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住宅に侵入するドロボーに注意！

警戒!!
住宅侵入盗の実態

区 分
H29.１〜３月
Ｈ28年
Ｈ27年

空き巣
399
1,642
2,225

侵入口（Ｈ28年）
その他
34

玄関
532

窓
1397

居空き
29
420
208

認知件数合計
546件
2,653件
3,898件

侵入手段（Ｈ28年）
その他
127

不明
342

勝手口等
348

忍込み
118
591
1,465

不明
315

合鍵
96
ガラス破り
543

〜住まいの防犯対策〜
●
❶１つのドアに２つ以上の
錠を取り付けましょう。

無締り
1,572

※サムターン回し(ドアに穴を開け、特殊な工具で内
側のサムターンを回して錠をあける手口)も依然と
して発生(13件)しています。

●
❷ドアにガードプレートや
サムターンカバー等 を
付けて、錠を開けられな
いようにしましょう。
●
❸窓に補助錠を取り付け、
ガラスを防犯ガラスや
防犯フィルムで補強しま
しょう。

梅雨時の性犯罪に注意！…日常の防犯ポイント

帰宅編

４月に進学・就職された皆さん、
この時期から夏場にかけて、性犯罪が増加傾向にあります。
●被害者の多くは、10代から20代の女性。
●被害の時間帯は、周囲の目が少なくなる「夕方から深夜、明け方にかけて」が多い。
●学生や社会人の方も、日常の中で「防犯を意識する」
ことで、
被害のリスクを回避できます。
❶一人で歩くときは警戒モードに切り替える
・犯人はあなたの隙を狙っています。
・スマホを扱ったり、音楽を聴きながら歩くのは大変危険です。
ときどき振り返って警戒をアピールすることが大切です。
❷明るくて人通りの多い道を歩く
・性犯罪の多くは人目につきにくい場所で多発しています。
多少遠回りだとしても、明るくて人通りの多い道を歩きましょう。
危険を感じた時に、すぐにかけ込めるように、日頃から帰り道の
コンビニ等の位置を確認しておくと安心です。
❸防犯ブザーを持ち歩く
・事件に巻き込まれた場合、怖くて大声が出ない事もあります。
・そんな時には、防犯ブザーで周囲に異常を知らせられるように
防犯ブザーはバッグの外側につけて、緊急時に備えましょう。

あじさいの かげから見守り かたつむり
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県内のニセ電話詐欺の被害実態(平成２9年１〜3月)
・被害額
・阻止額

1億5,486万円(前年同期比 −757万円)
1億0,875万円(前年同期比 ＋106万円)

被害件数106件 (前年同期比 ＋6件)・阻止件数145件 (前年同期比 ＋48件)
被害額

阻止額

6
5
4
3
2
1
0

H28

H28.１〜３

64歳
65歳
106件 以下
以上
48人
58人

H29.１〜３

☎ニセ電話詐欺の類型は、振り込め詐欺がほとんど
☎振り込め詐欺の口実は、架空請求と還付金が85%
☎警察官を名乗り、犯人の部屋からあなたの名前の入っ
たデータが出てきた等と言ってお金をおろさせ、
だまし
取られたほか、
個人情報が漏れている、
なくした通帳が
悪用されている等のニセ電話もかかってきています。

〜不法就労・不法滞在を防ごう〜
皆様のご理解とご協力を‼

全国の不法残留者数(H29.１.１現在)
約６万5,000人と増加
事業主・雇用主の方へ！
●外国人を雇用する場合は、必ず在留カードや
パスポート等で在留資格や在留期限、アルバイ
トをする許可を得ているかを確認しましょう。
●留学生の場合は、資格外活動許可の有無や
許可された活動内容を確認しましょう。
●留学生は、風俗関係業種でのアルバイトは
できません。
身近に潜む犯罪に注意！
一部の不良外国人と日本人が結託した
●就労資格のない外国人を不法就労させる
●日本人と偽装結婚して在留資格を取得する
●不法就労や偽装結婚を斡旋する
盗難車を解体して海外に輸出する
●盗難車を解体して海外に輸出する
等の犯罪が発生しています。

