ）　２　いいえ（次の質問へ）　９　分からない（Ｐ２の問１３へ）
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問１２－Ｇ　あなたが満足できなかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　十分な対処をしてくれなかった
　　　　　２　関心を持って聞いてくれなかった
　　　　　３　加害者を見つけてくれなかった又は捕まえてくれなかった
　　　　　４　盗まれたものを取り戻してくれなかった　　　　　　　　　
　　　　　５　十分な経過通知をしてくれなかった
　　　　　６　適切な扱いを受けなかった（失礼だった）
　　　　　７　到着するのが遅かった
　　　　　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　９　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ２の問１３へ）
　
問１２－Ｈ　届け出なかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　それほど重大ではない（損失がない，大したことではない）
　　　　　２　自分で解決した（加害者を知っていた）
　　　　　３　捜査機関が取り扱うのが適切ではない問題だった（捜査機関は必要ない）
　　　　　４　代わりに別の機関に知らせた（機関名：　　　　　　　　　　　　）
　　　　　５　家族が解決した
　　　　　６　保険に入っていないので，保険請求のための通報の必要がなかった　
　　　　　７　捜査機関は何もできない（証拠がない）　　
　　　　　８　捜査機関は何もしてくれない
　　　　　９　捜査機関が怖い又は嫌い（捜査機関に関わってほしくない）
　　　　　１0　仕返しのおそれからあえて届け出ない
　　　　　１１　被害に遭ったことを知られたくなかった（恥ずかしくて言えなかった）
　　　　　１２　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１３　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ２の問１３へ）
　

【問13（Ｐ２）で，「ある」（車を傷付けられたり，壊されたりした被害に遭
あ
ったことがある）と答え

た方に伺います。】
問１３－Ａ　その被害に遭ったのは，いつでしたか。
　　　　　なお，複数回被害に遭っている場合は，該当するものを全

すべ
てお答えください。

　　　　　１　今年　　２　昨年（平成30年）　３　それ以前　　９　分からない（思い出せない）
　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　（問１３－Ｂ）昨年（平成30年）に何回ありましたか。
　　　　　１　１回　　２　２回　　３　３回　　４　４回　　５　５回以上　　９　分からない
　
一番最近の被害についてお答えください。
問１３－Ｃ　車を傷付けられたり壊された被害に遭った場所は，どこですか｡
　　　　　１　自宅・自宅敷地内（共同住宅では敷地内の共有部分を含む）　２　自宅付近
　　　　　３　自宅のある市町村内　　４　職場　　５　その他国内　　６　海外　　９　分からない
　
問１３－Ｄ　あなた又は誰かが，捜査機関に被害を届け出ましたか。
　　　　　１　は　い（次の質問へ）　２　いいえ（問１３－Ｈへ）　　９　分からない（Ｐ２の問１４へ）
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問１３－Ｅ　あなた又は誰かが捜査機関に届け出た理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　（欠番ですので，○をつけないでください）
　　　　　２　犯罪は捜査機関に届け出るべきだから
　　　　　３　重大な事件だから
　　　　　４　加害者を処罰してほしいから（加害者を捕まえてほしいから）
　　　　　５　再発を防ぐため
　　　　　６　助けを求めるため
　　　　　７　加害者からの弁償を得るため
　　　　　８　保険金を得るため（保険金請求のため）
　　　　　９　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１0　分からない
　
問１３－Ｆ　全体的に，捜査機関の対応に満足しましたか。　
　　　　　１　は　い（Ｐ２の問１４へ）　２　いいえ（次の質問へ）　９　分からない（Ｐ２の問１４へ）
　
問１３－Ｇ　あなたが満足できなかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　十分な対処をしてくれなかった
　　　　　２　関心を持って聞いてくれなかった
　　　　　３　加害者を見つけてくれなかった又は捕まえてくれなかった
　　　　　４　自分の被害を取り戻してくれなかった　　　　　　　　　
　　　　　５　十分な経過通知をしてくれなかった
　　　　　６　適切な扱いを受けなかった（失礼だった）
　　　　　７　到着するのが遅かった
　　　　　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　９　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ２の問１４へ）
　
問１３－Ｈ　届け出なかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　それほど重大ではない（損失がない，大したことではない）
　　　　　２　自分で解決した（加害者を知っていた）
　　　　　３　捜査機関が取り扱うのが適切ではない問題だった（捜査機関は必要ない）
　　　　　４　代わりに別の機関に知らせた（機関名：　　　　　　　　　　　　）
　　　　　５　家族が解決した
　　　　　６　保険に入っていないので，保険請求のための通報の必要がなかった　
　　　　　７　捜査機関は何もできない（証拠がない）　　
　　　　　８　捜査機関は何もしてくれない
　　　　　９　捜査機関が怖い又は嫌い（捜査機関に関わってほしくない）
　　　　　１0　仕返しのおそれからあえて届け出ない
　　　　　１１　被害に遭ったことを知られたくなかった（恥ずかしくて言えなかった）
　　　　　１２　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１３　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ２の問１４へ）

－ 231 －

第５回犯罪被害実態（暗数）調査

 13 



不法侵入被害
【問14（Ｐ２）で，「ある」（自宅に不法侵入されたことがある）と答えた方に伺います。】
問１４－Ａ　その被害に遭

あ
ったのは，いつでしたか。

　　　　　なお，複数回被害に遭っている場合は，該当するものを全
すべ
てお答えください。

　　　　　１　今年　　２　昨年（平成30年）　３　それ以前　　９　分からない（思い出せない）
　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　（問１４－Ｂ）昨年（平成30年）に何回ありましたか。
　　　　　１　１回　　２　２回　　３　３回　　　４　４回　　５　５回以上　　９　分からない
　
一番最近の被害についてお答えください。
問１４－Ｃ　実際にお金や物を盗まれましたか。
　　　　　１　は　い　　　　　２　いいえ　　　　　９　分からない　　
　
問１４－Ｄ　あなた又は誰かが，捜査機関に被害を届け出ましたか。
　　　　　１　は　い（次の質問へ）　２　いいえ（問１４－Ｈへ）　　９　分からない（Ｐ２の問１５へ）
　
問１４－Ｅ　あなた又は誰かが捜査機関に届け出た理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　盗まれたものを取り戻すため
　　　　　２　犯罪は捜査機関に届け出るべきだから
　　　　　３　重大な事件だから
　　　　　４　加害者を処罰してほしいから（加害者を捕まえてほしいから）
　　　　　５　再発を防ぐため
　　　　　６　助けを求めるため
　　　　　７　加害者からの弁償を得るため
　　　　　８　保険金を得るため（保険金請求のため）
　　　　　９　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１0　分からない
　
問１４－Ｆ　全体的に，捜査機関の対応に満足しましたか。　
　　　　　１　は　い（Ｐ２の問１５へ）　　２　いいえ（次の質問へ）　９　分からない（Ｐ２の問１５へ）
　
問１４－Ｇ　あなたが満足できなかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　十分な対処をしてくれなかった
　　　　　２　関心を持って聞いてくれなかった
　　　　　３　加害者を見つけてくれなかった又は捕まえてくれなかった
　　　　　４　盗まれたものを取り戻してくれなかった　　　　　　　　　
　　　　　５　十分な経過通知をしてくれなかった
　　　　　６　適切な扱いを受けなかった（失礼だった）
　　　　　７　到着するのが遅かった
　　　　　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　９　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ２の問１５へ）
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問１４－Ｈ　届け出なかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　それほど重大ではない（損失がない，大したことではない）
　　　　　２　自分で解決した（加害者を知っていた）
　　　　　３　捜査機関が取り扱うのが適切ではない問題だった（捜査機関は必要ない）
　　　　　４　代わりに別の機関に知らせた（機関名：　　　　　　　　　　　　）
　　　　　５　家族が解決した
　　　　　６　保険に入っていないので，保険請求のための通報の必要がなかった　　
　　　　　７　捜査機関は何もできない（証拠がない）　　
　　　　　８　捜査機関は何もしてくれない
　　　　　９　捜査機関が怖い又は嫌い（捜査機関に関わってほしくない）
　　　　　１0　仕返しのおそれからあえて届け出ない
　　　　　１１　被害に遭ったことを知られたくなかった（恥ずかしくて言えなかった）
　　　　　１２　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１３　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ２の問１５へ）
　
【問15（Ｐ２）で，「ある」（自宅に不法侵入されそうだった形跡がある）と答えた方に伺います。】
問１５－Ａ　その被害に遭ったのは，いつでしたか。
　　　　　なお，複数回被害に遭っている場合は，該当するものを全

すべ
てお答えください。

　　　　　１　今年　　２　昨年（平成30年）　３　それ以前　　９　分からない（思い出せない）
　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　（問１５－Ｂ）昨年（平成30年）に何回ありましたか。
　　　　　１　１回　　２　２回　　３　３回　　４　４回　　５　５回以上　　９　分からない
　
一番最近の被害についてお答えください。
問１５－Ｃ　あなた又は誰かが，捜査機関に被害を届け出ましたか。
　　　　　１　は　い（次の質問へ）　２　いいえ（問１５－Ｇへ）　　９　分からない（Ｐ３の問１６へ）
　
問１５－Ｄ　あなた又は誰かが捜査機関に届け出た理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　（欠番ですので，○を付けないでください）
　　　　　２　犯罪は捜査機関に届け出るべきだから
　　　　　３　重大な事件だから
　　　　　４　加害者を処罰してほしいから（加害者を捕まえてほしいから）
　　　　　５　再発を防ぐため
　　　　　６　助けを求めるため
　　　　　７　加害者からの弁償を得るため
　　　　　８　保険金を得るため（保険金請求のため）
　　　　　９　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１0　分からない
　
問１５－Ｅ　全体的に，捜査機関の対応に満足しましたか。
　　　　　１　は　い（Ｐ３の問１６へ）　　２　いいえ（次の質問へ）　９　分からない（Ｐ３の問１６へ）
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問１５－Ｆ　あなたが満足できなかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　十分な対処をしてくれなかった
　　　　　２　関心を持って聞いてくれなかった
　　　　　３　加害者を見つけてくれなかった又は捕まえてくれなかった
　　　　　４　自分の被害を取り戻してくれなかった　　　　　　　　　
　　　　　５　十分な経過通知をしてくれなかった
　　　　　６　適切な扱いを受けなかった（失礼だった）
　　　　　７　到着するのが遅かった
　　　　　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　９　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ３の問１６へ）　　　
　
問１５－Ｇ　届け出なかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　それほど重大ではない（損失がない，大したことではない）
　　　　　２　自分で解決した（加害者を知っていた）
　　　　　３　捜査機関が取り扱うのが適切ではない問題だった（捜査機関は必要ない）
　　　　　４　代わりに別の機関に知らせた（機関名：　　　　　　　　　　　　）
　　　　　５　家族が解決した
　　　　　６　保険に入っていないので，保険請求のための通報の必要がなかった　　
　　　　　７　捜査機関は何もできない（証拠がない）　　
　　　　　８　捜査機関は何もしてくれない
　　　　　９　捜査機関が怖い又は嫌い（捜査機関に関わってほしくない）
　　　　　１0　仕返しのおそれからあえて届け出ない
　　　　　１１　被害に遭ったことを知られたくなかった（恥ずかしくて言えなかった）
　　　　　１２　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１３　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ３の問１６へ）
　
強盗・恐喝・ひったくりの被害
【問16（Ｐ３）で，「ある」（強盗・恐

きょうかつ
喝・ひったくりの被害に遭

あ
ったことがある）と答えた方に伺います。】

問１６－Ａ　その被害に遭ったのは，いつでしたか。
　　　　　なお，複数回被害に遭っている場合は，該当するものを全

すべ
てお答えください。

　　　　　１　今年　　２　昨年（平成30年）　３　それ以前　　９　分からない（思い出せない）
　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　（問１６－Ｂ）昨年（平成30年）に何回ありましたか。
　　　　　１　１回　　２　２回　　３　３回　　４　４回　　５　５回以上　　９　分からない
　
一番最近の被害についてお答えください。
問１６－Ｃ　被害に遭った場所は，どこですか｡
　　　　　１　自宅・自宅敷地内（共同住宅では敷地内の共有部分を含む）　２　自宅付近
　　　　　３　自宅のある市町村内　　４　職場　　５　その他国内　　６　海外　　９　分からない
　
問１６－Ｄ　実際にお金や物をとられましたか。
　　　　　１　は　い　　　　　２　いいえ　　　９　分からない　　
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問１６－Ｅ　加害者のうち，少なくとも１名の名前又は顔を知っていましたか。
　　　　　なお，名前も顔も知っていた場合は，「３　名前を知っていた」を選択してください。
　　　　　１　加害者を知らなかった　　　　　　　　
　　　　　２　少なくとも１名は，顔を知っていた　　
　　　　　３　少なくとも１名は，名前を知っていた　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　４　加害者を見なかった又は見えなかった　
　
問１６－Ｆ 　加害者（の中の誰か）は，刃物や銃（一見して見間違うモデルガン等を含みます），その他

の武器（スタンガン，エアガン，特殊警棒など本来武器として作られた物），又はその他凶器
になる物（金

かな
づち，針など，本来武器として作られた物ではない物）を持っていましたか。

　　　　　１　は　い　　　　　　　　２　いいえ　　　　　　　　９　分からない
　
問１６－Ｇ　あなた又は誰かが，捜査機関に被害を届け出ましたか。
　　　　　１　は　い（次の質問へ）　２　いいえ（問１６－Ｋへ）　 ９　分からない（問１６－Ｌへ）
　
問１６－Ｈ　あなた又は誰かが捜査機関に届け出た理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　取られたものを取り戻すため
　　　　　２　犯罪は捜査機関に届け出るべきだから
　　　　　３　重大な事件だから
　　　　　４　加害者を処罰してほしいから（加害者を捕まえてほしいから）
　　　　　５　再発を防ぐため
　　　　　６　助けを求めるため
　　　　　７　加害者からの弁償を得るため
　　　　　８　保険金を得るため（保険金請求のため）
　　　　　９　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１0　分からない
　
問１６－Ｉ　全体的に，捜査機関の対応に満足しましたか。　
　　　　　１　は　い（問１６－Ｌへ）　　２　いいえ（次の質問へ）　　９　分からない（問１６－Ｌへ）
　
問１６－Ｊ　あなたが満足できなかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　十分な対処をしてくれなかった
　　　　　２　関心を持って聞いてくれなかった
　　　　　３　加害者を見つけてくれなかった又は捕まえてくれなかった
　　　　　４　取られたものを取り戻してくれなかった　　　　　　　　　
　　　　　５　十分な経過通知をしてくれなかった
　　　　　６　適切な扱いを受けなかった（失礼だった）
　　　　　７　到着するのが遅かった
　　　　　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　９　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　　（問１６－Ｌへ）
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問１６－Ｋ　届け出なかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　それほど重大ではない（損失がない，大したことではない）
　　　　　２　自分で解決した（加害者を知っていた）
　　　　　３　捜査機関が取り扱うのが適切ではない問題だった（捜査機関は必要ない）
　　　　　４　代わりに別の機関に知らせた（機関名：　　　　　　　　　　　　）
　　　　　５　家族が解決した
　　　　　６　保険に入っていないので，保険請求のための通報の必要がなかった　　
　　　　　７　捜査機関は何もできない（証拠がない）　　
　　　　　８　捜査機関は何もしてくれない
　　　　　９　捜査機関が怖い又は嫌い（捜査機関に関わってほしくない）
　　　　　１0　仕返しのおそれからあえて届け出ない
　　　　　１１　被害に遭ったことを知られたくなかった（恥ずかしくて言えなかった）
　　　　　１２　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１３　分からない
　
問１６－Ｌ	　その被害の後で，あなたや御家族は，犯罪被害者の方への支援を行うための機関・団体に連

絡しましたか。
　　　　　１　は　い　　　　　　２　いいえ　　　　　　　９　分からない

（Ｐ３の問１７へ）

盗難の被害
【問17（Ｐ３）で，「ある」（盗難の被害に遭

あ
ったことがある）と答えた方に伺います。】

問１７－Ａ　その被害に遭ったのは，いつでしたか。
　　　　　なお，複数回被害に遭っている場合は，該当するものを全

すべ
てお答えください。

　　　　　１　今年　　２　昨年（平成30年）　　３　それ以前　　９　分からない（思い出せない）
　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　（問１７－Ｂ）昨年（平成30年）に何回ありましたか。
　　　　　１　１回　　２　２回　　３　３回　　４　４回　　５　５回以上　　９　分からない
　
一番最近の被害についてお答えください。
問１７－Ｃ　被害に遭った場所は，どこですか｡
　　　　　１　自宅・自宅敷地内（共同住宅では敷地内の共有部分を含む）　２　自宅付近
　　　　　３　自宅のある市町村内　　４　職場　　５　その他国内　　６　海外　　９　分からない
　
問１７－Ｄ　それは，例えばスリの被害のように，あなたが持ち歩いていた物を盗まれた被害でしたか。
　　　　　１　は　い　　　　２　いいえ　　　　９　分からない　　
　
問１７－Ｅ　あなた又は誰かが，捜査機関に被害を届け出ましたか。
　　　　　１　は　い（次の質問へ）　２　いいえ（問１７－Ｉへ）　　９　分からない（Ｐ３の問１８へ）
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問１７－Ｆ　あなた又は誰かが捜査機関に届け出た理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　盗まれたものを取り戻すため
　　　　　２　犯罪は捜査機関に届け出るべきだから
　　　　　３　重大な事件だから
　　　　　４　加害者を処罰してほしいから（加害者を捕まえてほしいから）
　　　　　５　再発を防ぐため
　　　　　６　助けを求めるため
　　　　　７　加害者からの弁償を得るため
　　　　　８　保険金を得るため（保険金請求のため）
　　　　　９　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１0　分からない　
　
問１７－Ｇ　全体的に，捜査機関の対応に満足しましたか。　
　　　　　１　は　い（Ｐ３の問１８へ）　２　いいえ（次の質問へ）　９　分からない（Ｐ３の問１８へ）
　
問１７－Ｈ　あなたが満足できなかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　十分な対処をしてくれなかった
　　　　　２　関心を持って聞いてくれなかった
　　　　　３　加害者を見つけてくれなかった又は捕まえてくれなかった
　　　　　４　盗まれたものを取り戻してくれなかった　　　　　　　　　
　　　　　５　十分な経過通知をしてくれなかった
　　　　　６　適切な扱いを受けなかった（失礼だった）
　　　　　７　到着するのが遅かった
　　　　　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　９　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ３の問１８へ）
　
問１７－Ｉ　届け出なかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　それほど重大ではない（損失がない，大したことではない）
　　　　　２　自分で解決した（加害者を知っていた）
　　　　　３　捜査機関が取り扱うのが適切ではない問題だった（捜査機関は必要ない）
　　　　　４　代わりに別の機関に知らせた（機関名：　　　　　　　　　　　　）
　　　　　５　家族が解決した
　　　　　６　保険に入っていないので，保険請求のための通報の必要がなかった　　
　　　　　７　捜査機関は何もできない（証拠がない）　　
　　　　　８　捜査機関は何もしてくれない
　　　　　９　捜査機関が怖い又は嫌い（捜査機関に関わってほしくない）
　　　　　１0　仕返しのおそれからあえて届け出ない
　　　　　１１　被害に遭ったことを知られたくなかった（恥ずかしくて言えなかった）
　　　　　１２　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１３　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ３の問１８へ）
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暴行の被害
【問18（Ｐ３）で，「ある」（暴行の被害に遭

