〜回覧・掲示等でご活用下さい〜

令和元年６月号 Ｎｏ.763

©SUSUMU MATSUSHITA
ENTERPRISE

防犯 ふくおか

発行編集
公益社団法人
〒812-8576
ホームページ
刷
印

福岡県防犯協会連合会
福岡市博多区東公園７番７号
福岡県警察本部内
TEL 092（633）3221
http://www.fukuboren.com/
白木メディア株式会社
ＴＥＬ 092（586）6210

住 宅 侵 入 窃 盗 に 注 意！
福岡県の状況
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家にいるときも戸締りをし、玄関や窓には補助錠を取り付けましょう！

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。

認定物件のプレート

セキュリティ・アパートって知っていますか？
セキュリテイ・アパートとは、

検索はこちら

（認定制度は福岡県警察や福岡県などが後援）

❶ピッキング等に
強い

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。
ピッキング対策錠

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。
屋外への警報装置

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。 ガラスアラーム

(1)

訪問者の顔が見える
から安心できます。
モニター付きインターホン

梅雨時も 地域の見守り ありがとう！

防 犯 ふ くお か

(2)

県内のニセ電話詐欺の被害実態(平成31年１〜３月)
・被害額
・阻止額

9,715万円(前年同期比 −455万円)
6,771万円(前年同期比 ＋7,167万円)

被害件数63件 (前年同期比 −43件)・阻止件数113件 (前年同期比 −72件)
被害額

H30.１〜３

年齢別割合

H30

阻止額

おかしいな？
電話でお金はすべて詐欺！
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64歳
以下
24人

63件

ふっけい君

65歳
以上
39人

H31.１〜３

☎ニセ電話詐欺の類型は、受取型と電子マネー型で82%
☎振り込め詐欺の口実は、架空請求とオレオレで92%
☎新元号に伴い、料金改正のお知らせ、新元号キャンペー
ン等名下の詐欺メールや、キャッシュカードと通帳を新
しくするので預かる等のニセ電話が発生しています。
※このようなメールのＵＲＬリンクは、絶対に開かない。
※カードや通帳を預けたり、暗証番号を教えたりしない。

〜 夜 道 は 要 注 意！〜

ちかんやひったくりに気をつけましょう
◆昨年、
性犯罪は、
あ かるい道を
● 2 1 時 〜２時
ブ ザーを持ち
台に45％
●道路上で
な がら歩きせず
31％発生
い つでも警戒
ひったくりは、
●20時〜24時台に47％発生
していますので、この時間帯は、被害にあ
わないように、十分な注意が必要です。
◆特に、性犯罪は下半期に増加していますの
で、夜道だけでなく、暑い時期は窓・玄関の
開放に用心し、戸締まりを励行しましょう。
◆ちかんやひったくりの被害を防ぐために
●スマホ等を扱いながらの｢ながら歩き｣
はやめましょう。
●財布等を入れたバッ
グは車道の反対側に
持ちましょう。
●防犯アプリみまもっ
ちを活用しましょう。

男女別割合

特徴的傾向

〜新元号を口実にした新たな手口も発生〜

男性
20人

63件

女性
43人

頑張ってます、
ニセ電話気づかせ隊！
ニセ電話詐欺被害
防 止 の た め 、本 年３
月末で11,418団体、
約34万８千人の方々
が参加しています。
●息子を名乗る男から｢投資に失敗して270
万円いる｣という電話を受け、金融機関で
｢リフォーム代｣と言って出金しようとする
被害者に、職員が声をかけて被害を阻止
●市役所職員を名乗る男から｢健康保険の
還付金がある。
ＡＴＭで手続きができる｣と
いう電話を受けた被害者から、
ＡＴＭの操
作を尋ねられた金融機関職員が、話を聞
いて被害を阻止
●｢宝くじが高額当選した｣というメールを受
け、コンビニで電子マネーカードを購入し
ようとする被害者に、店員が声をかけて被
害を阻止
するなど、
だまされていると思われる高齢者等
に声を掛けて、
被害防止に取り組んでいます。
〜詳しくは福岡県警ホームページに掲載〜

ロック
（6･9）
の日 忘れないでね 鍵かけを！

防 犯 ふ くお か

薬物は「ダメ。ゼッタイ。」
覚醒剤･大麻等薬物乱用の防止
県内の薬物犯罪の検挙状況
H30年中959人（前年比＋104人）
・覚醒剤事犯 705人(＋92人)
202人(＋16人)
・大麻事犯
52人(− ４ 人)
・その他

◆ 薬 物 乱 用 の 危 険 性 ◆
❶脳障害など重大な健康被害を引き起こす。
❷幻覚や妄想が現れて重大犯罪を引き起こす。
❸薬物を買うために恐喝や窃盗などをする。
❹依存性と耐性により止めることができない。
❺人間関係が破綻して家族や友人を失う。

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（H31.１.１現在）】

約７万4,000人（前年比＋約7,000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
やパスポートの実物で、在留資格や在留期
限を確認してください。
●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てください。
●就労資格のない外国人を雇用すれば、処罰
の対象となることがあります。
皆さんの周りでこのような犯罪
に関する情報があれば、
最寄りの警
察署又は交番へお寄せください。
問合せ：福岡県警察本部
☎092-641-4141 又は
#9110に

◆薬物の甘い誘いは断固拒否◆
｢１回だけなら大丈夫｣｢すっきりする」
などと
誘われても｢ダメ｣と断る勇気を持ちましょう！
覚醒剤や大麻など薬物の乱用
や密売に関する情報は、福岡県警
薬物110番 ☎092-641-4444に
ご連絡を。

地域の力
頑張っています

(3)

●詳しくは、
福岡県警ホームページ
（安全・安心
な暮らし ⇒ 平穏な生活を守る）
に掲載中●

防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)

●飯原校区自治協議会●

牧山高生交流会生活安全パトロール隊●
●牧山高生交流会生活安全パトロール隊●

(活動地区〜福岡市早良区飯原小学校区)

(活動地区〜北九州市戸畑区高生中学校区)

私達の団体は、犯罪のない「安全で安心で
きるまち 飯原 」の実現を目指し、平成29年
に青パト団体として活動を開始しました。
現在、自治会やボランティア（約115名）を
中心に、
３台の青パトを運用して、子ども達の
登下校時の見守り活動や、町内の夜間パト
ロール等を行っています。
本年２月には、地域の方々の青パト活動へ
の理解を深め、防犯活動を更に活性化させる
ため、親子で青パトに乗れる「青パト親子体験
会」のイベントを開催し、好評を博しました。
今後は、更に地域の実情に沿った活動を取
り入れ、地域の方々から親しまれ、頼られる青
パト活動を実施していきたいと考えています。

私達の団体は、安全・安心して生活できる
まちづくりを目指し、平成18年１月に発足。
現在は、40〜70歳代の男女隊員15名が、
●毎月第２、
第４金曜日の夜間防犯パトロール
●毎月１回の天籟寺川の清掃
●地域行事への協力・参加
等を主に行っています。
最近は、
昨年誕生した
「パトランキタキュー・
牧山東チーム」と協働した夜間パトロールも
行って、共に戸畑区の治安向上に励んでい
ます。
これからも私達は、高生中学校区の皆さん
の安全・安心のために活動していきますの
で、どうぞよろしくお願いします。

アポ電に 教えちゃいけない

家のお金！

