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平成29年
「全国地域安全運動」が始まります！
◆期間

平成29年10月11日(水)から10月20日(金)までの10日間
◆全国の重点
❶子どもと女性の犯罪被害防止
❷特殊詐欺（ニセ電話詐欺）の被害防止
◆本県の重点
子ども、女性及び高齢者の犯罪被害防止

ふっけい君

●子どもと女性を狙った犯罪が、依然として高水準で発生。
●架空請求詐欺、還付金等詐欺、オレオレ詐欺が、大幅に増加。
この運動を契機に、
●一人一人が更に防犯意識を高め、被害にあわないように努めましょう。
●地域で開催される安全・安心の集いや、
キャンペーン等に参加しましょう。
●子どもの見守りや防犯パトロール等の、
地域安全活動を実施しましょう。
・庭や自宅周りの掃除をしながら…
・散歩しながら…
ながら防犯活動！
・ジョギングしながら…

〜 ｢ 安 全 で 安 心して 暮 らせ る 福 岡 県 ｣ を 実 現しよ う 〜
鍵かけ、声かけによる
窃盗被害の防止

課題

インターネットを利用した
犯罪の被害防止

全国地域安全運動
公募ポスター・標語
最優秀作品

福岡県の
最優秀作品等は
来月紹介します

秋山 颯貴さん（高３ 静岡県）

唐沢 茉理絵さん（高１ 埼玉県）

鍵と声 忘れずかける 心がけ

だれとでも つながる世界 やみもある

村岡 孝司さん（兵庫県）

清水 侑真さん（中２ 山口県）

仲秋の

(1)

安全を守る パトロール！

(2)

頑張っています

ニセ電話気づかせ隊！

県内の本年７月末の抑止状況
●
●気づかせ隊の
参加団体、参加人数
10,357団体、
32万5,473人
振り込ません兵衛

●
●被害の阻止件数、阻止額
544件、
４億7,044万円

〜
〜阻止事例
〜コンビ二店員による阻止〜
「有料サイトの未払い料金発生、電子マ
ネーカードを購入し、カード番号を教える」
よ
う指示された40代女性が、高額の電子マ
ネーカードを買おうとしていたので、被害防
止資料を示して「詐欺ではないか」と声をか
けて被害に気づかせ、阻止した。
〜金融機関職員による阻止〜
息子を名乗る男から「借金の保証人になり
300万円必要」との電話を受けた80代女性
が、窓口で定期の解約を申し出たので、解約
理由を聞き出してオレオレ詐欺と思い、実の
息子に連絡して被害に気づかせ、阻止した。

銃器犯罪をなくそう！
福岡県では、これまでに企業や個人住宅等
に対して、暴力団によると思われる発砲事件が
発生しています。
凶悪な事件に使われる拳銃を押収するため、
●拳銃又は拳銃らしい物を見た
●知り合いの者が拳銃を持っている
●モデルガンを改造している
●暴力団員風の男が、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。

14団体を県知事が表彰
７月24日に警察本部で、ニセ電話詐欺の
阻止活動が特に優れている「ニセ電話気づか
せ隊」に対する表彰式が、小川県知事並びに
樹下警察本部長出席のもとに行われました。

金融機関部門（８）
福岡ひびき信用金庫

㈱拳和警備保障

飯塚信用金庫
㈱福岡銀行 筑後支店

第一生命保険㈱
北九州総合支社

大牟田地区金融機関
防犯連絡協議会

大牟田警察署
少年補導員連絡会

㈱福岡銀行 折尾支店

㈱スリーエス
北九州支店

㈱西日本シティ銀行
三ヶ森支店
㈱西日本シティ銀行
宇佐町支店
とびうめ信用組合

別府校区ふれあい
ネットワーク第５班
㈱九州日立システムズ
北九州支店

コンピュータ・ウイルス
「ランサムウェア」
にご用心！
ランサムウェアは、
パソコン内のデータを
勝手に暗号化して、復
元 と 引 き 換 えに 身 代
金を要求します。
インターネットを利
用 し て い て 、広 告 バ
ナー等をクリックした
りメールの添付ファイルを開いたりしたとき
に、感染することがあります。
ランサムウェア妖怪 イカ様

