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みんなの力で安全・安心を守りましょう!
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●車内にバッグや荷物などを置いたままにするのはやめましょう。     ふっけぃ君

高齢者を 敬い被害を なくしましょう!
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県内の被害実態 |・ 被害…188件、2億 2′ 875万円

(本年 1～6月)10阻止…322件、1億 9′ 524万円

被害者卜女性128人、男性60人
の状況卜 65歳以上98人 (半数超)

ニセ電話詐欺の撃退には「まつ太フォン」が効果的 !!

福岡県警では、ニセ電鮨昨欺被書防止機能のついた電話
機を総称して「まっ太フォン」と呼んでいます。
「まつ太フォン」はお近くの家電販売店で購入できます。

「まつ太フォンJでニセ電薦昨欺の被書を防ざましょう !!

←全国防犯協会運含会のホームページに優良防犯電議機が
多数掲載されています。ぜひ設置をご検討ください。

優良賄狙EE0
綱介はこちらレ

迷惑電駆 リスト
の電磨薔号を自動で

着 信 拒 否 1

通籠相手に会購の内

害を撮書することを

事 前 警 無 !

いざという時のため
に通話を開始すると

自動 録 音 :

1 工学,期 も通学路の安全点検と環境の整備・改善を !

●地域で連携し、それぞれができる活動をしましょう。

●危険箇所のパトロールや見守りをしましょう。

2 不審者情報(防犯アプリ魃鰤魏蒻魃で発信)の活用を!

●見守りの配置箇所、パト□一ル区域、活動時間帯に役立てましょう。

●状況に応じて、子供にわかりやす<、 防犯指導をしましょう。

鸞近づいてくる人に注意鼈何かされそうな時は、その場を離れる。

は危ない時藉荷物を捨てて逃げる、防犯ブザーや大声で、助けを求める。

薇親に黙つて、よその人について行かない、よその人の車に乗らない。

見守り活動(東区)

◆子供が1人 になる区間や住民の目が届か
ない区間

◆事件。事故や不審者の出没などが多発する場所
などを言いま魂

～路上で注意、自宅でも注意γ

●痴漢が出た時は、防犯ブザーや大声で、助けを求める!

●襲われた時は、バッグや靴、傘などを振り回す、爪で
ひつかく、すねや急所をけるなどして、逃げる!

●エレベーター内では、非常ボタンのそばに立つ !

●玄関ドアを開ける前に、周囲を再度確認する!

●室内に入つたらすぐ施錠し、ドアチェーンもかける!

働く女性を対象に  七夕に被害防止の

被害防止研1多会    願いを飾り

(太宰府市)  キヤンペーンωlり |1市 )

寝る時は 窓閉め・鍵かけ 確実に!
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暴力団から被害や不当要求を受けたら、
ひとりで悩ま或 肇察にすぐ相談を。

暴力を 見たら間いたら すぐ110番■
a暴力追放ダイヤル丁EL/FAX092-622-0704

暴力団追放 |●暴力団を「利用しない」
「三ない運動 |●暴力団を「恐れない」
+1」 を推進 |●暴力団に「金を出さない」
しましょう|  ‐●暴力団と「交際しない」

県警ホームページ「暴力団の壊滅」をご覧ください●

6月 23日     7月 3日     7月 6日
春日市      東区      戸畑区

防犯指導員など  ボランシ アなど  自治会など
約700人参加   約400人参加  約250人参加

頑張っています |:It

■赤坂校区見守リバ ト□―ル隊■

(活動地区～北九州市八幡西区赤坂校区)

私達の団体は、安全。安lbなまちづくりを目
的として、平成20年4月 1日 に発足しました。
現在、自治会。まちづ<り協議会。社会福祉

協議会・民生児童委員。学校関係者など51名
が在籍しており、主な活動として、
■毎月第三金曜日の折尾肇察署との合同夜
間バトロール

■子どもに声をかけての見守り活動及びパ
トロール

■公園や道路に犯罪抑止広報「のぼり旗」の設置
などを行つていま魂

また、パト□一ル中には清掃活動も行い、
犯罪者が寄り付かないように、街の環境美化
にも努めていま魂
赤坂校区がさらに活気づき、安全。安lbで

住みやすいまちになるように活動を続けて
いきま硯

■大籠防犯ノヽトロール隊■
(活動地区～八女市大籠地区)

私達の団体は、大籠地区の安全安lbを守る
ため、平成27年7月 に行政区の役員や消防団
員を中lbに結成しました。

隊員は現在約20名で、主な活動として、毎
月1回の夜間防犯バトロールを行つていま魂

昨年12月 、この夜間バトロール中に、地区
内の神社でさい銭箱が荒らされているのを
発見したのですが、直前にすれ違つた男がい
ましたので、すぐに110番通報をしました。
すると、通報で駆けつけたバトカーがその

