
福岡市博多区店屋町

【八幡西】市民センターのふれあい
昼食交流会で、防犯協会長(区長)
と署生活安全課長が、ニセ電話詐
欺の注意や防犯対策を呼びかけ。

【八女】市長室で防犯協会長(市長)
から八女市及び広川町の教育長
に、防犯ブザー700個を贈呈し、新
1年生に配布。(平成14年から実施)

【柳川・みやま】家電量販店で展示テ
レビ50台にサイバー犯罪警戒動画
を放映。3月3日に西鉄駅で雛まも
りの日性犯罪被害防止広報を実施。

【大牟田】2月18日、署とタクシー協
会が県内初のニセ電話詐欺被害防
止協定を締結、大牟田絆タクシー
として乗客に被害防止の声かけ。

【折尾】ＪＲ駅利用者県内トップ3の
折尾駅に、ニセ電話詐欺の注意文と
防犯アプリみまもっちの広報文を
掲載した時刻表を備え付けて配布。

【久留米】ランニングしながらパト
ロールを行うパトラン久留米が2
月に設立、全国組織代表から認定
証を交付され、ながら防犯実践中。

【筑紫野･太宰府】筑紫野市駅伝大
会に署長チームが出場して入賞し、
不審者・チカン、ニセ電話詐欺に注
意、みまもっちの活用を呼びかけ。

【宗像】商業施設でむなかた安全ひ
まわり隊と、ニセ電話被害･薬物乱
用防止を広報。玄海小学校でスクー
ルサポーター等と防犯教室を実施。

【小倉北】家電量販店2社と提携し、
店内に設置したまっ太フォン(ニセ
電話詐欺被害防止機能付き電話
機)の体験ブースで広報を実施。

【東福岡】香椎小学校で生徒、交番、
大学生ボランティア等と、校区の
入りやすくて見えにくい危険個所
の地域安全マップ作りを実施。

【粕屋】年金支給日に大型店舗で署
員と、「家族の絆、みんなの絆でニ
セ電話詐欺をブロックしよう」のチ
ラシ等を配布して広報を実施。

【春日･大野城･那珂川】防犯指導員大野
城支部会議を開催し、子供の安全･
侵入盗防止を協議後、商業施設でニ
セ電話詐欺被害防止広報を実施。

子
供
の

を
防
ご
う

●
保
護
者
は「
地
域
の
安
全
」に
関
心
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

●
子
供
が「
防
衛
意
識
」を
持
つ
よ
う
に
指
導
し
ま
し
ょ
う
。

●
家
庭
や
地
域
で「
子
供
の
安
全
」を
見
守
り
ま
し
ょ
う
。

～ 保護者のみなさんへ ～
◆日頃から子供とコミュニケーションを◆

●子供がよく遊びに行く場所や友達の家、連絡先な
どを把握しておきましょう！

●外出時は「誰と、どこで遊び、何時に帰るか」を確認
する習慣をつけましょう！

●防犯ブザーをすぐ使えるようにし
て、子供に持たせましょう！

●近所の空き屋､池､見通しの悪い
場所などの、危険な場所をチェッ
クしましょう！

●子ども110番の家などの、危ないと思った時に逃
げ込める場所を子供と確認しましょう！

◆お子様が留守番をする時のルールを◆
●玄関や窓の、鍵を掛けておく 。
●人が来ても、出ないようにする 。
●出る時は、玄関を開けないで、イン

ターホンやドア越しに応対する。
●応対する時は、｢お母さんは今､手

が離せないので後で来てください」などと､１人で
いることが悟られないように応えさせる。

●電話は、留守電にして録音し、後で確認する。

●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、福岡県防犯協会連合会にお問合せい
ただくか、ホームページをご覧ください。

大事な自転車にツーロックと
防犯登録をしましょう！

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。

していますか？防犯登録！

留守

犯罪
被害

(4) (1)

地域の巡回　今日も青パト　ありがとう！ 空を泳ぎ　ながら見守り　鯉のぼり！
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協会だより

最高峰の住まいで、最上級のゆとりを。

どんなときも誇らしく、
なによりも安心して住まえるように。
強さも、美しさも、心地よさも、
すべてが最高峰の邸宅が誕生。

℡092-473-5129 fax092-473-5127
〒812-0006 福岡市博多区上牟田2-11-24

www.daiwahouse.co.jp

福岡支社 住宅事業部



防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)
地域の力
頑張っています

◆赤間西地区コミュニティ運
　　営協議会防犯パトロール隊◆

(活動地区～宗像市赤間西地区)

