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【折尾】管内小学校３０校に入学する1,602 
名の児童にいかのおすしクリアファイルを
配布。各校の教諭に児童への反復した防
犯指導と防犯チラシの掲示を依頼。

【宮若】「自転車盗難を防ごう」横断幕を宮
若警部交番前に掲示。年金支給日にニセ
電話詐欺防止キャンペーンを宮若市役所
前で実施し来所者に防犯チラシを配布。

【久留米】自転車盗難防止、防犯登録
推進のミニ横断幕を自転車盗が多発
する西鉄電車駅前駐輪場に掲示。自
転車利用者の自主防犯意識を高揚。

【八女】少年補導員と協働で児童の登校時
見守り活動を実施。大型商業施設でフィッ
シング詐欺等の被害防止キャンペーンを
実施し、防犯グッズ等を配布して広報。

【行橋京都】高齢者に対するニセ電話詐
欺防止講習を実施。チラシや防犯グッズ
を配布して注意喚起。駅前立体駐輪場に
自転車盗難防止横断幕を設置して広報。

【飯塚】飯塚市と協働で市内のワクチ
ン集団接種会場の来場者にまっ太
フォンの防犯チラシや貸し出しの案
内、ノベルティを配布して注意喚起。

【八幡東】スクールサポーターと協働で小
学校高学年にネットの安全ルール冊子を
配布。インターネットの危険性や犯罪に巻
き込まれないための方法等を注意喚起。

【東福岡】城東高校の映像クリエーター部
が性犯罪やニセ電話詐欺被害防止動画を
作成、年末特別警戒出動式を企画・共同実
施した功労で東署長から感謝状を贈呈。

【粕屋】粕屋署玄関ロビーにサイバー犯罪
被害防止広報コーナーを設置。フィッシン
グ妖怪カッパルくんのリーフレットとボー
ルペン等を来署者に配布し注意喚起。

【糸島】県宅建協会西支部から犯罪
防止対策機材（電光掲示板一式）が
寄贈。糸島署長室で贈呈式を開催し、
署長から同協会に感謝状を贈呈。

【小倉北】保育園で、この春に卒園する
園児を対象に防犯・交通教室を開催。
春から通学予定の小学校まで通学路
を署員と一緒に歩いて安全を確認。

【宗像】闇バイト・違法薬物への注意を
喚起する４コマ漫画を署員が作成。ク
リアファイルにして薬物乱用防止等の
チラシを入れ管内の大学生に配布。

いかのおすし

ネットの安全ルール

フォン
まっ太 住まいの防犯対策

　連休の時期は、留守宅をねらった空き巣
被害の増加が予想されます。また、家にいて
も戸締りをしないと、居空きや忍込みの被害
にあうおそれがあります。
　日頃から防犯意識を持って、行動しましょう！
※ 居空き…家人が在宅し食事等をしているすきに侵入し、　
　　　　　　金品を盗む犯罪
※ 　忍込み…夜間、家人が就寝中に住宅に侵入、金品を盗む犯罪

●　短時間の外出でもカギをかける。
●　在宅中もカギをかける。
●　家の周りにカギ（合鍵）を置かない。
●　夜間は門灯やセンサーライトをつける。
●　窓に補助錠や防犯センサーを付ける。
●　普段から挨拶、声掛けをしてご近所付き
合いを大事にする。

●　旅行等で留守にするときは、声を掛けておく。 ●　防犯登録は、自転車防犯登録店で新品自転車
を購入する時に、一緒にできます。
●　中古自転車の場合は、各地区の防犯協会、交
番、駐在所でできます。
●　詳しくは、福岡県防犯協会連合会にお問合せ
いただくか、ホームページをご覧ください。

大事な自転 車を防犯登録と
ツーロックで守りましょう！

　防犯登録は、自転車の盗難防止と、盗難にあった自転車や
放置された自転車を早く持ち主に返還することが目的です。

防犯登録してますか！？

〈 保護者の皆様へ 〉
●　フィルタリングの利用のほか、インターネットの安全
利用について家庭のルールを作ることが大切です。

●　以下の点を家庭でチェック！
　　□　子どもが接続するサイトやダウンロードする
　　　アプリは保護者が確認する。
　　□　下着姿や裸の写真は撮らない、撮らせない。
　　□　個人を特定される情報を書き込まない。
　　□　利用料金や利用時間を決める。
●　フィルタリングを利用しましょう！
　　　令和３年中、ＳＮＳに起因して犯罪被害に遭った児童
　　について調べたところ、フィルタリングの利用の有
　　無が判明した被害児童７５人のうち、９３．３％がフィル
　　タリングを利用していませんでした。

