
翁不□元年8月号 No.765 ～回覧・掲示等でご活用下さい～
(1)

公益社団法人福岡県防犯協会連含会
〒812-8576 福岡市博多区東公園7番7号

福岡県警察本部内
丁EL 092(633)3221

ホームページ http:〃Ш .fukuboren,com/
印    刷 白木メディア株式会社

丁EL 092(586)6210

夏休み みんなで地域を 見守ろう!
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鶉雉蜀魃趙簿数
1自転車

■オートバイ

■自転車の約
5割が無施錠
●オートバイ
の 約 8割 が
キ ー抜 き駐
輪 中 に被害
(H30)

◆5月末の前年同期比も、自転車盗-77件、

オートバイ盗-37件と湖少していますが、

1日当り自転車。バイク 合計約22台

が盗まれています !

●駐輪時は、車体の鍵と鋼鉄製の鎖錠やワイヤー

錠などの補助錠でツーロックにしましょう!

●路上に放置せ或駐輪
場に置きましよう!

●自転車に防犯登録を
しましよう!

県内の認知件数

日291■H3011RI.5末

■被害者は

・女性が約8割
。20代が約3害J

060代以上が2書J以上

■発生時間帯は
e12～20時が2害」以上
020～ 24時が約半数
OO～4時が約2割

福岡市内の博多サンヒルズホテルで開催 し、

山□毅会長が「県内の犯罪発生件数を湖らし、安

全 。安 |いな福岡県をつくっていきましよう」と挨

拶 。抱負を述べた後、昨年度の事業報告、収支決

算等の審議、今年度の事業計画、収支予算等の報

告がなされ、全議案が承認されました。

(一社)福岡県警備業協会

(一財)福岡県交通安全協会

福岡県公認ボウリング場協会

福岡県ゴルフ場暴力団等排除防犯連絡会

福岡県コンビニエンスストア等防犯協議会

福岡県サウナ防犯協議会

(―社)福岡県指定自動車学校協会

福岡県自転車軽自動車商協同組含

福岡県商工会連合会

(公社)福岡県宅地建物取ヨ1業協会

(NPO)福 岡県防犯設備主協会

福岡県麻雀業組含連含会

福岡県遊技業防犯協力会連含会

(一社)福岡県料飲業生活衛生組含運含会

福岡商工会議所

∽福岡中央銀行
松尾産業い
三井化学的大牟田工場
い都屋
宮地嶽神社
美不□ロック的九州支店
∽ムーンスター
明治安田生命保険m)
い山□油屋福太郎
LYKAONい
い力匠

太宰府天満宮
筑紫ガスい
筑紫小売酒販組含
∽筑邦銀行
い津田興産
デンカ輸大牟田工場
丁○丁○∽
的にしけい
い西日本シテイ銀行
西日本鉄道∽
西日本電信電話∽福岡支店
(一社)日本アミューズメント産業協会福岡県本部
(一社)日 本安全安心IC丁化協会
日本たばこ産業∽九州支社
(一社)日本二普協福岡県二輪車普及安全協会
ニュー∃―ク・エボリューシ∃ン輸
博多辛子めんたい協同組含
い博多大丸
いはせがわ福岡本社
いバラダイスD′ ステーシ∃ン(福岡′伊都′筑紫野′福重各店)

0ぴぃおんシステム
いビデオシステム
いヒロカネ
い福岡銀行
福岡県カラオケスタジオ防犯協会
福岡県クレジットカード犯罪対策連絡協議会

芦屋町競艇事業局ボートレース芦屋
イオンショツノヽ一ズ福岡店
い丼筒屋
岩崎建設∽
い岩田屋三越
いFCCテクノ
いオーレック
回胴式遊技機商業協同組合九州・沖縄支部
0鍵のポリスマン
九州電力∽
九州遊技機商業協同組含
い九電工
キリンビールい福岡工場
児島洋紙い
西部ガスい
佐川急便∽
サンエス技研い福岡営業所
」R九州リテール∽
い」R博多シテイ
い昭不ロマーケテイングシステムズ
白木メデイア的
新日本法規出版∽
セキスイハイム九州∽
総含調査イッシン福岡
大商印届」い
いたいよう共済福岡支店
大不ロハウスエ業い福岡支社

混雑時 スリやちかんに 気をつけて!