あ
ったことがある）と答えた方に伺います。】

問１８－Ａ　その被害に遭ったのは，いつでしたか。
　　　　　なお，複数回被害に遭っている場合は，該当するものを全

すべ
てお答えください。

　　　　　１　今年　　２　昨年（平成30年）　　３　それ以前　　９　分からない（思い出せない）
　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　（問１８－Ｂ）昨年（平成30年）に何回ありましたか。
　　　　　１　１回　　２　２回　　３　３回　　４　４回　　５　５回以上　　９　分からない
　
一番最近の被害についてお答えください。
問１８－Ｃ　被害に遭った場所は，どこですか｡
　　　　　１　自宅・自宅敷地内（共同住宅では敷地内の共有部分を含む）　２　自宅付近
　　　　　３　自宅のある市町村内　　４　職場　　５　その他国内　　６　海外　　９　分からない
　
問１８－Ｄ　加害者のうち，少なくとも１名の名前又は顔を知っていましたか。
　　　　　なお，名前も顔も知っていた場合は，「３　名前を知っていた」を選択してください。
　　　　　１　加害者を知らなかった　　　　　　　　（問１８－Ｆへ）
　　　　　２　少なくとも１名は，顔を知っていた　　（問１８－Ｆへ）
　　　　　３　少なくとも１名は，名前を知っていた　（次の質問へ）
　　　　　４　加害者を見なかった又は見えなかった　（問１８－Ｆへ）
　
問１８－Ｅ	　加害者は，あなたとどのような関係にある人でしたか。被害に遭った時点での関係を全てお

答えください。
　　　　　１　家族・親せき　　２　親しい友人　　３　一緒に働いていた人又は働いたことのある人
　　　　　４　上記の誰でもない　９　答えたくない
　
問１８－Ｆ 　加害者（の中の誰か）は，刃物や銃（一見して見間違うモデルガン等を含みます），その他

の武器（スタンガン，エアガン，特殊警棒など本来武器として作られた物），又はその他凶器
になる物（金

かな
づち，針など，本来武器として作られた物ではない物）を持っていましたか。

　　　　　１　は　い　　　　　　２　いいえ　　　　　９　分からない
　
問１８－Ｇ　実際に何をされましたか。
　　　　　１　脅迫（問１８－Ｉへ）　　２　暴行（脅迫と暴行両方の場合を含みます）（次の質問へ）
　　　　　９　分からない（問１８－Ｉへ）
　
問１８－Ｈ　暴行を受けた結果，あなたはけがをしましたか。
　　　　　１　は　い　　　　　　　　　２　いいえ
　
問１８－Ｉ　あなた又は誰かが，捜査機関に被害を届け出ましたか。
　　　　　１　は　い（次の質問へ）　　２　いいえ（問１８－Ｍへ）　　９　分からない（問１８－Ｎへ）
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問１８－Ｊ　あなた又は誰かが捜査機関に届け出た理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　（欠番ですので，○をつけないでください）
　　　　　２　犯罪は捜査機関に届け出るべきだから
　　　　　３　重大な事件だから
　　　　　４　加害者を処罰してほしいから（加害者を捕まえてほしいから）
　　　　　５　再発を防ぐため
　　　　　６　助けを求めるため
　　　　　７　加害者からの弁償を得るため
　　　　　８　保険金を得るため（保険金請求のため）
　　　　　９　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１0　分からない
　問１８－Ｋ　全体的に，捜査機関の対応に満足しましたか。
　　　　　１　は　い（問１８－Ｎへ）　２　いいえ（次の質問へ）　９　分からない（問１８－Ｎへ）
　問１８－Ｌ　あなたが満足できなかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　十分な対処をしてくれなかった
　　　　　２　関心を持って聞いてくれなかった
　　　　　３　加害者を見つけてくれなかった又は捕まえてくれなかった
　　　　　４　自分の受けた損害を回復してくれなかった　　　　　　　　　
　　　　　５　十分な経過通知をしてくれなかった
　　　　　６　適切な扱いを受けなかった（失礼だった）
　　　　　７　到着するのが遅かった
　　　　　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　９　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　　（問１８－Ｎへ）
　問１８－Ｍ　届け出なかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　それほど重大ではない（損失がない，大したことではない）
　　　　　２　自分で解決した（加害者を知っていた）
　　　　　３　捜査機関が取り扱うのが適切ではない問題だった（捜査機関は必要ない）
　　　　　４　代わりに別の機関に知らせた（機関名：　　　　　　　　　　　　）
　　　　　５　家族が解決した
　　　　　６　保険に入っていないので，保険請求のための通報の必要がなかった　　
　　　　　７　捜査機関は何もできない（証拠がない）　　
　　　　　８　捜査機関は何もしてくれない
　　　　　９　捜査機関が怖い又は嫌い（捜査機関に関わってほしくない）
　　　　　１0　仕返しのおそれからあえて届け出ない
　　　　　１１　被害に遭ったことを知られたくなかった（恥ずかしくて言えなかった）
　　　　　１２　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１３　分からない
　問１８－Ｎ	　その被害の後で，あなたやあなたの御家族は，犯罪被害者の方への支援を行うための機関・

団体に連絡しましたか。
　　　　　１　は　い　　　　　　　　　２　いいえ　　　　　　　　　９　分からない　　　

（Ｐ３の問１９へ）
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クレジットカード情報詐欺の被害
【問20（Ｐ３）で，「ある」（クレジットカード情報詐

さ ぎ
欺の被害に遭

あ
ったことがある）と答えた方に伺

います。】
問２0－Ａ　その被害に遭ったのは，いつでしたか。
　　　　　なお，複数回被害に遭っている場合は，該当するものを全

すべ
てお答えください。

　　　　　１　今年　　２　昨年（平成30年）　　３　それ以前　　９　分からない（思い出せない）
　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　（問２0－Ｂ）昨年（平成30年）に何回ありましたか。
　　　　　１　１回　　２　２回　　３　３回　　４　４回　　５　５回以上　　９　分からない
　
一番最近の被害についてお答えください。
問２0－Ｃ　そのクレジットカードやデビットカードは盗まれた物ですか。
　　　　　１　は　い　　　　　　　　　２　いいえ　　　　　　　　９　分からない
　
問２0－Ｄ　あなた又は誰かが，捜査機関に被害を届け出ましたか。
　　　　　１　は　い（次の質問へ）　　２　いいえ（問２0－Hへ）　９　分からない（Ｐ４の問２１へ）　
　
問２0－Ｅ　あなた又は誰かが捜査機関に届け出た理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　被害を取り戻すため
　　　　　２　犯罪は捜査機関に届け出るべきだから
　　　　　３　重大な事件だから
　　　　　４　加害者を処罰してほしいから（加害者を捕まえてほしいから）
　　　　　５　再発を防ぐため
　　　　　６　助けを求めるため
　　　　　７　加害者からの弁償を得るため
　　　　　８　保険金を得るため（保険金請求のため）
　　　　　９　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１0　分からない
　
問２0－Ｆ　全体的に，捜査機関の対応に満足しましたか。
　　　　　１　は　い（Ｐ４の問２１へ）　２　いいえ（次の質問へ）　９　分からない（Ｐ４の問２１へ）
　
問２0－Ｇ　あなたが満足できなかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　十分な対処をしてくれなかった
　　　　　２　関心を持って聞いてくれなかった
　　　　　３　加害者を見つけてくれなかった又は捕まえてくれなかった
　　　　　４　自分の被害を取り戻してくれなかった　　　　　　　　　
　　　　　５　十分な経過通知をしてくれなかった
　　　　　６　適切な扱いを受けなかった（失礼だった）
　　　　　７　到着するのが遅かった
　　　　　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　９　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ４の問２１へ）
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問２0－Ｈ　届け出なかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　それほど重大ではない（損失がない，大したことではない）
　　　　　２　自分で解決した（加害者を知っていた）
　　　　　３　捜査機関には向かない問題だった（捜査機関は必要ない）
　　　　　４　カード会社に知らせた（カード会社が対応した）
　　　　　５　代わりに別の機関（カード会社を除く）に知らせた（機関名：　　　　　　　　　　　　）
　　　　　６　家族が解決した
　　　　　７　保険に入っていないので，保険請求のための通報の必要がなかった　　　　　　
　　　　　８　捜査機関は何もできない（証拠がない）　　
　　　　　９　捜査機関は何もしてくれない
　　　　　１0　捜査機関が怖い又は嫌い（捜査機関に関わってほしくない）
　　　　　１１　仕返しのおそれからあえて届出をしない
　　　　　１２　被害に遭ったことを知られたくなかった（恥ずかしくて言えなかった）
　　　　　１３　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１４　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ４の問２１へ）
　
個人情報の悪用の被害
【問21（Ｐ４）で，「ある」（個人情報の悪用の被害に遭

あ
ったことがある）と答えた方に伺います。】

問２１－Ａ　その被害に遭ったのは，いつでしたか。
　　　　　なお，複数回被害に遭っている場合は，該当するものを全

すべ
てお答えください。

　　　　　１　今年　　２　昨年（平成30年）　　３　それ以前　　９　分からない（思い出せない）
　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　（問２１－Ｂ）昨年（平成30年）に何回ありましたか。
　　　　　１　１回　　２　２回　　３　３回　　４　４回　　５　５回以上　　９　分からない
　
一番最近の被害についてお答えください。
問２１－Ｃ　個人情報は，何のために悪用されましたか。
　　　　　１　クレジットカード又はデビットカードを作るため
　　　　　２　特定店舗専用のクレジットカードを作るため
　　　　　３　預貯金口座を開設するため
　　　　　４　携帯電話を購入するため
　　　　　５　借金，抵当権設定，質入れなどのため
　　　　　６	　手当等の給付金，年金の支給を受けるため又は税控除などの利益取扱い（国又は地方公

共団体が支給するもの，利益取扱いを決定するものに限る）を受けるため
　　　　　７　旅券を手に入れるため
　　　　　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　９　分からない
　
問２１－Ｄ　あなた又は誰かが，捜査機関に被害を届け出ましたか。
　　　　　１　は　い（次の質問へ）　　２　いいえ（問２１－Ｈへ）　　９　分からない（Ｐ４の問２２へ）　
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問２１－Ｅ　あなた又は誰かが捜査機関に届け出た理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　被害を取り戻すため
　　　　　２　犯罪は捜査機関に届け出るべきだから
　　　　　３　重大な事件だから
　　　　　４　加害者を処罰してほしいから（加害者を捕まえてほしいから）
　　　　　５　再発を防ぐため
　　　　　６　助けを求めるため
　　　　　７　加害者からの弁償を得るため
　　　　　８　保険金を得るため（保険金請求のため）
　　　　　９　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１0　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
問２１－Ｆ　全体的に，捜査機関の対応に満足しましたか。
　　　　　１　は　い（Ｐ４の問２２へ）　２　いいえ（次の質問へ）　９　分からない（Ｐ４の問２２へ）
　
問２１－Ｇ　あなたが満足できなかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　十分な対処をしてくれなかった
　　　　　２　関心を持って聞いてくれなかった
　　　　　３　加害者を見つけてくれなかった又は捕まえてくれなかった
　　　　　４　自分の被害を取り戻してくれなかった　　　　　　　　　
　　　　　５　十分な経過通知をしてくれなかった
　　　　　６　適切な扱いを受けなかった（失礼だった）
　　　　　７　到着するのが遅かった
　　　　　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　９　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ４の問２２へ）
　
問２１－Ｈ　届け出なかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　それほど重大ではない（損失がない，大したことではない）
　　　　　２　自分で解決した（加害者を知っていた）
　　　　　３　捜査機関には向かない問題だった（捜査機関は必要ない）
　　　　　４　代わりに別の機関に知らせた（機関名：　　　　　　　　　　　　）
　　　　　５　家族が解決した
　　　　　６　保険に入っていないので，保険請求のための通報の必要がなかった　　　　　　
　　　　　７　捜査機関は何もできない（証拠がない）　　
　　　　　８　捜査機関は何もしてくれない
　　　　　９　捜査機関が怖い又は嫌い（捜査機関に関わってほしくない）
　　　　　１0　仕返しのおそれからあえて届出をしない
　　　　　１１　被害に遭ったことを知られたくなかった（恥ずかしくて言えなかった）
　　　　　１２　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１３　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ４の問２２へ）
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振り込め詐欺の被害
【問23（Ｐ４）で，「ある」（振り込め詐

さ ぎ
欺の被害に遭

あ
ったことがある）と答えた方に伺います。】

問２３－Ａ　その被害に遭ったのは，いつでしたか。
　　　　　なお，複数回被害に遭っている場合は，該当するものを全

すべ
てお答えください。

　　　　　１　今年　　２　昨年（平成30年）　３　それ以前　　９　分からない（思い出せない）
　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　（問２３－Ｂ）昨年（平成30年）に何回ありましたか。
　　　　　１　１回　　２　２回　　３　３回　　４　４回　　５　５回以上　　９　分からない
　
一番最近の被害についてお答えください。
問２３－Ｃ　あなた又は誰かが，捜査機関に被害を届け出ましたか。
　　　　　１　は　い（次の質問へ）　　２　いいえ（問２３－Ｇへ）　　９　分からない（Ｐ４の問２４へ）
　
問２３－Ｄ　あなた又は誰かが捜査機関に届け出た理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　被害を取り戻すため
　　　　　２　犯罪は捜査機関に届け出るべきだから
　　　　　３　重大な事件だから
　　　　　４　加害者を処罰してほしいから（加害者を捕まえてほしいから）
　　　　　５　再発を防ぐため
　　　　　６　助けを求めるため
　　　　　７　加害者からの弁償を得るため
　　　　　８　保険金を得るため（保険金請求のため）
　　　　　９　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１0　分からない
　
問２３－Ｅ　全体的に，捜査機関の対応に満足しましたか。
　　　　　１　は　い（Ｐ４の問２４へ）　２　いいえ（次の質問へ）　９　分からない（Ｐ４の問２４へ）
　
問２３－Ｆ　あなたが満足できなかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　十分な対処をしてくれなかった
　　　　　２　関心を持って聞いてくれなかった
　　　　　３　加害者を見つけてくれなかった又は捕まえてくれなかった
　　　　　４　自分の被害を取り戻してくれなかった　　　　　　　　　
　　　　　５　十分な経過通知をしてくれなかった
　　　　　６　適切な扱いを受けなかった（失礼だった）
　　　　　７　到着するのが遅かった
　　　　　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　９　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ４の問２４へ）
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問２３－Ｇ　届け出なかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　それほど重大ではない（損失がない，大したことではない）
　　　　　２　自分で解決した（加害者を知っていた）
　　　　　３　捜査機関には向かない問題だった（捜査機関は必要ない）
　　　　　４　代わりに別の機関に知らせた（機関名：　　　　　　　　　　　　）
　　　　　５　家族が解決した
　　　　　６　保険に入っていないので，保険請求のための通報の必要がなかった　　　　　　
　　　　　７　捜査機関は何もできない（証拠がない）　　
　　　　　８　捜査機関は何もしてくれない
　　　　　９　捜査機関が怖い又は嫌い（捜査機関に関わってほしくない）
　　　　　１0　仕返しのおそれからあえて届出をしない
　　　　　１１　被害に遭ったことを知られたくなかった（恥ずかしくて言えなかった）
　　　　　１２　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１３　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ４の問２４へ）
　
インターネットオークション詐欺の被害
【問24（Ｐ４）で，「ある」（インターネットオークション詐

さ ぎ
欺の被害に遭

あ
ったことがある）と答えた

方に伺います。】
問２４－Ａ　その被害に遭ったのは，いつでしたか。
　　　　　なお，複数回被害に遭っている場合は，該当するものを全

すべ
てお答えください。

　　　　　１　今年　　２　昨年（平成30年）　３　それ以前　　９　分からない（思い出せない）
　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　（問２４－Ｂ）昨年（平成30年）に何回ありましたか。
　　　　　１　１回　　２　２回　　３　３回　　４　４回　　５　５回以上　　９　分からない
　
一番最近の被害についてお答えください。
問２４－Ｃ　あなた又は誰かが，捜査機関に被害を届け出ましたか。
　　　　　１　は　い（次の質問へ）　　２　いいえ（問２４－Ｇへ）　９　分からない（Ｐ４の問２５へ）　

問２４－Ｄ　あなた又は誰かが捜査機関に届け出た理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　被害を取り戻すため
　　　　　２　犯罪は捜査機関に届け出るべきだから
　　　　　３　重大な事件だから
　　　　　４　加害者を処罰してほしいから（加害者を捕まえてほしいから）
　　　　　５　再発を防ぐため
　　　　　６　助けを求めるため
　　　　　７　加害者からの弁償を得るため
　　　　　８　保険金を得るため（保険金請求のため）
　　　　　９　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１0　分からない
　
問２４－Ｅ　全体的に，捜査機関の対応に満足しましたか。
　　　　　１　は　い（Ｐ４の問２５へ）　２　いいえ（次の質問へ）　９　分からない（Ｐ４の問２５へ）　
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問２４－Ｆ　あなたが満足できなかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　十分な対処をしてくれなかった
　　　　　２　関心を持って聞いてくれなかった
　　　　　３　加害者を見つけてくれなかった又は捕まえてくれなかった
　　　　　４　自分の被害を取り戻してくれなかった　　　　　　　　　
　　　　　５　十分な経過通知をしてくれなかった
　　　　　６　適切な扱いを受けなかった（失礼だった）
　　　　　７　到着するのが遅かった
　　　　　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　９　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ４の問２５へ）　
　問２４－Ｇ　届け出なかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　それほど重大ではない（損失がない，大したことではない）
　　　　　２　自分で解決した（加害者を知っていた）
　　　　　３　捜査機関には向かない問題だった（捜査機関は必要ない）
　　　　　４　代わりに別の機関に知らせた（機関名：　　　　　　　　　　　　）
　　　　　５　家族が解決した
　　　　　６　保険に入っていないので，保険請求のための通報の必要がなかった　　　　　　
　　　　　７　捜査機関は何もできない（証拠がない）　　
　　　　　８　捜査機関は何もしてくれない
　　　　　９　捜査機関が怖い又は嫌い（捜査機関に関わってほしくない）
　　　　　１0　仕返しのおそれからあえて届出をしない
　　　　　１１　被害に遭ったことを知られたくなかった（恥ずかしくて言えなかった）
　　　　　１２　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１３　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ４の問２５へ）　

