
県内の検挙件数（５月末）～痴漢44件（前年同期比＋７件）、盗撮100件（前年同期比＋20件）
チカン・盗撮、夏は特に要注意！

《防犯協会職員を名乗ったニセ電話詐欺に注意》
●　県内で防犯協会職員を装った不審電話が確認されています。防犯協会やＮＰＯ法人、
事業所から「個人情報が漏れているので代わりに手続きを行う」「手続きには保証金
が必要だ」と代わる代わる電話があり、金銭を要求されて被害に遭われた方もいます。

●　防犯協会から、このような電話をかけることはありません！電話でお金の話は詐欺！
身近な人に相談するか、警察に通報してください。
　　アポ電や迷惑電話は、まっ太フォン（ニセ電話詐欺被害防止機器）で撃退！！

警 戒 心 を 忘 れ ず に ！
次の場合は、特に警戒心を持ちましょう。
◆夜間や暗い道を通るとき
◆エスカレーターや階段を利用するとき
◆電車、バス、エレベーター、トイレ
　を利用するとき

＊検挙件数は上記のとおりですが、発生は、５月から夏季に増加！
＊万一被害に遭った時、被害に遭いそうな時はすぐに110番！

令和２年中の痴漢・盗撮検挙件数

■チカン
■盗撮

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 検索で

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)
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あなたも狙われている！
トイレにはこんな恐ろしい仕掛けが…

みんなの絆でニセ電話詐欺をブロック！

暑い夏　水に用心　火の用心!

(1)令和３年８月号　Ｎｏ.789 ～回覧・掲示等でご活用下さい～
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祝　社団法人６４年　賛助会員一同　《私たちは地域の安全・安心まちづくり活動を応援しています》

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・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、自転車とバイクが１日に
約15台盗まれています。
◆県内の犯罪発生件数では、自転車盗が断トツ
の第一位で、皆さんの体感治安を悪くする大き
な一因です。
●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しましょう。
●路上に放置せず、駐輪場に
　置きましょう。

◆被害者は女性が約８割、60歳以上が約４割を占める。
◆ひったくりは、昼夜を問わず発生している。
《外出の際は下記のことを守りましょう。》

●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。

県内の認知件数
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■自転車
■オートバイ

●自転車の
　55％が
　無施錠で
●オートバイの
　21％がキー
　を付けたまま
駐輪中に盗難！
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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㈱
㈱コーユービジネス
西部ガスホールディングス㈱
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
㈱ダイケン
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
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
鉄鋼処理産業㈱
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
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㈱
NEXUS㈱スーパーＤ’ステーション
　福岡本店・伊都店・筑紫野店
NEXUS㈱Ｄ’ステーション福重店
博多辛子めんたい協同組合
㈲博多屋事務器
㈱はせがわ
㈱パイロットコーポレーション九州支店
㈲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㈱
㈱マツザキ
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

令和２年中ひったくり発生件数（時間帯別）
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　自転車に防犯登録、バイクに
　グッドライダー防犯登録を！

(2)
ふくおかふくおか防犯防犯



防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)地 域 の 力で
頑張っています

◆みやたけ会（宮竹校区自治協議会）◆
(活動地区～福岡市南区及び博多区の宮竹小学校区)

　私達の団体は、校区の居住者が安心・安全に
暮らせる地域づくりを目的に、平成17年に設立
しました。
　主な活動は、
●街頭防犯カメラの増設活動（平成31年から
　５ヶ年で約70ヶ所の増設計画を実行中）
●青パトによる定期的な子供の見守り活動
です。宮竹校区は、ＪＲ笹原駅と西鉄井尻駅があ
り、福岡都市高速やバイパス道路が通るなど、
とても生活しやすい街です。
　これからも、自主防犯活動を通じて、この魅
力ある街を子供達に引き継いでいきたいと思
います。

①　実際にいる場所における見張り等。
　　[令和３年６月15日から施行]

　　住居、勤務先、学校など通常いる場所に加え、
　あなたが実際にいる場所の付近において、
　「見張る」「押し掛ける」「みだりにうろつく」
　行為が新たに規制の対象となります。
例～「あなたがたまたま立寄った店に押し掛ける」
　　「あなたの旅行先のホテル付近をみだりにうろつく」

②　拒まれたにもかかわらず、連続して文書を送る行為
　　[令和３年６月15日から施行]

　　電話、ＦＡＸ、電子メール、ＳＮＳメッセージに加え、
　拒まれたにも関わらず、連続して文書を送る
　行為が新たに規制対象となります。
例～「あなたの自宅や勤務先に毎日手紙を送る」
　　「あなたの自宅の郵便受けに直接手紙を何度も投函する」

③　ＧＰＳ機器等を用いた位置情報の無承諾取得等
　　[令和３年８月26日から施行]

　▶あなたの承諾なく、あなたの所持する位置情報記録・
　　送信装置(ＧＰＳ機器等)の位置情報を取得する行為
　▶あなたの承諾なく、あなたの所持する物に位置情報記録・
　　送信装置(ＧＰＳ機器等)を取り付ける行為

◆星ケ丘自治区会(生活安全パトロール隊・防犯部会)◆
(活動地区～八幡西区星ケ丘地区)

　私達の団体は、約15年前に自治区会役員経験
者や町内会組長を中心に約30名が、地域の安全
を願い結成、地域の見守り活動を行っています。
　主な活動は、
●毎月第２金曜日に行う夜間パトロール
●子供達の夏休みと冬休み期間に地域住民と
　合同で行う夜間パトロール
です。特に、夏休み等に行うパトロールは、毎回約
100人が参加するなど、幅広い世代に「自分達の
町は自分達で守る」という意識が浸透しているの
だと感じ、とても嬉しく思います。
　今後も、地域の安全・安心を守るために活動を
続けていく所存です。

ストーカー規制法が改正されました！ 福岡県警察人身安全対策課

～新たに以下の行為が規制の対象となります。～

《自分ひとりで悩まず、早めに相談しましょう！》
【警察への相談～被害申告、援助の申出】　緊急時は110番通報、その他は最寄りの警察署へ

福岡県警察HPでは様々な
犯罪の対策を記載しております。
ぜひご覧ください！

位置情報

取り付ける 取得する

GPS機器 等

住居 勤務先 等学校

通常いる場所 実際にいる場所これまで 追加

文書

これまで 追加

電話 メール 等FAX
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