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平成30年
「全国地域安全運動」
が始まります！
◆期間
平成30年10月11日(木)から10月20日(土)までの10日間
◆全国並びに本県の重点
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

ふっけい君

●子供や女性を狙った性犯罪などが、未だ高水準で発生！
性犯罪は８年連続全国ワースト第２位、小学生以下の被害が大幅に増加。
●高齢者を狙ったニセ電話詐欺も、未だ高水準で発生！
警察官や百貨店保安員等をかたるキャッシュカード受取型などが増加。
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。
◆ながら防犯活動…庭の水やりや掃除、散歩、ジョギングなどをしなが
ら、防犯を意識して「子どもや地域に変ったことはないか」を見守り
ましょう。
◆ホットスポット・パトロール…駅周辺や公園などの犯罪が起こりやすい危険な場所
を重点的に活動しましょう。
※危険な場所〜犯罪者が入りやすい場所
（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
（隠れることができる、
通報されにくい）
をいいます。

全国の
表彰

全国地域安全運動 ポスター・標語・青パト活動写真
課題：安全安心なまちづくり〜犯罪なくしてみんなの笑顔

ポスター 最優秀

標語 最優秀

本県の
表彰は
来月

青パト活動写真 最優秀

青パト活動写真 佳作

原川 靖宏 様
(66歳 長崎県)

田中 恵子 様
(66歳 福岡県)

大好きな
この町まもる
ちいきの目
柳瀬 萌那 様
(中学３年 愛知県)

槻 海志 様
(小学６年 奈良県)

仲秋の

地域を見守る お月様！
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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
11,174団体、
34万2,855人
振り込ません兵衛

〜

〜阻止事例

●
●被害の阻止件数、阻止額
349件、
２億415万円

〜老人クラブ会長による阻止〜
甥を名乗る男から「携帯電話や財布が入っ
たバッグをなくした。弁済のため200万円用
意して欲しい。」という電話を受けた被害者
が、阻止者に相談し、阻止者がニセ電話詐欺
の手口であることに気づいて警察に通報し、
被害を阻止した。
〜保険外交員による阻止〜
長男を名乗る男から「会社の金を使い込
んだ。600万円を東京まで持って来て。」とい
う電話を受けた被害者が、被害者方を訪れた
阻止者に話し、阻止者が被害者の長男に連絡
してニセ電話と判明し、被害を阻止した。

銃器犯罪をなくそう！
昨年、県内の繁華街で、暴力団による拳銃
を使用した殺人未遂事件が発生しています。
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す。
●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。
拳銃情報は
ジュウ

ミ ナ ナ シ

0120-10-3774
又は110番

無承認医薬品に注意
無承認医薬品は、
日本の法律に基づく品質・
有効性・安全性の確認がなされていません。
インターネット購入や個人輸入は要注意！
無承認医薬品を…
●広告・販売するウェブサイ
ト等が多く見られます。
●服用すると、健康被
害 を 招く危 険 性 が
あり、命を落とす可
能性もあります。
無承認医薬品の…
●効果効能をうたう広告は、違法です。
●売上金が、犯罪組織の収入になってい
る可能性があります。
無承認医薬品は…
●正規の流通品とは異なる劣化品や偽
造品の場合があります。
●一般の方が自己判断で使
用すると、危険な場合が
あります。
自分の健康を守るのは、
あなた自身しかいません！

ふっけい君

宅配業者をかたるショートメールに注意！
実 在 する 宅 配 業 者 を か た
り、不在連絡のショートメール
が届く事例が発生しています。
❶このショートメール内のリン
クを開くと、本物そっくりの
偽サイトが表示される
❷その偽サイト内で
「荷物の確認」
などの操作
を行うと、
スマートフォン内の情報を抜き取
る不正アプリがインストールされてしまう
ので危険です。
●安易にリンク先を開かない！
●業者の公式サイトを確認する！
●アプリのインストールは、公式マーケッ
トからする！
◆インストールする際、アプリの機能に不
要な情報の取得権限を求められる場合
は、
インストールしない！
福岡県警察 サイバー犯罪対策課 検 索

お出かけは 戸締まり・鍵かけ 忘れずに！
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みんなの力で暴力団ゼロ‼

暴力追放・地域安全東区民大会開催

第９回大会が８月20日、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、決意を新たにしました。
大会では、服部副知事が「暴力団排除を進め
て平和な福岡県の実現を」、北橋北九州市長が
「暴力追放運動の灯を絶やすことなく取り組
む」、髙木警察本部長が「暴力団組織に打撃を与
える事件検挙を進める」などと挨拶・決心を述
べました。
続いて、元県警察本部長の樋口弁護士が｢暴
力団対策の過去と現在｣と題する講演で、
市民の
協力や資金源遮断の必要性などを話しました。
最後に、暴力追放宣言を行った後、会場周辺
をパレードし、力強く暴力追放を訴えました。

東福岡防犯協会、東区、東警察署の主催
により、
７月13日、なみきスクエアで開催
され、地域住民、企業、団体など約500名
が参加しました。
大会では、東警察署長が「暴力団が活動
を潜在化、多様化する中、新たな資金源活
動とみられるニセ電話詐欺等の対策が、
喫緊の課題である」などと挨拶しました。
続いて、暴力追放運動推進センター専
務理事の来賓挨拶、警察本部組織犯罪対
策課課長補佐の講演、暴力追放事業体等
福岡東地区協議会代表の決意表明の後、
参加者全員で「暴力団を恐れないぞー！」
などとシュプレヒコールをあげ、暴力追放
と地域安全に向けて一致団結しました。

北九州市民暴力追放総決起大会を開催

・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

〜東区の安全安心は、
自分達の手で〜

防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)

●赤坂校区自治協議会●

●ちづか見守り隊●

(活動地区〜福岡市中央区赤坂小学校区)

(活動地区〜豊前市千束地区)

私達の団体は、赤坂校区の皆さんが安全・
安心に暮らせるように平穏を願って、様々な
活動をしています。主な活動として、
●小学校下校時の見守り活動
●毎月１回、
自治協議会、
防犯組合及び赤坂小
学校父母教師会の協働による合同防犯夜
間パトロールの実施
●自転車のマナーアップと事件・事故の未然
防止を目的に、自転車に積極的に声かけを
行うセフティサイクリング活動
を行っています。
私達はこれからも、赤坂校区の皆さんの安
全・安心のために、活動していきたいと思い
ます。

私達の団体は、地区の自治会、PTA、消防団
等86名で、近年発生する凶悪犯罪を受け、住
民同士の繋がりを作って地域全体で犯罪を
抑止できるようになりたいと願い、本年２月
に立ち上げました。
主な活動として、朝夕の登下校時に交差点
等の危険箇所に立ち、子ども達に声掛けなど
をしながら見守りを行っています。
当初、子ども達と言葉を交わすことはあり
ませんでしたが、今では子ども達から声を掛
けてくれるようになりました。
将来的には、地域全体で子どもだけでな
く、独居老人の見守りもしていきたいと思っ
ています。

警察･役所･デパートの

電話はホントか 確かめて！

