
２ 前年との特徴的な犯罪種別の対比

令 和 ２ 年 の 犯 罪 概 況

１ 令和２年の抑止目標と結果
(1) 抑止目標

「治安の良さを実感できる社会を目指して」
～みんなで取り組もう！アンダー６，０００件～、～特殊詐欺被害（類似窃盗を含む）１００件以下、
住宅に侵入する窃盗被害１００件以下の再チャレンジ～

(2) 結果（暫定値）
件数 令和２年 滋賀県 ６,０３９件（前年比 △７３２件、 △１０.８％）
犯罪率 令和２年 滋賀県 約４２．５件 全国平均 約４８．３件（人口１万人あたりの犯罪発生件数）
特殊詐欺被害 ８８件（前年比 △５６件 △３８．９％）
住宅侵入盗被害 １９０件（前年比 △５４件 △２２．１％）

(1)手口別の発生状況
刑法犯認知件数は、７年連続で減少。

（6,039件：前年比 △732件、△10.8％）
・ 大種別の知能犯以外の罪種が減少

窃盗犯 4,172件（ 前年比 △576件、△12.１％）
知能犯 408件（ 同 ＋８件、＋2.0％）

・ 主な犯罪手口別
空き巣 131件（ 前年比 △34件、△20.6％）
忍込み 46件（ 同 △19件、△29.2％）
居空き 13件（ 同 △１件、△7.1％）
自転車盗 1.033件（ 同 △368件、△26.3％）
万引き 1,089件（ 同 ＋167件、＋18.1％）

(2)令和２年抑止目標の重点犯罪
・ 特殊詐欺

件数 88件（前年比 △56件、△38.9%）
被害額 約1億5,100万円（同 △約1億9,800万円）
うち高齢者被害 件数 60件

（全体の約68.2％）
金額 約1億800万円

（全体の約71.5％）
・ 子ども・女性対象犯罪

性犯罪（強制性交等、強制わいせつ、痴漢・盗撮等）

192件（前年比 ＋12件、＋1.7％）
前兆事案（声かけ・つきまとい事案等）

603件（前年比 △186件、△23.6％）
・ 住宅に侵入する窃盗被害

（空き巣、忍込み、居空き）
190件 （前年比 △54件、△22.1％）

無施錠での被害件数 66件（全体の約34.7％）
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刑法犯認知件数と犯罪率の推移

認知件数 犯罪率(滋賀県） 犯罪率(全国）

R02 R01

1～12月 1～12月 件　数 率

6,039 6,771 -732 -10.8
38 44 -6 -13.6
3 9 -6 -66.7
8 15 -7 -46.7

12 6 6 100.0
15 14 1 7.1

363 409 -46 -11.2
4,172 4,748 -576 -12.1

434 526 -92 -17.5
空き巣 131 165 -34 -20.6
忍込み 46 65 -19 -29.2
居空き 13 14 -1 -7.1

1,181 1,543 -362 -23.5
自動車盗 65 58 7 12.1
オートバイ盗 83 84 -1 -1.2
自転車盗 1,033 1,401 -368 -26.3

2,557 2,679 -122 -4.6
置引き 207 319 -112 -35.1
車上ねらい 269 333 -64 -19.2
部品ねらい 138 167 -29 -17.4
万引き 1,089 922 167 18.1

408 400 8 2.0
357 370 -13 -3.5
81 90 -9 -10.0
44 58 -14 -24.1
32 22 10 45.5

977 1,080 -103 -9.5
135 187 -52 -27.8
639 689 -50 -7.3
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