※　中学生、高校生向けの啓発動画
　 「生徒のネット非行及び犯罪被害を
　　防止するために」
　 トゥルー・ストーリーズ
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令和３年中の
被害の９割以上
が性的犯罪

インターネットの利用に係る犯罪被害から子どもを守ろう
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その他5人
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クレセント錠

補助錠

　泥棒は目立つことを嫌います。
　住民同士で挨拶する等、コミュニケーション
が取れている地域では、見かけない人が
目立つため、泥棒が近寄りにくい傾向が
あります。
　住民同士の挨拶を大切にしましょう!

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！

チェック！
福岡県警少年課
ホームページ
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◆戸畑警察署少年補導員連絡会◆
(活動地区～北九州市戸畑区）

◆水洗校区コミュニティ協議会◆
(活動地区～筑後市船小屋地区)

　私達、少年補導員連絡会３５名は戸畑区の少年

の健全育成を目的に、戸畑警察署と連携して

● 非行少年の立ち直り支援

● 繁華街の警戒

● 登下校時の児童見守り活動

などを行っています。

　大きなランドセルを背負った小さな子供達が

手を振ってくれたり、小さかった子供達が大きく

成長する姿を見守ることは私達の生きがいとな

っています。

　４月に多くの新一年生が入学し、生き生きと

毎日登校しています。

　この子供達の笑顔が絶えることがないように

私達も元気に活動を続けていきます。

　私達は、平成１２年から「１１０番の家」を中心
に防犯パトロールを開始。平成１８年に「子供を
守るっ隊」を発足、地域住民を巻き込んで防犯パ
トロールを行うなど、地域の自主防犯活動を強
化、平成２７年に水洗校区コミュニティ協議会を
発足させ、現在１１０名で活動しています。
　主な活動は、
● 登下校時の子供の見守り
● 地域行事に高齢者の参加を呼び掛け防犯講話
● 消防団を中心とした夜警
● 校区のクリーン作戦
などを行っています。
　令和３年度に県防連防犯功労団体として表彰
を受けました。この賞に恥じないよう、地域の皆
様のお力になれるよう、団結して頑張ります。

気
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悪質商法の被害に注意

○　交際相手に裸の画像を送ってしまい、「画
像をばらまくぞ」と脅された。
○　ＳＮＳで知り合った人に「裸の画像を送
れ」と言われ送ってしまった。

そのメール本物ですか？

◎　心の悩みは、犯罪被害者相談電話
　　「心のリリーフライン」 
　　☎０９２-６３２-７８３０に電話してください。
　　受付時間：月曜日～金曜日　9 時～17 時45 分
　　　　　　 （祝日･年末年始は除く。）

◆　再三の通知を受けても受講しない場合
は、行政処分を受ける場合もあります。
◆　管理者を変更した場合は、14日以内に管理者
を選任し、10日（法人の役員等の場合は20日）以
内に許可を受けた警察署に届出てください。

　風俗営業管理者講習は、概ね毎月２回、県内４
地区の会場で開催し、実施予定期日の30日前ま
でに、講習対象の管理者に係る風俗営業者等に、
はがき「管理者講習通知書」で通知されます。
●　講習を受講することは、「風俗営業等の規
制及び業務の適正化等に関する法律」に基づ
く、風俗営業者等の義務とされています。
●　講習は､管理者として選任された日から｢概
ね３年ごとに１回｣受講しなければなりません。

●　通知を受けたにもかかわらず、病気やその
他の理由により受講することができない場合
は、実施予定期日の10日前までに、その旨及
び理由等を記載した書面を公安委員会(許可
を受けた警察署経由)に提出してください。

