
【行橋京都】ＪＲ駅でニセ電話･性犯罪
･サイバー犯罪の被害防止を広報。地
元ＦＭ放送局で防犯係長が新型コロ
ナ便乗詐欺の被害防止を放送。

【田川】署と小学生防犯ポスターコ
ンクールを開催し、応募作品を大型
店舗に展示、入賞作品5点でカレン
ダー型防犯ポスターを作成し配布。

【小郡･大刀洗】新１年生約800人の
防犯ブザー等をスクールサポー
ターと14小学校等に配布。来署者
にまっ太くんのステッカーを配布。

【柳川･みやま】コンビニでニセ電話
による電子マネーカードの購入阻止
訓練を実施。新小学生に防犯ブザー、
新中学生に自転車補助錠を贈呈。

【豊築】暴追の日に吉富町のスー
パーで、署員とチラシや啓発物を買
物客に配布し、暴力団追放とニセ電
話詐欺の被害防止を呼びかけ。

【嘉麻】稲築西小学校で署及び携帯
電話会社と、スマホ・ケータイを使
う時の注意や「知らない人にはつい
ていかない」等の安全教室を開催。

【朝倉】ニセ電話詐欺被害防止のた
めまっ太フォンを100台購入し、朝
倉市、筑前町、東峰村の各自治体か
ら被害防止対象高齢者に配布。

【小倉南】年金支給日に銀行とスー
パーで、防犯ボランティアと｢みんな
の絆でニセ電話詐欺をブロック｣の
チラシ等を配布し、広報を実施。

【若松】署が推進する｢声かけ大作戦
2020｣に伴い、大型店舗のATMコー
ナー付近で、ニセ電話詐欺被害防止
のチラシやメッセージ等を配布。

【東福岡】署前で新型コロナに便乗し
たニセ電話詐欺の被害防止広報車出
発式を行い、パトカーや防犯協会車
が車載マイクで移動広報を実施。

【福岡南】ニセ電話詐欺被害防止の
ためまっ太フォンを20台購入、公
民館だより等に｢貸出し募集中｣の
記事を掲載し、高齢者に貸出し。

【春日･大野城･那珂川】スーパーや商業
施設など14店に、万引きを発生さ
せない店舗づくりの協力を依頼し、
店内に懸垂幕やポスター等を掲示。
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セキュリティ・アパート・マンションって知っていますか？

❶ピッキング等に強い

❸窓からも侵入されにくい

❷外部に危険を知らせる

❹訪問者の顔が分かる

　特殊器具で開けにくい
錠を設置しています。

　異常の際に警報が鳴るセン
サーを設置しています。

　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。

　訪問者の顔が見えるから
安心できます。

住宅侵入窃盗に注意！
福岡県の状況

令和2年1～3月

令和元年

平成30年

空き巣

　251

1,185

1,190

忍込み

210

379

442

居空き

22

82

98

認知件数合計

　483件

1,646件

1,730件

侵入口

窓
50%

不明
15%

その他
1%

玄関
19%

勝手口等
15%

侵入手段

無締り
51％

ガラス破り
24％

合鍵
4％

その他
7％

不明
14%

侵入建物

一戸建住宅
71%

中高層住宅
11%

その他の住宅
18%

（認定制度は福岡県警察や福岡県などが後援）

セキュリテイ・アパート・マンションとは、

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。

①室内に侵入されにくい設備が完備されている
②侵入時、危険を知らせる警報装置が完備されている

ピッキング対策錠

ガラスアラーム モニター付きインターホン

屋外への警報装置

認定プレート(サイズ:B5版)

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！

(4) (1)

一門一灯　みんなで照らそう　家の前！ 梅雨時は　ぼうはん・防災　見守り隊！
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　　　　　　　TEL 092（633）3221
ホームページ　 http://www.fukuboren.com/
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　　　　　　   ＴＥＬ 092（738）8825

福岡県防犯協会連合会公益社団法人

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

福岡市博多区店屋町



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

◆日明夢クラブ◆
(活動地区～北九州市小倉北区日明校区)