男女別割合

特徴的傾向

〜被害件数が増加､高額被害も後を絶たず〜

このような情報を見たり聞い
たりしたときは、
最寄りの警察署
又は交番へお寄せください。

年齢別割合

7

おかしいな？
電話でお金はすべて詐欺！

億円

ふっけい君

男性
31人
106件
女性
75人

頑張ってます、
ニセ電話気づかせ隊！
ニセ電話詐欺の
被害防止に取り組
む団体です。
本 年３月 末 で
9,932団体、約31万8,000人の方々が参加
しています。
●携帯電話で話しながら、
ＡＴＭを操作している
●金融機関やコンビニなどで、多額の現金
の引き出しや、振込みをしている
●コンビニで、高額の電子マネーのプリペイ
ドカードを買おうとしている
など、ニセ電話によりだまされていると思われ
る高齢者等に声を掛け、
被害を防止しています。
県と県警察が、
被害を防ぐための啓発ＤＶＤ
『見守り力』
で消費者被害を防ぐ を制作！
❶
●悪質商法・家族編
・警察署で貸出すＤＶＤ
❷
●悪質商法・事業者編 ・県のホームページ
をぜひご覧ください。
❸
●ニセ電話詐欺編

自転車と 玄関・窓に カギ掛けを！
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〜覚 せい剤・大麻・麻薬・危険ドラッグの乱用をなくそう〜

薬物 は「 ダメ。ゼッタイ。」

●薬物乱用の危険性〜乱用してはいけない３つの理由
１ 脳細胞や重要な臓器が破壊され、元に戻らなくなる
２ 自分の意思では、止められなくなる
３ 薬物欲しさに、他の犯罪を起こすことがある
○薬物を買う金欲しさに、恐喝や窃盗などの罪を犯す
○薬物の密売や、他人を乱用に誘うなどの罪を犯す
○乱用で妄想が現れ、
殺人等の重大な犯罪を引き起こす
●薬物の標本

県内の薬物犯罪の検挙状況
H28年中941人
（前年比−86人）
・覚せい剤事犯
・大麻事犯
・麻薬事犯
・危険ドラッグ事犯
・その他

708人
155人
16人
40人
22人

「ダメ。ゼッタイ。」
と、
断る勇気を
持ちましょう！

地域の力
頑張っています

防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)

●日産自動車九州 子ども安全みまもりチーム●

●宗像警察署少年補導員連絡会●
●

(活動地区〜苅田町･行橋市･みやこ町)

(活動地区〜宗像市･福津市)

私達のチームは､ＣＳＲ(企業の社会的責任)
活動の一環として､平成26年に発足しました。
主な活動は、青パト２台を活用する学校周
辺を中心とした
●毎週２回午後３時からのパトロール
●毎月18日の夜間パトロール
ですが、他にも不審者情報に基づいたパト
ロールや、各種防犯イベント等に積極的に参
加しています。
現在では、地域の皆さんからも当チームの
活動に理解をいただき、パトロール中に声を
かけていただいたり、下校中の子ども達から
は敬礼をされたりしており、チーム員の士気
も高く、やる気にあふれて活動しています。

私達の団体は、青少年の非行防止と立ち直
り支援を主として活動しています。
各補導員は情熱を持ち、警察と連携を密にし
て防犯パトロールや見守り活動等をしています。
防犯パトロールの主な活動として、
●児童・生徒の登下校時等の見守り活動
●青パトによる巡回パトロール
●毎月「少年補導の日」の夜間の街頭補導活動
を行っています。
最近では、私達の活動も地域の方々に浸透
し、地域ぐるみで、青少年の非行防止、健全育
成に取り組んでいます。
今後も、会長を中心に補導員が一丸となっ
て、
パトロール活動等を継続的に行う所存です。

架空請求

未払い金があると ウソを言う！

