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高齢者を犯罪から守ろう！
本県では昨年11月末現在、ニセ電話詐欺の被害者の約６割が高齢者(65歳以 ふっけい君
上)であるほか、ひったくりや空き巣なども高齢者が被害者になる割合が、依然として高い。
ニセ電話を
ブロック！
お名前を
おっしゃって
ください

あやしい時は
・
・
・

●ニセ電話詐欺では、料金未納等を口実にした架空請求詐欺、オレオレ詐欺
が多発。電話で「お金」はすべて詐欺！絶対に、キャッシュカードを預けた
り、暗証番号を教えたりしてはいけません。すぐに家族や警察に相談しま
しょう。
●空き巣、忍込み、居空きなどは、家人に発見された犯人が危害を加えたり
して、凶悪事件に発展するおそれがあります。玄関や窓に補助錠を取り付
け、
戸締まり・カギかけを確実にしましょう。
●ひったくりでは、転倒したり引きずられたりしてけがをするおそれがあり
ます。バッグ等は、
道路と反対側に持つか、タスキ掛けにしましょう。

補助錠で相手を確認

◆家族や地域の絆で、高齢者を見守りましょう◆
●高齢者に、被害防止のアドバイスをしましょう。
●高齢者が無防備、孤独にならないように、声をか
けましょう。

性犯罪の被害を防ぎましょう！
県内の性犯罪(強制性交等、強制わいせつ)の被害届〜昨年11月末で348件(１日１件以上）
●20歳代が全体の39%、10歳代が37%
（10歳代と20歳代で約８割）
●有職者の被害が全体の40%、中学生・高校生の被害が25%
●道路上の被害が全体の33%、住宅（一戸建､中高層等）の被害が25%
●21時〜翌２時台の被害が全体の44%、15時〜17時台の被害が13%

防犯ブザーは
すぐ使えるように持つ

●明るい場所や人通りの多い道でも油断せず、
時々振り返り警戒する。
●スマホを扱いながら、
音楽を聴きながらなどのながら歩きをしない。
●駅やバス停、
学校、
コンビニ等を出た後は被害割合が多く、
要注意。

◆家、マンション等に着いたからといって、安心しない！
●駐車場や駐輪場に出入りする時は、周りに注意。
●オートロックドア、エレベータに入る時も、周りに注意。
●玄関を開ける前に周りを確認し、入ったらすぐにカギをかける。

鬼は外 だまされないで ニセ電話！

不審者がいないか
確認してから開錠

防犯ポイント

◆女性の夜道の一人歩きは、危険がたくさん！
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大丈夫！？あなたのセキュリティ

２月１日〜３月１8日は「サイバーセキュリティ月間」
です
サイバーセキュリティに無関心のままパソコンやスマートフォンを利用すると、
ウ
イルス感染や不正アクセスなどのサイバー犯罪の被害に遭う危険性が高まります。
この機会にサイバーセキュリティについて学んでみませんか？

◆サイバーセキュリティ
『○×』クイズ◆
●あなたのサイバーセキュリティに関する知識を確認しましょう。
●サイバー妖怪が出すクイズの答えを○か×で答えてください。
答えに書かれた文字を組み合わせると、ある単語が現れます。
（答えは記事の最後に）

なりすまし妖怪
コンコン

ウィルス妖怪
オクルパス

問３
パスワードは、ほ
かの人のパスワー
ド と 重 なら な いよ
うに、名前と誕生日
の組み合わせが安
全だ。
○ × どっち？
○→「か」、×→「ば」

問２
いつもは値引きさ
れないブランド品を
安く販売するサイト
を 見 つ け た が、怪し
い と 思って、そ こ で
は購入しなかった。
○ × どっち？
○→「い」、×→「う」

問４
メールでやり取りす
ることのない取引先
から、
メールで会議資
料が届いた。珍しいこ
とだが、添付ファイル
を開けてみた。
○ × どっち？
○→「い」、×→「ー」

