
県　　内

被 害 額

被害件数

本年５月末

１億4,333万円

84件

前年同期比

－１億2,103万円

－31件

～ニセ電話詐欺の被害防止～だまされないために～
☎狙いが現金からキャッシュカード・通帳に☎

県内の検挙件数（5月末）～チカン37件（前年同期比－12件）、盗撮80件（前年同期比－6件）
チカン・盗撮～夏は特に要注意！
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　警察官や家電量販店、銀行等をかたってキャッ
シュカードや通帳をだまし取る手口の被害が多発
●　警察等を名乗っても、他人にキャッシュカー
　ドや通帳を渡さない。暗証番号を教えない！ 
●　料金請求・電子マネーカード購入も詐欺の手口！
●　着信拒否、事前警告、自動録音、注意喚起の
　４大機能があるまっ太フォンを使いましょう！

　福岡県警では、民間事業者に委託して県民の皆様に電話で、ニセ

電話詐欺の多発している手口や対処方法をお知らせする事業（通称

「まっ太くんコール」）を実施しています。

『まっ太くんコール』のご案内

●期間：令和２年７月中旬～令和３年３月下旬（土・日・祝日・年末年始を除く）
●時間：午前９時００分～午後５時００分

※口座の暗証番号等の個人情報を尋ねることはありません。

　◆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利用する時
　◆買い物中や商品を選んだりする時
　◆電車、バス、エレベーター、トイレの中
は、特に警戒心を持ちましょう。
　電車等で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。

県内の検挙件数
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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)

0120-89-1101
はやく 110番！

ニセ電話詐欺に注意してくださいね！

【大川･大木】協会長の大川市長が防
犯功労者を表彰、防犯登録功労店に
表彰伝達。年金支給日に信用金庫で
警友会とニセ電話詐欺広報を実施。

【八幡西】５校の塾の自転車を利用
する生徒に、自転車盗防止のウ
エットティッシュとリーフレットを
配布し、被害防止の広報を実施。

【博多】署内玄関前の掲示板に、新型
コロナに便乗した詐欺被害の抑止
や休業中の店舗に対する侵入盗被
害の抑止に関するチラシを掲示。

【東福岡】学校再開に伴う見守り活動
出発式の後、ボランティアと見守り実
施。一斉登校開始時は協会役員やマス
ク姿のふっけい君も見守りに参加。

【西福岡】西風WEST活動の日(１
日)に21小学校の正門前で見守り
活動を実施。スーパー店内に万引き
防止の懸垂幕と手形ポップを掲示。

【糸島】警備業連絡協議会とニセ電
話詐欺注意の旗を作製し銀行等に
掲示。一斉登校開始に伴う一斉パト
ロールを警察車両・青パトが実施。

【博多臨港】永年にわたり防犯協会を
賛助・支援している九州三菱電機販
売(株)及び福岡製油(株)を署長と訪
問し、署長が感謝状と記念品を贈呈。

【折尾】管内で回覧している防犯ふく
おかを公民館に掲示して注意を呼び
かけ。管内中学生の最優秀賞標語を
使ったチラシ入りのマスクを配布。

【門司】新型コロナ感染拡大防止の
ため、署と区役所の各窓口に、特別
定額給付金詐欺に注意のチラシや
啓発品を備え付け、来訪者が持ち帰り。

【田川】学校再開に伴い、地域ボラン
ティア団体に防犯資材を交付し、登
下校時の見守りを強化。青パトで新
型コロナ便乗犯罪に注意を広報。

【宮若】市内2中学校に防犯ブザー
を贈呈し、学校から新1年女子生徒
に配布。毎月発行の広報紙で新型
コロナ便乗犯罪等の注意を広報。

【筑後】短期大学の新寮生に防犯ブ
ザー、学生にみまもっちティッシュを
配布。年金支給日に銀行等で新型コ
ロナ便乗犯罪多発チラシ等を配布。

(4) (1)

