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平成29年の認知件数（県内）
411件…１日当り1.1件
◆夕方から深夜にかけて多発

侵入手段(H29年)
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公益社団法人

性犯罪に要注意！

福岡県の状況 空き巣 忍込み 居空き 認知件数合計
H30.１〜３月

(1)

◆10歳代･20歳代の被害が74%
〜日常の防犯ポイント〜
●一人のときは警戒モードで！
❶
❷明るく人通りの多い道を歩く。
●
❸防犯ブザーを携行しましょう。
●

※侵入建物別では戸建住宅1,561件、中高層住宅313件、そ
の他572件となっています。戸締まりを確実にしましょう！

セキュリテイ・アパートは、
❶室内に侵入されにくい設備が完備されている
❷外部への連絡手段が完備されている
などの基準を満たした防犯性の高い賃貸集合住宅で、
NPO法人福岡県防犯設備士協会が認定しています。

❶ピッキング等に
強い

認定物件のプレート

セキュリティ・アパートで安全・安心！

❷外部に危険を
知らせる

特殊器具で開けにく
い錠を設置しています。

❸窓からも
侵入されにくい

緊急ボタンを押すと、
屋外の防犯ベルやライ
トで危険を知らせます。

❹訪問者の顔が
分かる

異常の際に警報が鳴
るセンサーを設置して
います。

訪問者の顔が見える
から安心できます。

梅雨時は ぼうはん・防災 パトロール！

検索はこちら

(2)

県内のニセ電話詐欺の被害実態(平成30年１〜３月)
・被害額
・阻止額

1億0,171万円(前年同期比 −5,315万円)
1億3,983万円(前年同期比 ＋3,063万円)

被害件数106件 (前年同期比 ±0件)・阻止件数185件 (前年同期比 ＋40件)
被害額

阻止額
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H29

H29.１〜３

64歳
65歳
106件 以下
以上
55人
51人

H30.１〜３

☎ニセ電話詐欺の類型は、受取型と電子マネー型で57%
☎振り込め詐欺の口実は、架空請求とオレオレで93%
☎警察官を名乗る男から電話で、金融庁の担当者がキャッシュ
カードを取りに行くので渡して等と言われてだまし取られ
たり、料金未納が発生している等のメールで、電子マネー
カードを購入させてのニセ電話詐欺も発生しています。

〜ひったくりに要注意！〜

夜道を歩く時は特に気をつけましょう
◆バイクを使用したひったくりが急増
(H30.１〜３月)

●被害者は約８割が女性！
●午後９時から午前０時
までに全体の半数以上
が発生！
●人通りが少ない場所で発生！
◆犯人の主な手口
●女性が持ったり肩に掛けたりしているバッグ
●男性のズボンの後ろポケットに入れた財布
をバイクで近づいてひったくる。
◆被害を防ぐために
●バッグや財布は、車道の反対側に持つ！
たすき掛けにして体の前で持つ！
●バッグは、
●音楽を聴きながら、
スマホを扱いながらの
｢ながら歩き｣をしない！
●時々振り返って周囲を警
戒する！
●自 転 車 の カ ゴ に は 防 犯
ネットをかぶせる！

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〜

外出時

年齢別割合

12

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
29人
106件
女性
77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
10,591団体、
約34万人の方々が参加しています。
●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
●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
●タクシー等で、金融機関やコンビニなど
に、多額の現金の引き出しや振込みをしに
行っている
ATMを操作している
●携帯電話で話しながら、
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。
注意喚起
●ニセ電話詐欺撃退機器の紹介
事前警告
●ニセ電話気づかせ隊の登録
は、福岡県警ホームページから
ニセ電話詐欺対策トップページ
自動録音
をご覧ください。
着信拒否

戸締まり鍵かけ 忘れずに！

(3)

薬物は「ダメ。ゼッタイ。」
覚せい剤･大麻･麻薬･危険ドラッグの乱用防止

県内の薬物犯罪の検挙状況
H29年中855人（前年比−86人）
613人
・覚せい剤事犯
186人
・大麻事犯
17人
・麻薬事犯
・危険ドラッグ事犯 28人
11人
・その他

◆薬物乱用の危険性◆
❶脳細胞や重要な臓器が、破壊される。
❷自分の意志だけでは、
やめることができない。
❸幻覚や妄想で、凶悪な事件を起こす。
❹薬物を買うために、
恐喝や窃盗などをする。
❺人間関係が崩壊し、友人や家族を失う。

◆恐ろしいフラッシュバック◆
薬物乱用をやめて 「ダメ。ゼッタイ。」と、
断る勇気を！
も、突然、幻覚や妄想
などの精神障害が現れること（フ
ラッシュバック）があります。薬物
乱用の害は、
一生涯続きます。
地域の力
頑張っています

〜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(H30.１.１現在)

66,498人（前年比＋1,228人）
◆ 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
等の犯罪が発生しています。
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。

防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)

●松ヶ丘地区防犯パトロール隊●

●嘉麻防犯指導員連絡会●

(活動地区〜春日市松ヶ丘・星見ヶ丘)

(活動地区〜嘉麻市)

私達の団体は、
「 地域の安全安心はみんな
で守る」を合言葉に、以前からの高齢者世帯
地区と新興の若い世代地区の住民が一体と
なり、子どもの見守りやパトロール活動を
行っています。
春日市ほか３市１町の筑紫地区では、毎月
「第２・第４金曜日を一斉街頭活動の日」とし
て、地域住民が警察や自治体等と協働で街頭
活動を行っており、私達の団体も自治会防犯
部員50名が８班に分かれ、21時から徒歩と
青パトによる夜間パトロールを行っています。
これからも夏祭りや歳末の防犯活動、高齢
者の見守りを含め、安全安心で住み心地の良
い街づくりを目指し、ボランティアの皆様等
の協力を得ながら活動してまいります。

私達の団体は、嘉麻警察署と名称が変わる
以前の、上嘉穂警察署の時代から防犯活動に
従事しており、現在９名が自家用車７台を青
パトに登録して活動しています。
毎月第４木曜日には、他の青パトと共に10
台以上が、青灯をつけて市内をくまなく巡回
しているほか、警察署が実施する地域安全
キャンペーンにも参加しています。
また、私生活におきましても、地域の安全
面から、環境整備が必要な箇所はないか等と
気をつけています。
これらの活動で少しでも犯罪が減少し、少
しでも住民の方に安心してもらえたら、とい
う思いで頑張っている平均年齢71歳の我々
ですが、これからも健康に気をつけて活動す
る所存です。

確かめて！ その通販サイトは ホンモノか！