消費者詐欺の被害
【問25（Ｐ４）で，「ある」（消費者詐

さ ぎ
欺の被害に遭

あ
ったことがある）と答えた方に伺います。】

問２５－Ａ　その被害に遭ったのは，いつでしたか。
　　　　　なお，複数回被害に遭っている場合は，該当するものを全

すべ
てお答えください。

　　　　　１　今年　　２　昨年（平成30年）　３　それ以前　　９　分からない（思い出せない）
　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　（問２５－Ｂ）昨年（平成30年）に何回ありましたか。
　　　　　１　１回　　２　２回　　３　３回　　４　４回　　５　５回以上　　９　分からない
　一番最近の被害についてお答えください。
問２５－Ｃ　その詐欺は，次のうち，どのような場面で行われたでしょうか。
　　　　 　なお，インターネットオークション（インターネットを介した競売方法による商品の売買）

における詐欺被害は，含みません。
　　　　　１　建設，建築，修繕作業　　　　　　　　　　　２　自動車修理工場で行われた作業
　　　　　３　ホテル，レストラン，飲食店でのサービス　　４　店頭での買い物 
　　　　　５　インターネットショッピング，通信販売　　　６　訪問販売
　　　　　７　電話勧誘による販売　　　　　　８　それ以外　　　　　　　　　９　分からない
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問２５－Ｄ　あなた又は誰かが，捜査機関に被害を届け出ましたか。
　　　　　１　は　い（次の質問へ）　　２　いいえ（問２５－Ｈへ）　　９　分からない（Ｐ４の問２６へ）
　問２５－Ｅ　あなた又は誰かが捜査機関に届け出た理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　被害を取り戻すため
　　　　　２　犯罪は捜査機関に届け出るべきだから
　　　　　３　重大な事件だから
　　　　　４　加害者を処罰してほしいから（加害者を捕まえてほしいから）
　　　　　５　再発を防ぐため
　　　　　６　助けを求めるため
　　　　　７　加害者からの弁償を得るため
　　　　　８　保険金を得るため（保険金請求のため）
　　　　　９　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１0　分からない
　問２５－Ｆ　全体的に，捜査機関の対応に満足しましたか。
　　　　　１　は　い（Ｐ４の問２６へ）　２　いいえ（次の質問へ）　９　分からない（Ｐ４の問２６へ）
　問２５－Ｇ　あなたが満足できなかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　十分な対処をしてくれなかった
　　　　　２　関心を持って聞いてくれなかった
　　　　　３　加害者を見つけてくれなかった又は捕まえてくれなかった
　　　　　４　自分の被害を取り戻してくれなかった　　　　　　　　　
　　　　　５　十分な経過通知をしてくれなかった
　　　　　６　適切な扱いを受けなかった（失礼だった）
　　　　　７　到着するのが遅かった
　　　　　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　９　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ４の問２６へ）
　問２５－Ｈ　届け出なかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　それほど重大ではない（損失がない，大したことではない）
　　　　　２　自分で解決した（加害者を知っていた）
　　　　　３　捜査機関には向かない問題だった（捜査機関は必要ない）
　　　　　４　代わりに別の機関に知らせた（機関名：　　　　　　　　　　　　）
　　　　　５　家族が解決した
　　　　　６　保険に入っていないので，保険請求のための通報の必要がなかった　　　　　　
　　　　　７　捜査機関は何もできない（証拠がない）　　
　　　　　８　捜査機関は何もしてくれない
　　　　　９　捜査機関が怖い又は嫌い（捜査機関に関わってほしくない）
　　　　　１0　仕返しのおそれからあえて届出をしない
　　　　　１１　被害に遭ったことを知られたくなかった（恥ずかしくて言えなかった）
　　　　　１２　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１３　分からない　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｐ４の問２６へ）
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《自記式》最後に，自記式での調査を行います。これからお尋ねすることは，答えにくい質問
かもしれませんが，統計以外の目的には使用しませんので，御協力をお願いします。
　自記式調査票につきましては，お手数をお掛けしますが，御自分で質問を読んで記入してい
ただきます。
回答した調査票の提出は，次の４つの中から選んでください。
①その場で回答する
　（全

すべ
ての回答が終わりましたら，この調査票を封に入れ，のり付けして提出）

②調査員が再度訪問した際提出する（提出期限：○月○○日）
③郵送で提出する（提出用の封筒をお渡しします。提出期限：○月○○日）
④	オンライン回答により提出する（オンライン回答用のＷｅｂ調査票がある所定のサイト，Ｉ
Ｄ及びパスワードをお伝えしますので，同サイトへログインして調査票に回答・提出してく
ださい。提出期限：○月○○日）

＜注意事項＞
　次の質問を読んで，当てはまる選択肢の番号に「○」をしてください。
　また，（　　　）内への記入を求められている場合には，（　　　）内へ記入してください。
　選択肢の「その他（　　　）」を選んだ場合も，（　　　）内に具体的に記入してください。

ストーカー行為の被害
Ｑ１　過去５年間に，あなたは，ストーカー行為の被害に遭

あ
ったことがありますか。

　　 　なお，「ストーカー行為」とは，恋愛感情等が満たされないことを理由に，つきまとい等の行為
を繰り返し行うことを言います（執

しつよう
拗に電子メールを送信するなどの行為を含む）。詳細について 

は，Ｑ１－Ｅの選択肢を参照してください。
　　　１　あ る（次の質問へ）　２　な い（ストーカー行為の被害に関する調査は終了です）（P４のＱ２へ）
　　　９　分からない（ストーカー行為の被害に関する調査は終了です）（P４のＱ２へ）

Ｑ１－Ａ　その被害に遭ったのは，いつでしたか。
　　　　　なお，複数回被害に遭っている場合は，該当するものを全

すべ
てお答えください。

　　　　　１　今年　　２　昨年（平成30年）　　３　それ以前　　９　分からない（思い出せない）
　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　（Ｑ１－Ｂ） 　昨年（平成30年）に何回ありましたか。なお，無言電話やＳＮＳへの書込みなど

の行為が１日の間に連続してあったとしても，その１日分を合わせて１回として
ください。

　　　　　１　１回　　２　２回　　３　３回　　４　４回　　５　５回以上　　９　分からない

一番最近の被害についてお答えください。
Ｑ１－Ｃ　被害に遭った場所は，どこですか。
　　　　　１　自宅・自宅敷地内（共同住宅では敷地内の共有部分を含む）　２　自宅付近
　　　　　３　自宅のある市町村内　　４　職場・アルバイト先　　５　学校　　６　その他国内
　　　　　７　海外　　　８　その他（電子メール，無言電話，ＳＮＳへの書込みなど）
　　　　　９　分からない

調査票（自記式）
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Ｑ１－Ｄ	　加害者は，あなたとどのような関係にある人でしたか。被害に遭った時点での関係をお答え
ください。

　　　　　１　別れた（別れを告げた）後の配偶者（事実婚や別居中を含む）
　　　　　２　別れた（別れを告げた）後の交際相手
　　　　　３　交際・結婚相手ではない職場・アルバイト先関係者（上司や客，取引先相手を含む）
　　　　　４　交際・結婚相手ではない学校関係の友人・知人（クラスメート，先輩・後輩など）
　　　　　５　職場・アルバイト先関係者・学校関係者以外の友人・知人
　　　　　６　知らない人（顔は分かるが名前を知らない場合を含む）
　　　　　７　知っている人か知らない人か分からない（無言電話，ＳＮＳへの書込みなど）
　　　　　８　その他（　　　　　　　　　　　）　　９　答えたくない
Ｑ１－Ｅ　そのストーカー行為は，次のどれに当たりますか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１	　つきまとい・待伏せ・進路立ちふさがり，住居等の付近の見張り・押し掛け・付近をみ

だりにうろつく行為
　　　　　２　監視している旨の告知等
　　　　　３　面会・交際・その他義務のない行為の要求
　　　　　４　著しく粗野又は乱暴な言動
　　　　　５　汚物・動物の死体の送付等
　　　　　６　名誉を害する事項の告知等
　　　　　７　性的羞

しゅう
恥
ち
心
しん
を害する事項の告知，性的羞恥心を害する文書・図画の送付・送信等

　　　　　８	　無言電話，拒絶されたにもかかわらず連続して電話を掛ける・ファックスを送信する・
電子メールを送信する・ＳＮＳに書き込むなどの行為

　　　　　９　分からない
Ｑ１－Ｆ　あなた又は誰かが，捜査機関に被害を届け出ましたか。
　　　　　１　は　い（次の質問へ）　　２　いいえ（Ｑ１－Ｊへ）　　９　分からない（Ｑ１－Ｋへ）
Ｑ１－Ｇ　あなた又は誰かが捜査機関に届け出た理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　被害を取り戻すため
　　　　　２　犯罪は捜査機関に届け出るべきだから
　　　　　３　重大な事件だから
　　　　　４　加害者を処罰してほしいから（加害者を捕まえてほしいから）
　　　　　５　再発を防ぐため
　　　　　６　助けを求めるため
　　　　　７　加害者からの弁償を得るため
　　　　　８　保険金を得るため（保険金請求のため）
　　　　　９　家族・友人・知人から届け出るよう言われたため
　　　　　１0　犯罪被害者への支援を行うための機関・団体から届け出るよう言われたため
　　　　　１１　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１２　分からない
Ｑ１－Ｈ　全体的に，捜査機関の対応に満足しましたか。
　　　　　１　は　い（Ｑ１－Ｋへ）　２　いいえ（次の質問へ）　　９　分からない（Ｑ１－Ｋへ）

Ｑ１－Ｉ　あなたが満足できなかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　十分な対処をしてくれなかった
　　　　　２　関心を持って聞いてくれなかった
　　　　　３　加害者を見つけてくれなかった又は捕まえてくれなかった
　　　　　４　自分の受けた損害を回復してくれなかった　　　　　　　　　
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　　　　　５　十分な経過通知をしてくれなかった
　　　　　６　適切な扱いを受けなかった（失礼だった）
　　　　　７　到着するのが遅かった
　　　　　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　９　分からない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｑ１－Ｋへ）

【Ｑ１－Ｆで，「２　いいえ」（捜査機関に届け出なかった）と答えた方に伺います。】
Ｑ１－Ｊ　届け出なかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　それほど重大ではない（損失がない，大したことではない）
　　　　　２　自分で解決した（加害者を知っていた）
　　　　　３　捜査機関が取り扱うのが適切ではない問題だった（捜査機関は必要ない）
　　　　　４　代わりに別の機関に知らせた（機関名：　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　５　家族が解決した
　　　　　６　保険に入っていないので，保険請求のための通報の必要がなかった　　
　　　　　７　捜査機関は何もできない（証拠がない）　　
　　　　　８　捜査機関は何もしてくれない
　　　　　９　捜査機関が怖い又は嫌い（捜査機関に関わってほしくない）
　　　　　１0　仕返しのおそれからあえて届け出ない
　　　　　１１　被害に遭ったことを知られたくなかった（恥ずかしくて言えなかった）
　　　　　１２　加害者の処罰を望まなかった
　　　　　１３　どうしたらよいのか分からなかった（被害を届け出る方法が分からなかった）
　　　　　１４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１５　分からない

Ｑ１－Ｋ 　その被害の後で，あなたやあなたの御家族は，被害者の方への支援を行うための機関・団体
に連絡しましたか。

　　　　　１　は　い　　　　２　いいえ　　　　９　分からない

 3 
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ＤＶの被害
Ｑ２　過去５年間に，あなたは，ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）の被害に遭

あ
ったことがありま

すか。
　　　なお，「ＤＶ」とは，配偶者や恋人など親密な関係にある，又はあった者から振るわれる暴力を

いいます。ＤＶの詳細については，Ｑ２－Ｅの選択肢を参照してください。
　　　　　１　あ　る（次の質問へ）　２　な　い（ＤＶの被害に関する調査は終了です）（Ｐ６のＱ３へ）
　　　　　９　分からない（ＤＶの被害に関する調査は終了です）（Ｐ６のＱ３へ）

Ｑ２－Ａ　その被害に遭ったのは，いつでしたか。
　　　　　なお，複数回被害に遭っている場合は，該当するものを全

すべ
てお答えください。

　　　　　１　今年　　２　昨年（平成30年）　　３　それ以前　　９　分からない（思い出せない）
　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　（Ｑ２－Ｂ）　昨年（平成30年）に何回ありましたか。
　　　　　１　１回　　２　２回　　３　３回　　４　４回　　５　５回以上　　９　分からない

一番最近の被害についてお答えください。
Ｑ２－Ｃ　被害に遭った場所は，どこですか。
　　　　　１　自宅・自宅敷地内（共同住宅では敷地内の共有部分を含む）　２　自宅付近
　　　　　３　自宅のある市町村内　　４　職場・アルバイト先　　５　学校　　６　その他国内
　　　　　７　海外　　　８　その他（生活費を渡さないなど）　　 ９　分からない

Ｑ２－Ｄ 　加害者は，あなたとどのような関係にある人でしたか。被害に遭った時点での関係をお答え
ください。

　　　　　１　夫，妻，内縁の夫，内縁の妻　　　　　２　元夫，元妻，元内縁の夫，元内縁の妻
　　　　　３　恋人　　　４　元恋人　　　５　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　９　答えたくない

Ｑ２－Ｅ　そのＤＶ行為は，次のどれに当たりますか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　身体的なもの（殴

なぐ
る，蹴

け
る，腕をねじる，髪を引っ張る，物を投げ付ける，など）

　　　　　２　精神的なもの（怒鳴る，無視する，人前で馬鹿にする，生活費を渡さない，など）
　　　　　３	　性的なもの（嫌がっているのにポルノビデオ等を見せる，性行為を強要する，避妊に協

力しない，など）
　　　　　９　分からない

Ｑ２－Ｆ　あなた又は誰かが，捜査機関に被害を届け出ましたか。
　　　　　１　は　い（次の質問へ）　２　いいえ（Ｑ２－Ｊへ）　　９　分からない（Ｑ２－Ｋへ）

Ｑ２－Ｇ　あなた又は誰かが捜査機関に届け出た理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　被害を取り戻すため
　　　　　２　犯罪は捜査機関に届け出るべきだから
　　　　　３　重大な事件だから
　　　　　４　加害者を処罰してほしいから（加害者を捕まえてほしいから）
　　　　　５　再発を防ぐため
　　　　　６　助けを求めるため
　　　　　７　加害者からの弁償を得るため
　　　　　８　保険金を得るため（保険金請求のため）
　　　　　９　家族・友人・知人から届け出るよう言われたため
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　　　　　１0　犯罪被害者への支援を行うための機関・団体から届け出るよう言われたため
　　　　　１１　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１２　分からない

Ｑ２－Ｈ　全体的に，捜査機関の対応に満足しましたか。
　　　　　１　は　い（Ｑ２－Ｋへ）　２　いいえ（次の質問へ）　　９　分からない（Ｑ２－Ｋへ）

Ｑ２－Ｉ　あなたが満足できなかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　十分な対処をしてくれなかった
　　　　　２　関心を持って聞いてくれなかった
　　　　　３　加害者を見つけてくれなかった又は捕まえてくれなかった
　　　　　４　自分の受けた損害を回復してくれなかった　　　　　　　　　
　　　　　５　十分な経過通知をしてくれなかった
　　　　　６　適切な扱いを受けなかった（失礼だった）
　　　　　７　到着するのが遅かった
　　　　　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　９　分からない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｑ２－Ｋへ）

【Ｑ２－Ｆで，「２　いいえ」（捜査機関に届け出なかった）と答えた方に伺います。】
Ｑ２－Ｊ　届け出なかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　それほど重大ではない（損失がない，大したことではない）
　　　　　２　自分で解決した（加害者を知っていた）
　　　　　３　捜査機関が取り扱うのが適切ではない問題だった（捜査機関は必要ない）
　　　　　４　代わりに別の機関に知らせた（機関名：　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　５　家族が解決した
　　　　　６　保険に入っていないので，保険請求のための通報の必要がなかった　　
　　　　　７　捜査機関は何もできない（証拠がない）　　
　　　　　８　捜査機関は何もしてくれない
　　　　　９　捜査機関が怖い又は嫌い（捜査機関に関わってほしくない）
　　　　　１0　仕返しのおそれからあえて届け出ない
　　　　　１１　被害に遭ったことを知られたくなかった（恥ずかしくて言えなかった）
　　　　　１２　加害者の処罰を望まなかった
　　　　　１３　どうしたらよいのか分からなかった（被害を届け出る方法が分からなかった）
　　　　　１４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１５　分からない

Ｑ２－Ｋ 　その被害の後で，あなたやあなたの御家族は，被害者の方への支援を行うための機関・団体
に連絡しましたか。

　　　　　１　は　い　　　　２　いいえ　　　　９　分からない
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児童虐待
Ｑ３　18歳になるまでの間に，あなたは，保護者による虐待の被害に遭ったことがありますか。
　　 　なお，児童虐待とは，17歳以下の児童に対する，保護者による，身体的虐待，性的虐待，養育の

放棄・怠慢（ネグレクト）及び心理的虐待の行為を言います。詳細については，Ｑ３－Ｅの選択肢
を参照してください。

　　　　　１　あ　る（次の質問へ）　２　な　い（児童虐待に関する調査は終了です）（Ｐ８のＱ４へ）
　　　　　９　分からない（思い出せない）（児童虐待に関する調査は終了です）（Ｐ８のＱ４へ）

Ｑ３―Ａ　その被害に遭ったのは，何歳頃でしたか。
　　　　　なお，複数回被害に遭っている場合は，該当するものを全

すべ
てお答えください。

　　　　　１　６歳以下　　　　　　２　７歳～12歳　　　　　　　 ３　13歳～15歳
　　　　　４　16歳・17歳　　　　 ９　分からない（思い出せない）

Ｑ３－Ｂ　あなたが受けた虐待は，どれくらいの期間続きましたか。
　　　　　１　３か月未満　　　　　２　３か月以上１年未満　　　　３　１年以上３年未満
　　　　　４　３年以上　　　　　　９　分からない（思い出せない）

最も深刻な被害についてお答えください。
Ｑ３－Ｃ　被害に遭った場所は，どこですか。
　　　　　１　自宅・自宅敷地内（共同住宅では敷地内の共有部分を含む）　２　自宅付近
　　　　　３　自宅のある市町村内　　４　職場・アルバイト先　　　５　学校
　　　　　６　その他国内　　７　海外　　　８　その他（養育の放棄・怠慢など）
　　　　　９　分からない

Ｑ３－Ｄ 　加害者は，被害に遭った時点で，あなたとどのような関係にある人でしたか。被害に遭った
時点での関係を全てお答えください。

　　　　　１　実父　　　２　実母　　　３　養父・継父　　　４　養母・継母
　　　　　５　父の内縁の妻　　　６　母の内縁の夫　　　７　祖父　　　８　祖母
　　　　　９　兄・姉　　　１0　その他（　　　　　　　　　　　）　　１１　答えたくない

