
【早良・城南】福岡市と協働で新型コ
ロナワクチン接種会場出入口にニセ
電話詐欺被害注意のチラシ等を設
置し、訪れた高齢者等に注意喚起。
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連絡は　密でもいいよ　詐欺防止 静岡県　藤井 有花 様

【豊築】児童が自宅で一人留守番する
際の注意事項を記載したチラシ「かぎ
はたいせつだ」を作成。各小学校、学
童での防犯教室で配布し注意喚起。

【宮若】宮若警部交番と協働して小学
校、保育園で防犯教室と不審者対応
訓練を実施。訓練の検証後いかのお
すし折り紙等を配布して注意喚起。

【うきは】うきは署と協働して小学校
終業式当日の合同パトロール及び夏
休み期間中の学童保育所で子供を
犯罪被害から守る防犯教室を実施。

【大牟田】大牟田署と協働して大牟田
市「えるる」で性犯罪防止講習会を開
催。参加した女性に性犯罪の現状や被
害防止対策の講話と護身術訓練実施。

【飯塚】県宅建協会筑豊支部から寄
贈された防犯ブザーの贈呈式を実
施。式後、同協会員らと協働でＪＲ新
飯塚駅を利用する女子生徒に配布。

【直方】直方地区小学校にいかのおすし
横断幕と見守り旗を贈呈。中学校生
徒による夏の非行防止ポスター展を
開催、優秀作品に警察署長表彰。

【筑紫野･太宰府】警備業防犯協議会と
協働して大型商業施設でニセ電話詐
欺と性犯罪撲滅キャンペーンを実施。
チラシとエコバックを配布して広報。

【八幡東】子供達が犯罪被害に遭わな
いよう「だれと」「どこへ」「いつ帰る
か」を家族に知らせるいかのおすしマ
グネットボードを管内小学校に配布。

【戸畑】戸畑署と協働してＪＲ戸畑駅
で防犯ブザー等を配布し、性犯罪防
止キャンペーンを実施。自転車防犯
登録店で自転車盗難防止を広報。

【中央】中央署と協働で性犯罪等被
害防止及び交通安全キャンペーンを
実施。ながら歩きの危険性等を新天
町商店街を行き交う人に注意喚起。

【福岡南】県宅建協会南部支部から
寄贈されたまっ太フォンの贈呈式を
実施。特殊詐欺被害防止対策として、
管内居住の高齢者に無償で貸出。

令和３年「全国地域安全運動」が始まります！

令和３年 全国地域安全運動ポスター･標語･青パト活動写真最優秀作品 
課題：特殊詐欺・悪質商法の被害防止

ポスター

標語

青パト活動写真

-例-
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●子供や女性を狙った性犯罪や前兆事案の発生～未だ高水準！
　令和２年中の性犯罪発生件数は全国ワースト第８位
●高齢者などのニセ電話詐欺～被害者の８割以上が65歳以上！
　還付金詐欺の予兆電話（アポ電）や被害が急増

●より安全で安心して暮らせる地域社会を目指し、一人一人が更に防犯意識を高めましょう！
●防犯アプリ「みまもっち」で不審者情報などを把握し、被害防止に活用しましょう！
●学校、保護者、ＰＴＡ、自治会などで連携・情報共有し、被害を防ぎましょう！
《新型コロナ感染防止に配意した地域安全活動》
　◆活動するときは、マスクを付けましょう。
　◆他の人と十分な距離を取りましょう。
　◆活動に関係のない会話は控えましょう。
　◆多いときは、少人数に分かれて活動しましょう。
　◆青パト乗車時は、窓を少し開けて換気しましょう。
《気軽にできる「ながら防犯活動」》
　◆ウォーキング、ジョギング、買い物、犬の散歩、花の水やり、通勤・通学などをしながら。
　◆日常の生活行動の中に、防犯の視点を取り入れて、できることから始めましょう！

【地域の皆さんへ】

2M

【実施目的】
　防犯協会、防犯ボランティア等の方々と警察が、期間を定めて地域安全活
動を更に強化し、相互の連携を一層緊密にすることで、活動の効果を最大限
に発揮して、一層の浸透と定着を図り、安全で安心して暮らせる地域社会を
実現する。
【実施期間】令和３年10月11日(月)～10月20日(水)までの10日間
【福岡県の活動重点】子供と女性の犯罪被害防止・ニセ電話詐欺の被害防止

