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【門司】各校区の青パト隊や見守り
隊等に防犯ボランティア活動マ
ニュアル、防犯マグネットシート、啓
発品を配布。

【筑後】小・中学生によるニセ電話詐
欺被害防止広報ポスターや４コマ
漫画を警察署ロビーやワクチン接
種会場に掲示して注意喚起。

【柳川・みやま】標語コンクール入賞
作品で横断幕を作成し、全小・中学校
39校に設置。各学校の児童・生徒
及び周辺住民に防犯のメッセージ。

【大牟田】大牟田署と協働し幼稚園
で署員手作りパネル等を活用した
防犯教室及びロールプレイングで
不審者対応訓練を実施。

【行橋京都】行橋署と協働して小学
校では、夏休み直前の見守り活動を
実施。保育園ではいかのおすし防犯
教室と不審者対応訓練を実施。

【嘉麻】嘉麻署と協働で、小学校全児童
を対象に不審者対応刺股訓練及び防
犯教室を開催。児童と教師は協力しな
がら実践的訓練を真剣に実施。

【春日･大野城･那珂川】春日署と協働で来
署者に、ニセ電話詐欺、性犯罪被害防
止広報を実施。署員作成のガチャポン
くじで景品の防犯グッズに笑顔。

【朝倉】コンビニ防犯連絡協議会と
協働で、還付金詐欺防止のチラシと
シールをATMコーナーに貼付。
小学校に、防犯DVDを貸出中。

【小倉南】小倉南署と協働で幼稚園
でいかのおすし防犯教室を実施。ニ
セ電話詐欺抑止の啓発動画を作成、
小倉南署ＨＰやＹｏｕＴｕｂｅで配信。

【博多】博多署広報大使中島浩二氏
のニセ電話詐欺防止ステッカーを
作成。視覚的にインパクトあるデザ
インで被害防止に貢献。

【東福岡】東署と協働で、小学校の防
犯教室を開催。いかのおすしの防犯
パネルを使用して、ロールプレイン
グで児童らと避難訓練を実施。

【福岡南】南署、警友会と協働し西鉄
高宮駅で性犯罪防止等キャンペーン
を実施。帰宅中の女子学生や会社員
等に防犯グッズを手渡して広報。

　皆様の地道な活動（パトロール、見守り活動等）により、県内の刑法犯認知
件数は、着実に毎年減少していますが、グラフのとおり、下半期に犯罪が増
加傾向にありますので、要注意です。
【防犯ボランティアの皆様へ】
　今後も引続き、地域の安全安心のため、防犯活動をお願い致します！

　性犯罪も下半期に犯罪が増加傾向に
あります。帰宅時には、周囲の警戒や就寝
時の戸締りを確実に行いましょう！

●県内の刑法犯認知件数（上半期、下半期別）

●県内の性犯罪（強制性交等、強制わいせつ）認知件数

福 岡 県 の 犯 罪 情 勢
令和３年１月～６月末（暫定値） ふっけい君

■上半期
■下半期
単位：件数

■上半期
■下半期
単位：件数

■上半期
■下半期
単位：件数

　令和２年中の住宅対象侵入盗の約６割
が、無締りの戸・窓等から侵入されていま
すので確実な戸締りをお
願いします。
　マンション等の上層階
でも玄関や窓には、必ず
施錠をしましょう！

●県内の住宅対象侵入盗（空き巣、忍込み、居空き）認知件数

2020年 2021年

知
増

見守り隊　みんなに贈る　金メダル! 新学期　笑顔の子供　見守り隊!

(4) (1)令和３年９月号　Ｎｏ.790 ～回覧・掲示等でご活用下さい～
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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
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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

◆警固校区自治協議会◆
(活動地区～福岡市中央区警固校区)