　私達の団体は、地域の安全・安心を実現するた
めに、各種パトロールを地域住民が一体となっ
て展開しています。
　主な活動は、
●毎日、小学１年生の下校時に見守り活動
●毎週土曜日に、青パトでの夜間パトロール
●地域住民の「ながら防犯」による見守り活動
を行っています。
　特に「ながら防犯」については、昨年9月に新し
い防犯スタイルとして、市内でいち早く立ち上
げ、ＡＮＰ（赤間西パトロール）の名称で地域に親
しまれています。現在では、350人もの会員が
「ながら防犯」に従事しており、地域の自主防犯
活動の更なる活性化につながっています。

◆朝倉警察署少年補導員連絡会◆
(活動地区～朝倉市、筑前町、東峰村)

　私達の団体は、昭和42年に少年の非行防止
と健全育成を図る目的で設立されました。
　現在、10支部、総勢80名の少年補導員が地
域のボランティアリーダーとなり、関係機関・団
体と協働して非行少年を出さない地域づくり
を目指し、少年の非行防止と健全育成に向けた
各種活動を推進しています。
　主な活動は、街頭補導活動を中心とした
●児童生徒の見守り活動
●ゲームセンターの立入や白いポストから
　有害図書回収などの有害環境浄化活動
●交番連絡協議会等での情報交換
などで、年間を通じて積極的に活動しています。
　これからも地域のために頑張っていきます。

空き巣・忍び込み

■ＤＶ、デートＤＶ被害
　配偶者や交際相手から、暴力を
振るわれたり、「殺す」などと脅
迫される。
■ストーカー被害
　恋愛感情やその恨みから、つき
まとい､無言電話､嫌がらせを
繰り返される。
■リベンジポルノ被害
　元交際相手などから性的な写
真や映像などを拡散される。

ストーカー、DV、リベンジポルノ
被害にあったら迷わず相談！

あなたを狙う身近なサイバー犯罪
｠

福岡県警察本部 人身安全対策課

緊急時はすぐに110番を！

重大事件に発展するおそれがあります！

福岡県警察　サイバー犯罪対策 検 索索

みんなの絆でニセ電話詐欺をブロック！

～日頃から防犯意識を持って行動を～

●メールやショートメッセージに記載
　されたリンクを安易に開かない

●詳しくは

ＩＤやパスワードを入力させる
サイトへ誘導する

メッセージは詐欺を疑いましょう！

　大型連休の時期は空き巣被害の増加が予
想されます。また、家にいても戸締りをしない
と、居空きや忍び込みの被害にあうおそれが
あります。

　あなた自身や、あなたの周りの人を守るため、
一人で悩まず、早めに警察や行政機関に相談を。
●福岡県あすばる女性相談ホットライン
　　　　　　☎�092-584-1266
●男性ＤＶ被害者のための相談ホットライン
　　　　　　☎�092-571-1462

◆再三の通知を受けても受講しない場合は、
行政処分を受ける場合もあります。
◆管理者を変更した場合は、14日以内に管理者
を選任し、10日（法人の役員等の場合は20日）
以内に許可を受けた警察署に届出てください。

注 意

　風俗営業管理者講習は、概ね毎月2回、県内4
地区の会場で開催し、実施予定期日の30日前ま
でに、講習対象の管理者に係る風俗営業者等に、
管理者講習通知書で通知されます。
●　講習を受講することは、「風俗営業等の規制
及び業務の適正化等に関する法律」に基づく、
風俗営業者等の義務とされています。
●　講習は､管理者として選任された日から
｢概ね3年ごとに1回｣受講しなければなりません。
●　通知を受けたにもかかわらず、病気やその
他の理由により受講することができない場合
は、実施予定期日の10日前までに、その旨及
び理由等を記載した書面を公安委員会(許可
を受けた警察署経由)に提出してください。

風俗営業等管理者のみなさんへ
管理者講習の確実な受講を！

～ 福岡県風俗環境浄化協会～

●玄関や窓のカギのかけ忘れがないように
必ず確認を！
　近所や短時間の外出でもカギをかけま
しょう。
●在宅中でも必ずカギをかける習慣を！
　来訪者はドアスコープやドアチェーンをか
けたまま確認しましょう。
●隣近所への声掛けを！
　旅行や長時間外出する時は、一声かけま
しょう。

スマホ・ゲーム　使う時の約束を　決めましょう！

(2)

薬物の　甘い誘惑　シャットアウト！

(3)
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