　私達の団体は、地域の高齢者を中心に組織
し、「健康で明るい安全・安心な校区を目標に活
動する」をスローガンに掲げ、十数名で活動を
しています。
　主な活動として、
●通学時間帯における児童の見守り活動
●グランドゴルフを通じた高齢者被害防止活動
●小倉北警察署の警察官を講師に迎えた勉強会
など、地域の方々が犯罪被害にあわないよう
に、様々な活動を実施しています。
　最近では、当団体もメンバーの高齢化によ
り、活動人員が減少しています。
　日明校区の安全安心のお手伝いをしたいと
いう皆様のご参加をお待ちしています。

◆安鎮プロジェクト◆
(活動地区～飯塚市鎮西地区)

　私達の団体は、平成25年に地域の有志と保
護者が集まり、鎮西地区を中心に自主的な活動
を行うことにより、地区の防犯力及び住民の結
束力の向上並びに地域の活性化を図り、安心安
全な街をつくることを目的に発足しました。
　主な活動として、
●登下校時の通学路での見守り活動
●登下校時の青パトでのパトロール
●市内他団体との青パトでの合同パトロール
●安鎮夏祭り
などを行っています。
　こういった活動を通して、子供達や地域の方々
と交流し、人と人の繋がりのある地域を目指し
て、これからも頑張っていきたいと思います。

ニセ電話詐欺の被害を防ぎましょう！ 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

◆薬物依存の悪循環◆

～詳しくは福岡県警ホームページに掲載～

❶一度の使用で、精神依存(薬がないと不安)、
身体依存になる。(薬の禁断症状)
❷薬が欲しくなり、買う金を得るために、恐喝
や窃盗などをする。（薬物探索行動)
❸再使用をやめられず、薬の量を増やさない
と効かなくなっていく。(薬の耐性)
※　これらを繰り返すうち、人格障害になっ
たり、大きな事件や事故を起こしたり、急性
中毒死したりします。

616人(-89人）
278人(+76人）
71人(+19人）

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。

不法就労・不法滞在を防ごう

～詳しくは福岡県警ホームページに掲載中～
●｢ 安全・安心な暮らし｣⇒｢平穏な生活を守る」
● http://www.police.pref.fukuoka.jp/

～皆様のご理解とご協力を！～

【全国の不法残留者数（R2.1.1現在）】
約8万3,000人（前年同期比で５年連続増加）

【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：県警本部092-641-4141又は#9110

～夜道は要注意！～
ちかんやひったくりに気をつけましょう

かるい道をあ

ザーを持ちブ

がら歩きせずな

つでも警戒い

◆　本年1月～3月に
　●性犯罪が45件
　●ひったくりが24件
　　発生しています。
◆　性犯罪、ひったく
りとも例年下半期に
増加していますの
で、これから先、外出時は十分な注意が必要
です。
◆　ちかんやひったくりの被害を防ぐために、
　●夜道は十分用心しましょう。
　●スマホ等を扱いながら
　　の｢ながら歩き｣はやめ
　　ましょう。
　●バッグや手荷物は車道
　　の反対側に持ちましょう。
　●暑い時期は窓や玄関の開放に気をつけ、
　　戸締まりを励行しましょう。
　●防犯アプリみまもっちを活用しましょう。

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
１１，８４７団体、
約３５万７千人
の方々が参加しています。

●　コミュニティバスの運転手が、乗客から
「料金未納のメールが来たので銀行にお金を
おろしに行く」と聞いて不審に思い、乗客と
付近の駐在所に行って相談し、被害を阻止し
ました。みんなの絆で被害を防ぎましょう！

新型コロナウイルスに便乗した詐欺に注意！

●コロナウイルス治療薬の開発名目の社債購入
●マスクを無料送付する、10万円を支給する
などのニセメールやニセ電話が多発しています。
　心当りのないメールは開かない、内容を安易に
信用しない、個人情報や暗証番号を教えないなど
十分注意して、被害を防ぎましょう！

県内の被害実態
（本年1～3月）

・被害…55件、9,823万円
・阻止…79件、1,778万円 被害者55人

・女性…40人、男性15人
・65歳以上40人（約7割） 令和元年中965人（前年比+6人）

・覚醒剤事犯
・大麻事犯
・その他

ふっけい君ふ けいふ けい君

ロック(6･9)の日　今日から戸締り　再確認！

(2)

電話でお金　何を言われても　すぐ確認！

(3)
ふくおかふくおかふふふふ防犯防犯 ふくおかふくおかふふふふ防犯防犯
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