Ｑ３－Ｅ　その虐待行為は，次のどれに当たりますか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　身体的虐待（殴

なぐ
る，蹴

け
る，やけどを負

お
わせる，溺

おぼ
れさせる，首を絞

し
める，など）

　　　　　２　性的虐待（子どもへの性的行為，性的行為を見せる，性器を触る・触らせる，など）
　　　　　３　養育の放棄・怠慢（ネグレクト）（食事を与えない，重い病気でも病院に連れて行かない，など）
　　　　　４　心理的虐待（言葉による脅

おど
し，無視，子どもの目の前で家族に暴力を振るう，など）

　　　　　９　分からない

Ｑ３－Ｆ　あなたは，その被害について，誰かに相談しましたか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　家族や親

しん
戚
せき

に相談した　　　２　友人・知人に相談した
　　　　　３　学校関係者（先生やスクールカウンセラーなど）に相談した
　　　　　４　児童相談所に相談した　　　５　警察に相談した
　　　　　６　学校，児童相談所，警察以外の公的な機関（市区町村など）に相談した
　　　　　　　　　　　　　　　　　（機関名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　７　その他の人に相談した（相談先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　８　誰にも相談しなかった（Ｑ３－Ｈへ）

6
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　　　　　９　答えたくない（児童虐待に関する調査は終了です）（Ｐ８のＱ４へ）

Ｑ３－Ｇ　相談した結果，虐待行為に変化はありましたか。
　　　　　１　虐待行為が収まった，又は収まってきた　　　　 ２　虐待行為が激しくなった
　　　　　３　虐待行為に変化は見られなかった
　　　　　４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　５　答えたくない

【Ｑ３－Ｆで，「８　誰にも相談しなかった」と答えた方に伺います。】
Ｑ３－Ｈ　相談しなかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　それほど重大ではない（損失がない，大したことではない）
　　　　　２　自分で解決した
　　　　　３　家族が解決した
　　　　　４　相談しても何もできないと思った（証拠がない）　
　　　　　５　相談しても何もしてくれないと思った
　　　　　６　警察や学校関係者などが怖い又は嫌い（関わってほしくない）
　　　　　７　仕返しのおそれからあえて相談しなかった
　　　　　８　被害に遭ったことを知られたくなかった（恥ずかしくて言えなかった）
　　　　　９　加害者の処罰を望まなかった
　　　　　１0　どうしたらよいのか分からなかった
　　　　　１１　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１２　分からない（思い出せない）

7
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性的な被害
Ｑ４　過去５年間に，あなたは，性的な被害に遭

あ
ったことがありますか。職場での性的な嫌がらせも含

めて考えてください。ただし，言葉による性的嫌がらせ，ＤＶ，児童虐待に当たる性的被害は含め
ないでください。

　　　　　１　あ　る（次の質問へ）
　　　　　２　な　い（全ての調査が終了です）
　　　　　９　分からない（全ての調査が終了です）

Ｑ４－Ａ　その被害に遭ったのは，いつでしたか。
　　　　　なお，複数回被害に遭っている場合は，該当するものを全

すべ
てお答えください。

　　　　　１　今年　　２　昨年（平成30年）　　３　それ以前　　９　分からない（思い出せない）
　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　（Ｑ４－Ｂ）昨年（平成30年）に何回ありましたか。
　　　　　１　１回　　２　２回　　３　３回　　４　４回　　５　５回以上　　９　分からない

一番最近の被害についてお答えください。
Ｑ４－Ｃ　被害に遭った場所は，どこですか。
　　　　　１　自宅・自宅敷地内（共同住宅では敷地内の共有部分を含む）　２　自宅付近
　　　　　３　自宅のある市町村内　　４　職場・アルバイト先　　５　学校　　６　その他国内
　　　　　７　海外　　　９　分からない

Ｑ４－Ｄ　加害者のうち，少なくとも１名の名前又は顔を知っていましたか。
　　　　　なお，名前も顔も知っていた場合は，「３　名前を知っていた」を選択してください。
　　　　　１　加害者を知らなかった　　　　　　　　（Ｑ４－Ｆへ）
　　　　　２　少なくとも１名は，顔を知っていた　　（Ｑ４－Ｆへ）
　　　　　３　少なくとも１名は，名前を知っていた　（次の質問へ）
　　　　　４　加害者を見なかった又は見えなかった　（Ｑ４－Ｆへ）

Ｑ４－Ｅ 　加害者は，あなたとどのような関係にある人でしたか。被害に遭った時点での関係を全てお
答えください。

　　　　　１　夫，妻，内縁の夫，内縁の妻　　２　元夫，元妻，元内縁の夫，元内縁の妻
　　　　　３　恋人　　　　４　元恋人　　　　５　親（養

よう
親
しん

・継
まま

親
おや

を含む）　　 ６　兄弟姉妹
　　　　　７　その他の家族・親戚　　　　　　８　親しい友人　　　　　　　　９　教師・コーチ
　　　　　１0　職場の上司・先輩　　　　　　　１１　職場の同僚・後輩　　　　　１２　その他
　　　　　１３　答えたくない
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Ｑ４－Ｆ　その性的な被害は次のどれに当たると思いますか。
　　　　　１	　強制性交等（暴行又は脅迫を受けて性交，肛

こう
門
もん

性交又は口
こう

腔
くう

性交をされることです。男
性も被害対象に含まれます。）

　　　　　２　強制性交等未遂
　　　　　３　暴行や脅迫は受けていないが意に反する性交，肛門性交又は口腔性交（Ｑ４－Ｉへ）
　　　　　４　強制わいせつ　　　　　 ５　強制わいせつ未遂
　　　　　６　暴行や脅迫は受けていないが意に反するわいせつ被害（Ｑ４－Ｉへ）
　　　　　７　痴

ち
漢
かん

（Ｑ４－Ｊへ）　　　８　セクハラ（Ｑ４－Ｊへ）
　　　　　９　その他の不快な行為（Ｑ４－Ｊへ）　　　１0　分からない（Ｑ４－Ｊへ）

Ｑ４－Ｇ　暴行がありましたか。脅迫がありましたか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　暴行があった　　　２　脅迫があった　　　９　答えたくない（Ｑ４－Ｊへ）

Ｑ４－Ｈ 　加害者（の中の誰か）は，刃物や銃（一見して見間違うモデルガン等を含む），その他の武
器（スタンガン，エアガン，特殊警棒など本来武器として作られた物），又はその他凶器にな
る物（金

かな
づち，針など，本来武器として作られた物ではない物）を持っていましたか。

　　　　　１　は　い　　　　　　２　いいえ　　　　　　９　分からない
（Ｑ４－Ｊへ）

Ｑ４－Ｉ	　その性的な被害に遭ったとき，どのような状況でしたか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　抵抗することができた
　　　　　２　突然だった（不意打ちだった）ため抵抗できなかった
　　　　　３　暴力を振るわれると思ったため抵抗できなかった
　　　　　４　抵抗への仕返しをおそれて抵抗できなかった
　　　　　５　加害者に心理的に逆らうことができなかった
　　　　　６　睡眠中，酩

めい
酊
てい

状態，薬物使用中など抵抗できない状態だった
　　　　　７　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　９　答えたくない

Ｑ４－Ｊ　あなた又は誰かが，捜査機関に被害を届け出ましたか。
　　　　　１　は　い（次の質問へ）　２　いいえ（Ｑ４－Ｎへ）　９　分からない（Ｑ４－Ｏへ）

Ｑ４－Ｋ　あなた又は誰かが捜査機関に届け出た理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　（欠番ですので，○を付けないでください）
　　　　　２　犯罪は捜査機関に届け出るべきだから
　　　　　３　重大な事件だから
　　　　　４　加害者を処罰してほしいから（加害者を捕まえてほしいから）
　　　　　５　再発を防ぐため
　　　　　６　助けを求めるため
　　　　　７　加害者からの弁償を得るため
　　　　　８　保険金を得るため（保険金請求のため）
　　　　　９　家族・友人・知人から届け出るよう言われたため
　　　　　１0　犯罪被害者への支援を行うための機関・団体から届け出るよう言われたため
　　　　　１１　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１２　分からない
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Ｑ４－Ｌ　全体的に，捜査機関の対応に満足しましたか。
　　　　　１　は　い（Ｑ４－Ｏへ）　　２　いいえ（次の質問へ）　　９　分からない（Ｑ４－Ｏへ）

Ｑ４－Ｍ　あなたが満足できなかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　十分な対処をしてくれなかった
　　　　　２　関心を持って聞いてくれなかった
　　　　　３　加害者を見つけてくれなかった又は捕まえてくれなかった
　　　　　４　（欠番ですので，○をつけないでください）　　　　　　　　　
　　　　　５　十分な経過通知をしてくれなかった
　　　　　６　適切な扱いを受けなかった（失礼だった）
　　　　　７　到着するのが遅かった
　　　　　８　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　９　分からない
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｑ４－Ｏへ）

【Ｑ４－Ｊで，「２　いいえ」（捜査機関に届け出なかった）と答えた方に伺います。】
Ｑ４－Ｎ　届け出なかった理由は何ですか。該当するものを全てお答えください。
　　　　　１　それほど重大ではない（損失がない，大したことではない）
　　　　　２　自分で解決した（加害者を知っていた）
　　　　　３　捜査機関が取り扱うのが適切ではない問題だった（捜査機関は必要ない）
　　　　　４　代わりに別の機関に知らせた（機関名：　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　５　家族が解決した
　　　　　６　保険に入っていないので，保険請求のための通報の必要がなかった　　
　　　　　７　捜査機関は何もできない（証拠がない）　　
　　　　　８　捜査機関は何もしてくれない
　　　　　９　捜査機関が怖い又は嫌い（捜査機関に関わってほしくない）
　　　　　１0　仕返しのおそれからあえて届け出ない
　　　　　１１　被害に遭ったことを知られたくなかった（恥ずかしくて言えなかった）
　　　　　１２　加害者の処罰を望まなかった
　　　　　１３　どうしたらよいのか分からなかった（被害を届け出る方法が分からなかった）
　　　　　１４　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　１５　分からない

Ｑ４－Ｏ 　その被害の後で，あなたやあなたの御家族は，被害者の方への支援を行うための機関・団体
に連絡しましたか。

　　　　　１　は　い　　　　　　２　いいえ　　　　　　　　　９　分からない

（全ての調査が終了です）
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基礎集計表

 問１　夜間の一人歩きに対する不安 
総数 とても安全 まあまあ安全 やや危ない とても危ない 分からない

3,709 707 （19.1） 2,388 （64.4） 499 （13.5）  55 （1.5）  60 （1.6）

 問２　夜間における家族の安全に対する不安 
総数 とても安全 まあまあ安全 やや危ない とても危ない 家族がいない 分からない

3,709 393 （10.6） 2,074 （55.9） 894 （24.1） 159 （4.3） 102 （2.8）  87 （2.3）

 問３　不法侵入の被害に遭う不安 
総数 非常にあり得る あり得る まずあり得ない 分からない

3,709  90 （2.4） 1,449 （39.1） 2,003 （54.0） 167 （4.5）

 問４　警察の防犯活動に対する評価 

総数 非常によく
やっている

まあまあよく
やっている やや不十分 非常に不十分 分からない

3,709 291 （7.8） 1,949 （52.5） 954 （25.7） 113 （3.0） 402 （10.8）

 問５　我が国の治安に対する認識 
総数 とても良い まあまあ良い 良くも悪くもない やや悪い とても悪い 分からない

3,709 197 （5.3） 1,387 （37.4） 1,144 （30.8） 827 （22.3）  98 （2.6）  56 （1.5）

 問６　世帯における自転車の所有の有無 
総数 あり なし

3,709 2,718 （73.3） 991 （26.7）

 問７　世帯における自転車盗の被害の有無 
総数 あり なし 分からない

2,718 310 （11.4） 2,405 （88.5） 3 （0.1）
 注　問６で「あり」と回答した者のみが回答している。 

 問８　世帯におけるバイクの所有の有無 
総数 あり なし

3,709 783 （21.1） 2,926 （78.9）

 問９　世帯におけるバイク盗の被害の有無 
総数 あり なし 分からない

783  23 （2.9） 760 （97.1） - 

 注　問８で「あり」と回答した者のみが回答している。 

 問10　世帯における自動車の所有の有無 
総数 あり なし

3,709 3,128 （84.3） 581 （15.7）
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 問11　世帯における自動車盗の被害の有無 
総数 あり なし 分からない

3,128 7 （0.2） 3,117 （99.6） 4 （0.1）
 注　問10で「あり」と回答した者のみが回答している。 

 問12　世帯における車上盗の被害の有無 
総数 あり なし 分からない

3,128  81 （2.6） 3,042 （97.3） 5 （0.2）

 注　問10で「あり」と回答した者のみが回答している。 

 問13　世帯における自動車損壊の被害の有無 
総数 あり なし 分からない

3,128 279 （8.9） 2,831 （90.5）  18 （0.6）
 注　問10で「あり」と回答した者のみが回答している。 

 問14　世帯における不法侵入の被害の有無 
総数 あり なし 分からない

3,709  83 （2.2） 3,617 （97.5） 9 （0.2）

 問15　世帯における不法侵入未遂の被害の有無 
総数 あり なし 分からない

3,709 104 （2.8） 3,592 （96.8）  13 （0.4）

 問16　強盗等の被害の有無 
総数 あり なし 分からない

3,709  24 （0.6） 3,683 （99.3） 2 （0.1）

 問17　個人に対する窃盗の被害の有無 
総数 あり なし 分からない

3,709  85 （2.3） 3,619 （97.6） 5 （0.1）

 問18　暴行・脅迫の被害の有無 
総数 あり なし 分からない

3,709  52 （1.4） 3,653 （98.5） 4 （0.1）

 問19　クレジットカード等の所有の有無 
総数 あり なし

3,709 2,329 （62.8） 1,380 （37.2）

 問20　クレジットカード情報詐欺の被害の有無 
総数 あり なし 分からない

2,329  59 （2.5） 2,270 （97.5） - 

 注　問19で「あり」と回答した者のみが回答している。 
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 問21　世帯における個人情報の悪用の被害の有無 
総数 あり なし 分からない

3,709  58 （1.6） 3,626 （97.8）  25 （0.7）

 問22　振り込め詐欺の電話等の有無 
総数 あり なし 分からない

3,709 750 （20.2） 2,942 （79.3）  17 （0.5）

 問23　振り込め詐欺の被害の有無 
総数 あり なし 分からない

750  17 （2.3） 〔0.5〕 732 （97.6） 〔19.7〕 1 （0.1） 〔0.0〕
注　１　問22で「あり」と回答した者のみが回答している。 
　　２　〔　〕内は，調査対象者総数に占める構成比である。

 問24　インターネットオークション詐欺の被害の有無 
総数 あり なし 分からない

3,709  46 （1.2） 3,658 （98.6） 5 （0.1）

 問25　世帯における消費者詐欺の被害の有無 
総数 あり なし 分からない

3,709  64 （1.7） 3,639 （98.1） 6 （0.2）

 問26　犯罪者に適当な処分 

総数 懲役
（実刑）

懲役
（執行猶予） 罰金 社会奉仕（コミュ

ニティ・サービス） その他の処分 処分なし

3,709 1,446 （39.0） 1,190 （32.1） 489 （13.2） 360 （9.7）  36 （1.0） 6 （0.2）

分からない

182 （4.9）
 注 　「社会奉仕（コミュニティ・サービス）」は，日本にはない制度で，指定された奉仕場所で無償の仕事に強制的に従事させるものをいう。 

 問27　住居形態 

総数 アパート・
マンション

テラスハウス
・長屋 一戸建て住宅

公共の施設
（病院あるいは
　老人ホーム等）

その他

3,709 672 （18.1）  59 （1.6） 2,974 （80.2） 2 （0.1） 2 （0.1）

 問28　防犯設備 

総数 警報機 特別のドア鍵
（複数鍵等）

特別の窓/ドア格子
（強化ガラス等） 番犬 高い塀 管理人・

ガードマン
3,709 221 （6.0） 1,217 （32.8） 596 （16.1） 366 （9.9）  76 （2.0） 170 （4.6）

自治会等による
自警組織

隣近所で注意し
合うことの申合せ 防犯カメラ その他 防犯設備なし 分からない

259 （7.0） 427 （11.5） 381 （10.3） 292 （7.9） 1,421 （38.3）  22 （0.6）

答えたくない

 33 （0.9）
 注　重複計上による。 
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 問29　性別 
総数 男性 女性

3,709 1,785 （48.1） 1,924 （51.9）

 問30　年齢 
総数 16～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳

3,709 140 （3.8） 118 （3.2） 135 （3.6） 189 （5.1） 229 （6.2） 320 （8.6）

45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70歳以上

309 （8.3） 286 （7.7） 327 （8.8） 319 （8.6） 384 （10.4） 953 （25.7）

 問31　国籍 

総数 日本 韓国・朝鮮 中国
（台湾を含む） その他 答えたくない

3,709 3,703 （99.8） 1 （0.0） 1 （0.0） - 4 （0.1）

 問32　就労状況 

総数 働いている
（正社員等）

働いている
（アルバイト等）

求職中
（失業中） 主婦・主夫 定年退職者，

病気療養中など 学生

3,709 1,508 （40.7） 627 （16.9）  17 （0.5） 712 （19.2） 225 （6.1） 168 （4.5）

無職 その他 答えたくない

464 （12.5）  31 （0.8）  16 （0.4）
 注　１　重複計上による。 
 　　２　「無職」は，「求職中（失業中）」，「主婦・主夫」及び「定年退職者，病気療養中など」を含まない。 

 問33　婚姻関係 
総数 未婚（独身） 未婚（同棲） 既婚 既婚（別居） その他 答えたくない

3,709 812 （21.9）  18 （0.5） 2,610 （70.4）  61 （1.6） 189 （5.1）  19 （0.5）

 問34　福祉支援 

総数 生活保護 要介護・
要支援認定 身体障害者手帳 療育手帳（愛の手

帳，みどりの手帳）
精神障害者
保健福祉手帳 自立支援給付

3,709  46 （1.2）  82 （2.2） 100 （2.7） 9 （0.2）  18 （0.5）  14 （0.4）

その他 答えたくない

 18 （0.5）  16 （0.4）
 注　重複計上による。 

 問35　世帯人員 
総数 １人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人以上

3,709 412 （11.1） 1,113 （30.0） 852 （23.0） 797 （21.5） 322 （8.7） 203 （5.5）

無回答

 10 （0.3）
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 問36　世帯の16歳以上の人数
総数 １人 ２人 ３人 ４人以上 無回答

