
【飯塚】大型商業施設でニセ電話詐欺
被害防止キャンペーンを実施。学生ボ
ランティア「いしんの会」とＤＪポリス
の協力を得て買い物客に注意喚起。

【久留米】市内団体主催のスタンプ
ウォークに参加。西鉄駅広場にニセ
電話撃退機器や防犯パネルを展示し
て説明し、来場者の防犯意識を高揚。

【小郡】ＪＡ駐車場で各地域の青パト
や交通機動隊の白バイ等と合同で
出動式後、全車両でパトロール。青パ
トは県防連作成の広報用音声でＰＲ。

【八女】年金支給日に金融機関前でニ
セ電話詐欺被害防止キャンペーンを
実施。ながら見守り活動のターポリン
を作成、ヤクルトレディに活動依頼。

【宮若】子供・女性を犯罪被害から守る
ために幼稚園、保育園、こども園の園
児に防犯ブザーを贈呈。各園の職員
に使用方法と電池交換要領を指導。

【川崎】新学期の児童や女性を犯罪や
各種事故から守るため、川崎警部交
番と川崎町安全パトロール隊と出発
式を実施して町内パトロール開始。

【小倉北】船場広場でギラヴァンツ北
九州のギラン君、ふっけい君と防犯チ
ラシ等を配布。来場した子供達と防犯
ブザーをデコレーションして広報。

【八幡西】全国地域安全運動初日、防犯ブ
ザーを配布して性犯罪防止キャンペーン
を実施。年金支給日にニセ電話詐欺防
止広報とながら防犯の協力依頼。

【折尾】年金支給日に開店直後の金融
機関ＡＴＭ利用客に声掛けを実施。ニ
セ電話詐欺、性犯罪、自転車盗防止の
啓発チラシとグッズを配布し広報。

【東福岡】全国地域安全運動期間に自転
車商組合東福岡支部と自転車の盗難
防止、防犯登録推進キャンペーンを実
施。自転車用ワイヤー錠を配布し広報。

【粕屋】クリエイト篠栗で防犯ボラン
ティア等が参加して地域安全大会を開
催。功労者表彰式後、ニセ電話詐欺犯人
の実際の声を聴いてもらい注意喚起。

【宗像】宗像署員が描いた４コマ漫画
をクリアファイルにして高校生に配
布。ワクチン接種会場にニセ電話詐
欺被害防止ポスターを掲示して広報。

ながら防犯

ながら見守り活動

地域の安全・安心を目指し、損保ジャパンと福岡県警が協定を締結

年末年始特別警戒活動実施中
みんなで防犯！師走の犯罪や事故を防ぎ、安全で明るい新年を迎えましょう！！

年の瀬に　安全願い　パトロール ！ クリスマス　サンタもソリで　「ながら防犯」

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
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ふくおかふくおか防犯防犯 〒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Ｎｏ.793
令和３年12月号

★　令和３年10月19日(火)、損害保険ジャパン株式会社と福岡県警とが、子供と女性を守るための取組や交
通事故抑止のための取組等を連携して実施することで、県民が安全で安心して暮らせる地域社会を目指す
ため、「地域の安全・安心」に関する協定を締結しました。

★　協定締結式終了後、損害保険ジャパン株式会社では、青色防犯パトロールを実施するボランティア団体
の立ち上げを記念して、青パト出発式が盛大に行われました。
★　今後、同社は、協定に基づき、青色防犯パトロールのほか、県警と連携した様々な社会貢献活動に取り組
んでいきます。

★　警察では、12月１日から翌１月３日までの間、年末年始特別警
戒活動を実施。防犯協会、自治体、防犯ボランティア、事業者等と
連携して、犯罪や事故の防止に取り組みます。
★　皆様も、家庭・職場・地域ぐるみで予防対策を話し合い、戸締
り・鍵かけ・夜道は注意するなど防犯意識を高め、自分達でで
きる防犯活動や「ながら防犯」にみんなで取り組み、事件・事故
のない安全で安心な新年を迎えましょう！

中央警察署・中央防犯協会 粕屋警察署・粕屋地区防犯協会

防犯防犯

ふっけい君ふ



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

KEEP OUT    KEEP OUT    KEEP OUT    KEEP OUT    KEEP OUT    KEEP OUT

KEEP OUT    KEEP OUT    KEEP OUT    KEEP OUT    KEEP OUT    KEEP OUT

口座が悪用
されています。
止めるのに、通帳・
キャッシュカード・
暗証番号が
必要です。

このサポートセンターに
　 電話すればいいんだな…

「サポート詐欺」が増加中 ～突然表示される警告画面に騙されないで～

送り付け商法対策

消費者ホットライン：188（いやや）

　送り付け商法（ネガティブ・オプション）とは、
商品の注文や購入申し込みをしていないのに、
事業者等が一方的に商品を送り付け、受取った
人が返品しない場合に、購入の意思があると決
めつけ、商品の代金を請求する悪質商法です。

