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◆期間

令和元年10月 11日 (金 )～ 10月 20日 (日 )までの10日間

◆本県の重点
●子供と女性の犯罪被害防止
②ニセ電話詐欺の被害防止

MAFA PHONE
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●子供や女性を狙った性犯罪や前兆事案の発生～未だ高水準 !

性犯罪は9年連続全国ワースト第2位。
●高齢者などのニセ電話詐欺～全国で1日当り約1億円の被害 !

予兆電話(アポ電)やキャッシユカニドすり替え型などが増力□。

公益社団法人福岡県防犯協会運含会
〒8128576 福岡市博多区東公園7番7号

福岡県警察本部内
TEL 092(633)3221

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

TEL 092(586)6210

全国地域安全運動を契機に、一人一人が更に防犯意識を高め、
●被害にあわないように、また、地域から被害を出さないように努めましょう。
●地域で開催される安全・安|いの集いやキャンペーンなどに参力□しましょう。
●子供の見守りや防犯バトロールなどの、地域安全活動を実施しましょう。

中ながら防犯活動…通勤。通学、買い物、ジョギン父犬の散歩などの、
○ 日常の生活行動の中に、防犯の視点を取り入れて行動しながら、
○地域の「異変」「異常」「危険箇所」に気づき、
○それを防犯や交通安全等の関係者に伝え、
犯罪を未然に防ざましょう。

■ホットスボット・パトロール…犯罪が起こりやすい危険な場所となる、
○犯罪者が入りやすい場所(犯罪者が簡単に悪いことができる、すぐ逃げることができる)

○周りから見えにくい場所(犯罪者が隠れやすい、犯行が見つかりにくい、通報されにくい)

を重点的にノヽトロールしましょう。
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天高き 地域を見守る ボランティア!
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～県内の本年7月末の抑止状況～

●気づかせ隊の

参カロ団体、参カロ人数
11′ 534団イ本、35万 1′ 365人

～コンビニ店員による架空請求詐欺阻止～

携帯電話に「料金が未納」とのメールが届

き、連絡先に電話して「裁判になる」「電話を

切らずにコンビニに行き、電子マネーカード
5万円分を6枚員うこと。」と指示された被

害者が、コンビニで携帯電話を通話状態にし

てマネーカードを探していたので、阻止者が
ニセ電話詐欺と気づき、被害を阻止した。

9月号の「ニセ電話詐欺の被害」欄に誤りがありま
したので、下記のとおり訂正してお詫びいたしま魂

県内の被害実態

(本年 1～ 6月 )

被害者の状況
。女性78人、男性30人
・65歳以上59人 (半数超)

振り込ません兵衛●被害の阻止件数、阻止額
235件、9′262万円

～金融機関職員によるオレオレ詐欺阻止～
息子を名乗る者から「株で失敗して500万

円必要。携帯電話は差し押さえられて使えな
い。」という電話を受けた被害者が、定期預金
を解約する際に、阻止者が解約理由などを詳
細に聞き取り、三セ電話詐欺の手□と気づい

て息子に連絡をさせ、被害を阻止した。

7月 25日 t警察本部で小川県知事並びに高

木警察本部長出席のもとに、独自の取 り組み

を実施している団体t被害を阻上した実績があ

る団体などに対する表彰式が行われました。

金融機関(9団体)   一般団体(8団体)

」Aバンク福岡     バナソニック(株 )

福岡銀行太宰府支店    アプライアンス社
福岡銀行戸畑支店   福岡県宅地建物取弓1業協会
西日本シティ銀行         中央支部

筑後支店  福岡中央金融機関
西日本シティ銀行      防犯連絡協議会

朝倉街道支店  中央詈備業防犯組合
西日本シティ銀行    大牟田地区金融機関

行橋支店    防犯連絡協議会
北九州銀行若松支店   セブンイレブン
宗像農業協同組合    大椰城若草1丁目店
福岡鶴田郵便局    セブンイレブン

福岡県では、過去に暴力団などによる企業

や個人住宅などに対する拳銃の発砲事件や、

所持事件が発生していま硯

凶悪な事件に使われる拳銃を根絶するた

めには、皆さんからの情報が必要で硯

●拳銃又は拳銃らしい物を見た !