3,709 444 （12.0） 1,615 （43.5） 834 （22.5） 789 （21.3）  27 （0.7）

 　　　そのうち男性 
総数 ０人 １人 ２人 ３人 ４人以上 無回答

3,709 279 （7.5） 2,309 （62.3） 849 （22.9） 200 （5.4）  26 （0.7）  46 （1.2）

 参考：都市規模別回答者数 

総数 政令指定都市 特別区（東京23区）人口20万人以上の市 人口10万人以上
20万人未満の市 人口10万人未満の市 町村

3,709 754 （20.3） 228 （6.1） 876 （23.6） 641 （17.3） 854 （23.0） 356 （9.6）

	自転車盗の被害に関する詳細	
 問７－Ａ　被害に遭った時期 

総数 今年 昨年
（平成30年） それ以前 分からない

（思い出せない）
310 3 （1.0）  57 （18.4） 249 （80.3） 4 （1.3）

 注　問７で「あり」と回答した者のみが回答している。以下問７-Hまで同じ。 

 問７－Ｂ　昨年の被害回数 
総数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回以上 分からない

 57  48 （84.2） 8 （14.0） - 1 （1.8） - - 
 注　問７-Aで「昨年（平成30年）」と回答した者のみが回答している。 

 問７－Ｃ　被害場所 
総数 自宅・自宅敷地内 自宅付近 自宅のある市町村内 職場 その他国内 海外

310 103 （33.2）  53 （17.1） 100 （32.3）  15 （4.8）  24 （7.7） - 

分からない

 15 （4.8）
 注　一番最近の被害について回答している。以下問７-Hまで同じ。 

 問７－Ｄ　捜査機関への届出の有無 
総数 あり なし 分からない

310 177 （57.1） 121 （39.0）  12 （3.9）

 問７－Ｅ　捜査機関に届け出た理由 

総数 盗まれたものを
取り戻すため

犯罪は捜査機関に
届け出るべきだから 重大な事件だから

加害者を処罰してほ
しいから（加害者を
捕まえてほしいから）

再発を防ぐため 助けを求めるため

177 155 （87.6）  50 （28.2）  10 （5.6）  15 （8.5）  59 （33.3） 7 （4.0）

加害者からの
弁償を得るため

保険金を得るため
(保険金請求のため) その他 分からない

6 （3.4） 8 （4.5） 3 （1.7） - 
 注　１　問７-Dで「あり」と回答した者のみが回答している。以下問７-Fまで同じ。 
 　　２　重複計上による。 
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 問７－Ｆ　捜査機関の対応への満足 
総数 はい いいえ 分からない

177 110 （62.1）  52 （29.4）  15 （8.5）

 問７－Ｇ　捜査機関の対応への不満理由 

総数 十分な対処を
してくれなかった

関心を持って
聞いてくれなかった

加害者を見つけてく
れなかった又は捕ま
えてくれなかった

盗まれたものを取り
戻してくれなかった

十分な経過通知を
してくれなかった

適切な扱いを
受けなかった
（失礼だった）

 52  20 （38.5）  19 （36.5）  15 （28.8）  21 （40.4）  13 （25.0）  12 （23.1）

到着するのが
遅かった その他 分からない

3 （5.8） 1 （1.9） 1 （1.9）
 注　１　問７-Fで「いいえ」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

 問７－Ｈ　捜査機関に届け出なかった理由 

総数
それほど重大ではな
い（損失がない，大
したことではない）

自分で解決した（加
害者を知っていた）

捜査機関が取り扱
うのが適切ではな
い問題だった（捜
査機関は必要ない）

代わりに別の
機関に知らせた 家族が解決した

保険請求のための
通報の必要が
なかった

121  66 （54.5） 2 （1.7） 4 （3.3） -  10 （8.3） 7 （5.8）

捜査機関は
何もできない
（証拠がない）

捜査機関は
何もしてくれない

捜査機関が怖い・
嫌い（捜査機関に

関わってほしくない）
仕返しのおそれから
あえて届け出ない

被害に遭ったこと
を知られたくな
かった（恥ずかし
くて言えなかった）

その他

 11 （9.1）  14 （11.6） - - -  39 （32.2）

分からない

1 （0.8）
 注　１　問７-Dで「なし」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

	バイク盗の被害に関する詳細	
 問９－Ａ　被害に遭った時期 

総数 今年 昨年
（平成30年） それ以前 分からない

（思い出せない）
 23 - 3 （13.0）  21 （91.3） - 

 注　問９で「あり」と回答した者のみが回答している。以下問９-Hまで同じ。 

 問９－Ｂ　昨年の被害回数 
総数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回以上 分からない

3 2 （66.7） - 1 （33.3） - - - 
 注　問９-Aで「昨年（平成30年）」と回答した者のみが回答している。 
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 問９－Ｃ　被害場所 
総数 自宅・自宅敷地内 自宅付近 自宅のある市町村内 職場 その他国内 海外

 23  16 （69.6） 2 （8.7） 2 （8.7） 1 （4.3） - - 

分からない

2 （8.7）
 注　一番最近の被害について回答している。以下問９-Hまで同じ。 

 問９－Ｄ　捜査機関への届出の有無 
総数 あり なし 分からない

 23  17 （73.9） 4 （17.4） 2 （8.7）

 問９－Ｅ　捜査機関に届け出た理由 

総数 盗まれたものを
取り戻すため

犯罪は捜査機関に
届け出るべきだから 重大な事件だから

加害者を処罰してほ
しいから（加害者を
捕まえてほしいから）

再発を防ぐため 助けを求めるため

 17  15 （88.2） 6 （35.3） 1 （5.9） 6 （35.3）  10 （58.8） - 

加害者からの
弁償を得るため

保険金を得るため
(保険金請求のため) その他 分からない

1 （5.9） 2 （11.8） - - 
 注　１　問９-Dで「あり」と回答した者のみが回答している。以下問９-Fまで同じ。 
 　　２　重複計上による。 

 問９－Ｆ　捜査機関の対応への満足 
総数 はい いいえ 分からない

 17 8 （47.1） 8 （47.1） 1 （5.9）

 問９－Ｇ　捜査機関の対応への不満理由 

総数 十分な対処を
してくれなかった

関心を持って
聞いてくれなかった

加害者を見つけてく
れなかった又は捕ま
えてくれなかった

盗まれたものを取り
戻してくれなかった

十分な経過通知を
してくれなかった

適切な扱いを
受けなかった
（失礼だった）

8 5 （62.5） 1 （12.5） 4 （50.0） 4 （50.0） 2 （25.0） 2 （25.0）

到着するのが
遅かった その他 分からない

- 1 （12.5） - 
 注　１　問９-Fで「いいえ」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 
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 問９－Ｈ　捜査機関に届け出なかった理由 

総数
それほど重大ではな
い（損失がない，大
したことではない）

自分で解決した（加
害者を知っていた）

捜査機関が取り扱
うのが適切ではな
い問題だった（捜
査機関は必要ない）

代わりに別の
機関に知らせた 家族が解決した

保険請求のための
通報の必要が
なかった

4 2 （50.0） 1 （25.0） - - - - 

捜査機関は
何もできない
（証拠がない）

捜査機関は
何もしてくれない

捜査機関が怖い・
嫌い（捜査機関に

関わってほしくない）
仕返しのおそれから
あえて届け出ない

被害に遭ったこと
を知られたくな
かった（恥ずかし
くて言えなかった）

その他

1 （25.0） - - - - 1 （25.0）

分からない

1 （25.0）
 注　１　問９-Dで「なし」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

	自動車盗の被害に関する詳細	

 問11－Ａ　被害に遭った時期 

総数 今年 昨年
（平成30年） それ以前 分からない

（思い出せない）
7 - 1 （14.3） 5 （71.4） 1 （14.3）

 注　問11で「あり」と回答した者のみが回答している。以下問11-Hまで同じ。 

 問11－Ｂ　昨年の被害回数 
総数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回以上 分からない

1 1 （100.0） - - - - - 
 注　問11-Aで「昨年（平成30年）」と回答した者のみが回答している。 

 問11－Ｃ　被害場所 
総数 自宅・自宅敷地内 自宅付近 自宅のある市町村内 職場 その他国内 海外

7 3 （42.9） 3 （42.9） - - 1 （14.3） - 

分からない

- 
 注　一番最近の被害について回答している。以下問11-Hまで同じ。 

 問11－Ｄ　捜査機関への届出の有無 
総数 あり なし 分からない

7 6 （85.7） 1 （14.3） - 
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 問11－Ｅ　捜査機関に届け出た理由 

総数 盗まれたものを
取り戻すため

犯罪は捜査機関に
届け出るべきだから 重大な事件だから

加害者を処罰してほ
しいから（加害者を
捕まえてほしいから）

再発を防ぐため 助けを求めるため

6 4 （66.7） 3 （50.0） 1 （16.7） 2 （33.3） 2 （33.3） 2 （33.3）

加害者からの
弁償を得るため

保険金を得るため
(保険金請求のため) その他 分からない

3 （50.0） 1 （16.7） - - 
 注　１　問11-Dで「あり」と回答した者のみが回答している。以下問11-Fまで同じ。 
 　　２　重複計上による。 

 問11－Ｆ　捜査機関の対応への満足 
総数 はい いいえ 分からない

6 2 （33.3） 4 （66.7） - 

 問11－Ｇ　捜査機関の対応への不満理由 

総数 十分な対処を
してくれなかった

関心を持って
聞いてくれなかった

加害者を見つけてく
れなかった又は捕ま
えてくれなかった

盗まれたものを取り
戻してくれなかった

十分な経過通知を
してくれなかった

適切な扱いを
受けなかった
（失礼だった）

4 3 （75.0） 2 （50.0） 3 （75.0） 2 （50.0） 4 （100.0） 1 （25.0）

到着するのが
遅かった その他 分からない

- - - 
 注　１　問11-Fで「いいえ」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

 問11－Ｈ　捜査機関に届け出なかった理由 

総数
それほど重大ではな
い（損失がない，大
したことではない）

自分で解決した（加
害者を知っていた）

捜査機関が取り扱
うのが適切ではな
い問題だった（捜
査機関は必要ない）

代わりに別の
機関に知らせた 家族が解決した

保険請求のための
通報の必要が
なかった

1 - 1 （100.0） - - - - 

捜査機関は
何もできない
（証拠がない）

捜査機関は
何もしてくれない

捜査機関が怖い・
嫌い（捜査機関に

関わってほしくない）
仕返しのおそれから
あえて届け出ない

被害に遭ったこと
を知られたくな
かった（恥ずかし
くて言えなかった）

その他

- - - - - - 

分からない

- 
 注　問11-Dで「なし」と回答した者のみが回答している。 
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 車上盗の被害に関する詳細 

 問12－Ａ　被害に遭った時期 

総数 今年 昨年
（平成30年） それ以前 分からない

（思い出せない）
 81 2 （2.5）  10 （12.3）  70 （86.4） 1 （1.2）

 注　問12で「あり」と回答した者のみが回答している。以下問12-Hまで同じ。 

 問12－Ｂ　昨年の被害回数 
総数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回以上 分からない

 10 8 （80.0） 1 （10.0） - - 1 （10.0） - 
 注　問12-Aで「昨年（平成30年）」と回答した者のみが回答している。 

 問12－Ｃ　被害場所 
総数 自宅・自宅敷地内 自宅付近 自宅のある市町村内 職場 その他国内 海外

 81  33 （40.7）  13 （16.0）  14 （17.3） 3 （3.7）  10 （12.3） - 

分からない

8 （9.9）
 注　一番最近の被害について回答している。以下問12-Hまで同じ。 

 問12－Ｄ　捜査機関への届出の有無 
総数 あり なし 分からない

 81  47 （58.0）  32 （39.5） 2 （2.5）

 問12－Ｅ　捜査機関に届け出た理由 

総数 盗まれたものを
取り戻すため

犯罪は捜査機関に
届け出るべきだから 重大な事件だから

加害者を処罰してほ
しいから（加害者を
捕まえてほしいから）

再発を防ぐため 助けを求めるため

 47  28 （59.6）  19 （40.4） 9 （19.1）  14 （29.8）  23 （48.9） 3 （6.4）

加害者からの
弁償を得るため

保険金を得るため
(保険金請求のため) その他 分からない

8 （17.0） 4 （8.5） - 1 （2.1）
 注　１　問12-Dで「あり」と回答した者のみが回答している。以下問12-Fまで同じ。 
 　　２　重複計上による。 

 問12－Ｆ　捜査機関の対応への満足 
総数 はい いいえ 分からない

 47  22 （46.8）  17 （36.2） 8 （17.0）
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 問12－Ｇ　捜査機関の対応への不満理由 

総数 十分な対処を
してくれなかった

関心を持って
聞いてくれなかった

加害者を見つけてく
れなかった又は捕ま
えてくれなかった

盗まれたものを取り
戻してくれなかった

十分な経過通知を
してくれなかった

適切な扱いを
受けなかった
（失礼だった）

 17  10 （58.8） 2 （11.8）  10 （58.8） 7 （41.2） 7 （41.2） 4 （23.5）

到着するのが
遅かった その他 分からない

2 （11.8） 2 （11.8） - 
 注　１　問12-Fで「いいえ」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

 問12－Ｈ　捜査機関に届け出なかった理由 

総数
それほど重大ではな
い（損失がない，大
したことではない）

自分で解決した（加
害者を知っていた）

捜査機関が取り扱
うのが適切ではな
い問題だった（捜
査機関は必要ない）

代わりに別の
機関に知らせた 家族が解決した

保険請求のための
通報の必要が
なかった

 32  18 （56.3） 3 （9.4） 3 （9.4） - 1 （3.1） 2 （6.3）

捜査機関は
何もできない
（証拠がない）

捜査機関は
何もしてくれない

捜査機関が怖い・
嫌い（捜査機関に

関わってほしくない）
仕返しのおそれから
あえて届け出ない

被害に遭ったこと
を知られたくな
かった（恥ずかし
くて言えなかった）

その他

4 （12.5） 5 （15.6） - - 2 （6.3） 6 （18.8）

分からない

1 （3.1）
 注　１　問12-Dで「なし」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

	自動車損壊の被害に関する詳細	
 問13－Ａ　被害に遭った時期 

総数 今年 昨年
（平成30年） それ以前 分からない

（思い出せない）
279  15 （5.4）  69 （24.7） 197 （70.6） 3 （1.1）

 注　問13で「あり」と回答した者のみが回答している。以下問13-Hまで同じ。 

 問13－Ｂ　昨年の被害回数 

総数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回以上 分からない

 69  53 （76.8）  10 （14.5） 2 （2.9） - 4 （5.8） - 
 注　問13-Aで「昨年（平成30年）」と回答した者のみが回答している。 

 問13－Ｃ　被害場所 

総数 自宅・自宅敷地内 自宅付近 自宅のある市町村内 職場 その他国内 海外

279  77 （27.6）  41 （14.7）  86 （30.8）  15 （5.4）  34 （12.2） - 

分からない

 26 （9.3）
 注　一番最近の被害について回答している。以下問13-Hまで同じ。 
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 問13－Ｄ　捜査機関への届出の有無 
総数 あり なし 分からない

279  67 （24.0） 204 （73.1） 8 （2.9）

 問13－Ｅ　捜査機関に届け出た理由 

総数 欠番 犯罪は捜査機関に
届け出るべきだから 重大な事件だから

加害者を処罰してほ
しいから（加害者を
捕まえてほしいから）

再発を防ぐため 助けを求めるため

 67  33 （49.3） 5 （7.5）  28 （41.8）  37 （55.2） 4 （6.0）

加害者からの
弁償を得るため

保険金を得るため
(保険金請求のため) その他 分からない

 21 （31.3）  16 （23.9） 1 （1.5） - 
 注　１　問13-Dで「あり」と回答した者のみが回答している。以下問13-Fまで同じ。 
 　　２　重複計上による。 

 問13－Ｆ　捜査機関の対応への満足 

総数 はい いいえ 分からない

 67  26 （38.8）  34 （50.7） 7 （10.4）

 問13－Ｇ　捜査機関の対応への不満理由 

総数 十分な対処を
してくれなかった

関心を持って
聞いてくれなかった

加害者を見つけてく
れなかった又は捕ま
えてくれなかった

自分の被害を取り戻
してくれなかった

十分な経過通知を
してくれなかった

適切な扱いを
受けなかった
（失礼だった）

 34  15 （44.1） 3 （8.8）  21 （61.8）  15 （44.1）  14 （41.2） 6 （17.6）

到着するのが
遅かった その他 分からない

1 （2.9） 5 （14.7） - 
 注　１　問13-Fで「いいえ」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

 問13－Ｈ　捜査機関に届け出なかった理由 

総数
それほど重大ではな
い（損失がない，大
したことではない）

自分で解決した（加
害者を知っていた）

捜査機関が取り扱
うのが適切ではな
い問題だった（捜
査機関は必要ない）

代わりに別の
機関に知らせた 家族が解決した

保険請求のための
通報の必要が
なかった

204 125 （61.3） 7 （3.4） 9 （4.4） 1 （0.5）  10 （4.9） 4 （2.0）

捜査機関は
何もできない
（証拠がない）

捜査機関は
何もしてくれない

捜査機関が怖い・
嫌い（捜査機関に

関わってほしくない）
仕返しのおそれから
あえて届け出ない

被害に遭ったこと
を知られたくな
かった（恥ずかし
くて言えなかった）

その他

 41 （20.1）  21 （10.3） - 6 （2.9） 4 （2.0）  37 （18.1）

分からない

2 （1.0）
 注　１　問13-Dで「なし」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 
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	不法侵入の被害に関する詳細	

 問14－Ａ　被害に遭った時期 

総数 今年 昨年
（平成30年） それ以前 分からない

（思い出せない）
 83 3 （3.6）  26 （31.3）  59 （71.1） - 

 注　問14で「あり」と回答した者のみが回答している。以下問14-Hまで同じ。 

 問14－Ｂ　昨年の被害回数 
総数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回以上 分からない

 26  17 （65.4） 4 （15.4） 2 （7.7） - - 3 （11.5）
 注　問14-Aで「昨年（平成30年）」と回答した者のみが回答している。 

 問14－Ｃ　金品被害の有無 
総数 あり なし 分からない

 83  44 （53.0）  32 （38.6） 7 （8.4）

 注　一番最近の被害について回答している。以下問14-Hまで同じ。 

 問14－Ｄ　捜査機関への届出の有無 
総数 あり なし 分からない

 83  38 （45.8）  40 （48.2） 5 （6.0）

 問14－Ｅ　捜査機関に届け出た理由 

総数 盗まれたものを
取り戻すため

犯罪は捜査機関に
届け出るべきだから 重大な事件だから

加害者を処罰してほ
しいから（加害者を
捕まえてほしいから）

再発を防ぐため 助けを求めるため

 38  13 （34.2）  21 （55.3） 7 （18.4）  15 （39.5）  23 （60.5） 5 （13.2）

加害者からの
弁償を得るため

保険金を得るため
(保険金請求のため) その他 分からない

7 （18.4） 3 （7.9） - 1 （2.6）
 注　１　問14-Dで「あり」と回答した者のみが回答している。以下問14-Fまで同じ。 
 　　２　重複計上による。 