問２
問３
問４

パソコンやスマートフォンは、脆弱性が見つかるた
びに対策を施しているので、更新作業は重要です。
本物の通販サイトとそっくりの偽サイトは、割引が
大きすぎるなどの特徴があります。
名前や誕生日を使うとパスワードを推測されてしま
う危険性があります。
標的型メール攻撃では、取引先や自社の経営者にな
りすましたメールもあるので注意が必要です。

お出かけは 戸締まり確認

標的型メール攻撃妖怪
リーケーじぃ
サイバー妖怪は
まだまだいるよ♪

【ヒント】
問１

偽サイト妖怪
タヌケチ

サイバーマスコット
サイビー

福岡県警察サイバー犯罪対策課 検 索

窓・玄関！

答えは、
「さいばー」

問１
最新型のパソコン
や ス マ ート フォ ン
だ っ た ら、セ キュリ
ティも最新なので、ソ
フトウェアの更新は
必要ない。
○ × どっち？
○→「よ」、×→「さ」

防 犯 ふ くお か
銃器犯罪のない安全な社会を‼
〜あなたの情報が拳銃を根絶〜

福岡県では平成30年中、拳銃発砲事件は
ありませんでしたが、拳銃を14丁押収してい
ます。
凶悪事件に使われる拳銃を押収するため、
●拳銃を見た！
●ネット上で拳銃が売られている！
●暴力団員風の者が空
違法銃器根絶ポスター
き家・空き地に出入し
平成30年 最優秀作品
て、何かを隠していた！
など、拳銃に関する情
報をお寄せください。

九州産業大学付属
九州高等学校３年

長澤歩美さん作成
地域の力
頑張っています
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防犯ボランティアが犯人検挙に貢献！
昨年12月の夜、八女市内の防犯ボランティア
「大籠防犯パトロール隊」がパトロール中に、神社
の賽銭箱近くで、不審な男と散乱した小銭を発見
して「賽銭泥棒では？」と思い、隊員間でチーム
ワークをとって、不審者の逃走手段等を正確に
110番通報しました。
これにより、駆けつけた警
察官が、男を賽銭泥棒で逮捕
することができました。
防犯パトロールをする時は
●防犯活動とわかる腕章
防犯
防犯
や服装をしましょう。
●携帯電話、懐中電灯、笛、筆記具等を携行しま
しょう。
●複数で、チームワークで行動しましょう。
●リーダー、活動の記録係、110番や119番への
連絡係などの役割分担をしましょう。
防犯ボランティア活動をする時は
●安全を第一に活動しましょう。
●万 が 一 に 備 え「 ボ ラ ンティア
保険」に加入しておきましょう。

安

全

防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)

●門司防犯指導員連絡会●

●大牟田警察署少年補導員連絡会●
●

(活動地区〜北九州市門司区内)

(活動地区〜大牟田市内)

私達の団体は、門司警察署長と門司防犯暴
追協会連合会会長から連名で委嘱された防
犯指導員の会長以下７名で構成しています。
主な活動は、門司警察署と門司防犯暴追協
会連合会と連携して
●ニセ電話詐欺被害防止キャンペーン
●性犯罪抑止等の各種キャンペーン
などを行っています。
門司区は65歳以上の割合が30％を占めて
いますので、年金支給日にはＡＴＭ設置場所
で高齢者等に対するニセ電話詐欺被害防止
のキャンペーンを行っています。
我々も平均年齢73歳と高齢ですが、門司区
を住みやすい町にするため、日々頑張ってい
きたいと思っています。

私達は、現在60名で子ども達の非行防止・
健全育成を目的に活動をしています。
主な活動は、
●青パトを活用した通学路等での見守り活動
●登下校中の児童に対する挨拶と声かけ
●毎月第１、第３木曜日の夜間街頭活動
●毎月第３水曜日の
「少年を守る日」
の立入り
●大牟田発祥の「健やかカルタ大会」
などを行っています。
今では子ども達とも顔見知りになり、
子ども
の方から声をかけてくれるようになりました。
高齢化の進む大牟田市では、子どもの数も
減っていますが、子どもは「地域の宝」です。
これからも、子ども達が安全で安心して暮
らせるように、見守りを続けたいと思います。

危険です 大麻、覚せい剤

身の破滅！

