
県　　内

被 害 額

被害件数

本年５月末

１億3,405万円

95件

前年同期比

－7,526万円

－62件

～ニセ電話詐欺の被害防止～だまされないために～

迷惑電話番号
リストの電話番号
を自動で

着信拒否

相手に通話を
録音することを

事前警告

電話に出る前に
アナウンスで

注意喚起
通話内容を

自動録音

迷惑電話に
ご注意
ください。

この通話は
録音

されます。

この番号は
お受け

できません。

ニセ電話詐欺被害防止機器で安心を！
犯人の電話に出ない・録音で被害を防止

警察や百貨店＋銀行協会の電話は要注意！

百貨店をかたるアポ電の手口

５月末現在～チカン49件（前年同期比＋２）、盗撮86件（前年同期比＋22件）検挙
チカン・盗撮～夏は特に要注意！

県内の検挙件数
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ニセ電話に注意！
 まっ太くん

１.百貨店の職員をかたる者からの電話
「あなたのカードが使われている」
「銀行協会050…に電話してください」等
２.電話すると銀行協会の職員をかたる者が応対
家族構成や暗証番号を聞き出し、「暗証番
号を変えるためカードを預かります」「協会
の者が確認に行きます」等と話を続けて電
話を切らせない（電話をつないだまま）

３.銀行協会の職員をかたる者が自宅に来る
カードを預かり、すぐＡＴＭで出金

宗
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月
）

◆夜間や暗い道を徒歩や自転車で通る時
◆エスカレーターや階段を昇る時
◆本や商品を選んだり、買い物をする時
◆電車、バス、エレベーター、トイレの中
　は、チカンや盗撮に十分注意を
◆電車内の居眠りはチカンや盗撮のほか所持
　品を盗まれることもあり、一層キケンです！

86 防犯アプリ「みまもっち」
《防犯ブザー機能付！》

●ダウンロードして
　事件情報をチェック！
● みまもっち で 又は

火災報知器型カメラ

フック型カメラ

コンセント
型カメラ

ボタン型カメラ
(便座の裏)

(1)

夏休み　みんなで地域を　見守ろう！

令和元年８月号　Ｎｏ.765 ～回覧・掲示等でご活用下さい～
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　福岡市内の博多サンヒルズホテルで開催し、
山口毅会長が「県内の犯罪発生件数を減らし、安
全・安心な福岡県をつくっていきましょう」と挨
拶・抱負を述べた後、昨年度の事業報告、収支決
算等の審議、今年度の事業計画、収支予算等の報
告がなされ、全議案が承認されました。

混雑時　スリやちかんに　気をつけて！
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芦屋町競艇事業局ボートレース芦屋
イオンショッパーズ福岡店　　
㈱井筒屋　　　　　 　 
岩崎建設㈱
㈱岩田屋三越　  　
㈱ＦＣＣテクノ
㈱オーレック
回胴式遊技機商業協同組合九州・沖縄支部
㈲鍵のポリスマン　　  
九州電力㈱
九州遊技機商業協同組合  
㈱九電工
キリンビール㈱福岡工場　　
児島洋紙㈱　　        
西部ガス㈱
佐川急便㈱　
サンエス技研㈱福岡営業所
ＪＲ九州リテール㈱
㈱ＪＲ博多シティ　
㈱昭和マーケティングシステムズ
白木メディア㈱　
新日本法規出版㈱　　
セキスイハイム九州㈱
総合調査イッシン福岡  
大商印刷㈱
㈱たいよう共済福岡支店
大和ハウス工業㈱福岡支社

太宰府天満宮
筑紫ガス㈱
筑紫小売酒販組合
㈱筑邦銀行
㈱津田興産
デンカ㈱大牟田工場
ＴＯＴＯ㈱
㈱にしけい
㈱西日本シティ銀行
西日本鉄道㈱
西日本電信電話㈱福岡支店
(一社)日本アミューズメント産業協会 福岡県本部
(一社)日本安全安心ＩＣＴ化協会
日本たばこ産業㈱九州支社
(一社)日本二普協 福岡県二輪車普及安全協会
ニューヨーク･エボリューション㈱
博多辛子めんたい協同組合
㈱博多大丸
㈱はせがわ福岡本社
㈱パラダイス Ｄ’ステーション（福岡,伊都,筑紫野,福重各店）
㈲ぴぃおんシステム 
㈱ビデオシステム
㈱ヒロカネ
㈱福岡銀行
福岡県カラオケスタジオ防犯協会
福岡県クレジットカード犯罪対策連絡協議会

(一社)福岡県警備業協会
(一財)福岡県交通安全協会
福岡県公認ボウリング場協会
福岡県ゴルフ場暴力団等排除防犯連絡会
福岡県コンビニエンスストア等防犯協議会
福岡県サウナ防犯協議会　
(一社)福岡県指定自動車学校協会
福岡県自転車軽自動車商協同組合
福岡県商工会連合会
(公社)福岡県宅地建物取引業協会
(NPO)福岡県防犯設備士協会
福岡県麻雀業組合連合会
福岡県遊技業防犯協力会連合会
(一社)福岡県料飲業生活衛生組合連合会
福岡商工会議所        
㈱福岡中央銀行
松尾産業㈱　    
三井化学㈱大牟田工場
㈱都屋　　                
宮地嶽神社
美和ロック㈱九州支店
㈱ムーンスター
明治安田生命保険(相)
㈱山口油屋福太郎
ＬＹＫＡＯＮ㈱　　           
㈱力匠