 問14－Ｆ　捜査機関の対応への満足 
総数 はい いいえ 分からない

 38  24 （63.2）  13 （34.2） 1 （2.6）
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 問14－Ｇ　捜査機関の対応への不満理由 

総数 十分な対処を
してくれなかった

関心を持って
聞いてくれなかった

加害者を見つけてく
れなかった又は捕ま
えてくれなかった

盗まれたものを取り
戻してくれなかった

十分な経過通知を
してくれなかった

適切な扱いを
受けなかった
（失礼だった）

 13 6 （46.2） 2 （15.4） 4 （30.8） 5 （38.5） 5 （38.5） 1 （7.7）

到着するのが
遅かった その他 分からない

2 （15.4） 1 （7.7） - 
 注　１　問14-Fで「いいえ」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

 問14－Ｈ　捜査機関に届け出なかった理由 

総数
それほど重大ではな
い（損失がない，大
したことではない）

自分で解決した（加
害者を知っていた）

捜査機関が取り扱
うのが適切ではな
い問題だった（捜
査機関は必要ない）

代わりに別の
機関に知らせた 家族が解決した

保険請求のための
通報の必要が
なかった

 40  18 （45.0） 4 （10.0） 2 （5.0） - 2 （5.0） 1 （2.5）

捜査機関は
何もできない
（証拠がない）

捜査機関は
何もしてくれない

捜査機関が怖い・
嫌い（捜査機関に

関わってほしくない）
仕返しのおそれから
あえて届け出ない

被害に遭ったこと
を知られたくな
かった（恥ずかし
くて言えなかった）

その他

7 （17.5） 8 （20.0） 1 （2.5） 2 （5.0） 1 （2.5） 8 （20.0）

分からない

1 （2.5）
 注　１　問14-Dで「なし」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

	不法侵入未遂の被害に関する詳細	

 問15－Ａ　被害に遭った時期 

総数 今年 昨年
（平成30年） それ以前 分からない

（思い出せない）
104 4 （3.8）  35 （33.7）  66 （63.5） 1 （1.0）

 注　問15で「あり」と回答した者のみが回答している。以下問15-Gまで同じ。 

 問15－Ｂ　昨年の被害回数 
総数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回以上 分からない

 35  20 （57.1）  10 （28.6） 2 （5.7） 1 （2.9） 2 （5.7） - 
 注　問15-Aで「昨年（平成30年）」と回答した者のみが回答している。 

 問15－Ｃ　捜査機関への届出の有無 
総数 あり なし 分からない

104  28 （26.9）  75 （72.1） 1 （1.0）
 注　一番最近の被害について回答している。以下問15-Gまで同じ。 
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 問15－Ｄ　捜査機関に届け出た理由 

総数 欠番 犯罪は捜査機関に
届け出るべきだから 重大な事件だから

加害者を処罰してほ
しいから（加害者を
捕まえてほしいから）

再発を防ぐため 助けを求めるため

 28  13 （46.4） 5 （17.9） 8 （28.6）  19 （67.9）  11 （39.3）

加害者からの
弁償を得るため

保険金を得るため
(保険金請求のため) その他 分からない

6 （21.4） 3 （10.7） 1 （3.6） - 
 注　１　問15-Cで「あり」と回答した者のみが回答している。以下問15-Eまで同じ。 
 　　２　重複計上による。 

 問15－Ｅ　捜査機関の対応への満足 
総数 はい いいえ 分からない

 28  21 （75.0） 5 （17.9） 2 （7.1）

 問15－Ｆ　捜査機関の対応への不満理由 

総数 十分な対処を
してくれなかった

関心を持って
聞いてくれなかった

加害者を見つけてく
れなかった又は捕ま
えてくれなかった

自分の被害を取り戻
してくれなかった

十分な経過通知を
してくれなかった

適切な扱いを
受けなかった
（失礼だった）

5 4 （80.0） 2 （40.0） 1 （20.0） 1 （20.0） 1 （20.0） 1 （20.0）

到着するのが
遅かった その他 分からない

- - - 
 注　１　問15-Eで「いいえ」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

 問15－Ｇ　捜査機関に届け出なかった理由 

総数
それほど重大ではな
い（損失がない，大
したことではない）

自分で解決した（加
害者を知っていた）

捜査機関が取り扱
うのが適切ではな
い問題だった（捜
査機関は必要ない）

代わりに別の
機関に知らせた 家族が解決した

保険請求のための
通報の必要が
なかった

 75  46 （61.3） 6 （8.0） 3 （4.0） 2 （2.7） 6 （8.0） - 

捜査機関は
何もできない
（証拠がない）

捜査機関は
何もしてくれない

捜査機関が怖い・
嫌い（捜査機関に

関わってほしくない）
仕返しのおそれから
あえて届け出ない

被害に遭ったこと
を知られたくな
かった（恥ずかし
くて言えなかった）

その他

7 （9.3） 6 （8.0） - 5 （6.7） 2 （2.7）  15 （20.0）

分からない

- 
 注　１　問15-Cで「なし」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 
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	強盗等の被害に関する詳細	

 問16－Ａ　被害に遭った時期 

総数 今年 昨年
（平成30年） それ以前 分からない

（思い出せない）
 24 - 9 （37.5）  14 （58.3） 1 （4.2）

 注　問16で「あり」と回答した者のみが回答している。以下問16-Lまで同じ。 

 問16－Ｂ　昨年の被害回数 
総数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回以上 分からない

9 7 （77.8） 1 （11.1） - 1 （11.1） - - 
 注　問16-Aで「昨年（平成30年）」と回答した者のみが回答している。 

 問16－Ｃ　被害場所 
総数 自宅・自宅敷地内 自宅付近 自宅のある市町村内 職場 その他国内 海外

 24 4 （16.7） 5 （20.8） 6 （25.0） 5 （20.8） - 1 （4.2）

分からない

3 （12.5）
 注　一番最近の被害について回答している。以下問16-Lまで同じ。 

 問16－Ｄ　盗難被害の有無 
総数 あり なし 分からない

 24 7 （29.2）  14 （58.3） 3 （12.5）

 問16－Ｅ　加害者との面識 

総数 加害者を
知らなかった

少なくとも１名は
顔を知っていた

少なくとも１名は
名前を知っていた

加害者を見なかった
又は見えなかった 無回答

 24 8 （33.3） 2 （8.3） 3 （12.5） 8 （33.3） 3 （12.5）
 注　顔も名前も知っていた場合は，「少なくとも１名は名前を知っていた」と回答している。 

 問16－Ｆ　加害者の凶器所持の有無 
総数 あり なし 分からない

 24 1 （4.2）  11 （45.8）  12 （50.0）
 注 　「凶器」とは，刃物や銃（一見して見間違うモデルガン等を含む。），その他の武器（スタンガン，エアガン，特殊警棒など本来武器として作

られた物），又はその他凶器になる物（金づち，針など，本来武器として作られた物ではない物）をいう。 

 問16－Ｇ　捜査機関への届出の有無 
総数 あり なし 分からない

 24  10 （41.7）  12 （50.0） 2 （8.3）
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 問16－Ｈ　捜査機関に届け出た理由 

総数 取られたものを
取り戻すため

犯罪は捜査機関に
届け出るべきだから 重大な事件だから

加害者を処罰してほ
しいから（加害者を
捕まえてほしいから）

再発を防ぐため 助けを求めるため

 10 3 （30.0） 7 （70.0） 2 （20.0） 6 （60.0） 5 （50.0） 4 （40.0）

加害者からの
弁償を得るため

保険金を得るため
(保険金請求のため) その他 分からない

1 （10.0） - 1 （10.0） - 
 注　１　問16-Gで「あり」と回答した者のみが回答している。以下問16-Iまで同じ。 
 　　２　重複計上による。 

 問16－Ｉ　捜査機関の対応への満足 
総数 はい いいえ 分からない

 10 7 （70.0） 3 （30.0） - 

 問16－Ｊ　捜査機関の対応への不満理由 

総数 十分な対処を
してくれなかった

関心を持って
聞いてくれなかった

加害者を見つけてく
れなかった又は捕ま
えてくれなかった

取られたものを取り
戻してくれなかった

十分な経過通知を
してくれなかった

適切な扱いを
受けなかった
（失礼だった）

3 2 （66.7） - 2 （66.7） 1 （33.3） 1 （33.3） - 

到着するのが
遅かった その他 分からない

- 1 （33.3） - 
 注　１　問16-Iで「いいえ」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

 問16－Ｋ　捜査機関に届け出なかった理由 

総数
それほど重大ではな
い（損失がない，大
したことではない）

自分で解決した（加
害者を知っていた）

捜査機関が取り扱
うのが適切ではな
い問題だった（捜
査機関は必要ない）

代わりに別の
機関に知らせた 家族が解決した

保険請求のための
通報の必要が
なかった

 12 6 （50.0） 2 （16.7） 1 （8.3） - 1 （8.3） - 

捜査機関は
何もできない
（証拠がない）

捜査機関は
何もしてくれない

捜査機関が怖い・
嫌い（捜査機関に

関わってほしくない）
仕返しのおそれから
あえて届け出ない

被害に遭ったこと
を知られたくな
かった（恥ずかし
くて言えなかった）

その他

3 （25.0） 2 （16.7） 1 （8.3） 1 （8.3） - 3 （25.0）

分からない

- 
 注　１　問16-Gで「なし」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

 問16－Ｌ　犯罪被害者支援団体等への連絡の有無 
総数 あり なし 分からない

 24 1 （4.2）  21 （87.5） 2 （8.3）
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	個人に対する窃盗の被害に関する詳細	

 問17－Ａ　被害に遭った時期 

総数 今年 昨年
（平成30年） それ以前 分からない

（思い出せない）
 85 6 （7.1）  22 （25.9）  65 （76.5） - 

 注　問17で「あり」と回答した者のみが回答している。以下問17-Iまで同じ。 

 問17－Ｂ　昨年の被害回数 
総数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回以上 分からない

 22  14 （63.6） 5 （22.7） 1 （4.5） - 1 （4.5） 1 （4.5）
 注　問17-Aで「昨年（平成30年）」と回答した者のみが回答している。 

 問17－Ｃ　被害場所 
総数 自宅・自宅敷地内 自宅付近 自宅のある市町村内 職場 その他国内 海外

 85  32 （37.6） 9 （10.6）  10 （11.8） 7 （8.2）  19 （22.4） 3 （3.5）

分からない

5 （5.9）
 注　一番最近の被害について回答している。以下問17-Iまで同じ。 

 問17－Ｄ　スリの被害か 
総数 はい いいえ 分からない

 85  15 （17.6）  66 （77.6） 4 （4.7）

 問17－Ｅ　捜査機関への届出の有無 
総数 あり なし 分からない

 85  34 （40.0）  47 （55.3） 4 （4.7）

 問17－Ｆ　捜査機関に届け出た理由 

総数 盗まれたものを
取り戻すため

犯罪は捜査機関に
届け出るべきだから 重大な事件だから

加害者を処罰してほ
しいから（加害者を
捕まえてほしいから）

再発を防ぐため 助けを求めるため

 34  20 （58.8）  14 （41.2） 2 （5.9）  11 （32.4）  17 （50.0） 7 （20.6）

加害者からの
弁償を得るため

保険金を得るため
(保険金請求のため) その他 分からない

5 （14.7） 5 （14.7） 3 （8.8） - 
 注　１　問17-Eで「あり」と回答した者のみが回答している。以下問17-Gまで同じ。 
　 　２　重複計上による。

 問17－Ｇ　捜査機関の対応への満足 

総数 はい いいえ 分からない

 34  20 （58.8）  13 （38.2） 1 （2.9）
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 問17－Ｈ　捜査機関の対応への不満理由 

総数 十分な対処を
してくれなかった

関心を持って
聞いてくれなかった

加害者を見つけてく
れなかった又は捕ま
えてくれなかった

盗まれたものを取り
戻してくれなかった

十分な経過通知を
してくれなかった

適切な扱いを
受けなかった
（失礼だった）

 13 7 （53.8） 5 （38.5） 8 （61.5） 7 （53.8） 7 （53.8） 4 （30.8）

到着するのが
遅かった その他 分からない

- 3 （23.1） - 
 注　１　問17-Gで「いいえ」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

 問17－Ｉ　捜査機関に届け出なかった理由 

総数
それほど重大ではな
い（損失がない，大
したことではない）

自分で解決した（加
害者を知っていた）

捜査機関が取り扱
うのが適切ではな
い問題だった（捜
査機関は必要ない）

代わりに別の
機関に知らせた 家族が解決した

保険請求のための
通報の必要が
なかった

 47  34 （72.3） 3 （6.4） 5 （10.6） 1 （2.1） 2 （4.3） - 

捜査機関は
何もできない
（証拠がない）

捜査機関は
何もしてくれない

捜査機関が怖い・
嫌い（捜査機関に

関わってほしくない）
仕返しのおそれから
あえて届け出ない

被害に遭ったこと
を知られたくな
かった（恥ずかし
くて言えなかった）

その他

8 （17.0） 4 （8.5） - - 2 （4.3） 5 （10.6）

分からない

- 
 注　１　問17-Eで「なし」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

	暴行・脅迫の被害に関する詳細	
 問18－Ａ　被害に遭った時期 

総数 今年 昨年
（平成30年） それ以前 分からない

（思い出せない）
 52 -  16 （30.8）  37 （71.2） - 

 注　問18で「あり」と回答した者のみが回答している。以下問18-Nまで同じ。 

 問18－Ｂ　昨年の被害回数 

総数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回以上 分からない

 16  10 （62.5） 3 （18.8） 1 （6.3） - 2 （12.5） - 
 注　問18-Aで「昨年（平成30年）」と回答した者のみが回答している。 

 問18－Ｃ　被害場所 

総数 自宅・自宅敷地内 自宅付近 自宅のある市町村内 職場 その他国内 海外

 52 8 （15.4）  13 （25.0）  16 （30.8） 5 （9.6） 7 （13.5） - 

分からない

3 （5.8）
 注　一番最近の被害について回答している。以下問18-Nまで同じ。 
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 問18－Ｄ　加害者との面識 

総数 加害者を
知らなかった

少なくとも１名は
顔を知っていた

少なくとも１名は
名前を知っていた

加害者を見なかった
又は見えなかった 無回答

 52  25 （48.1）  10 （19.2）  10 （19.2） 6 （11.5） 1 （1.9）
 注　顔も名前も知っていた場合は，「少なくとも１名は名前を知っていた」と回答している。 

 問18－Ｅ　加害者との関係 

総数 家族・親戚 親しい友人
一緒に働いていた
人又は働いたこと

のある人
左記の誰でもない 答えたくない

 10 2 （20.0） - 1 （10.0） 7 （70.0） - 
 注　問18-Dで「少なくとも１名は名前を知っていた」と回答した者のみが回答している。 

 問18－Ｆ　加害者の凶器所持の有無 

総数 あり なし 分からない

 52 7 （13.5）  35 （67.3）  10 （19.2）
 注 　「凶器」とは，刃物や銃（一見して見間違うモデルガン等を含む。），その他の武器（スタンガン，エアガン，特殊警棒など本来武器として作

られた物），又はその他凶器になる物（金づち，針など，本来武器として作られた物ではない物）をいう。 

 問18－Ｇ　被害の内容 

総数 脅迫 暴行（脅迫と暴行
両方の場合を含む） 分からない

 52  23 （44.2）  21 （40.4） 8 （15.4）

 問18－Ｈ　暴行によるけがの有無 

総数 あり なし

 21 7 （33.3）  14 （66.7）
 注 　問18-Gで「暴行（脅迫と暴行両方の場合を含む）」と回答した者のみが回答している。 

 問18－Ｉ　捜査機関への届出の有無 

総数 あり なし 分からない

 52  22 （42.3）  29 （55.8） 1 （1.9）

 問18－Ｊ　捜査機関に届け出た理由 

総数 欠番 犯罪は捜査機関に
届け出るべきだから 重大な事件だから

加害者を処罰してほ
しいから（加害者を
捕まえてほしいから）

再発を防ぐため 助けを求めるため

 22 9 （40.9） 4 （18.2） 7 （31.8）  13 （59.1）  12 （54.5）

加害者からの
弁償を得るため

保険金を得るため
(保険金請求のため) その他 分からない

4 （18.2） 2 （9.1） 1 （4.5） - 
 注　１　問18-Iで「あり」と回答した者のみが回答している。以下問18-Kまで同じ。 
 　　２　重複計上による。 
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 問18－Ｋ　捜査機関の対応への満足 
総数 はい いいえ 分からない

 22  10 （45.5）  10 （45.5） 2 （9.1）

 問18－Ｌ　捜査機関の対応への不満理由 

総数 十分な対処を
してくれなかった

関心を持って
聞いてくれなかった

加害者を見つけてく
れなかった又は捕ま
えてくれなかった

自分の受けた
損害を回復

してくれなかった
十分な経過通知を
してくれなかった

適切な扱いを
受けなかった
（失礼だった）

 10 7 （70.0） 4 （40.0） 4 （40.0） 3 （30.0） 2 （20.0） 4 （40.0）

到着するのが
遅かった その他 分からない

2 （20.0） - - 
 注　１　問18-Kで「いいえ」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

 問18－Ｍ　捜査機関に届け出なかった理由 

総数
それほど重大ではな
い（損失がない，大
したことではない）

自分で解決した（加
害者を知っていた）

捜査機関が取り扱
うのが適切ではな
い問題だった（捜
査機関は必要ない）

代わりに別の
機関に知らせた 家族が解決した

保険請求のための
通報の必要が
なかった

 29  14 （48.3） 4 （13.8） 2 （6.9） - 2 （6.9） - 

捜査機関は
何もできない
（証拠がない）

捜査機関は
何もしてくれない

捜査機関が怖い・
嫌い（捜査機関に

関わってほしくない）
仕返しのおそれから
あえて届け出ない

被害に遭ったこと
を知られたくな
かった（恥ずかし
くて言えなかった）

その他

4 （13.8） 1 （3.4） - 7 （24.1） - 7 （24.1）

分からない

1 （3.4）
 注　１　問18-Iで「なし」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

 問18－Ｎ　犯罪被害者支援団体等への連絡の有無 
総数 あり なし 分からない

 52 5 （9.6）  45 （86.5） 2 （3.8）
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	クレジットカード情報詐欺の被害に関する詳細	