クロスボウの所持が許可制になります！

　本年６月16日に改正銃刀法が公布されました。
　令和４年３月15日から施行（効力の発生）され、
所持が原則禁止・許可制となります。

　現在、クロスボウを所持している方は、クロス
ボウを処分するか、施行後６カ月間以内に、所持
許可の申請をしなければなりません 。●　特定商取引法改正により、令和３年７月６日

以降は、売買契約に基づかないで送られて来
た商品は、受取った人は直ちに処分すること
ができます。
●　事業者から金銭の請求をされても、支払義
務は生じません。仮に送り付けられた商品を

開封したり、処分したとしても
金銭の支払いは不要です。
開封
金銭

◆むなかた安全ひまわり隊◆
(活動地区～宗像市・福津市)

◆警友会飯塚支部◆
(活動地区～飯塚市、嘉穂郡桂川町)

　私達の団体は、宗像警察署から防犯指導員とし
て委嘱を受けた13名と元防犯指導員1名の計14
名が、宗像・福津地域の皆さんのお役に立ちたい
と、平成13年に防犯パトロール隊を結成しました。
　主な活動として、
●　毎月５～10日間、昼間帯における市内の一般
パトロール
●　毎月15日、高齢者のニセ電話詐欺被害防止の
ため、商業施設のＡＴＭ前における啓発チラシ等
の配布と声掛け
●　事件が多発した際、当該地域に対する重点パ
トロール
を行っています。
　今後も、私たちの活動で、宗像市と福津市が、より
住みよい街になるよう活動していきたいと思います。

　私達の団体は、警察職員退職者（約210名）が、地
域の安全安心を願い、平成21年に防犯パトロール
隊を結成しました。
　主な活動として、
●　子ども見守り隊として、毎月、第２木曜日の下
校時と25日の登校時に早朝立番やパトロール
●　交通安全運動、全国地域安全運動、年末年始特
別警戒期間中のパトロール
●　毎月の年金支給日等におけるニセ電話詐欺防
止キャンペーン
を行っています。
　子ども見守り隊の活動は、教育委員会、警察署及
び防犯ボランティアが一体となった活動です。
　今後も、子供達の将来を守るため各種活動を継
続していきます。

電話した
ら

ダメ!

その警
告は

偽物!

〇慌てない！まず、落ち着いて！
〇画面に書いてある
　電話番号には絶対電話しない！
　無視する！
○ブラウザを閉じるか、
　パソコンを再起動しましょう。

福岡県警ホームページ 公式ツイッター

1 2
3

ある日、
パソコンを
操作していると・・・

KEEPKEEPKEEPKEEPKEEPKEEPKEEPKEEKEEPEEPKEEPKEEPKEEPEEPKEEPPKEEPKEEPPKEEPKEEPKEEPPPPKEEPKEEKEKEEPPPPPKE PKEEPPPPPPKEEPKEEPPPPKEEPKEEPPPPPPPKEEPKEEPPPPPPKEEPEPKEEPPPPKEEEEPEEPEPKEEPPPPPPPPPPEEKEEPPPPPPPPPPPPPPPPK PP OOOOOOOOOOOOOOUTOUTOOUOUOUOUOUOUTOUTOUTOUTOUTOOOOOOOOUTOUOOOOOOOOOOOOOOOOUOUOUOOOOOOOOOO TOUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOUOUOOOOOOUTOOOOOOOOOOOOOOUUOOOOOOOOOOUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  KEEP

そそそそそその警その警偽

警告音が鳴って、
　　　画面が固まったぞ！？

最寄りの警察署に直接
持ち込んでいただければ、
無償で回収を行っています!

大変だ！！どうしよう…

ビービー
！

ビービー
！

ビービー
！

ビービー
！ ウイルスに感染しました

パソコンが危険な状態です

サイバー犯罪の最新の手口をホームページ・ツイッターで公開中です！
右の二次元バーコードから確認できますので、ぜひチェックしましょう。

詐欺犯にあなたのお金が狙われています！

【クロスボウに関するお問合せ先】

クロスボウ広報動画公開中！
左の二次元バーコードから「YouTube福岡県警察
公式チャンネル」へアクセスしてご覧ください！

福岡県警察本部 生活保安課 ☎ 092-641-4141(内線 3183)

福岡県警察  サイバー犯罪対策課

◆　不安を感じたとき、
　被害に遭ったときは、
　最寄りの警察署や消費
　者生活ホットラインに
　相談しましょう！

　引いた弦を固定し、これ
を解放することによって矢
の運動エネルギーの値が
人の生命に危険を及ぼし
得る値以上となるもの。

クロスボウとは

県内の被害実態
（本年１～９月）

・被害…
・阻止…

218件、３億8,835万円
424件、1 億1,633万円

被害者
218人

・女性…１81人、男性… 37人
・65歳以上191人（約９割）

キャッシュカードを
狙った手口

　警察官等を装って口座の
不正利用等の名目で、キャッ
シュカード等をだまし取った
り、すり替えて盗んだりする。

通帳・カードを渡さない！　暗証番号を教えない！

ふりこません兵衛 まっ太くん

宅配便

待った

(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
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