祝　社団法人62年　賛助会員一同

公益社団法人 福岡県防犯協会連合会
令和元年度 定時総会の開催

自転車・オートバイの盗難防止 ひったくりに注意しましょう！

◆５月末の前年同期比も、自転車盗－77件､
　オートバイ盗－37件と減少していますが、
１日当り自転車・バイク　合計約22台

　が盗まれています！
●駐輪時は、車体の鍵と鋼鉄製の鎖錠やワイヤー
　錠などの補助錠でツーロックにしましょう！
●路上に放置せず、駐輪
　場に置きましょう！
●自転車に防犯登録を
　しましょう！

～被害を防ぐポイント～　
●バッグや財布は、車道と反対側に持つ。
●肩掛けバッグは、タスキ掛けにする。
●リュックサックは、両肩で背負う。
●バッグ等から、財布が見えないようにする。
●近づいてくる人・自転車・バイクに注意する。
●自転車等のカゴに
　物を入れる時は、
　防犯ネットや防犯
　カバーをかぶせる。

●被害者は
・女性が約８割
・20代が約３割
・60代以上が２割以上
●発生時間帯は
・12～20時が２割以上
・20～24時が約半数
・０～４時が約２割

県内の認知件数
県内の認知件数

H29

304

H30 Ｒ１.５末

■自転車
■オートバイ

●自転車の約
５割が無施錠
●オートバイ
の約８割が
キー抜き駐
輪中に被害
(H30)

1,131

9,467 8,453

932

2,984

H29 H30 Ｒ１.５末

104
131

21



防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)
●パトラン糸島●

(活動地区～糸島市筑前前原駅周辺)

　私達の団体は「パトラン糸島」として、平成
30年８月から活動を始めました。
　立ち上げから約１カ月で、たくさんの方に
ご参加いただき、「これはいけるな」と手ごた
えを感じております。
　週２回、健康づくりをしながら、街の安全を
見守るパトロールをやっています。
　具体的には、主に筑前前原駅周辺の３～４
キロをゆっくりとジョギングします。
　誰でも参加出来ます。
　ウォーキングの部隊もありますよ。
　これからも、走りながら、街の安全を見守
るパトロール活動を頑張っていきます。

　裸の画像等をインターネット上に公表され
る、拡散されるという被害が多発しています！

　携帯電話事業者を装った偽メール（緊急連
絡のショートメッセージ）を送りつけ、ＩＤ、パス
ワードを盗みとり、キャリア決済を不正利用す
るフィッシング詐欺被害が多発しています。

●源じいの森●
(活動地区～田川郡赤村)

　私達の団体は、赤村の治安維持と安全・安
心なまちづくりを目的として、平成18年から
活動を続けています。
　主な活動として、登校日は毎日、会員交替で
午前10時と午後３時の２回、通学路を中心に
赤村地区全体のパトロールを行っています。
　特に子供達や高齢者が、犯罪の被害や交通
事故に巻き込まれないよう、きめ細やかなパ
トロールを心がけています。
　これからも、警察や他のボランティア団体
と協働し、「安全安心なまち赤村」の実現に向
けて防犯活動を続けていきたいと思います。

地域の力
頑張っています

人の子も　我が子と同じ　愛の手を！
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福岡県警察 サイバー犯罪対策 検  索検  索

ストーカー、リベンジポルノ
～被害にあわないために～

　交際相手や元交際相手から、「裸の写真
を送って」「寄りを戻さないと裸の画像を
ばらまく」などと言われた。

●❶撮らない　●❷撮らせない　●❸送らない
●安易に自分の裸の写真を
　撮影しない。
●自分が心を許した人でも、  
　裸の写真を撮影させない。
●裸の写真を撮ってしまっ
　ても、誰にも送らない。

◆ストーカー、リベンジポルノに関する相談は、 
　最寄りの警察署又は相談窓口へ。
◆心のケアは、「心のリリーフライン」
　☎092-632-7830にお電話ください。
　受付：月曜日～金曜日 ９時～17時45分
　　　 （祝日･年末年始は除く。）

でけん！３ヶ条

こんなことないですか？

フィッシング詐欺に気をつけて

このようなメッセージに注意！
　正規の携帯電話事業
者からのメッセージと
同じ画面に表示される
場合がある。

ＵＲＬがｈｔｔｐｓで始まっていない。

ＵＲＬに携帯電話事業者名が含まれるなど、紛らわしい。

・アカウントが異常ログ
インされているので
検証をしてください。
・お客様がご利用の
キャリア決済が不正
利用の可能性があり
ます。ウェブページで
二段階認証をお願い
します。　　　　など

※｢XXXXX｣は携帯電話事業者名、●は英文字を示します。

●安易にリンク先を開かないで！
●詳しくは県警ホームページで！


