
県民約290人に１人が刑法犯の被害者に!性犯罪、ひったくりが増加! ⇒ 要注意! 
　● カギはツーロックにし、家にいる時も、外出する時も、戸締まりを励行しましょう。
　● 夜道の一人歩きは危険。防犯ブザーを持つ、歩きスマホをしないなど、十分注意を。

★主な街頭犯罪の認知件数

★強盗及び性犯罪の認知件数 ★住宅対象侵入盗の認知件数
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県民の身近で発生する凶悪犯、性犯罪、街頭犯罪等の発生状況
みんなの力で安全・安心を守りましょう！

福 岡 県 の 犯 罪 情 勢
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要警戒　◆刑法犯認知件数は年々減少するも下半期に増加～要警戒◆

平成30年１～６月末(暫定値)

ふっけい君
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二学期も　地域で守ろう　子ども達！
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被害者の年齢別・男女別状況

警察が、電話で口座番号や暗証番号を聞くことはありません

  １ 通学路の安全点検と環境の整備・改善をしましょう！
　子供が１人になる区間、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の、パトロールや見守りをしましょう。

  ２ 不審者情報を活用しましょう！
●見守りの配置箇所、パトロール区域、活動時間帯に役立てましょう。
●保護者は子供に、わかりやすく防犯指導をしましょう。              

　◆登下校や外で遊ぶ時は友だちと一緒に

▲

帰宅時はまっすぐ帰る。    

　◆近づいてくる人に注意

▲

何かされそうだったら、その場を離れる。

　◆怖い時

▲

走って逃げる・防犯ブザーを鳴らす・大声で助けを求める。

　◆親に黙って、よその人について行かない、よその人の車に乗らない。 

など、その時々に応じて！

  ３ 見守りの裾野を拡大しましょう！
●｢ながら見守り｣｢ながらパトロール」等の「ながら防犯活動」をしましょう。
●活動について地域で話し合い、無理のないやり方で、長く続けましょう。

　録音や事前警告機能のあるニセ
電話詐欺被害防止機器（家電店で
販売中）の利用を！

☎百貨店従業員や警察官を名乗ってキャッシュカードをだ
まし取る手口が増加している。…42件
☎オレオレ詐欺（59件）の被害者は、65歳以上がほとんど。
☎架空の未納料金をコンビニ等で支払わせる架空請求
詐欺（107件）と融資の保証金や手数料名目で現金を
振り込ませる融資保証詐欺（14件）は､幅広い世代が
被害にあっている。

地域で連携し、子供の安全を確保しましょう！

◆被害を防ぐために◆◆百貨店や警察をかたるニセ電話詐欺が多発中◆

県内のニセ電話詐欺の被害実態(平成30年１～6月)
・被害額　2億2,875万円(前年同期比 －2億7,886万円)
・阻止額　1億9,524万円(前年同期比 －2億1,522万円)

特
徴
的
傾
向

H29 H29.１～６ H30.１～６

被害額 阻止額

ふっけい君

まっ太くん

(平成30年１～6月)

認知件数188件 (前年同期比 －117件)・阻止件数322件 (前年同期比 －140件)

２億2.3億

4.1億

7.9億

11.4億

5.1億

64歳以下
90人

65歳以上
98人

188件

男性
60人

188件

女性
128人

寝る時は　戸締まり・鍵かけ　確実に！
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地域ボランティア

地域
の
連携
保護者

学 校

ＰＴＡ自治体

警 察

買物パト

散歩 パトランパトウォーク

ワンワンパト

掃除しながら

水やりしながら

買物パト



平成30年度 安全・安心まちづくり
県民の集いふくおか

　全国地域安全運動（H30.10.11～10.
20）に先立ち、福岡県、県警察及び県防犯
協会連合会の主催による県民の集いを開
催します。多くの皆様のご参加、ご来場を
お願いします。　　　　   　　【入場無料】
●日時 本年10月６日（土）13：00～16：00
●場所 なみきスクエア なみきホール　
　（福岡市東区千早４-21-45、JR千早駅西側）
●主なステージイベント
　◆主催者挨拶など
　◆防犯功労者・団体等の表彰式    
　◆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。

防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)
●感田校区安全推進隊●
(活動地区～直方市感田小学校区)

　私達の団体は、昭和43年４月に「校区内住
民の全員が安全で安心して住める街づくり
を」という思いから発足し、現在は、平均年齢
60歳、隊員64名で活動をしています。主な活
動として、
●青パトによる地域巡回
●登下校時の児童に対する交通指導と見守り
●小学校諸行事時の交通指導
●防犯協会が行う防犯キャンペーンへの参加
●災害時（大雨等）の行政への協力
等を行っています。
　特に青パトによる地域巡回は、登下校の時
間帯だけでなく、夜間パトロールにも力を入
れています。今後も校区内の安全安心を願
い、地域に密着した活動に励んでいきたいと
思っています。

●小浦台団地自治会防犯パトロール推進チーム●
(活動地区～糟屋郡久山町)

　私達の団体は、平成26年９月に、団地内住
民の安全・安心を守るため、この趣旨に賛同
する有志により発足しました。
　自治会におきましても自主防犯活動をバッ
クアップしており、より良く住みやすい地域環
境づくりのため、一致協力して
●登下校時の見守り活動
●平日２回の防犯パトロール
●団地内の不審者、不審車両等の進入抑止
等を行っています。
　今まで活動を続けてきた結果、住民の防犯
意識が向上し、犯罪抑止力が強化されたこと
で、団地内の犯罪発生は「４年間ゼロ！」の記
録を更新中です。
　本年度は団地内だけでなく、団地周辺地域
への防犯パトロールも、推進していくことと
しています。

地域の力
頑張っています

薬物の　誘いは　キッパリ断ろう！

(3)

火
災
報
知
器
型

コ
ン
セ
ン
ト
型

福岡県警察本部 子ども・女性安全対策課

●手口は日々巧妙になっています！
●犯人は場所や手段を選びません！

あなたも狙われています！
こんなところにカメラが…!!

注意

卑劣

トイレ内の盗撮用カメラの例

　これらの他、
●ドライブレコーダー型
●車のキーレスキー型
●ボールペン型
●ペットボトル型
などの小型カメラを使用した
盗撮事件も発生しています。
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