福岡

※本県の表彰は来月号に掲載予定

戸締りと　近所に声掛け　神無月 天高く　安全肥ゆる　秋のまち

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。
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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

◆花鶴小校区パトロール隊◆
(活動地区～古賀市花鶴小学校校区)

◆くろつち見守り隊◆
(活動地区～豊前市黒土小学校校区)

　私達の団体は、地域住民が中心となり、平成18
年４月の発足以来、地域の子供たちが安心して学
校に通えるよう、現在、約20名の隊員で活動してい
ます。
　主な活動としては、
●登下校時の通学路での見守り活動や徒歩でのパ
トロール
●古賀市、粕屋警察署、他のボランティア団体と協
働で行うニセ電話詐欺や性犯罪などの被害防止
キャンペーン等
を行っています。
　最近、コロナ禍で思うように活動が出来ないこ
とも多いのですが、小学校の交流会などに参加し、
子供たちにとっての身近なボランティア団体とな
るように今後も活動していきます。

　私達の団体は、見守り活動を通じて、校区居住の
児童や独居高齢者等が安全で安心して暮らせる地
域づくりを目的に、令和元年に結成し、現在、66名
が在籍しています。
　主な活動は、
●児童の登下校時間帯の安全見守り及び声掛け
です。
　小学校の先生からは、「不登校になりつつあった
児童が、地域の方の声掛けのおかげで頑張って登
校するようになりました。」とお礼の言葉を頂いて
います。
　私達の活動を通して、子供たちの「人との繋がり
を大切にする心」を育て、将来は、子供からお年寄
りにも声掛けができるような街づくりを目指した
いと思います。

ニセ電話気づかせ隊の活躍
～福岡県内の本年７月末の抑止状況～

～阻止事例～

　昨年、全国で銃器発砲事件が17件発生
（内、暴力団等によると思われるもの14件）、
死傷者９人、拳銃355丁を押収!!

　福岡県では、これまでに企業や個人住宅等に
対して暴力団によると思われる発砲事件や、ガン
マニアによる拳銃所持事件が発生しています。
　凶悪な事件に使われる拳銃を根絶するために
は、皆さんからの情報が必要です。
●拳銃を見た！モデルガンを改造している！
●インターネット上で拳銃が売られている！
●暴力団員風の者が、空き家や空き地に出入
し、何かを隠している！
など、拳銃に関す
る情報を警察にお
寄せください。

銃器犯罪の根絶 通販サイトを装った詐欺サイトに注意

●気づかせ隊の参加団体、参加人数
　11,974団体、36万7,904人
●被害の阻止件数
　279件(前年同期比＋77件)
●被害の阻止額
　4,300万円(前年同期比＋120万円)

拳銃情報は

0120-10-3774
又は110番

止状況状況

数

振り込ません兵衛

ジュウ     ミ ナ ナ シ

災害に便乗した悪質商法に注意

　豪雨、台風等の大規模災害等の後には、災害
に便乗した悪質商法のトラブルが多数発生！

～消費者ホットライン：188（いやや）番～

★　不安を感じたときは、契約をする前に家族
や消費生活センター、警察に相談しましょう。
★　トラブルが発生した場合には、すぐに110番
通報して下さい。

福岡県警察　サイバー犯罪対策課

　上記の特徴のみでは「詐欺サイト」と判断でき
ない場合もあります。会社概要の会社名･メール

アドレス等をインターネットで検索する
のも有効です。少しでも不審に感じた際
は、利用を止めましょう。

「楽して稼げる」は詐欺の誘い

特殊詐欺に加担して検挙される
少年が後を絶ちません！

自転車盗難の被害防止

金融機関職員による阻止（オレオレ詐欺）
　高齢者が、窓口で「息子にお金を振り込み
たい。」と説明し振込用紙に記入しようとす
るが、メモを見ながら氏名を記入する様子が
不審であったので、声を掛けて詐欺被害を阻
止した。

偶然に居合わせた者による阻止（還付金詐欺）
　阻止者が、ディスカウントストアのＡＴＭ
コーナーを訪れた際、高齢女性が携帯電話で
話しながらＡＴＭを操作する様子を不審に思
い、店員に通報、同店員が高齢女性に声をかけ
詐欺被害を阻止した。