夕立が　止んで青パト　虹の中！ 夏休み　みんなで子どもを　見守ろう！

令和2年8月号　Ｎｏ.777 ～回覧・掲示等でご活用下さい～
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〒812-8576　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
ホームページ　 http://www.fukuboren.com/
印　　　　刷　 株式会社ダイケン
　　　　　　   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

戸畑署長が感謝状贈呈 
 
 
 
 
 

高額な情報料を請求 
され電子マネーカード 
を購入しようとした高
齢者にローソン勤務員
が声を掛け被害を防止



県民の　固い決意で　暴力追放！
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ダメ。ゼッタイ　大麻もキケン　手を出さない！
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防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)
◆二日市コミュニティ運営協議会◆

(活動地区～筑紫野市二日市地区)

　私達の団体は、二日市地区の21行政区自治会
など各種団体の中核となる自治組織として、平成
26年12月に設立されました。
　事業は、安全安心、健康福祉、子ども育成、地域
活動の４部会を中心に、地域の皆さんが安全で
安心して暮らせるまちづくりを進めています。
　主な防犯活動として、自治会や防犯指導員、少
年補導員、ＰＴＡ等の皆さんとの協働による
●青パトによる登下校時の見守り活動
●毎月第２金曜日の夜間パトロール
●あいさつ運動や研修会及びイベントの開催
などを行っており、地域の皆さんには「ニコ協」
の愛称で親しまれています。
　これからも地域のため頑張ります。

　裸の画像等をインターネット上に公表される
被害が多発しています！

　フィッシングとは、電子メールやＳＭＳ（ショート
メッセージ）などで偽サイトに誘導し、ＩＤやパスワー
ドなどの個人情報を盗み取る行為です。
　金融機関や宅配業者などを装い「セキュリティを
高めるため」、「本日が手続きの期限」などと巧妙な
文面で、偽サイトへのアクセスを促します。
　偽サイトで個人情報やＩＤ、パスワードなどを入力
させて、情報を盗み取り悪用するので、不正送金の
被害も実際に発生しています。
　県警ホームページに、皆様が気軽にフィッシング
に関する情報を提供できる入力フォームを開設し、
情報の提供をお願いしています。
　頂いた情報は、広報啓発や犯罪捜査などの警察活
動に反映させていただきます。

●　届いた電子メールや
　ＳＭＳの内容を安易に
　信用しない
●　電子メールやＳＭＳ
　に記載されているＵＲ
　Ｌを安易に開かない
●　個人情報やＩＤ、パ
　スワードなどを安易に
　入力しない
◆　公式ホームページや
　郵便物、広報紙などに
　記載されている窓口へ
　直接電話で確認する

◆警友会大牟田支部◆
(活動地区～大牟田市)

　私達の団体は、警察退職者88名で構成され、
警察活動への支援・協力を通じ、安全で安心な
まちづくりを目指す活動に取り組んでいます。
　主な活動は、
●登下校時の見守り活動
●週1回の青パトによる下校時のパトロール
●年金支給日の警察との協働キャンペーン
●暴力団追放決起大会への参加
●年末年始特別警戒出動式への参加
●飲酒運転撲滅大会への参加
などです。
　60歳から97歳までの平均年齢72歳ですが、
まだまだ現役には負けず、大牟田市の安全・安
心に向けて頑張っていきます。

地域の力
頑張っています

その1枚が… 後悔

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

◆　ストーカーや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にご相談を。
◆　心のケアは、犯罪被害者相談電話「心のリリ
　ーフライン 092-632-7830」にお電話を。
　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？

フィッシング被害を０へ
ゼロ

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本年
度の総会は書面決議で行い、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
等の報告について、全議案が承認されました。～みんなでつくろう 安全・安心の街 ふくおか～

祝　社団法人63年　賛助会員一同

令和２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！

◆　自転車盗、オートバイ盗とも年々減少
　していますが、本年５月末現在で、

　１日当り　自転車・バイク　合計約15台
　が皆さんの身近な所で盗まれています！
●　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、バイク
　にグッドライダー防犯登録を！