●
●
●
◆

拳銃情報は
0120-10-3774
又は110番

一般部門（６）

日頃からデータのバックアップを！
心当たりのないメールは開かない！
OSやソフトウエアの更新を徹底する！
身代金は払わない〜復元の保証はない！

福岡県警察 サイバー犯罪対策課
http://www.police.pref.fukuoka.jp

性犯罪

戸締まり＆用心で 被害防止！

検索

(3)

暴力団を壊滅しよう！
！

北九州市民暴力追放総決起大会を開催
「市民暴排の日」
の８月18日、
小倉北区の北
九州メディアドームで開催され、関係機関・団
体、
企業、
市民など約２千名が参加しました。
第８回目の本大会では、北橋北九州市長、
樹下警察本部長が挨拶し、暴力団排除の灯を
消すことなく、対策の手をいささかも緩めな
いと、暴力団壊滅の一層の推進に取り組む姿
勢を示しました。
続いて、県警暴力団対策部長が、暴力団対
策を講演し、
「 市民からの情報の積み重ねが
事件解決につながる」と情報提供を呼びかけ
ました。
最後に、
参加者全員で暴力追放宣言や暴力
追放シュプレヒコールを行った後、会場周辺
をパレードし、
力強く暴力追放を訴えました。
●暴力団を利用しない！
●暴力団を恐れない！
●暴力団に金を出さない！
●暴力団と交際しない！

地域の力
頑張っています

お試しのつもりが定期購入に!?
相談事例 SNSに載っていた広告のお試
し価格300円のサプリを注文し商品を受け
取ったところ、後日、再度商品が届き、
６千円
の請求書も同封されていた。
300円
業者へ問い合わせると「お試
し価格300円のコースは、
４ヶ
月の定期購入契約が条件と
なっており、解約は４回目以降
しかできない。」と言われた。
商品の返品･解約はできないか？
アドバイス この事例は通信販売なので、
クーリング・オフの適用はありません。
返品や解約は、業者がホームページに載せ
ている内容に従うことになります。
「お試し価格での購入は定期購入が必須」
等の条件が付いていることがあります。
事前に、購入条件や返品できるかなどを十
分確認しましょう。
◆不安や疑問を感じた場合は相談しましょう。
福岡県消費生活センター(☎092-632-0999)

防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)

●第27区防犯部会●

●開校区子ども見守り隊●

(活動地区〜若松区鴨生田小学校区)

(活動地区〜みやま市高田町開小学校区)

私達の部会は、結成後20年近くなり、防犯
委員30名が中心となって活動しています。
校区には、国道や大型ショッピングセン
ター、高校が２校あり、人や車が比較的多い地
域です。
主な活動は、
●毎朝の通学路や交差点での見守り
●毎月第３火曜日のＰＴＡや行政等と合同
による通学路の見回り
●毎月第２金曜日の夜間見回り
●青パトでの夜間パトロール
で、中高生への指導やあいさ
つを通じて、地域との繋がり
を大切にしています。
今後もＰＴＡや行政
と 力 を 合 わ せ、防 犯
安全活動を継続して
いきたいと思ってい
ます。

未払い料金

私達の団体は、
「子ども達が安心して安全に
学校生活が送れるように」
と願って平成22年に
結成され、
メンバー約50名が活動しています。
主な活動は、登下校時の見守り活動で、
●登校時は、子ども達と集合場所から小学
校まで歩き
●下校時は、小学校まで子ども達を迎えに行く
という送迎活動を毎日行っています。
毎年３月に、卒業する６年生が「感謝の会」
を開いてくれ、一人ひとりが私達に感謝の手
紙を書いてくれることが、活動の励みになっ
ています。
今後も子ども達の笑顔を守るために、活動
を続けていきたいと思います。
感

還付金 だまされないで ニセ電話！

謝