●インターネット上で拳銃が売られている !

●モデルガンを改造している !

●暴力団員風の者が、空き家や空き地に出入し、何
かを隠している!

など、拳銃に関す

る情報を警察に

お寄せください。

1挙銃情報は
=  ジュウ ミ ナ ナ シ

0120‐10-3774

又は110番

実在する宅配業者や携帯電話事業者な
どの企業等を装つたショートメッセージ

(SMS)が届いていませんか ?

SMSに記載されたリンク先を開くと、ID

やバスワード、クレジットカード情報などの
個人情報を盗みとる偽サイトに誘導される
ので注意してください。

フィッシング詐欺のしくみ

福岡県警察 %バ ー犯罪対策

やめようながらスマホ >始めようながら防犯 !
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暴力追放福岡県民大会と北九州市「暴力追

放・安全安lじまちづくり」市民大会が、8月 16日

に北九州芸術劇場で初めて共同開催され、企

業、団体、市民など約 1200名が参力□しました。

大会では、小川矢□事が「県肇、行政、住民の

取り組みで事務所撤去が進んでいる」と挨拶、

磯:北橋北九州市長が「市のさらなる発展のた

め安全安lいまちづくりを推進する」

奮1高木県詈本部長が「ヨ|き続き県民の安全確

保を大前提とし、各種暴力団対策を強化し

ていく」
などと決意を述べ

ました。
続 く表彰な どの

後、暴力団情勢や社

会復帰支援 につ い

ての特別講演

が行われ、最後 暴力団追放三ない運動日目
に全員で暴力 ●暴力団を利用しない !

団排除の大会 ●暴力団を恐れない !

層又i`暮1lF 81男圏[表篠t暮奮i｀

!

筑紫地区(春曰市、大獅城市、那珂川市、

筑紫野市、太宰府市)で は、7月 10日 と24
日の2日間、筑紫野市生涯学習センターで、

ボランテイアリーダーの育成を目的とした

本年度の研1多会を開催しました。
これは、筑紫地区安全安lいまちづくり推

協議会と地区内2防犯協会との協働による

もので魂
地域の安全安′いに携わるボラン粛 ア及び

事業所の責任者など約40名が参力□しました。

参力□者は、防犯分科会で子供の安全、二

セ電話詐欺被害防止及び犯罪情勢などの

説明やD∨D視聴を受けたほか、少年非行防
止、交通事故防止、防火等の各分科会の説

明等を熱lい に受講し、リーダーとしての自

党・見識を高めました。

蝙八幡東警察署少年補導員連絡会瘍
(活動地区～北九州市八幡東区)

私達は、八幡東警察署長の委 llFRを 受けた少

年補導員で、現在32名が活動していま魂

主な活動は、
蝙毎月1回、夜間パトロールと昼間パトロール
隋毎年1回、深夜バトロールと少年剣道大会
蝙立直り支援を目的とした「多世代農園Jに

おいて、毎月2回 、地域の方や青少年とと
もに、農作物の植付けから収穫までの活動
をして年2回、収穫祭

を実施するなど、青少年の健全育成並びに非
行少年を生まない社会づくりに精力的に取
り組んでいま魂
これからも、雪察や地域住民の方々ととも

に、未来を担う少年たちとの触れ含いを通じ
て、その健全育成を目標に活動を続けていき
ま或

瘍西国分校区防犯協会蝙

(活動地区～久留米市西国分小学校区)

