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高齢者を犯罪から守ろう！

性犯罪の被害を防ぎましょう！

ニセ電話詐欺
●色々なことを口実にして、キャッシュカードを受け取ったり、受け取った
キャッシュカードを別のカードとすり替えたりする手口が多発。
●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。
●電話で「お金」はすべて詐欺！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
●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。
●犯人が家人に危害を加えるなど、凶悪事件に発展する危険性があります。

ひったくり
●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。
●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。

●ニセ電話詐欺の被害者の約７割が高齢者(６５歳以上) !（本県・昨年11月末現在）
●高齢者は、ひったくりや空き巣などの被害者にもなりやすいので十分注意を！

◆女性の夜道の一人歩きは、危険がたくさん！
　●駅やバス停、学校、コンビニ等を出て、後をつけられていないか？
　●明るい場所や人通りの多い道でも油断せず、周囲を警戒する。
　●スマホの操作や音楽を聴きながらなどの、ながら歩きをしない。

◆家やマンション等に着いても、油断しない！
　●駐車場や駐輪場に出入りする時は、周囲に注意する。
　●オートロックドアやエレベータに入る時も、周囲に注意する。
　●玄関を開ける前に周囲を確認し、入ったらすぐにカギをかける。

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289件(１日１件弱）
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◆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かけを！
　●別居の高齢者の安否を電話などで確認しましょう！

ニセ電話を
ブロック！

補助錠で相手を確認

被
害
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況

●10歳代が全体の42%、20歳代が36%（10歳代と20歳代で約８割）
●有職者が全体の39%、中学生・高校生が24%、大学生が12%
●住宅（一戸建､中高層等）が全体の29%、道路上が26%
●21時～翌2時台が全体の41%、15時～20時台が21%

性犯罪抑止キャラクター
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豆まきで　家族の安全を　願いましょう！
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●サイバー犯罪はあなたの身近で起こっています！
●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していませんか？

□届いたメールや、ショートメッセージに添付されたファイルや、記載され
たリンクは、身に覚えがなくても（無条件に）開いてしまう
□同じパスワードをあちこちで使い回している
□セキュリティ対策ソフトは、使っていない
□パソコンやスマートフォンは買ったときのまま、アップデートはしていない
□インターネット上の記事や投稿などの情報は、信じて疑わない
□自分の名前や写真、行動などをＳＮＳで公開している

置かないで　車の中に　貴重品！

(2)

狙われます！セキュリティのあまい人！
～2月1日～3月18日は「サイバーセキュリティ月間」～

ひとつでもチェックがついたら、
県警ホームページをチェック！

サイバーマスコット
サイビー

あなたのセキュリティ「危険度」チェック
　次の行動は、サイバー犯罪の被害に遭いやすい危険な行為です。
さぁ、あなたのセキュリティ「危険度」をチェックしてみましょう！！

防犯パトロールをする時は、
●防犯活動中とわかる腕章や服装
●携帯電話、懐中電灯、笛、筆記具等を携行
●複数で、チームワークで行動
●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
●活動した日時・場所・参加者等の記録
をしましょう。

ガソリン代等の割引を
行う給油所には、県警と
防犯協会連合会が「青
パト応援の店」ステッ
カーを交付しています。

●防犯登録は、自転車防犯登録店で新品自
転車を購入する時に、一緒にできます。
●中古自転車の場合は、各地区の防犯協会、
交番、駐在所でできます。
●詳しくは防犯協会等にお問合せください。

福岡県警察 サイバー犯罪対策

自転車に防犯登録を！ 防犯ボランティア団体を応援！

防犯パトロールを安全に！

◆詳しくは県警ホームページをご覧ください◆

防犯

入学や就職等で自転車を購入される方へ
●防犯登録は、自転車の盗難防止と、盗難に
あった自転車や放置された自転車を早く
持ち主に返還することが目的です。
●自転車に防犯登録、止めるときはツーロック！

ふくおかふくおかふふふふ防犯防犯防犯 防犯



防犯標語コンクールを開催‼
～柳川・みやま地区防犯協会～

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～

　福岡県では令和元年中、拳銃発砲事件は
ありませんでしたが、拳銃を22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、
●ネット上で拳銃が売られている！
●拳銃を見た！
●暴力団員風の者が空
　き家・空き地に出入し
　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。

沖学園高等学校３年
野中 智遥さん作成

違法銃器根絶ポスター
令和元年 最優秀作品

防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)
●東花畑校区防犯委員会●
(活動地区～福岡市南区東花畑校区)

　私達の団体は、平成２８年５月に、校区の防
犯組織である防犯委員会と安全パトロール隊
の二つの組織を統合し、活動を開始しました。
　主な活動は、
●青パトでの小学校周辺における登下校時
　の見守り活動
●地域住民参加による徒歩での防犯パトロール
●独居老人宅への見守りと声掛け
●防犯研修会(写真)の企画、参加
などで、令和元年度からは、徒歩での防犯パ
トロール時に、団体名を記したオリジナルベ
ストを着用し、地域に分かりやすく親しみの
ある活動スタイルにすることとしています。
　今後も、地域の安全・安心のために様々な工
夫をしながら、努力していきたいと思います。

●泉安心まちづくり協議会●
(活動地区～行橋市泉校区)

　私達の団体は、泉校区の安心を守るため、
県の委嘱で１７年前に発足しました。
　構成員は区長会、民生委員、保護司等で現
在２４名おり、行橋社会福祉協議会と行橋警
察署のバックアップを受けて活動しています。
　主な活動は、
●青パト３台による地域の見守り活動
●地域の夜間パトロール
●地域の危険箇所のチェック
などを精力的に行っている他、地域の大きな
交差点で警察官指導のもとに交通安全を呼
びかけながら広報啓発活動(写真)を実施して
います。
　今後も、泉校区が安全安心なまちとなるよ
うに活動していきます。

地域の力
頑張っています

卒業前　子供の様子に　気をつけて！

(3)

　昨年８月以降、柳川市内の小中学校を対象に、
若い世代の安全安心まちづくり活動への参画意
識の高揚を目的として、防犯標語を募集。
　小学生１，５４６点、中学生６６３点の応募があ
り、市長、警察署長、教育長等による選定委員会
で入賞作品２１点を選定。
　１２月に市民会館で表彰式を行い、市長、警察
署長の挨拶に続き、教育長が「入賞作品は１００
倍の倍率で選ばれた素晴らしい作品」と講評。
　最優秀作品は、
●登下校　いろんな人が　見守り隊（小学生）
●やさしさは　朝の旗ふり　地域のわ（中学生）
で、市民会館前の三面広告塔に掲示し、表彰式の
後に除幕式を行って初披露しました。
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