令和元年10月号 Ｎｏ.767

©SUSUMU MATSUSHITA
ENTERPRISE

〜回覧・掲示等でご活用下さい〜

防犯 ふくおか

(1)

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

令和元年
「全国地域安全運動」が始まります！
◆期間
令和元年10月11日(金)〜10月20日(日)までの10日間
◆本県の重点
❶子供と女性の犯罪被害防止
❷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や前兆事案の発生〜未だ高水準！
性犯罪は９年連続全国ワースト第２位。
●高齢者などのニセ電話詐欺〜全国で１日当り約１億円の被害！
予兆電話(アポ電)やキャッシュカードすり替え型などが増加。

ニセ電話詐欺を撃退！
〜福岡県警察〜

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、
また、
地域から被害を出さないように努めましょう。
●被害にあわないように、
●地域で開催される安全・安心の集いやキャンペーンなどに参加しましょう。
●子供の見守りや防犯パトロールなどの、
地域安全活動を実施しましょう。
◆ながら防犯活動…通勤・通学、買い物、ジョギング、犬の散歩などの、
○ 日常の生活行動の中に、防犯の視点を取り入れて行動しながら、
○ 地域の｢異変｣｢異常｣｢危険箇所｣に気づき、
○ それを防犯や交通安全等の関係者に伝え、
犯罪を未然に防ぎましょう。
◆ホットスポット・パトロール…犯罪が起こりやすい危険な場所となる、
（犯罪者が簡単に悪いことができる、
すぐ逃げることができる）
○ 犯罪者が入りやすい場所
○ 周りから見えにくい場所
（犯罪者が隠れやすい、
犯行が見つかりにくい、
通報されにくい）
を重点的にパトロールしましょう。

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：子供・女性の犯罪被害防止

ポスター 最優秀

標語 最優秀

青パト活動写真 最優秀

子どもらを
見守りながらの
ウォーキング
遠藤 夕騎 様
(福島県)

本県の
表彰は
来月

石川 惠一 様
(静岡県)

天高き 地域を見守る ボランティア！

中原 卓則 様
(佐賀県)
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ニセ電話気づかせ隊を県知事が表彰

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
11,534団体、35万1,365人
振り込ません兵衛 ●
●被害の阻止件数、阻止額
235件、9,262万円
〜阻止事例〜

７月25日、
警察本部で小川県知事並びに髙
木警察本部長出席のもとに、独自の取り組み
を実施している団体、
被害を阻止した実績があ
る団体などに対する表彰式が行われました。
金融機関(９団体)
JAバンク福岡
福岡銀行太宰府支店
福岡銀行戸畑支店
西日本シティ銀行
筑後支店
西日本シティ銀行
朝倉街道支店
西日本シティ銀行
行橋支店
北九州銀行若松支店
宗像農業協同組合
福岡鶴田郵便局

〜金融機関職員によるオレオレ詐欺阻止〜
息子を名乗る者から｢株で失敗して500万
円必要。携帯電話は差し押さえられて使えな
い。｣という電話を受けた被害者が、定期預金
を解約する際に、阻止者が解約理由などを詳
細に聞き取り、ニセ電話詐欺の手口と気づい
て息子に連絡をさせ、被害を阻止した。
〜コンビニ店員による架空請求詐欺阻止〜
携帯電話に｢料金が未納｣とのメールが届
き、連絡先に電話して｢裁判になる｣｢電話を
切らずにコンビニに行き、電子マネーカード
５万円分を６枚買うこと。｣と指示された被
害者が、コンビニで携帯電話を通話状態にし
てマネーカードを探していたので、阻止者が
ニセ電話詐欺と気づき、被害を阻止した。

電話でお金は全て詐欺

９月号の「ニセ電話詐欺の被害」欄に誤りがありま
したので、下記のとおり訂正してお詫びいたします。
県内の被害実態
(本年１〜６月)
被害者の状況

スマートフォンをお使いの方へ

・被害…108件、
１億6,581万円
・阻止…200件、 7,908万円
・女性78人、男性30人
・65歳以上59人（半数超）

銃器犯罪をなくそう！
福岡県では、過去に暴力団などによる企業
や個人住宅などに対する拳銃の発砲事件や、
所持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。

実在する宅配業者や携帯電話事業者な
ど の 企 業 等 を 装っ た ショートメッセ ージ
（SMS)が届いていませんか？
SMSに記載されたリンク先を開くと、
ＩＤ
やパスワード、クレジットカード情報などの
個人情報を盗みとる偽サイトに誘導される
ので注意してください。
フィッシング詐欺のしくみ