携帯電話事業者を装つた偽メール(緊急連

絡のシ∃一トメッセージ)を送りつけ、ID、 ノヽス

ワードを盗みとり、キャリア決済を不正利用す

るフイッシング詐欺被害が多発していま魂

このようなメッセージに注意 !

正規の携帯電話事業

者からのメッセージと

同じ画面に表示される

場合がある。

・ アカウントが異常ログ
インされているので
検証をしてください。

・ お客様が こ利用の
キヤリア決済が不正
利用の可能性があり
ます。ウェブページで
二段階認証をお願い
します。    など

|お客様のアカウントに異常ログイン●‐

URl功山ttpsで始まつていない。

∪RLに携帯電話事業者名が含まれるなど、紛らわしい。

※ⅨXXXX」 は携帯電話事業者名、●は英文字を示します。

福岡県警察 サイバー犯罪対策

裸の画像等をインターネット上に公表され

る、IFA散されるという被害が多発しています !

交際相手や元交際相手からtF裸の写真
を送つて」「寄りを戻さないと裸の画像を
ばらまく」などと言われた。

01撮らない 0撮らせない
鶉1安1易 に自分の裸の写真を

撮影しない。

機●1分がlbを許した人でも、
■裸の写真を撮影させない。
隋裸の写‐真を撮つてしまつ

ても、誰にも送らない。

0送らない

◆ストーカー、リベンジポリレノに関する相談は、

最寄りのは蛹饉又は相談窓国へ。

◆心のケアは、「心のリリーフライン」
●092-632-7830にお電話ください。

受付 :月曜日～金曜日 9時～17時45分
(祝日。年末年始は除<。 )

ま

.`

蝙ノヽトラン糸島輻
(活動地区～糸島市筑前前原駅周辺)

私達の団体 は「バ トラン糸島」として、平成

30年8月から活動を始めました。
立ち上げから約1カ月で、たくさんの方に

ご参カロいただき、「これはいけるな」と手ごた

えを感じておりま魂
週2回、健康づ<りをしながら、街の安全を

見守るパトロールをやつていま魂
具体的には、主に筑前前原駅周辺の3～4

キロをゆつくりとジ∃ギングしま軌
誰でも参カロ出来ま軌
ウォーキングの部隊もありますよ。
これからも、走りながら、街の安全を見守

るバトロール活動を頑張つていきま硯

鰊源じいの森蝙

(活動地区～田川郡赤村)

私達の団体は、赤村の治安維持と安全。安

lbなまちづ<りを目的として、平成18年から

活動を続けていま硯

主な活動として、登校日は毎日、会員交替で

午前 10日寺と午後3時の2回、通学路を中心に

赤村地区全体のパト□一ルを行つていま魂

特に子供達や高齢者が、犯罪の被害や交通

事故に巻き込まれないよう、きめ細やかなパ

ト□一ルを心がけていま魂

これからも、警察や他のボランテイア団体

と協働し、「安全安lbなまち赤村」の実現に向

けて防犯活動を続けていきたいと思いま硯

′／

人の子も 我が子と同じ 愛の手を!



