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住 宅 対 象 侵 入 盗 に 注 意！
ふっけいくん
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住宅対象侵入盗の認知件数は毎年減少していますが、
万が一、
犯人と鉢合わせすれば、
強盗や性犯罪等の重大事件に発展する恐れが高い犯罪です。
被害の中には鍵を掛けていない無締りが多いので、
次の対策をしましょう。
● 在宅時にも玄関、
窓等にもカギを掛ける。
● ゴミ出し等の短時間でもカギを掛ける。
● ドアチェーンやドアガードを掛ける。

在宅中でも必ずカギをかける習慣を！

我が家の

6月9日はカギを見直す

ロックの日 !

ロック(６・９)の日 あなたの家は 大丈夫!？

全国加盟店検索はこちら▼
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(2)

ニセ電話詐欺の被害を防ぎましょう！
・女性…60人
・被害件数…80件(前年比：＋44件)
県内の被害実態 ・被害額…2億3,529万円(前年比：＋1億4,013万円) 被害者 ・男性…20人
（本年1〜3月） ・阻止件数…158件
80人 ・65歳以上…63人
（79%）
・阻止被害額…2,309万円

《急増しています！還付金詐欺》

役所職員等を名乗り
「介護保険料が返還される」
等と電話をかけ、
言葉巧みにＡＴＭにおびき出し、
携帯電話で操作を指示、
払戻しの手続きを装って犯人の口座に現金を振り込ませる手口です。

注意ポイント

●
●
●
●

ＡＴＭを操作しても、
お金を受け取ることはできません。
還付金を受け取るためにＡＴＭに行くよう言われたら詐欺の電話です。
ＡＴＭの
「振込」
「送金」
ボタンは、
相手の口座にお金を振り込むボタンです。
電話でお金はすべて詐欺! すぐに相談! １１０番!

DV、ストーカー、
リベンジポルノ

民法の青年年齢が１８歳に！

「いつか収まるだろう」
は危険！

18〜19歳の未成年者取消権がなくなります

重大事件に発展するおそれがあります！
■ＤＶ、デートＤＶ
配偶者や交際相手から暴力を振る
われたり
「殺す」
などと脅迫される。
■ストーカー
恋愛感情やその恨みから、つきまとい､
無言電話､嫌がらせなどを繰り返される。
■リベンジポルノ
元交際相手など から性的な写真
や映像などを拡散される。

ＳＮＳを利用する若者を主なターゲットに
「高収入を得られる」等と誘って高額な契約
をさせる悪質商法の被害相談が増加してい
ます。
● 今後は、未成年者取消権（親の同意を得
ずに行った契約をほぼ無条件で取り消す
権利）の保護がなくなった18〜19 歳の若
者を狙った犯罪被害が懸念されます。
● 「簡単に儲かる」等、
うまい儲け話は絶
！
対にありません
● 勧誘された場合には、きっぱりと断りま
しょう!
困ったときは一人で迷わず最寄りの警察
署や消費者生活センターに相談しましょう。

●

被害にあったら迷わず相談！

あなた自身やあなたの周りの人を守るため
ひとりで悩まず、
警察や行政機関に相談を。
● 内閣府DV相談ナビ
☎ ＃８００８
（はれれば）
最寄りの相談機関の電話に自動転送されます。
緊急時はすぐに110番を！

福岡県警察本部 人身安全対策課

消費者ホットライン：188
（いやや）
や）
福岡県警察本部生活経済課
課
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薬物は
「ダメ。ゼッタイ。」

覚醒剤･大麻等薬物乱用の防止！
県内の薬物犯罪の検挙状況（前年比）
令和 ３年中 941人
（- 92人）
・覚醒剤事犯 498人(-132人）
・大麻事犯 398人(+ 70人）
・その他
45人(- 30人）

◆薬 物 乱 用 の 危 険 性◆

❶ 脳障害など重大な健康被害を引き起こす。
❷ 幻覚や妄想が現れて重大犯罪を引き起こす。
❸ 薬物を買うために恐喝や窃盗などをする。
❹ 依存性と耐性により止めることができない。
❺人間関係が破綻して家族や友人を失う。

◆薬物の甘い誘惑を断固拒否◆

「１回だけなら大丈夫」
「スッキリする」など
と誘われても「ダメ」
と断る勇気を持とう！
覚醒剤や大麻などの薬物乱用
や密売に関する情報は、
〈福岡県警薬物110番〉
092-641-4444にご連絡を！
地域の力で
頑張っています

(3)

不法就労・不法滞在を防ごう
皆様のご理解とご協力を！

【全国の不法残留者数】
約７万3,000人
（令和3年７月1日現在）

《事業主・雇用主の方へ》
● 外国人を雇用する場合は、
必ず在留カード
やパスポートの実物で、在留資格や在留期限
を確認してください。
● 留学生の場合は、
資格外活動許可の有無や
許可された活動内容を確認してください。
● 就労資格のない外国人を雇用したり、
その
雇用を斡旋すれば、
罰則の適用を受けます。
皆さんの周りで不法就労・不法滞在
に関する情報があれば、最寄りの
ふっけい
警察署又は交番へお寄せください。 ふっけい君
問合先：県警本部 092-641-4141 又は #9110
〜詳しくは福岡県警ホームページに掲載中〜
● ｢ 安全・安心な暮らし｣⇒｢平穏な生活を守る」
● https://www.police.pref.fukuoka.jp

防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)
◆室見校区防犯組合◆

◆水縄校区まちづくり振興会◆

(活動地区〜 早良区室見校区)

(活動地区〜田主丸町水縄地区)

私達の団体は、平成１６年に地元の安全を願う
住民有志が集まり発足しました。
現在では、
９０名のボランティア員で活動を
行っています。
主な活動は、

私達の団体は、水縄校区の青少年の健全育成
と校区民の安全安心まちづくりという思いから
発足し、現在８５名が活動に従事しています。
主な活動として
● 児童・生徒の登下校時の見守り

● 月１回の夜間パトロール

● 青パトによる巡回パトロール

● 自転車マナーアップ・防犯登録キャンペーン

を行っています。

● 高齢者や子供に対する防犯講座

新型コロナウイルス感染拡大の影響で活動の

● 夏祭りや歳末の巡回パトロール

縮小を余儀なくされていますが、通勤、買い物、散

です。また、ワンワンパトロール隊を結成して現

歩などを通じた「ながら防犯」に力を入れていま

在、約百匹のワンちゃんが校区内をパトロールし

す。また、地域住民の理解と協力の下、通学路に

ています。日常のお散歩が町の安全を守りますの

防犯カメラを設置し子供達を見守っています。

で是非ご参加ください。
〜登録者には隊員証明書をお渡しします。〜

これからも地域の安全・安心を守る活動を続
けていきます。