●ログインを求めるSMSが届いたときは、
公式サイトや店頭などで確認を！
●詳しくは、県警ホームページで！

拳銃情報は
ジュウ

一般団体(８団体)
パナソニック(株)
アプライアンス社
福岡県宅地建物取引業協会
中央支部
福岡中央金融機関
防犯連絡協議会
中央警備業防犯組合
大牟田地区金融機関
防犯連絡協議会
セブンイレブン
大野城若草１丁目店
セブンイレブン
福岡三苫３丁目店
橋爪印刷

ミ ナ ナ シ

0120-10-3774
又は110番

福岡県警察 サイバー犯罪対策

▲

やめよう ながらスマホ

検 索

始めよう ながら防犯！
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みんなの力で暴力追放‼

〜県民大会と北九州市民大会を共同開催〜
暴力追放福岡県民大会と北九州市「暴力追
放・安全安心まちづくり」
市民大会が、
８月16日
に北九州芸術劇場で初めて共同開催され、企
業、
団体、
市民など約1200名が参加しました。
大会では、小川知事が「県警、行政、住民の
取り組みで事務所撤去が進んでいる」
と挨拶、
●北橋北九州市長が「市のさらなる発展のた
め安全安心まちづくりを推進する」
●髙木県警本部長が「引き続き県民の安全確
保を大前提とし、各種暴力団対策を強化し
ていく」
などと決意を述べ
ました。
続く表 彰 な ど の
後、暴力団情勢や社
会復帰支援につい
ての特別講演
ワン
が行われ、最後 暴力団追放三ない運動 ＋１
に 全 員 で 暴 力 ●暴力団を利用しない！
団 排 除 の 大 会 ●暴力団を恐れない！
宣 言 を 力 強 く ●暴力団に金を出さない！
唱和しました。 ●暴力団と交際しない！
地域の力
頑張っています
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ボランティアリーダー研修会を開催
〜地域の安全・安心を自分達の手で〜

筑紫地区（春日市、大野城市、那珂川市、
筑紫野市、太宰府市）では、
７月10日と24
日の２日間、筑紫野市生涯学習センターで、
ボランティアリーダーの育成を目的とした
本年度の研修会を開催しました。
これは、筑紫地区安全安心まちづくり推
協議会と地区内２防犯協会との協働による
ものです。
地域の安全安心に携わるボランティア及び
事業所の責任者など約40名が参加しました。
参加者は、防犯分科会で子供の安全、ニ
セ電話詐欺被害防止及び犯罪情勢などの
説明やDVD視聴を受けたほか、少年非行防
止、交通事故防止、防火等の各分科会の説
明等を熱心に受講し、
リーダーとしての自
覚・見識を高めました。

〜安全・安心を守る取り組みを進めましょう〜

防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)

●八幡東警察署少年補導員連絡会●

●西国分校区防犯協会●

(活動地区〜北九州市八幡東区)

(活動地区〜久留米市西国分小学校区)

私達は、八幡東警察署長の委嘱を受けた少
年補導員で、
現在32名が活動しています。
主な活動は、
●毎月１回、
夜間パトロールと昼間パトロール
●毎年１回、深夜パトロールと少年剣道大会
●立直り支援を目的とした「多世代農園」に
おいて、毎月２回、地域の方や青少年とと
もに、農作物の植付けから収穫までの活動
をして年２回、収穫祭
を実施するなど、青少年の健全育成並びに非
行少年を生まない社会づくりに精力的に取
り組んでいます。
これからも、警察や地域住民の方々ととも
に、未来を担う少年たちとの触れ合いを通じ
て、その健全育成を目標に活動を続けていき
ます。

青パト活動始めました！！
西国分校区は久留米市の中央部に位置し、
市内で最も人口の多い校区で、児童数も千人
を超え、来年度は更に増加すると見積もられ
ています。
本年７月から、
青パト１台と有志約50人で、
登
下校時の見守りや防犯パトロールなどの青パト
活動を開始しましたが、
校区住民、
特に児童・生
徒の安全安心に、
迅速に取り組むことができる
機動力を得たことは、
画期的なことです。
青パトの運用体制は、まだ手探り状態です
が、コミュニティセンターを中心に協力者を
増やし、一致協力した明るい校区づくりを目
指しています。
既に青パト活動をされている方や警察担
当者の方々の、引き続きのご指導をお願い申
し上げます。

留守電で 相手を確かめ だまされない！