「

雛颯%憔他県の児童ら殺傷事件を受

け、署員。少年補導員・肇友会員等

と連携し、通学路で児童を見守る

特別警戒活動を協働で実施。

鼈 尚

難櫻蛉螢鰈鶉彊西新校区が毎月末に

実施する夜間パト□一ルに西南大

学生も参カロし、公民館で打含せの

後、商店街のパトロールを実施。

最躾晰趙憔料金未納のニセ電話にだ

まされ、コンビニでウェブカードを

買おうとした男性の被害を阻止し

た店長等に署長感謝状を贈呈。

赳褥顆,大野鐵罐纂Nlll憔 駅周辺の春

日・那珂川の3駐輪場で春日市・春

日署と、自転車盗難防止タグを自

転車に貼付し、注意を呼びかけ。

幽諫熙颯。R鱚隧彊他県の児童ら殺

傷事件を受け、緊急肇戒と防犯指

導を実施。管内の不審者情報を受

け、御笠青パト隊等が警戒を実施。

顧贔嘔咬磯子ども祭りの会場で、少
年補導員やふつけい君等と、少年
非行防止や「ネット犯罪から子ども
たちを守る」キヤンペーンを実施。

躾躾鑽彊年金支給日に金融機関で警

友会と、ニセ電話詐欺被害防止を

広報。小学校で登下校時に声をか

けられた時等の対処訓練を実施。

眩凸唸磯他県の児童ら殺傷事件を受

け、下校 B寺の警戒と防犯指導を実

施。年金支給日に大型スーパーで二

セ電話詐欺被害防止広報を実施。

【戸隕磯第66回 総会を開催し、「安

全島心のまち戸畑」の街づくりに
■防犯経進委員長として40年～10

1年 FB5貢耐●れた25名の方を表彰。

番うきな磯第66回 うきは防犯青少

年武道大会を開催、柔道は幼児か

ら中学生が、実」道は小。中学生が、

金力で技を競い合いました。

簸影鶏憔吉常公民館で高齢者対象に

特殊詐欺被害防止教室を開催。年金

支給日に2金融機関で防犯指導員

とニセ電話詐欺被害防止を広報。

最影燎鰈彊他県の児童ら殺傷事件を

受け、子ども見守り隊臨時総会を

開催し、子供の安全確保のチラシ

やパワーポイントでの研1場を実施。

鶉蠅贔辟瑕|す場峨蝙鉤3顆靱貪餃‡

魃

むか3fさ賀 E■戸数13層戸翼磯 :

■売■拍機全■で事故報告は1件のみ
いつても壼内ご菫下さい.お口含せは・・・

大和ノヽウスエ業株式会社 www.dゴwahouse.∞ lp
福岡支社集合住宅事業部〒釧20006福岡市博多区上牟田2」 1-24

1■092-473-5584 fax092-473-5158
建設業許可番号。国土交通大臣許可(特 27・ 28)第 5279号

宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(15)245号

<カギ>のことなら、あなたの街の

美和ロツク

サービス代行店

「

D
家と皆様を守る番人、悪を見据え悪と戦う(防犯)と して
「ふくろう」をイメージキャラクターにしました。

早 良 区●(株)エルキー   TEL.(092)871‐ 8000
中 央 区●(株)緒方商店   TEL.(092)521‐ 7408
博 多 区●(有)鍵のポリスマン TEL.(092)452‐ 3500

●(株)ア ツシュロツク TEL.(092)582‐ 1169

筑紫野市●キークラフト(株 ) TEL.(092)926… 8811

古 賀 市●カギのトラブルサービス TttL.(092)944‐ 0110
八幡西区●ノヽ幡キーコーナー  TEL(093)621‐2684
八幡東区●(有 )村上商事    TEL.(093)681‐ 7491

飯 塚 市●やのキーコーナー  TEL.(0948)22‐2169
大牟田市●(有)小山金物店   TttL.(0944)52‐3953

●お問い合わせは…

美和国ツク株式会社九州支店
福岡市中央区大手門2‐4‐ 1 4 TttL.(092)235‐ 3069(代 )

構にし
'ア

r
福岡市博多区店屋町 5番 10号

繭画著0120-296-241

青灯が 街にも川にも 夜空にも!