男を発見し、R‐i務質問の結果、やはり男はさ
い銭盗の犯人だつたということで、逮捕され
ました。
私達は、この誇れる経験を糧に、今後も大

籠地区の安全安心のために積極的な活動を
していきま魂

全国地域安全運動 (Rl。 10。 11～
10。 20)に 先立ち、福岡県、県警察及び県

防犯協会運含会の主催による県民の集い

を開催しま魂 【入場無料】
多くの皆様のご参加、ご来場をお願いし

ま硯
●日時 本年10月 5日 (土)13:00～ 16:00

(予備日:10月 9日 (水)13:30～ 15:30)

●場所 なみきスクエアなみきホール
(福岡市東区干早4-21-45、 JR干早駅西倶」)

●主なステージイベント
◆主催者挨拶、防犯功労者等の表彰
◆防犯団体のパネルディスカッション

●ブース展示(ひまわり広場)

◆全国地域安全運動ポスター及び標語
の優秀作品、防犯活動写真など

◆防犯資器材や資料の展示、活動紹介など

内容は一部変更する場合がありますのでご了承ください。

つながり広がる防犯活動

薬物を 拒否する勇気が 身を守る!



酸卜脩晰磯保冑園で不審者対応の防

犯教室を開催し「いかのおすし」自

由帳を配布。商業施設駐輪場で自

転車盗防止ワイヤー錠を配布。

【中央】福岡中部法人会から中央区
の地域安全活動団体NCCの金活

動員に防犯ホイッスル7301固が贈
塁され、中央署で贈呈式を実施。

震鸞多機」R博多シティ、博多座、博多
遊技場組合員店「プラザ」の各大型
ビジ∃ンに、ニセ電話詐欺及び性
犯罪の被害防止動画を放映。

難瞼儡螂豪凩晰購】御笠青パト隊と牛

島地区が下校時の含同見守りを実

施。太宰府天満宮で護身術等性犯罪
防止教室を実施し防犯ブザー配布。

【博吻蠅鮨畷署員とベイサイドプレ

イス博多で、三セ電話詐欺や性犯
罪の被害防止及び自転車防犯登録

等の防犯キャンペーンを実施。

難糸眩磯糸島高校 1年女子に防犯ブ
ザーを配布し性犯罪被害防止を講
話。遊技場組合と共同で防犯カメ
ラを」R「糸島高校前駅」前に設置。

雛八幡西】署員と公民館でニセ電話

防犯教室を開催、D∨ D「その電話
にだまされるな !」 を視聴し、手□

や被害防止のポイント等を請話。

顧雉鸞機署員と小森江東小学校で防
犯教室を開催、不審者侵入時や被
害にあいそうな時に、適切な半」断。

行動がとれるように訓練を実施。

鮭蝙縣機り‖崎事件後、子ども見守り

隊緊急会議を開き、隊員用警笛

821個 を贈塁。保護司等と社明運

動を行い、防犯チラシ等を配布。

鏃餘』量‡機猪位金校区活性化協議会及

び署員と小学校で防犯教室を開催
し、協議会が生徒に贈塁した肇笛
の吹き方や誘拐防止等を指導。

腱躊魏磯筑後市非行防止少年貪」道大
会を開催し、防犯広報も実施。
肇友会等と銀行等でニセ電話詐欺
及び車上狙いの被害防止を広報。

鮭戌爾th飩曇警友会員等とイ言用金庫

でニセ電話詐欺防止広報を実施。

大川樟風高校 1年女生徒に性犯罪

防止を指導し防犯ブザーを配布。

魏玲影写颯け 膠咸炸聰釉雙

おかげさまで目昴F政13万戸実磯 :
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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ED

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    TttL.(092)8フ 1‐8000
中 央 区● (株)緒方商店    丁EL.(092)521‐ 7408
博 多 区● (有)鍵のポリスマン 丁EL.(092)452‐ 3500

● (株)アッシュロック 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 TEL.(092)944‐0110
八幡西区● 八幡キーコーナー  TEL.(093)621‐ 2684
八幡東区● (有)村上商事    丁EL.(093)681‐ 7491
飯 塚 市● やのキーコ…ナー  丁EL.(0948)22… 2169
大牟田市● (有)小山金物店   TEL.(0944)52‐ 3953

● お 問 い合 わ せ は …

美和ロ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 )

こし,アF
多区店屋町 5番 10号

20-296-241

樺
剛珈安全を みんなで守る まちづくり!