風俗営業等管理者のみなさんへ
管理者講習の確実な受講を！

福岡県警察本部　生活経済課

福岡県警察本部　サイバー犯罪対策課

3 つの約束
～これだけは守って～

撮るな！送るな！撮らせるな！

突然の訪問によるリフォーム工事の勧誘や
商品の送り付け等で困っていませんか！？

★　おかしいと思ったら、一人で悩ま
ず、最寄りの警察署や消費者生活セ
ンターなどに相談を！
★　消費者ホットライン：１８８（局番なし）

　《点検商法》
　　住宅や屋根瓦、配管等の無料点検を装っ
て家庭を訪問し、「柱にひびが入り、瓦がず
れている」などと嘘を言い、全く必要のない
工事を契約させたりする商法です。
　　最近は、火災・地震保険が使えるなどと勧誘
して高額な手数料を取ったり、嘘の理由で保険
金を請求し保険金詐欺事件に発展しています。
　《送り付け商法》
　　代金引き換えサービス等を利用して高額
な食品等を一方的に送り付けて購入させる
商法です。売買契約に基づかないで一方的
に送り付けられた商品は、直ちに処分する
ことができます。事業者から金銭を請求さ
れても支払い義務はありません。

ニセ電話詐欺の被害防止に取り組む団体・事業者・地域住民等で構成する組織です。
ニセ電話詐欺の被害に遭いそうな人への声掛けや被害防止に関する啓発活動を行います。
～ポスターを貼る・チラシを置く・注意を呼びかけるなど～

　被害者への声掛けにより、ニセ電話
詐欺の被害を阻止した方には、阻止
功労賞を贈呈します。

　定期的に団体あてに、ニセ電話詐欺の
現状等を掲載した「ニセ電話詐欺気づ
かせ隊通信」を提供します。

　ニセ電話詐欺の被害を2回以上阻止
した方には「ニセ電話気づかせマイス
ター」の認定証とバッジを贈呈します。

　年間を通じ活動が優秀だった団体は
ニセ電話気づかせ隊推進委員長（福岡
県知事）から表彰されます。

　ストーカー・リベンジポルノに関する相談
は、最寄りの警察署又は相談窓口へ！

一度ＳＮＳに拡散してしまった画像を消すこと
はできないから、その前に・・・
嫌なことは嫌って言っていいんだよ。
不安や心配な時は相談していいんだよ。

不正送金 不正な
決済

不正な
決済 不正な

購入
不正な

購入

被害に遭わないために

フィッシングの手口

福岡県風俗環境浄化協会

リベンジポルノの相談
増えています！

福岡県警察本部 人身安全対策課
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して高額な手数料を取ったり、嘘の理由で保険
金を請求し保険金詐欺事件に発展しています。
　《送り付け商法》
　　代金引き換えサービス等を利用して高額
な食品等を一方的に送り付けて購入させる
商法です。売買契約に基づかないで一方的
に送り付けられた商品は、直ちに処分する
ことができます。事業者から金銭を請求さ
れても支払い義務はありません。

ニセ電話詐欺の被害防止に取り組む団体・事業者・地域住民等で構成する組織です。
ニセ電話詐欺の被害に遭いそうな人への声掛けや被害防止に関する啓発活動を行います。
～ポスターを貼る・チラシを置く・注意を呼びかけるなど～

　被害者への声掛けにより、ニセ電話
詐欺の被害を阻止した方には、阻止
功労賞を贈呈します。

　定期的に団体あてに、ニセ電話詐欺の
現状等を掲載した「ニセ電話詐欺気づ
かせ隊通信」を提供します。

　ニセ電話詐欺の被害を2回以上阻止
した方には「ニセ電話気づかせマイス
ター」の認定証とバッジを贈呈します。

　年間を通じ活動が優秀だった団体は
ニセ電話気づかせ隊推進委員長（福岡
県知事）から表彰されます。

　ストーカー・リベンジポルノに関する相談
は、最寄りの警察署又は相談窓口へ！

一度ＳＮＳに拡散してしまった画像を消すこと
はできないから、その前に・・・
嫌なことは嫌って言っていいんだよ。
不安や心配な時は相談していいんだよ。

不正送金 不正な
決済

不正な
決済 不正な

購入
不正な

購入

被害に遭わないために

フィッシングの手口

福岡県風俗環境浄化協会

リベンジポルノの相談
増えています！

福岡県警察本部 人身安全対策課