青バ ト活動始めました H
西国分校区は久留米市の中央部に位置し、

市内で最も人□の多い校区で、児童数も千人
を超え、来年度は更に増力□すると見積もられ
ていま硯
本年7月から、冑パト1台と有志約50人で、登

下校時の見守りや防犯パトロールなどの青パト
活動を開始しましたが、校区住民、特に児童・生
徒の安全安心に、迅速に取り組むことができる
機動力を得たことは、画期的なことで魂

青バトの運用体制は、まだ手探り状態です
が、コミュニティセンターを中由に協力者を
増やし、一致協力した明るい校区づくりを目
指していま魂

既に青バト活動をされている方や警察担
当者の方々の、ヨ|き続きのご指導をお願い申
し上|ずま硯

留守電で 相手を確かめ だまされない!



番案橿圏】遊技場防犯組合からニセ

電話詐欺撃退機の寄贈を受け、高

齢者に配布。夏休みに中学生等と

防犯パト□―ル等や研修会を実施。

灘褥鰺磯管内6高校の生徒代表者を
に指定し、各

学校に出向いて性犯罪被害防止の

指導と護身術講習を実施。

ζ豚藤磯糸島農業高校 1年女子に防
犯ブザーを贈呈し、護身術を指導。
遊技場組合からニセ電話詐欺撃退
機の寄贈を受け、高齢者に配布。

沃懸凸臨曇賛助会員のセキスイハイ
ム九州からニセ電話を防ぐ鰤鰈輻
鱚勒碕25台の寄贈を受け、自治会
長を通じて高齢者に貸し出し。

難畿蛉磯夏越祭に合わせ、バナナ姫
を一日署長に折姫ちゃん達と、防
犯パレードや性犯罪抑止のチラシ
などを配布し、注意をD乎び掛け。

簸宗爆】大型店舗・」R2駅で少年補

導員と非行防止刊生犯罪被害防止を

広報。大型店舗で防犯団体パトラン

宗像と性犯罪被害防止を広報。

胚鰺尿機遊技場組合及び署と作製し
た見守り旗千本を飯塚地区子ども
見守り隊の定例会で隊長に贈呈、
隊員の方々が見守り時に活用。

簸Å洟艤曇職域協会員のセキスイハ

イム九州からノヽトローリレ用LED停
止灯 120本の寄贈を受け、校区防

犯協会等が見守り活動時に活用。

屹lll蝙 磯コミュニティセンターで毎

年行つている安宅老人大学で、川崎
肇部交番と防犯教室を開催し、ニセ

電話詐欺の被害防止研修を実施。

番∫R菫曇八幡小学校で全生徒に不審

者対応訓練を実施し、いかのおす

し下敷を配布。」A八女の職員に二

セ電話詐欺を防ぐ研1多を実施。

‡鰈』‡‡ヽなりな磯児童の安全を守るた
め、少年補導員等と青パトー斉バト
□一ルを実施。夏の水祭りでニセ電
話詐欺等の被害防止を0乎び掛|九

鞭

‡矢了骰鬱ながら防犯を始める大牟
田高校駅伝部に防犯ベストを贈呈、
部員が県内初のパトロールランニ

ングを開始し、犯罪抑止に貢献。

警騰量が駆け辟‡サ饂蠍賤聰慟餃‡

鰤 莉

おかげさ賛 ■責戸数13万戸実磯 !

薇昴■繊畿全■で事故報告は1伸のみ
い9T●豊内ご菫下さい.お固會せは・・・

大澤Eノ ウヽスエ業株式会社 www.daiwahouse co ip
福岡支社集合住宅事業部〒812000福岡市博多区上牟田″11-24

1■092-473-5584 fax092-473-5158
建設業許可番号・固土交通大臣許可(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

美和国ツク
サ7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
「

=、

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0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    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   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‐ 14 TEL(092)235‐ 3069(代 )

構たしタアr
福岡市博多区店屋町 5番 10号

繭艤姜0120-296-241

高めよう 地域を守る 防犯力 !