～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７割
・20歳代が約２割
・60歳以上が約３割
●発生時間帯は
・12～20時が約３割
・20～24時が約３割
・０～４時が約２割

県内の認知件数
県内の認知件数

H３０

154
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■自転車
■オートバイ

●自転車の
　54％が
　無施錠で
●オートバイの
　75％がキー
　を抜いて
駐輪中に盗難

7,847

567

8,453

932

2,180
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62

131

28

被害に遭わないため

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

に　  こ  きょう

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
Matsuo Sangyo㈱
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
㈱力匠

～地域安全活動を応援しています～

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
伊藤権次郎商店
岩崎建設㈱
㈱岩田屋三越
Enazeal㈱
㈱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
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
一社 自転車安全対策協議会

㈱昭和マーケティングシステムズ
㈲新生社
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

㈱ダイケン  

太宰府天満宮
筑紫ガス㈱
筑紫小売酒販組合
㈱筑邦銀行
㈱津田総合企画
デンカ㈱大牟田工場
ＴＯＴＯ㈱
㈱ドッグエンタープライズ
㈱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
㈲博多屋事務器
㈱はせがわ
㈱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

福岡県警察 フィッシング情報提供 検索
公益社団法人 福岡県防犯協会連合会　
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まちづくりを目指す活動に取り組んでいます。
　主な活動は、
●登下校時の見守り活動
●週1回の青パトによる下校時のパトロール
●年金支給日の警察との協働キャンペーン
●暴力団追放決起大会への参加
●年末年始特別警戒出動式への参加
●飲酒運転撲滅大会への参加
などです。
　60歳から97歳までの平均年齢72歳ですが、
まだまだ現役には負けず、大牟田市の安全・安
心に向けて頑張っていきます。

地域の力
頑張っています

その1枚が… 後悔

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

◆　ストーカーや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にご相談を。
◆　心のケアは、犯罪被害者相談電話「心のリリ
　ーフライン 092-632-7830」にお電話を。
　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？

フィッシング被害を０へ
ゼロ

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本年
度の総会は書面決議で行い、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
等の報告について、全議案が承認されました。～みんなでつくろう 安全・安心の街 ふくおか～

祝　社団法人63年　賛助会員一同

令和２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！

◆　自転車盗、オートバイ盗とも年々減少
　していますが、本年５月末現在で、

　１日当り　自転車・バイク　合計約15台
　が皆さんの身近な所で盗まれています！
●　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、バイク
　にグッドライダー防犯登録を！

～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７割
・20歳代が約２割
・60歳以上が約３割
●発生時間帯は
・12～20時が約３割
・20～24時が約３割
・０～４時が約２割

県内の認知件数
県内の認知件数

H３０

154

R１ Ｒ２.５末

■自転車
■オートバイ

●自転車の
　54％が
　無施錠で
●オートバイの
　75％がキー
　を抜いて
駐輪中に盗難

7,847

567

8,453

932

2,180

H30 R１ Ｒ２.５末

62

131

28

被害に遭わないため

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

に　  こ  きょう

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
Matsuo Sangyo㈱
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
㈱力匠

～地域安全活動を応援しています～

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
伊藤権次郎商店
岩崎建設㈱
㈱岩田屋三越
Enazeal㈱
㈱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
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
一社 自転車安全対策協議会

㈱昭和マーケティングシステムズ
㈲新生社
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

㈱ダイケン  

太宰府天満宮
筑紫ガス㈱
筑紫小売酒販組合
㈱筑邦銀行
㈱津田総合企画
デンカ㈱大牟田工場
ＴＯＴＯ㈱
㈱ドッグエンタープライズ
㈱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
㈲博多屋事務器
㈱はせがわ
㈱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

福岡県警察 フィッシング情報提供 検索
公益社団法人 福岡県防犯協会連合会　