被災者宅を訪問し、強引に工事契約をせまる。
　業者が訪ねてきて「先日の豪雨で、屋根の雨
樋いがずれていますよ。」等と言って、強引に工
事の契約を勧める。
無料点検を装って来訪し、不安をあおり、工事の
契約をせまる。

福岡県内の自転車盗の発生状況

　令和２年中の福岡県内に
おける自転車盗の認知件数
は5,372件で、半数以上は
「施錠なし」での被害ですが、
「施錠あり」での被害も多く
発生しています。 

駐輪場で「二重ロック」を！

　夜間でも明るく、防犯カメラ等が設
置された駐輪場を利用し、ポール等に
結束しましょう。カギを壊す
のに時間と手間がかかる「二
重ロック」で、大切な自転車
を守りましょう。 

防犯登録をお忘れなく 

　防犯登録は所
有者がすぐに分か
るので、盗難防止
に効果的です。 

施錠あり
46％施錠なし

54％

防犯登録 防犯登録

少年が加担する構図

★　SNS等での「簡単に稼げる」には気をつけて！
★　誘われたら、きっぱり断る！
★　家族、身近な人、警察にすぐ相談する！
★　「闇バイト」「裏バイト」にも注意！

 少年が、警察官等を装って高齢者宅を訪ね、
キャッシュカードを盗んだり、盗んだカード
を使って口座からお金を引き出したことで
検挙されています。

指示役

少 年 被害者

指
示 手渡し

勧誘役

勧誘

簡単に稼げる
バイトがあるよ

受け子
現金、カード、通帳

❶

❷

❸❹

振込み口座

❸❹

出し子

直接現金等を
受け取り検挙

口座から現金を
引き出し検挙

～事例～

　業者が「今、無料で屋根
の点検をしています。」と
無料点検を装って訪問し
「屋根瓦がずれていて、
早く修理しないと大変なことになる。」などと
不安をあおって、高額な工事契約をせまる。

「商品を注文したけど届かない・・・」　　　　　
そんな被害に遭わないために
　以下のチェックポイント①～⑤を確認しましょう！

①URL部分が暗号化通
信(https://～)に
なっていない

②日本語が不自然
③商品が相場より極端
に安い

④決済方法が銀行振込
しか選択できない

　  (クレジット決済は表示のみ)

⑤存在しない住所が使
われている、電話番
号の記載がない

ア
の
は

(2) (3)
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発生しています。 

駐輪場で「二重ロック」を！

　夜間でも明るく、防犯カメラ等が設
置された駐輪場を利用し、ポール等に
結束しましょう。カギを壊す
のに時間と手間がかかる「二
重ロック」で、大切な自転車
を守りましょう。 

防犯登録をお忘れなく 

　防犯登録は所
有者がすぐに分か
るので、盗難防止
に効果的です。 

施錠あり
46％施錠なし

54％

防犯登録 防犯登録

少年が加担する構図

★　SNS等での「簡単に稼げる」には気をつけて！
★　誘われたら、きっぱり断る！
★　家族、身近な人、警察にすぐ相談する！
★　「闇バイト」「裏バイト」にも注意！

 少年が、警察官等を装って高齢者宅を訪ね、
キャッシュカードを盗んだり、盗んだカード
を使って口座からお金を引き出したことで
検挙されています。

指示役

少 年 被害者

指
示 手渡し

勧誘役

勧誘

簡単に稼げる
バイトがあるよ

受け子
現金、カード、通帳

❶

❷

❸❹

振込み口座

❸❹

出し子

直接現金等を
受け取り検挙

口座から現金を
引き出し検挙

～事例～

　業者が「今、無料で屋根
の点検をしています。」と
無料点検を装って訪問し
「屋根瓦がずれていて、
早く修理しないと大変なことになる。」などと
不安をあおって、高額な工事契約をせまる。

「商品を注文したけど届かない・・・」　　　　　
そんな被害に遭わないために
　以下のチェックポイント①～⑤を確認しましょう！

①URL部分が暗号化通
信(https://～)に
なっていない

②日本語が不自然
③商品が相場より極端
に安い

④決済方法が銀行振込
しか選択できない

　  (クレジット決済は表示のみ)

⑤存在しない住所が使
われている、電話番
号の記載がない

ア
の
は

(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


