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高齢者を犯罪から守ろう!

本県では昨年 11月 末現在、ニセ電話詐欺の被害者の約6害Jが高齢者(65歳以 ふつけし旧

上)であるほか、ひつたくりや空き巣なども高齢者が被害者になる割合が、依然として高い。

●ニセ電話詐欺では、料金未納等を□実にした架空請求詐欺、オレオレ詐欺
が多発。電話で「お金」はすべて詐欺!絶対に、キャッシュカードを預けた
り、8音証番署を教えたりしてはいけません。すぐに家族や肇察に相談しま
しょう。

●空き巣、忍込み、居空きなどは、家人に発見された犯人が危害を力□えたり
して、凶悪事件に発展するおそれがありま硯 玄関や窓に補助錠を取り付
け、戸締まり。カギかけを確実にしましょう。

●ひつたくりでは、転倒したり31きずられたりしてけがをするおそれがあり
ま硯バッグ等は、道路と反対側に持つか、タスキ掛けにしましょう。

補助錠で相手を確認

ll■ttTの後はな鼈ぎ意しょう‡
県内の性犯罪(強制性交等、強制わいせつ)の被害届～昨年 11月末で348件 (1日 1件以上 )

艤20歳代が全体の39%、 10歳代が37%(10歳代と20歳代で約8害」)

鰊有職者の被害が全体の40%、 中学生。高校生の被害が25%
鬱道路上の被害が全体の33%、 住宅(―戸建、中高層等)の被害が25%
鰊21時～翌2時台の被害が全体の44%、 15時～170寺台の被害が13%

◆女性の夜道の一人歩きは、危険がたくさん !

0明るい場所や人通りの多い道でも油断せ或時 振々り返り肇戒する。
けスマホを扱いながら、音楽を聴きながらなどのながら歩きをしない。
◎駅やバス停、学校、コンビニ等を出た後は被害害」含が多く、要注意。

◆家、マンション等に着しヽたからといって、安心しない |

蜻駐車場や駐輪場に出入りする時は、周りに注意。
◎オートロックドア、エレベータに入る時も、周りに注意。
機玄関を開ける前に周りを確認し、入つたらすぐにカギをかける。

鬼は外 だまされないで ニセ電話 !
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大文夫 !?あなたのセキュリティ
2月 1日～3月 18日 は「サイバーセキュリティ月間」です

サイバーセキュリテイに無関lらのままパソコ

イルス感染や不正アクセスなどのサイバー犯罪

この機会にサイバーセキュリテイについて学
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t妹懲議患
笞えに書かれた文字―を組‐み合わせる.と -1‐と
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間1 パソコンやスマートフオンは、脆弱性が見つかるた

びに対策を施しているので、更新作業は重要です。

間2 本物の通販サイトとそつくりの偽サイトは、書131が
1大きすぎるなどの特徴があります。

問3 名前や誕生日を使うとパスワードを推演」されてしま サイバ マスコット
サイビー

う危険性があります。

間4 標的型メール攻撃では、取弓1先や自社の経営者にな

りすましたメールもあるので注意が必要です。
福岡県警察サイバー犯罪対策課lEヨ警露

「―Flヽつ♀」
｀
準lγ畢

間 1

最新型のパソコン

や スマ ー トフォン

だつたら、セキュリ

ティも最新なので、ソ

フトウェアの更新は

必要ない。

○ × どつち?

○→「よ」、×→「さ」

間2
いつもは値引きさ

れないブランド品を

安く販売するサイト

を見つけたが、怪し

いと思って、そこで

は購入しなかつた。

○ × どつち ?

○→「い」、×→「う」

':躙
嗣 曽 13田嗣

● :翻厨 ● :聞層

ウィルス妖怪
オクルバス

偽サイト妖怪
タヌケチ

間3
バスワードは、ほ

かの人のパスワー

ドと重ならないよ

うに、名前と誕生日

の組み合わせが安

全だ。

○ × どつち?

○→「か」、×→「ば」なりすまし妖怪
コンコン

間4
メールでやり取りす

ることのない取ヨ1先

から、メールで会議資

料が届いた。珍しいこ

とだが、添付ファイル

を開けてみた。

○ × どつち?

○→「い」、×→「―」 標的型メール攻撃妖怪

リーケーじい

お出かけは 戸締まり確認 窓0玄関!
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銃器犯罪のない安全な社会を !!