 問20－Ａ　被害に遭った時期 

総数 今年 昨年
（平成30年） それ以前 分からない

（思い出せない）
 59 2 （3.4）  25 （42.4）  33 （55.9） - 

 注　問20で「あり」と回答した者のみが回答している。以下問20-Hまで同じ。 

 問20－Ｂ　昨年の被害回数 
総数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回以上 分からない

 25  22 （88.0） 2 （8.0） 1 （4.0） - - - 
 注　問20-Aで「昨年（平成30年）」と回答した者のみが回答している。 

 問20－Ｃ　盗難被害の有無 
総数 あり なし 分からない

 59  10 （16.9）  44 （74.6） 5 （8.5）
 注　一番最近の被害について回答している。以下問20-Hまで同じ。 

 問20－Ｄ　捜査機関への届出の有無 
総数 あり なし 分からない

 59 8 （13.6）  51 （86.4） - 

 問20－Ｅ　捜査機関に届け出た理由 

総数 被害を取り戻すため 犯罪は捜査機関に
届け出るべきだから 重大な事件だから

加害者を処罰してほし
いから（加害者を捕ま
えてほしいから）

再発を防ぐため 助けを求めるため

8 3 （37.5） 3 （37.5） 1 （12.5） - 4 （50.0） - 

加害者からの
弁償を得るため

保険金を得るため
(保険金請求のため) その他 分からない

1 （12.5） 1 （12.5） 1 （12.5） - 
 注　１　問20-Dで「あり」と回答した者のみが回答している。以下問20-Fまで同じ。 
 　　２　重複計上による。 

 問20－Ｆ　捜査機関の対応への満足 
総数 はい いいえ 分からない

8 5 （62.5） 2 （25.0） 1 （12.5）

 問20－Ｇ　捜査機関の対応への不満理由 

総数 十分な対処を
してくれなかった

関心を持って
聞いてくれなかった

加害者を見つけてく
れなかった又は捕ま
えてくれなかった

自分の被害を取り戻
してくれなかった

十分な経過通知を
してくれなかった

適切な扱いを
受けなかった
（失礼だった）

2 2 （100.0） - - 1 （50.0） - - 

到着するのが
遅かった その他 分からない

- - - 
 注　１　問20-Fで「いいえ」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 
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 問20－Ｈ　捜査機関に届け出なかった理由 

総数
それほど重大ではな
い（損失がない，大
したことではない）

自分で解決した（加
害者を知っていた）

捜査機関には向か
ない問題だった（捜
査機関は必要ない）

カード会社に
知らせた

代わりに別の機関
（カード会社を除
く）に知らせた

家族が解決した

 51 5 （9.8） 3 （5.9） 4 （7.8）  36 （70.6） 1 （2.0） 1 （2.0）

保険請求のための
通報の必要が
なかった

捜査機関は
何もできない
（証拠がない）

捜査機関は
何もしてくれない

捜査機関が怖い・
嫌い（捜査機関に

関わってほしくない）
仕返しのおそれから
あえて届け出ない

被害に遭ったこと
を知られたくな
かった（恥ずかし
くて言えなかった）

- - - - - - 

その他 分からない

9 （17.6） - 
 注　１　問20-Dで「なし」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

	個人情報の悪用の被害に関する詳細	
 問21－Ａ　被害に遭った時期 

総数 今年 昨年
（平成30年） それ以前 分からない

（思い出せない）
 58 9 （15.5）  27 （46.6）  29 （50.0） 1 （1.7）

 注　問21で「あり」と回答した者のみが回答している。以下問21-Hまで同じ。 

 問21－Ｂ　昨年の被害回数 

総数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回以上 分からない

 27  16 （59.3） 3 （11.1） - 1 （3.7） 7 （25.9） - 
 注　問21-Aで「昨年（平成30年）」と回答した者のみが回答している。 

 問21－Ｃ　個人情報の悪用の内容 

総数
クレジットカード
又はデビット

カードを作るため

特定店舗専用の
クレジットカード

を作るため
預貯金口座を
開設するため

携帯電話を
購入するため

借金，抵当権設定，
質入れなどのため

手当等の給付金，
年金の支給等を
受けるため

 58 3 （5.2） - - - 3 （5.2） 1 （1.7）

旅券を手に
入れるため その他 分からない

-  38 （65.5）  13 （22.4）
 注　一番最近の被害について回答している。以下問21-Hまで同じ。 

 問21－Ｄ　捜査機関への届出の有無 

総数 あり なし 分からない

 58 8 （13.8）  47 （81.0） 3 （5.2）
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 問21－Ｅ　捜査機関に届け出た理由 

総数 被害を取り戻すため 犯罪は捜査機関に
届け出るべきだから 重大な事件だから

加害者を処罰してほ
しいから（加害者を
捕まえてほしいから）

再発を防ぐため 助けを求めるため

8 3 （37.5） 5 （62.5） 1 （12.5） 2 （25.0） 7 （87.5） 2 （25.0）

加害者からの
弁償を得るため

保険金を得るため
(保険金請求のため) その他 分からない

1 （12.5） - - - 
 注　１　問21-Dで「あり」と回答した者のみが回答している。以下問21-Fまで同じ。 
 　　２　重複計上による。 

 問21－Ｆ　捜査機関の対応への満足 
総数 はい いいえ 分からない

8 4 （50.0） 2 （25.0） 2 （25.0）

 問21－Ｇ　捜査機関の対応への不満理由 

総数 十分な対処を
してくれなかった

関心を持って
聞いてくれなかった

加害者を見つけてく
れなかった又は捕ま
えてくれなかった

自分の被害を取り戻
してくれなかった

十分な経過通知を
してくれなかった

適切な扱いを
受けなかった
（失礼だった）

2 2 （100.0） 1 （50.0） - - - 1 （50.0）

到着するのが
遅かった その他 分からない

- - - 
 注　１　問21-Fで「いいえ」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

 問21－Ｈ　捜査機関に届け出なかった理由 

総数
それほど重大ではな
い（損失がない，大
したことではない）

自分で解決した（加
害者を知っていた）

捜査機関には向か
ない問題だった（捜
査機関は必要ない）

代わりに別の
機関に知らせた 家族が解決した

保険請求のための
通報の必要が
なかった

 47  21 （44.7） 8 （17.0） 2 （4.3） 4 （8.5） 1 （2.1） - 

捜査機関は
何もできない
（証拠がない）

捜査機関は
何もしてくれない

捜査機関が怖い・
嫌い（捜査機関に

関わってほしくない）
仕返しのおそれから
あえて届け出ない

被害に遭ったこと
を知られたくな
かった（恥ずかし
くて言えなかった）

その他

2 （4.3） 2 （4.3） 1 （2.1） 1 （2.1） -  12 （25.5）

分からない

- 
 注　１　問21-Dで「なし」と回答した者のみが回答している。 
　 　２　重複計上による。 
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	振り込め詐欺の被害に関する詳細	

 問23－Ａ　被害に遭った時期 

総数 今年 昨年
（平成30年） それ以前 分からない

（思い出せない）
 17 2 （11.8） 9 （52.9） 7 （41.2） - 

 注　問23で「あり」と回答した者のみが回答している。以下問23-Gまで同じ。 

 問23－Ｂ　昨年の被害回数 
総数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回以上 分からない

9 4 （44.4） 3 （33.3） 1 （11.1） - 1 （11.1） - 
 注　問23-Aで「昨年（平成30年）」と回答した者のみが回答している。 

 問23－Ｃ　捜査機関への届出の有無 
総数 あり なし 分からない

 17 8 （47.1） 9 （52.9） - 

 注　一番最近の被害について回答している。以下問23-Gまで同じ。 

 問23－Ｄ　捜査機関に届け出た理由 

総数 被害を取り戻すため 犯罪は捜査機関に
届け出るべきだから 重大な事件だから

加害者を処罰してほ
しいから（加害者を
捕まえてほしいから）

再発を防ぐため 助けを求めるため

8 2 （25.0） 4 （50.0） 2 （25.0） 2 （25.0） 5 （62.5） 1 （12.5）

加害者からの
弁償を得るため

保険金を得るため
(保険金請求のため) その他 分からない

- - 1 （12.5） - 
 注　１　問23-Cで「あり」と回答した者のみが回答している。以下問23-Eまで同じ。 
 　　２　重複計上による。 

 問23－Ｅ　捜査機関の対応への満足 
総数 はい いいえ 分からない

8 5 （62.5） 2 （25.0） 1 （12.5）

 問23－Ｆ　捜査機関の対応への不満理由 

総数 十分な対処を
してくれなかった

関心を持って
聞いてくれなかった

加害者を見つけてく
れなかった又は捕ま
えてくれなかった

自分の被害を取り戻
してくれなかった

十分な経過通知を
してくれなかった

適切な扱いを
受けなかった
（失礼だった）

2 1 （50.0） 1 （50.0） 2 （100.0） 1 （50.0） 1 （50.0） 1 （50.0）

到着するのが
遅かった その他 分からない

- - - 
 注　１　問23-Eで「いいえ」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 
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 問23－Ｇ　捜査機関に届け出なかった理由 

総数
それほど重大ではな
い（損失がない，大
したことではない）

自分で解決した（加
害者を知っていた）

捜査機関には向か
ない問題だった（捜
査機関は必要ない）

代わりに別の
機関に知らせた 家族が解決した

保険請求のための
通報の必要が
なかった

9 2 （22.2） 1 （11.1） - - 1 （11.1） - 

捜査機関は
何もできない
（証拠がない）

捜査機関は
何もしてくれない

捜査機関が怖い・
嫌い（捜査機関に

関わってほしくない）
仕返しのおそれから
あえて届け出ない

被害に遭ったこと
を知られたくな
かった（恥ずかし
くて言えなかった）

その他

- - - - 1 （11.1） 6 （66.7）

分からない

- 
 注　１　問23-Cで「なし」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

	インターネットオークション詐欺の被害に関する詳細	
 問24－Ａ　被害に遭った時期 

総数 今年 昨年
（平成30年） それ以前 分からない

（思い出せない）
 46 2 （4.3）  15 （32.6）  29 （63.0） - 

 注　問24で「あり」と回答した者のみが回答している。以下問24-Gまで同じ。 

 問24－Ｂ　昨年の被害回数 
総数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回以上 分からない

 15  13 （86.7） 1 （6.7） - - 1 （6.7） - 
 注　問24-Aで「昨年（平成30年）」と回答した者のみが回答している。 

 問24－Ｃ　捜査機関への届出の有無 
総数 あり なし 分からない

 46 8 （17.4）  36 （78.3） 2 （4.3）
 注　一番最近の被害について回答している。以下問24-Gまで同じ。 

 問24－Ｄ　捜査機関に届け出た理由 

総数 被害を取り戻すため 犯罪は捜査機関に
届け出るべきだから 重大な事件だから

加害者を処罰してほ
しいから（加害者を
捕まえてほしいから）

再発を防ぐため 助けを求めるため

8 5 （62.5） - - - 5 （62.5） - 

加害者からの
弁償を得るため

保険金を得るため
(保険金請求のため) その他 分からない

3 （37.5） - 1 （12.5） - 
 注　１　問24-Cで「あり」と回答した者のみが回答している。以下問24-Eまで同じ。 
 　　２　重複計上による。 
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 問24－Ｅ　捜査機関の対応への満足 
総数 はい いいえ 分からない

8 2 （25.0） 5 （62.5） 1 （12.5）

 問24－Ｆ　捜査機関の対応への不満理由 

総数 十分な対処を
してくれなかった

関心を持って
聞いてくれなかった

加害者を見つけてく
れなかった又は捕ま
えてくれなかった

自分の被害を取り戻
してくれなかった

十分な経過通知を
してくれなかった

適切な扱いを
受けなかった
（失礼だった）

5 3 （60.0） 2 （40.0） 2 （40.0） 3 （60.0） 1 （20.0） 2 （40.0）

到着するのが
遅かった その他 分からない

1 （20.0） 1 （20.0） - 
 注　１　問24-Eで「いいえ」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

 問24－Ｇ　捜査機関に届け出なかった理由 

総数
それほど重大ではな
い（損失がない，大
したことではない）

自分で解決した（加
害者を知っていた）

捜査機関には向か
ない問題だった（捜
査機関は必要ない）

代わりに別の
機関に知らせた 家族が解決した

保険請求のための
通報の必要が
なかった

 36  25 （69.4） 5 （13.9） 1 （2.8） 3 （8.3） 2 （5.6） - 

捜査機関は
何もできない
（証拠がない）

捜査機関は
何もしてくれない

捜査機関が怖い・
嫌い（捜査機関に

関わってほしくない）
仕返しのおそれから
あえて届け出ない

被害に遭ったこと
を知られたくな
かった（恥ずかし
くて言えなかった）

その他

2 （5.6） 6 （16.7） - - - 5 （13.9）

分からない

- 
 注　１　問24-Cで「なし」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

	消費者詐欺の被害に関する詳細	
 問25－Ａ　被害に遭った時期 

総数 今年 昨年
（平成30年） それ以前 分からない

（思い出せない）
 64 4 （6.3）  24 （37.5）  40 （62.5） - 

 注　問25で「あり」と回答した者のみが回答している。以下問25-Hまで同じ。 

 問25－Ｂ　昨年の被害回数 
総数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回以上 分からない

 24  18 （75.0） 4 （16.7） - - 1 （4.2） 1 （4.2）
 注　問25-Aで「昨年（平成30年）」と回答した者のみが回答している。 
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 問25－Ｃ　消費者詐欺の内容 

総数 建設，建築，
修繕作業

自動車修理工場で
行われた作業

ホテル，レストラ
ン，飲食店での

サービス
店頭での買い物

インターネット
ショッピング，

通信販売
訪問販売

 64 3 （4.7） - - 3 （4.7）  38 （59.4） 4 （6.3）

電話勧誘による販売 それ以外 分からない

7 （10.9） 7 （10.9） 2 （3.1）
 注　一番最近の被害について回答している。以下問25-Hまで同じ。 

 問25－Ｄ　捜査機関への届出の有無 

総数 あり なし 分からない

 64  11 （17.2）  52 （81.3） 1 （1.6）

 問25－Ｅ　捜査機関に届け出た理由 

総数 被害を取り戻すため 犯罪は捜査機関に
届け出るべきだから 重大な事件だから

加害者を処罰してほ
しいから（加害者を
捕まえてほしいから）

再発を防ぐため 助けを求めるため

 11 8 （72.7） 8 （72.7） 3 （27.3） 7 （63.6）  10 （90.9） 4 （36.4）

加害者からの
弁償を得るため

保険金を得るため
(保険金請求のため) その他 分からない

6 （54.5） - 1 （9.1） - 
 注　１　問25-Dで「あり」と回答した者のみが回答している。以下問25-Fまで同じ。 
 　　２　重複計上による。 

 問25－Ｆ　捜査機関の対応への満足 

総数 はい いいえ 分からない

 11 4 （36.4） 5 （45.5） 2 （18.2）

 問25－Ｇ　捜査機関の対応への不満理由 

総数 十分な対処を
してくれなかった

関心を持って
聞いてくれなかった

加害者を見つけてく
れなかった又は捕ま
えてくれなかった

自分の被害を取り戻
してくれなかった

十分な経過通知を
してくれなかった

適切な扱いを
受けなかった
（失礼だった）

5 2 （40.0） 2 （40.0） 3 （60.0） 4 （80.0） 3 （60.0） 2 （40.0）

到着するのが
遅かった その他 分からない

- - - 
 注　１　問25-Fで「いいえ」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 
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 問25－Ｈ　捜査機関に届け出なかった理由 

総数
それほど重大ではな
い（損失がない，大
したことではない）

自分で解決した（加
害者を知っていた）

捜査機関には向か
ない問題だった（捜
査機関は必要ない）

代わりに別の
機関に知らせた 家族が解決した

保険請求のための
通報の必要が
なかった

 52  26 （50.0） 8 （15.4） 3 （5.8） 3 （5.8） 1 （1.9） - 

捜査機関は
何もできない
（証拠がない）

捜査機関は
何もしてくれない

捜査機関が怖い・
嫌い（捜査機関に

関わってほしくない）
仕返しのおそれから
あえて届け出ない

被害に遭ったこと
を知られたくな
かった（恥ずかし
くて言えなかった）

その他

1 （1.9） 4 （7.7） - 1 （1.9） 2 （3.8）  16 （30.8）

分からない

- 
 注　１　問25-Dで「なし」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 
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	ストーカー行為の被害に関する詳細	

 Ｑ１　ストーカー行為の被害の有無 

総数 あり なし 分からない 記入上の不備 無回答

3,500  28 （0.8） 3,454 （98.7） 6 （0.2） 1 （0.0）  11 （0.3）

 Ｑ１－Ａ　被害に遭った時期 

総数 今年 昨年
（平成30年） それ以前 分からない

（思い出せない） 無回答

 28 3 （10.7）  14 （50.0）  18 （64.3） 1 （3.6） 2 （7.1）
 注　Q１で「あり」と回答した者のみが回答している。以下Q１-Kまで同じ。 

 Ｑ１－Ｂ　昨年の被害回数 

総数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回以上 分からない

 14 3 （21.4） 2 （14.3） - - 6 （42.9） 3 （21.4）
 注　Q１-Aで「昨年（平成30年）」と回答した者のみが回答している。 

 Ｑ１－Ｃ　被害場所 

総数 自宅・自宅敷地内 自宅付近 自宅のある市町村内 職場・アルバイト先 学校 その他国内

 28 7 （25.0） 4 （14.3） 1 （3.6） 3 （10.7） - 1 （3.6）

海外
その他（電子メール，
無言電話，SNSへの

書込みなど）
分からない 記入上の不備 無回答

- 6 （21.4） - 3 （10.7） 3 （10.7）
 注　一番最近の被害について回答している。以下Q１-Kまで同じ。 

 Ｑ１－Ｄ　加害者との関係 

総数
別れた後の配偶者
（事実婚や別居中

を含む）
別れた後の
交際相手

交際・結婚相手では
ない職場・アルバイ
ト先関係者（上司や
客，取引先相手を含む）

交際・結婚相手では
ない学校関係の友

人・知人（クラスメー
ト，先輩・後輩など）

職場・アルバイト
先関係者・学校関
係者以外の友人・

知人

知らない人
（顔は分かるが
名前を知らない
場合を含む）

 28 2 （7.1） 4 （14.3） 2 （7.1） - 4 （14.3） 7 （25.0）

知っている人か知ら
ない人か分からない
（無言電話，SNSへ
の書込みなど）

その他 答えたくない 記入上の不備 無回答

4 （14.3） 1 （3.6） - 1 （3.6） 3 （10.7）
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 Ｑ１－Ｅ　ストーカー行為の内容 

総数 つきまとい等 監視している
旨の告知等

面会・交際その他義
務のない行為の要求

著しく粗野又は
乱暴な言動

汚物・動物の
死体の送付等

名誉を害する
事項の告知等

 28  20 （71.4） 4 （14.3） 5 （17.9） 4 （14.3） - 3 （10.7）

性的羞恥心を害する
事項の告知等

無言電話，連続して
電話を掛ける等 分からない 無回答

3 （10.7） 9 （32.1） 1 （3.6） 2 （7.1）
 注　重複計上による。 

 Ｑ１－Ｆ　捜査機関への届出の有無 
総数 あり なし 分からない 無回答

 28 6 （21.4）  17 （60.7） 1 （3.6） 4 （14.3）

 Ｑ１－Ｇ　捜査機関に届け出た理由 

総数 被害を取り戻すため 犯罪は捜査機関に
届け出るべきだから 重大な事件だから

加害者を処罰してほ
しいから（加害者を
捕まえてほしいから）

再発を防ぐため 助けを求めるため

6 - 1 （16.7） 1 （16.7） 2 （33.3） 4 （66.7） 4 （66.7）

加害者からの
弁償を得るため

保険金を得るため
(保険金請求のため)