《 一人で行動しない 》
子供を対象とした犯罪のほとんどが、子供一人で行動しているところを狙われています。
日頃から一人にならないよう次のことを守りましょう。
学校から帰宅するとき
　◆友達と一緒に通学路を通って帰りましょう。
　◆一人で帰る時や夜遅くなる時は、家族や顔見知りの大人が迎えに行きましょう。
友達の家や公園、習い事に行くとき
　◆どこに遊びに行くのか、行き先を家族に知らせてから遊びに行きましょう。
　◆屋外で遊ぶ時には、一人で遊ばず、友達や顔見知りの大人と一緒にいるようにしましょう。
　◆人目が多く、明るくて見通しの良い道路を通りましょう。
　◆何時までに帰宅するか門限を決めましょう。
《 地域で見守る 》
●　子供を犯罪の危険から守るためには、保護者等に
よる防犯教育に加え、地域で暮らす大人達が、子ど
もの安全に関心を持ち、見守ることが必要です。

●　最近では、防犯パトロールや登下校の見守り活動
だけでなく、買い物、散歩、花の水やり等の日常生活
の中で、地域の危険や異変に気付き、周囲に伝える
「ながら防犯」を取り入れる地域も増えています。

◆宮若防犯協会◆
(活動地区～宮若市)

子供の安全対策・ボランティア活動
　子供を犯罪被害から守るためには、子供や家族による防犯行動と地域の方々による見守り活動
がとても大切です！

近年、様々な手口の悪質商法被害が発生しています。
～自分一人で悩んでいませんか⁉～

★不安を感じた時、被害に遭った時は、警察署や
消費者ホットライン『 TEL（局番無）１８８ 』
　に相談しましょう！（お住いの地域の消費生活
センターや消費生活相談窓口につながります。）

悪質商法の被害に遭わないために！

犯罪情報お知らせ機能！

性犯罪防犯ポイント！

《 悪　質　商　法　事　例 》
●　点検商法
　　住宅や屋根瓦等の無料点検を装って家屋を訪問
し「このままでは水漏れする」などと嘘を言って、全
く必要のない工事を施工したりする。
●　送り付け商法
　　代金引換サービス等を
利用し、注文していない
のに、高額な健康食品等
を一方的に送りつけ購入
させる。
●　詐欺的な定期購入商法
　　インターネット等で「お試し無料」「初回無料」「通
常価格１万円を初回500円」等と言って、実際は定
期購入を条件とした契約を締結させる。

　現在、福岡県警では、公
式ＹｏｕＴｕｂｅで「見守り！
猫母ちゃん」と一緒に学
べる防犯対策動画を配信
中です。
　今回は、配信動画の中
から近道編の４コマ漫画
を紹介します。
　夜一人で帰宅する際は
●遠回りでも、明るくて人
通りの多い道を通る
●福岡県警察防犯アプリ
「みまもっち」をダウン
ロードして、現在地周辺
の犯罪情報を参考にし
て下さい!

　私達は、昭和51年に活動を開始しました。
　現在の主な活動は、
●主要交差点での、登下校時の児童見守り活動
●毎月１日と17日、校区の住民、企業、学校、区
役所、警察が合同で行う夜間パトロール活動
です。
　このパトロールでは、性犯罪やひったくり等の
被害防止のため、「ながら歩き」している女性を
中心に声掛けを行う防犯指導や無灯火の自転車
利用者に声をかけるなどの交通マナーアップの
活動も行っています。
　また、校区内の防犯灯を点検するなど、防犯環
境のチェックを行っています。
　今後も、校区住民が犯罪や事故に遭わない地
域社会の実現を目指して活動を行っていきます。

　宮若防犯協会は、宮若市役所総務課に事務局
を置き、市域で安全・安心まちづくりに取り組む、
遊技場組合、銀行、商工会議所、商工会、猟友会、
農業協同組合、ライオンズクラブ、トヨタ自動車
九州㈱、警友会、自治会等の団体で構成され、
●登下校時の児童の見守り
●年金支給日ニセ電話詐欺被害防止キャンペーン
●「地域安全ニュース」の発行（隔月、全戸配布）
●「宮若市防犯パトロール隊」によるパトロール
　（隊員40名・車両６台で週５日実施）
●「歳末安全安心住民大会」の開催
　（市全体の広報啓発活動）
などの防犯活動や暴力追放運動を推進してい
ます。
　これからも、地域住民の方々と協働して、事
件事故の未然防止を図ります。

