
豆まきで　地域安全　願いましょう 鬼は外　　　ニセ電話には　まっ太フォン！

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

(4)

ふくおかふくおか防犯防犯
(1)令和４年２月号　Ｎｏ.795 ～回覧・掲示等でご活用下さい～

©SUSUMU  MATSUSHITA
ENTERPRISE

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.795
令和４年２月号 発 行 編 集

©SUSUMU MATSUSHITA ENTERPRISE

【行橋京都】年金支給日に農産物直売所でニ
セ電話詐欺被害防止キャンペーンを実施。
チラシや防犯グッズを配布してながら防犯
の協力依頼と来場者の防犯意識を高揚。

【宮若】警友会と協働して年金支給日
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。青パトで
朝夕のパトロール・広報活動を実施。

【小郡】希みが丘区自治会、地元消防団
員等と協働で年末防犯・防火パトロール
を実施。防犯協会が配布した手袋やマス
クを着用して校区内を徒歩で警戒。

【柳川･みやま】豊原支部、豊原小学校と
協働で防犯・交通安全パレードを実施。
小学生の鼓笛隊を先頭に約100名が
校区内をパレード（約60年以上継続）。

【飯塚】防犯指導員、警友会と協働し
て年金支給日に大型店舗でニセ電話
詐欺被害防止キャンペーンを実施。会
場でまっ太フォン貸出し申請を受理。

【嘉麻】道の駅碓井で年末特別警戒出動
式を実施。一日署長の「パラシュート部
隊」の二人は、青パト隊等を激励、来場者
にはニセ電話詐欺等の防犯広報を実施。

【朝倉】年末年始特別警戒出動式及び防
犯・交通キャンペーンを実施。一日署
長「女王卑弥呼」と各市町村のキャラク
ターがニセ電話詐欺被害防止等を広報。

【小倉南】商業施設で音楽隊、ふっけい
君と協働でニセ電話詐欺被害防止
キャンペーンを実施。一日署長の少年
補導員会長から歳末警戒員に激励。

【若松】安全安心まちづくり若松区民
大会を実施し、若松信用金庫職員が一
日署長として挨拶。音楽隊の演奏演技
に来場者の歳末防犯意識が高揚。

【東福岡】城東高校で年末特別警戒出動式
を実施。卒業生の「なかやまきんに君」が一
日署長として防犯ボランティア等を激励。
同校作成のニセ電話詐欺防止動画発表。

【福岡南】年末年始特別警戒出発式で女
子ソフトボール上野選手が一日署長を
務め、署員や防犯ボランティアを激励。
母校の柏原中生徒や参加者と交流。

【春日･大野城･那珂川】商業施設で筑紫野・
太宰府防犯協会等と年末特別警戒出陣式
を開催。地域や職域のボランティア等200
名が春日高校吹奏楽部の演奏で出発。

ながら防犯
まっ太フォン

高齢者をニセ電話詐欺から守ろう！

性犯罪に遭わないために
《ＳＮＳでの出会いに注意!》

●　公的機関を名乗って「保険料の払戻し」等の名目で電話をかけATMに誘い出して操作を指
示し、預貯金口座から犯人の口座に送金させる。(還付金詐欺)
　☞ATMを操作しても、お金は受け取れません。
●　警察や百貨店などを名乗って「カードが不正に利用されてい
る」等と電話をかけ、被害者宅を訪れた犯人が、カードや通帳を
だまし取り、預貯金口座から現金を引き出す。（キャッシュカー
ド等を狙った手口）
　☞キャッシュカードや通帳を人に渡さない、暗証番号を教えない。
　～電話で「お金」はすべて詐欺！すぐに家族や警察に相談を！～
★「STOP ！ ATMでの携帯電話」の取組を開始
　　令和３年12月１日から、相次ぐ還付金詐欺被害防止のため、
県内の金融機関の協力の下、ATM周辺での携帯電話の通話
自粛を呼び掛ける取組を開始しました。

《防犯のポイント》
●　安易に一人で会わず、複数で会う。
●　車内等で二人きりになる環境を作らない。
●　アップする写真や動画で個人を特定され
ないよう注意する。

まっ太くんまっ太くんニセ電話詐欺の被害者の約９割が高齢者(65歳以上)!（本県・昨年11月末現在）

　福岡県警察では、県警公式YouTubeで
「見守り！猫母ちゃん」の防犯対策動画を配信
中です。今回は、配信動画の中から「SNS編」
を４コマ漫画で紹介します。
※SNSで知り合った相手と会い、性犯罪等の
　被害に遭うケースが増加

　福岡県警察防犯アプリみまもっちには、日替わりで防犯対策を学ぶ
ことができる機能があります。
　防犯アプリみまもっちをダウンロードして、防犯対策力をアップさせましょう!