家族・友人・知人
から届け出るよう
言われたため

犯罪被害者支援団体
等から届け出るよう

言われたため
その他 分からない

- - 2 （33.3） - - - 
 注　１　Q１-Fで「あり」と回答した者のみが回答している。以下Q１-Hまで同じ。 
 　　２　重複計上による。 

 Ｑ１－Ｈ　捜査機関の対応への満足 
総数 はい いいえ 分からない 無回答

6 4 （66.7） 1 （16.7） - 1 （16.7）

 Ｑ１－Ｉ　捜査機関の対応への不満理由 

総数 十分な対処を
してくれなかった

関心を持って
聞いてくれなかった

加害者を見つけてく
れなかった又は捕ま
えてくれなかった

自分の受けた
損害を回復

してくれなかった
十分な経過通知を
してくれなかった

適切な扱いを
受けなかった
（失礼だった）

1 1 （100.0） 1 （100.0） - - - 1 （100.0）

到着するのが
遅かった その他 分からない

- - - 
 注　１　Q１-Hで「いいえ」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 
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 Ｑ１－Ｊ　捜査機関に届け出なかった理由 

総数
それほど重大ではな
い（損失がない，大
したことではない）

自分で解決した（加
害者を知っていた）

捜査機関が取り扱
うのが適切ではな
い問題だった（捜
査機関は必要ない）

代わりに別の
機関に知らせた 家族が解決した

保険請求のための
通報の必要が
なかった

 17 5 （29.4） 5 （29.4） - - 1 （5.9） - 

捜査機関は
何もできない
（証拠がない）

捜査機関は
何もしてくれない

捜査機関が怖い・
嫌い（捜査機関に

関わってほしくない）
仕返しのおそれから
あえて届け出ない

被害に遭ったこと
を知られたくな
かった（恥ずかし
くて言えなかった）

加害者の処罰を
望まなかった

2 （11.8） 2 （11.8） 1 （5.9） 2 （11.8） 1 （5.9） - 

どうしたらよいのか
分からなかった（被
害を届け出る方法が
分からなかった）

その他 分からない 無回答

3 （17.6） - 1 （5.9） 1 （5.9）
 注　１　Q１-Fで「なし」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

 Ｑ１－Ｋ　犯罪被害者支援団体等への連絡の有無 

総数 あり なし 分からない 無回答

 28 2 （7.1）  19 （67.9） - 7 （25.0）

	DVの被害に関する詳細	

 Ｑ２　DVの被害の有無 

総数 あり なし 分からない 無回答

3,500  26 （0.7） 3,440 （98.3）  11 （0.3）  23 （0.7）

 Ｑ２－Ａ　被害に遭った時期 

総数 今年 昨年
（平成30年） それ以前 分からない

（思い出せない）
 26 2 （7.7）  15 （57.7）  21 （80.8） - 

 注　Q２で「あり」と回答した者のみが回答している。以下Q２-Kまで同じ。 

 Ｑ２－Ｂ　昨年の被害回数 
総数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回以上 分からない

 15 - 6 （40.0） 2 （13.3） - 2 （13.3） 4 （26.7）

無回答

1 （6.7）
 注　Q２-Aで「昨年（平成30年）」と回答した者のみが回答している。 
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 Ｑ２－Ｃ　被害場所 

総数 自宅・自宅敷地内 自宅付近 自宅のある市町村内 職場・アルバイト先 学校 その他国内

 26  16 （61.5） - 2 （7.7） 3 （11.5） - 2 （7.7）

海外 その他（生活費を
渡さないなど） 分からない 記入上の不備 無回答

- - - 2 （7.7） 1 （3.8）

 注　一番最近の被害について回答している。以下Q２-Kまで同じ。 

 Ｑ２－Ｄ　加害者との関係 

総数 夫，妻，内縁の夫，
内縁の妻

元夫，元妻，元内縁
の夫，元内縁の妻 恋人 元恋人 その他 答えたくない

 26  16 （61.5） 1 （3.8） 4 （15.4） - 3 （11.5） 1 （3.8）

無回答

1 （3.8）

 Ｑ２－Ｅ　DVの内容 

総数 身体的なもの 精神的なもの 性的なもの 分からない 無回答

 26  16 （61.5）  20 （76.9） 2 （7.7） - 1 （3.8）

 注　重複計上による。 

 Ｑ２－Ｆ　捜査機関への届出の有無 

総数 あり なし 分からない 無回答

 26 3 （11.5）  22 （84.6） - 1 （3.8）

 Ｑ２－Ｇ　捜査機関に届け出た理由 

総数 被害を取り戻すため 犯罪は捜査機関に
届け出るべきだから 重大な事件だから

加害者を処罰してほ
しいから（加害者を
捕まえてほしいから）

再発を防ぐため 助けを求めるため

3 - 1 （33.3） 1 （33.3） - 1 （33.3） 2 （66.7）

加害者からの
弁償を得るため

保険金を得るため
(保険金請求のため)

家族・友人・知人
から届け出るよう
言われたため

犯罪被害者支援団体
等から届け出るよう

言われたため
その他 分からない

- - 2 （66.7） - - - 
 注　１　Q２-Fで「あり」と回答した者のみが回答している。以下Q２-Hまで同じ。 
 　　２　重複計上による。 

 Ｑ２－Ｈ　捜査機関の対応への満足 

総数 はい いいえ 分からない

3 3 （100.0） - - 

－ 289 －

第５回犯罪被害実態（暗数）調査



 Ｑ２－Ｉ　捜査機関の対応への不満理由 

総数 十分な対処を
してくれなかった

関心を持って
聞いてくれなかった

加害者を見つけてく
れなかった又は捕ま
えてくれなかった

自分の受けた
損害を回復

してくれなかった
十分な経過通知を
してくれなかった

適切な扱いを
受けなかった
（失礼だった）

- - - - - - - 

到着するのが
遅かった その他 分からない

- - - 

 注　Q２-Hで「いいえ」と回答した者のみを対象としている。 

 Ｑ２－Ｊ　捜査機関に届け出なかった理由 

総数
それほど重大ではな
い（損失がない，大
したことではない）

自分で解決した（加
害者を知っていた）

捜査機関が取り扱
うのが適切ではな
い問題だった（捜
査機関は必要ない）

代わりに別の
機関に知らせた 家族が解決した

保険請求のための
通報の必要が
なかった

 22 7 （31.8） 8 （36.4） 4 （18.2） 1 （4.5） 2 （9.1） - 

捜査機関は
何もできない
（証拠がない）

捜査機関は
何もしてくれない

捜査機関が怖い・
嫌い（捜査機関に

関わってほしくない）
仕返しのおそれから
あえて届け出ない

被害に遭ったこと
を知られたくな
かった（恥ずかし
くて言えなかった）

加害者の処罰を
望まなかった

3 （13.6） 2 （9.1） 1 （4.5） - 4 （18.2） 7 （31.8）

どうしたらよいのか
分からなかった（被
害を届け出る方法が
分からなかった）

その他 分からない

8 （36.4） 4 （18.2） 1 （4.5）
 注　１　Q２-Fで「なし」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

 Ｑ２－Ｋ　犯罪被害者支援団体等への連絡の有無 
総数 あり なし 分からない 無回答

 26 5 （19.2）  19 （73.1） - 2 （7.7）

	児童虐待の被害に関する詳細	

 Ｑ３　児童虐待の被害の有無 
総数 あり なし 分からない 無回答

3,500  63 （1.8） 3,387 （96.8）  17 （0.5）  33 （0.9）

 Ｑ３－Ａ　被害に遭った時期 

総数 ６歳以下 ７歳～12歳 13歳～15歳 16歳・17歳 分からない
（思い出せない） 無回答

 63  36 （57.1）  49 （77.8）  33 （52.4）  18 （28.6） 3 （4.8） 1 （1.6）
 注　１　Q３で「あり」と回答した者のみが回答している。以下Q３-Hまで同じ。 
 　　２　重複計上による。 

 Ｑ３－Ｂ　被害を受けた期間 

総数 ３か月未満 ３か月以上
１年未満

１年以上
３年未満 ３年以上 分からない

（思い出せない） 無回答

 63 5 （7.9） 1 （1.6） 2 （3.2）  31 （49.2）  22 （34.9） 2 （3.2）
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 Ｑ３－Ｃ　被害場所 

総数 自宅・自宅敷地内 自宅付近 自宅のある市町村内 職場・アルバイト先 学校 その他国内

 63  52 （82.5） - 2 （3.2） - - - 

海外 その他（養育の放
棄・怠慢など） 分からない 記入上の不備 無回答

- 2 （3.2） 1 （1.6） 5 （7.9） 1 （1.6）
 注　最も深刻な被害について回答している。以下Q３-Hまで同じ。 

 Ｑ３－Ｄ　加害者との関係 
総数 実父 実母 養父・継父 養母・継母 父の内縁の妻 母の内縁の夫

 63  36 （57.1）  29 （46.0） 3 （4.8） 3 （4.8） - - 

祖父 祖母 兄・姉 その他 答えたくない 無回答

1 （1.6） 2 （3.2） 4 （6.3） 4 （6.3） 3 （4.8） 1 （1.6）
 注　重複計上による。 

 Ｑ３－Ｅ　児童虐待の内容 

総数 身体的虐待 性的虐待 養育の放棄・怠慢
（ネグレクト） 心理的虐待 分からない 無回答

 63  42 （66.7） 7 （11.1）  12 （19.0）  48 （76.2） 1 （1.6） 1 （1.6）
 注　重複計上による。 

 Ｑ３－Ｆ　相談相手 

総数 家族や親戚 友人・知人 学校関係者 児童相談所 警察 学校・児童相談所・
警察以外の公的機関

 63 8 （12.7） 2 （3.2） 2 （3.2） 1 （1.6） 2 （3.2） - 

その他の人 誰にも相談
しなかった 答えたくない 無回答

2 （3.2）  50 （79.4） 1 （1.6） 1 （1.6）

 注　重複計上による。 

 Ｑ３－Ｇ　相談した結果 

総数 虐待行為が収まった，
又は収まってきた

虐待行為が
激しくなった

虐待行為に変化は
見られなかった その他 答えたくない

 11 3 （27.3） 1 （9.1） 3 （27.3） 3 （27.3） 1 （9.1）

 注　Q３-Fで「誰にも相談しなかった」及び「答えたくない」と回答した者並びに無回答の者以外が回答している。 

 Ｑ３－Ｈ　誰にも相談しなかった理由 

総数
それほど重大ではな
い（損失がない，大
したことではない）

自分で解決した 家族が解決した
相談しても何も
できないと思った
（証拠がない）

相談しても何もして
くれないと思った

警察や学校関係者
などが怖い又は
嫌い（関わって
ほしくない）

 50 4 （8.0） 6 （12.0） 2 （4.0） 7 （14.0）  18 （36.0） 2 （4.0）

仕返しのおそれか
らあえて相談しな

かった

被害に遭ったこと
を知られたくな
かった（恥ずかし
くて言えなかった）

加害者の処罰を
望まなかった

どうしたらよいの
か分からなかった その他 分からない

（思い出せない）

7 （14.0）  12 （24.0） 4 （8.0）  29 （58.0） 7 （14.0） 2 （4.0）
 注　１　Q３-Fで「誰にも相談しなかった」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 
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	性的な被害に関する詳細	

 Ｑ４　性的な被害の有無 
総数 あり なし 分からない 無回答

3,500  35 （1.0） 3,400 （97.1） 4 （0.1）  61 （1.7）

 Ｑ４－Ａ　被害に遭った時期 

総数 今年 昨年
（平成30年） それ以前 分からない

（思い出せない）
 35 2 （5.7）  15 （42.9）  25 （71.4） 1 （2.9）

 注　１　Q４で「あり」と回答した者のみが回答している。以下Q４-Oまで同じ。 
 　　２　重複計上による。 

 Ｑ４－Ｂ　昨年の被害回数 
総数 １回 ２回 ３回 ４回 ５回以上 分からない

 15 5 （33.3） 3 （20.0） 2 （13.3） 1 （6.7） 3 （20.0） 1 （6.7）
 注　Q４-Aで「昨年（平成30年）」と回答した者のみが回答している。 

 Ｑ４－Ｃ　被害場所 
総数 自宅・自宅敷地内 自宅付近 自宅のある市町村内 職場・アルバイト先 学校 その他国内

 35 1 （2.9） 2 （5.7） 3 （8.6）  15 （42.9） - 4 （11.4）

海外 分からない 記入上の不備 無回答

- - 2 （5.7） 8 （22.9）
 注　一番最近の被害について回答している。以下Q４-Oまで同じ。 

 Ｑ４－Ｄ　加害者との面識 

総数 加害者を
知らなかった

少なくとも１名は，
顔を知っていた

少なくとも１名は，
名前を知っていた

加害者を見なかった
又は見えなかった 無回答

 35 8 （22.9） 5 （14.3）  15 （42.9） 5 （14.3） 2 （5.7）
 注　顔も名前も知っていた場合は，「少なくとも１名は，名前を知っていた」と回答している。 

 Ｑ４－Ｅ　加害者との関係 

総数 夫，妻，内縁の夫，
内縁の妻

元夫，元妻，元内縁
の夫，元内縁の妻 恋人 元恋人 親（養親・

継親を含む） 兄弟姉妹

 15 - - - - - - 

その他の家族・親戚 親しい友人 教師・コーチ 職場の上司・先輩 職場の同僚・後輩 その他

- 1 （6.7） - 8 （53.3） 3 （20.0） 6 （40.0）

答えたくない

- 
 注　１　Q４-Dで「少なくとも１名は，名前を知っていた」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 
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 Ｑ４－Ｆ　被害の内容 

総数 強制性交等 強制性交等未遂
暴行や脅迫は受け
ていないが意に反
する性交，肛門性
交又は口腔性交

強制わいせつ 強制わいせつ未遂
暴行や脅迫は受け
ていないが意に反
するわいせつ被害

 35 1 （2.9） - - 1 （2.9） - 2 （5.7）

痴漢 セクハラ その他の不快な行為 分からない 記入上の不備 無回答

 11 （31.4） 7 （20.0） 6 （17.1） - 3 （8.6） 4 （11.4）

 Ｑ４－Ｇ　暴行・脅迫の有無 
総数 暴行 脅迫 答えたくない

2 - 2 （100.0） - 
 注　１　Q４-Fで「強制性交等」又は「強制わいせつ」と回答した者のみが回答している。以下Q４-Hまで同じ。 
 　　２　重複計上による。 

 Ｑ４－Ｈ　加害者の凶器所持の有無 
総数 あり なし 分からない

2 1 （50.0） 1 （50.0） - 
 注 　「凶器」とは，刃物や銃（一見して見間違うモデルガン等を含む。），その他の武器（スタンガン，エアガン，特殊警棒など本来武器として作

られた物），又はその他凶器になる物（金づち，針など，本来武器として作られた物ではない物）をいう。 

 Ｑ４－Ｉ　被害の状況 

総数 抵抗できた 突然で抵抗 
できなかった

暴力のおそれで
抵抗できなかった

仕返しのおそれで
抵抗できなかった

心理的に逆らえ 
なかった

睡眠中，酩酊状態，
薬物使用中など抵抗
できない状態だった

2 2 （100.0） 1 （50.0） - - - - 

その他 答えたくない

- - 
 注　１　Q４-Fで「暴行や脅迫は受けていないが意に反するわいせつ被害」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

 Ｑ４－Ｊ　捜査機関への届出の有無 

総数 あり なし 分からない 無回答

 35 5 （14.3）  28 （80.0） - 2 （5.7）

 Ｑ４－Ｋ　捜査機関に届け出た理由 

総数 欠番 犯罪は捜査機関に
届け出るべきだから 重大な事件だから

加害者を処罰してほ
しいから（加害者を
捕まえてほしいから）

再発を防ぐため 助けを求めるため

5 1 （20.0） 1 （20.0） 2 （40.0） 4 （80.0） - 

加害者からの
弁償を得るため

保険金を得るため
(保険金請求のため)

家族・友人・知人
から届け出るよう
言われたため

犯罪被害者支援団体
等から届け出るよう

言われたため
その他 分からない

- - 3 （60.0） - - - 
 注　１　Q４-Jで「あり」と回答した者のみが回答している。以下Q４-Lまで同じ。 
 　　２　重複計上による。 
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 Ｑ４－Ｌ　捜査機関の対応への満足 

総数 はい いいえ 分からない

5 3 （60.0） 2 （40.0） - 

 Ｑ４－Ｍ　捜査機関の対応への不満理由 

総数 十分な対処を
してくれなかった

関心を持って
聞いてくれなかった

加害者を見つけてく
れなかった又は捕ま
えてくれなかった

欠番 十分な経過通知を
してくれなかった

適切な扱いを
受けなかった
（失礼だった）

2 - - 1 （50.0） 1 （50.0） 1 （50.0）

到着するのが
遅かった その他 分からない

- - - 

 注　１　Q４-Lで「いいえ」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

 Ｑ４－Ｎ　捜査機関に届け出なかった理由 

総数
それほど重大ではな
い（損失がない，大
したことではない）

自分で解決した（加
害者を知っていた）

捜査機関が取り扱
うのが適切ではな
い問題だった（捜
査機関は必要ない）

代わりに別の
機関に知らせた 家族が解決した

保険請求のための
通報の必要が
なかった

 28  10 （35.7） 4 （14.3） 1 （3.6） - - - 

捜査機関は
何もできない
（証拠がない）

捜査機関は
何もしてくれない

捜査機関が怖い・
嫌い（捜査機関に

関わってほしくない）
仕返しのおそれから
あえて届け出ない

被害に遭ったこと
を知られたくな
かった（恥ずかし
くて言えなかった）

加害者の処罰を
望まなかった

4 （14.3） 3 （10.7） 1 （3.6） 1 （3.6） 4 （14.3） 3 （10.7）

どうしたらよいのか
分からなかった（被
害を届け出る方法が
分からなかった）

その他 分からない 無回答

8 （28.6） 6 （21.4） 2 （7.1） 1 （3.6）
 注　１　Q４-Jで「なし」と回答した者のみが回答している。 
 　　２　重複計上による。 

 Ｑ４－Ｏ　犯罪被害者支援団体等への連絡の有無 

総数 あり なし 分からない 無回答

 35 2 （5.7）  30 （85.7） - 3 （8.6）
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