現在地の犯罪情報を
プッシュ機能でお知らせ。
MAPでも犯罪発生
エリアを確認できる。

ニセ電話詐欺の被害防止～だまされないために！
県内の被害実態
（本年１～６月）

・被害…114件、

・阻止…195件、

1億7,251万円

2,377万円
被害者の
状況

・女性94人、男性20人

・65歳以上（約８割）

ニセ電話詐欺被害防止コールセンター　通称『まっ太くんコール』の開設について

　福岡県警察では、本年７月30日からニセ電話詐欺被害防止コールセンターを開設し、
電話オペレーターから県民の皆様に電話をして、多発している手口やその対処方法につ
いてお知らせする事業（通称「まっ太くんコール」）を実施しています。
　本コールセンターは、福岡県警察から「株式会社マックスサポート」に業務を委託して
います。ご理解とご協力をお願いします!

☆　生年月日や家族構成等の個人情報をたずねる。
☆　通帳やキャッシュカードなどのカード番号や暗証番号をたずねる。
☆　通帳やキャッシュカードを警察官や銀行職員に預けるように指示する。
☆　預金を引き出すように指示したり、別の口座に移すように指示する。
☆　自宅に伺う。

コールセンターでは次のようなことは絶対にしません！

期間　令和３年７月30日（金）から
　　　令和４年３月下旬までの間
　　　※　土・日・祝日、年末年始を除く
時間　午前９時00分から午後５時00分までの間

コールセンターの電話で通知される発信者番号

※　この電話番号以外から電話をかけることはありません。

0120-89-1101
早く 110番！

福岡県警察本部　生活安全総務課
地域安全対策係
電話番号：092-641-4141
　　　　（内線：3023,3025）
警察相談電話：♯9110

多発手口・対処方法など
待った

ついて

つ

て

注意

こんな時にはこの機能！

ププ福岡

(2) (3)
ふくおかふくおかふふふ防犯防犯 ふくおかふくおかふふふ防犯防犯



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

◆警固校区自治協議会◆
(活動地区～福岡市中央区警固校区)

《 一人で行動しない 》
子供を対象とした犯罪のほとんどが、子供一人で行動しているところを狙われています。
日頃から一人にならないよう次のことを守りましょう。
学校から帰宅するとき
　◆友達と一緒に通学路を通って帰りましょう。
　◆一人で帰る時や夜遅くなる時は、家族や顔見知りの大人が迎えに行きましょう。
友達の家や公園、習い事に行くとき
　◆どこに遊びに行くのか、行き先を家族に知らせてから遊びに行きましょう。
　◆屋外で遊ぶ時には、一人で遊ばず、友達や顔見知りの大人と一緒にいるようにしましょう。
　◆人目が多く、明るくて見通しの良い道路を通りましょう。
　◆何時までに帰宅するか門限を決めましょう。
《 地域で見守る 》
●　子供を犯罪の危険から守るためには、保護者等に
よる防犯教育に加え、地域で暮らす大人達が、子ど
もの安全に関心を持ち、見守ることが必要です。

●　最近では、防犯パトロールや登下校の見守り活動
だけでなく、買い物、散歩、花の水やり等の日常生活
の中で、地域の危険や異変に気付き、周囲に伝える
「ながら防犯」を取り入れる地域も増えています。

◆宮若防犯協会◆
(活動地区～宮若市)

子供の安全対策・ボランティア活動
　子供を犯罪被害から守るためには、子供や家族による防犯行動と地域の方々による見守り活動
がとても大切です！

近年、様々な手口の悪質商法被害が発生しています。
～自分一人で悩んでいませんか⁉～

★不安を感じた時、被害に遭った時は、警察署や
消費者ホットライン『 TEL（局番無）１８８ 』

　に相談しましょう！（お住いの地域の消費生活
センターや消費生活相談窓口につながります。）

悪質商法の被害に遭わないために！

犯罪情報お知らせ機能！

性犯罪防犯ポイント！

《 悪　質　商　法　事　例 》
●　点検商法
　　住宅や屋根瓦等の無料点検を装って家屋を訪問
し「このままでは水漏れする」などと嘘を言って、全
く必要のない工事を施工したりする。
●　送り付け商法
　　代金引換サービス等を
利用し、注文していない
のに、高額な健康食品等
を一方的に送りつけ購入
させる。
●　詐欺的な定期購入商法
　　インターネット等で「お試し無料」「初回無料」「通
常価格１万円を初回500円」等と言って、実際は定
期購入を条件とした契約を締結させる。