～あなたの情報が挙銃を根絶～

福岡県では平成30年中、拳銃発砲事件は

ありませんでしたが、拳銃を14丁押収してい

ま魂

凶悪事件に使われる拳銃を押収するため、

●拳銃を見た |

●ネット上で拳銃が売られている |

・
[えかΥ豊

など、拳銃 に関する 1青 :

報をお寄せください。

九州産業大学付属

九州高等単校3年
長澤歩美さん作成

昨年 12月の夜、八女市内の防犯ボランテイア
「大籠防犯パトロール隊」が)＼卜□一ル中に、神社

の賽銭箱近くで、不審な男と散舌しした小銭を発見

して「賽銭泥棒では ?」 と思い、隊員間でチーム

ワークをとって、不審者の逃走手段等を正確に

110番通報しました。

これにより、駆けつけた警

察宮が、男を賽銭泥棒で逮捕

することができました。

隋防犯活動とわかる腕章

や服装をしましょう。

瘍携帯電話、懐中電灯、笛、筆記具等を携行しま

しょう。

瘍複数で、チームワークで行動しましよう。

蝙リーダー、活動の記録係、110番や 119否への

連絡係などの役害」分担をしましょう。

蝙安全を第一に活動しましょう。

蝙万が― に備え「ボランテイア

保険」にカロ入しておきましょう。

浙 懃

罐:門司防犯指導員連絡会議
(活動地区～北九州市門司区内)

私達の団体は、門司肇察署長と門司防犯暴

追協会連含会会長から運名で委嘱された防

犯指導員の会長以下7名で構成していま硯

主な活動は、P]司警察署と門司防犯暴追協

会運含会と連携して

警ニセ電話詐欺被害防止キャンペーン

警性犯罪抑止等の各種キャンペーン

などを行つていま或
P]司区は65歳以上の書崎 が30%を占めて

いますので、年金支給日にはATM設置場所
で高齢者等に対するニセ電話詐欺被害防止
のキヤンペーンを行つていま魂
我々も平均年齢73歳と高齢ですが、門司区

を住みやすい町にするため、日々頑張つてい
きたいと思つていま硯

(活動地区～大牟田市内)

私達は、現在60名で子ども達の非行防止・

イ建全育成を目的に活動をしていま硯
主な活動は、

な青パトを活用した通単路等での見守り活動

攀登下校中の児童に対する挨拶と声かけ

機毎月第 1、 第3木曜日の夜間街頭活動
醸毎月第3水曜日の「少年を守る日」の立入り
機大牟田発祥の「健やかカルタ大会」
などを行っていま硯
つでは子ども達とも顔見矢□りになり、子ども

の方から声をかけてくれるようになりました。
高齢化の進む大牟田市では、子どもの数も

減っていますが、子どもは「地域の宝」で現
これからも、子ども達が安全で安′いして薯

らせるように、見守りを続けたいと思いま或

鵞:大牟田警察署少年補導員連絡会鰺

危険です 大麻、覚せい剤 身の破滅 !



新年の資金。安心に向けて～年末年始犠BIJ警戒出動式

【中央】
EXILEの黒木啓

司を一日署長に
パレード等実施 |

【博多】

日本一かわいい

女子高校生を一

日署長に実施 |

【粕屋】

プロ野球の甲斐

拓也選手を一日

署長に実施 |

【春日・筑紫野】

ミス筑紫女学園

大単を一日署長
に両署等合同で |

【小倉北】

北九州看板娘を
一日署長に防犯
ノドレード等実施 |

【田川】
プロゴルファー

の手嶋多―を一

日署長に実施 |

【東福岡】ミス九州産業大単とミス

福岡女子大学を一日署長に特別警

戒出動式を実施し、徒歩部隊と豊

察・消防・青バトの車両部隊が出発。

顧餃醸。大螂鐵・艤震爾』||】 」A筑紫から

迷惑電話防止電話機が寄贈され高

齢者に貸出。春日市長が市内のニセ

電話気づかせ隊員に腕章を贈呈。

【鑢礫颯,大睾鰯曇」A筑紫から防犯

ブザーや防犯D∨D等が寄贈され地

域安全に活用。金融機関防犯対策協

議会の総会と強盗対応訓練を実施。

番宗爆】ワールドカップ日本代表の
女子高生を一日署長に青バト大集
合出動式を実施。むなかた安全ひま
わり隊とニセ電話詐欺防止を広報。

鼈
量鼈眩曇管内中学生によ
る全国地域安全運動モ

デル標語の最優秀作品

で広報カードを作成し、マスクや使
い捨てカイロ等と共に各地で配布。
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‡鰺洟磯飯塚高校バトントワラー部

の女生徒を一日署長に、豊察、消

防、青パト等による特別肇戒出動

式を実施し、バトロールに出発。

蓋熙祗涙機肇察、雪友会、金融機関防

犯連絡協議会と、年金支給日に市

内「銀行通り」で、ニセ電話詐欺被

害抑止キャンペーンを実施。

薔濃|‡ 蠅磯肇察・消防・ボランテイアと、

町役場駐車場で川崎町安全バ ト
□一ル隊出発式を実施し、交番所長

の挨拶後、防犯バトロールに出発。

緻∫LR磯 警察や防犯指導員等と、年

金支給日に金融機関でニセ電話詐

欺の被害防止広報や、広川幼稚園

で園児対象の防犯教室を実施。

残寒も 見守るこころは あたたかく!