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

◆大里東校区自治連合会こども見守り隊◆
(活動地区～北九州市門司区大里東地区)

◆明治安田生命保険相互会社大牟田銀水営業所◆
(活動地区～大牟田市)

　私達の団体は、平成30年３月に発足し、現在は、
隊長以下40数名で子供の事件事故を防ぐことや
非行防止、健全育成を目的に活動しています。
　主な活動は、
●　毎朝登校時の見守り活動
●　毎週水曜日の下校時見守り活動
●　生活安全パトロール隊及び青パト隊と連携し
　た夜間パトロール
を行っています。
　令和３年４月からは、見守り隊員用の「のぼり
旗」、「帽子」、「ベスト」を作成、着用して活動してい
ます。
　これからも、子供達が安全で安心して生活でき
るように、見守りを続けていこうと思います。

　私達は、「信頼を得て選ばれ続ける、人に一番やさし
い生命保険会社」を目指し、女性営業職員を中心に、
●　地域の安全を守る「こども見守り隊活動」
●　ニセ電話気づかせ隊活動
を展開しています。
　その取組としては、営業活動中の車にオリジナ
ルプレートを付け、防犯パトロール活動やニセ電話
詐欺防止チラシ配布等を行っています。
　また、平成30年度から大牟田署年末年始特別警
戒出動式にも参加しています。
　これらの結果、令和２年度には「女性と子どもの安全
みまもり企業」として福岡県知事表彰を受賞しました。
　今後も大牟田市内の安全を守るため、頑張りた
いと思います。

クレセント錠

補助錠

少年を違法薬物から守りましょう！銃器犯罪のない安全な社会を実現
～あなたの情報が拳銃を根絶します！～

「防犯登録」と「ツーロック」で

自転車を盗難から守ろう！ 防 犯 対 策 の ポイント

住まいの防犯も「ツーロック」で！

　福岡県では令和３年中、拳銃発砲事件はありま
せんでしたが、拳銃を11丁押収しています。
　凶悪事件に使われる拳銃を押収するため、
●ネット上で拳銃が売られている。
●拳銃を見た。
●暴力団員風の者が空き
家・空き地に出入して、
何かを隠していた。

●モデルガンを改造して
いるガンマニアがいる。

など、拳銃に関する情報を
お寄せください！

福岡市内で
押収された拳銃

遺品から旧軍用銃が!?

形見でも所持禁止！
すぐ警察に届け出を。

　大麻や覚醒剤等の薬物乱用は少年にまで広
がっています。
　特に大麻事犯で検挙された少年は、県内でも増
え続け、乱用の拡大が深刻化しています。
●大麻はとても危険で有害
　「大麻に害などはない」などと、間違った情報や
イメージが広がっています。
＜大麻乱用による主な症状＞
　幻覚・妄想等の精神障害
●友人や先輩に誘われたら!?
　きっぱりと断りましょう。
　断るのが難しければ、その場
からすぐに離れましょう。
●大麻乱用防止啓発動画配信中
　「若者の身近にある大麻」

　福岡県のインターネット広報番組“岡澤アキ
ラのふかぼりっ！福岡県”で、「住宅での防犯対
策」や「ながら防犯」について紹介する動画を配
信中です。

＜大麻乱用による主な症状＞

福岡県警察本部少年課

入力した個人情報が

犯人に盗まれる。
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フィッシングの対処法

テーマは「日常生活に防犯の視点をプラス」

福岡県庁ホームぺージの
「ふくおか　インターネットＴＶ」で配信中！

●メールやSNSのリンクを安易に開かない
●IDやパスワード、カード情報を不用意に入力しない
●専用アプリやブックマークから正規サイトを利用する

サイバー犯罪の手口を公開中です！

公式インスタグラム公式ツイッター福岡県警サイバー犯罪
対策課ホームページ

ご本人様不在の為お
荷物を持ち帰りまし
た。ご確認ください。

●●●● 偽サイト

ログイン画面

ＩＤ

パスワ―ド ●●●●

ログイン
に移動

れる。 IDパスワードカード情報

●●銀行

残高・明細
（収支管理）

残高０円

メールを
受信すると…

実在する事業者
宅配業者
通信キャリア
ネットショップ
などを装っている。

盗まれた個人情報を
悪用される。

ID・パスワード
カード情報
など個人情報の
入力を求められる。

カカード情報

「フィッシング」詐欺に注意
　　2月1日～3月18日は

サイバーセキュリティ月間です！

ログイン画面

ＩＤ

パスワ―ド ●●●●

ログイン

防犯登録は最寄りの警察署にある
防犯協会や交番・駐在所で

（新車購入時には自転車店で手続きができます）

★　短時間の外出でも
　カギをかけましょう！

★　来訪者はドアチェーンを
　かけたままで確認しましょう！

防犯登録で
自転車の
盗難防止！

電動アシスト自転車のバッテリーも
カギを掛けワイヤー錠でツーロック！
（在宅時は屋内で保管しましょう）

駐輪場のポールや
柵にツーロックで
しっかり固定！

窓には補助錠を
取り付けて
ツーロック！

在宅時にも玄関の
鍵をかけドアチェーンで

ツーロック！

〈前編〉
～おうち防犯～
　住宅での防犯
対策のポイント
を紹介

〈後編〉
～ながら防犯～
　「ながら防犯」
のポイントを
紹介

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

動画を
見たい方は
コチラ

☜
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