　現在、福岡県警では、公
式ＹｏｕＴｕｂｅで「見守り！
猫母ちゃん」と一緒に学
べる防犯対策動画を配信
中です。
　今回は、配信動画の中
から近道編の４コマ漫画
を紹介します。
　夜一人で帰宅する際は
●遠回りでも、明るくて人
通りの多い道を通る
●福岡県警察防犯アプリ
「みまもっち」をダウン
ロードして、現在地周辺
の犯罪情報を参考にし
て下さい!

　私達は、昭和51年に活動を開始しました。
　現在の主な活動は、
●主要交差点での、登下校時の児童見守り活動
●毎月１日と17日、校区の住民、企業、学校、区
役所、警察が合同で行う夜間パトロール活動
です。
　このパトロールでは、性犯罪やひったくり等の
被害防止のため、「ながら歩き」している女性を
中心に声掛けを行う防犯指導や無灯火の自転車
利用者に声をかけるなどの交通マナーアップの
活動も行っています。
　また、校区内の防犯灯を点検するなど、防犯環
境のチェックを行っています。
　今後も、校区住民が犯罪や事故に遭わない地
域社会の実現を目指して活動を行っていきます。

　宮若防犯協会は、宮若市役所総務課に事務局
を置き、市域で安全・安心まちづくりに取り組む、
遊技場組合、銀行、商工会議所、商工会、猟友会、
農業協同組合、ライオンズクラブ、トヨタ自動車
九州㈱、警友会、自治会等の団体で構成され、
●登下校時の児童の見守り
●年金支給日ニセ電話詐欺被害防止キャンペーン
●「地域安全ニュース」の発行（隔月、全戸配布）
●「宮若市防犯パトロール隊」によるパトロール
　（隊員40名・車両６台で週５日実施）
●「歳末安全安心住民大会」の開催
　（市全体の広報啓発活動）
などの防犯活動や暴力追放運動を推進してい
ます。
　これからも、地域住民の方々と協働して、事
件事故の未然防止を図ります。

現在地の犯罪情報を
プッシュ機能でお知らせ。
MAPでも犯罪発生
エリアを確認できる。

ニセ電話詐欺の被害防止～だまされないために！
県内の被害実態
（本年１～６月）

・被害…114件、

・阻止…195件、

1億7,251万円

2,377万円
被害者の
状況

・女性94人、男性20人

・65歳以上（約８割）

ニセ電話詐欺被害防止コールセンター　通称『まっ太くんコール』の開設について

　福岡県警察では、本年７月30日からニセ電話詐欺被害防止コールセンターを開設し、
電話オペレーターから県民の皆様に電話をして、多発している手口やその対処方法につ
いてお知らせする事業（通称「まっ太くんコール」）を実施しています。
　本コールセンターは、福岡県警察から「株式会社マックスサポート」に業務を委託して
います。ご理解とご協力をお願いします!

☆　生年月日や家族構成等の個人情報をたずねる。
☆　通帳やキャッシュカードなどのカード番号や暗証番号をたずねる。
☆　通帳やキャッシュカードを警察官や銀行職員に預けるように指示する。
☆　預金を引き出すように指示したり、別の口座に移すように指示する。
☆　自宅に伺う。

コールセンターでは次のようなことは絶対にしません！

期間　令和３年７月30日（金）から
　　　令和４年３月下旬までの間
　　　※　土・日・祝日、年末年始を除く
時間　午前９時00分から午後５時00分までの間

コールセンターの電話で通知される発信者番号

※　この電話番号以外から電話をかけることはありません。

0120-89-1101
早く 110番！

福岡県警察本部　生活安全総務課
地域安全対策係
電話番号：092-641-4141
　　　　（内線：3023,3025）
警察相談電話：♯9110

多発手口・対処方法など
待った

ついて

つ

て

注意

こんな時にはこの機能！

ププ福岡

(2) (3)
ふくおかふくおかふふふ防犯防犯 ふくおかふくおかふふふ防犯防犯


