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夏季の性犯罪予防対策
痴 漢・盗 撮 は 犯 罪 で す！
[県内の検挙件数（５月末）
]
● 痴漢

(1)

３６件（前年比−８件）

● 盗撮 １１６件（前年比＋１６件）

警 戒 心 を 忘 れ ず に！
◆ 夜間や暗い道を通るとき
◆ エスカレーターや階段を利用す
るとき
◆ 電車、バス、エレベーター、
トイレ
を利用するとき
は、特に警戒心を持ちましょう。

◀ 犯罪は絶対許さんばい! ! ▶

防犯アプリ
「みまもっち」の
「防犯ブザー＆１１０番通報」
機能 こんな使い方！！
防犯ブザー機能の画面には、

チカンに遭っています。
助けてください。

と文字が表示されているのを
知っていますか？
万が一、電車内等で被害に遭
ったときは、
防犯ブザー機能画
面を表示させ、画面を周囲の人
に見せることで、助けを求める
ことができます。
防犯アプリ「みまもっち」
のダウンロードは
ここから→

夏祭り ながら見守り 子供たち
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偽 通販サイト被害 多 発中！
「通販サイトで注文し、代金を振り込んだが商品が届かない」といった相談が後を絶ちません。
欲しい商品をインターネットで検索して、出てきた通販サイトを全て信用していませんか？

● 検索結果の上位に出てきたサイトが全て正規サイトだとは限りません！
● 極端な割引をされている場合は特に注意が必要です。
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新品50〜70％引きなど、考えられない安さ

● 今だけ や 期間限定 など、焦らせる言葉を多用している場合も要注意です。
● 購入する前に、周囲の方と怪しいサイトではないかを検討してみましょう。
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！
●福岡県警ホームページ https://www.police.pref.fukuoka.jp/seian/cyber
●公式ツイッター
@fukkei̲cyber
福岡県警察 サイバー犯罪対策課

福岡県警ホームページ 公式ツイッター

令和４年度（公社）
福岡県防犯協会連合会定時総会の開催
令和4年6月21日、博多サンヒルズホテルに於いて定時
総会を開催。昨年度の事業報告、収支決算等の審議並び
に今年度の事業計画、収支予算等の報告がなされ全議案
が承認されました。その後、荒牧智之新会長が「皆様方
のご理解とご支援を頂きながら、安全・安心な街づくり
を目指したい。」旨就任の挨拶を行いました。

祝

社団法人６5年

賛助会員一同 《私たちは地域の安全・安心まちづくり活動を応援しています》

芦屋町競艇事業局ボートレース芦屋
イオンショッパーズ福岡店
㈱井筒屋
伊藤権次郎商店
岩崎建設㈱
㈱岩田屋三越
Enazeal㈱
㈱ＦＣＣテクノ
㈱オーレック
回胴式遊技機商業協同組合九州・沖縄支部
九州電力㈱
九州遊技機商業協同組合
㈱九電工
キリンビール㈱福岡工場
西部ガスホールディングス㈱
佐川急便㈱
サンエス技研㈱福岡営業所
ＪＲ九州リテール㈱
㈱ＪＲ博多シティ
(一社)自転車安全対策協議会
㈱昭和マーケティングシステムズ
㈲新生社
新日本法規出版㈱
セキスイハイム九州㈱
㈱ダイケン
大商印刷㈱
㈱たいよう共済福岡支店
大和ハウス工業㈱福岡支社

太宰府天満宮
筑紫ガス㈱
筑紫小売酒販組合
㈱筑邦銀行
㈱津田総合企画
鉄鋼処理産業㈱
デンカ㈱大牟田工場
ＴＯＴＯ㈱
㈱ドッグエンタープライズ
㈱にしけい
㈱西日本シティ銀行
西日本鉄道㈱
西日本電信電話㈱九州支店
(一社)日本アミューズメント産業協会福岡県本部
日本たばこ産業㈱福岡支社
(一社)日本二普協 福岡県二輪車普及安全協会
ニューヨーク･エボリューション㈱
NEXUS㈱スーパーＤ ステーション
福岡本店・伊都店・筑紫野店
NEXUS㈱Ｄ ステーション福重店
㈱パイロットコーポレーション九州支店
博多辛子めんたい協同組合
㈲博多屋事務器
㈱はせがわ
㈲ぴぃおんシステム
㈱ビデオシステム
㈱ヒロカネ
㈱福岡銀行

福岡県カラオケスタジオ防犯協会
福岡県クレジットカード犯罪対策連絡協議会
(一社)福岡県警備業協会
(一財)福岡県交通安全協会
福岡県公認ボウリング場協会
福岡県ゴルフ場暴力団等排除・防犯連絡協議会
福岡県コンビニエンスストア等防犯協議会
(一社)福岡県指定自動車学校協会
福岡県自転車軽自動車商協同組合
福岡県商工会連合会
(公社)福岡県宅地建物取引業協会
(NPO)福岡県防犯設備士協会
福岡県麻雀業組合連合会
福岡県遊技業防犯協力会連合会
(一社)福岡県料飲業生活衛生組合連合会
福岡商工会議所
㈱福岡中央銀行
Matsuo Sangyo㈱
㈱マツザキ
三井化学㈱大牟田工場
㈱都屋
宮地嶽神社
美和ロック㈱九州支店
㈱ムーンスター
明治安田生命保険(相)
㈱山口油屋福太郎
㈱力匠
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ＳＴＯＰ！ 児童ポルノ
（デジタルタトゥー）
児童ポルノは、児童の性被害・性的虐待の記
録で、児童の人権を著しく侵害するものです。
画像がインターネット上に流出すれば回収
は事実上不可能、被害児童の苦しみは将来に
わたり続きます。
《このような被害が実際に起きています》
◎ Ａ子（１５歳）は･･･
ＳＮＳで知り合った男から言葉巧みに誘い出さ
れ、わいせつな行為をされ、その様子を撮影された。
福岡県警公式YouTube
◎ Ｂ子（１３歳）は･･･
ＳＮＳで女性になりすま ﾁｬﾝﾈﾙで動画配信中▼
した男から言葉巧みに下
着姿の写真を自分で撮ら
され、その写真をＳＮＳで
送信させられた。

被害防止3か条

★ 自分の裸をスマホで撮影しない！
★ 信用している相手でも自分の裸の写真を
送らない！
★ ネット上で知り合った相手を安易に信用
しない！

《児童ポルノ事犯の積極的取締りを実施中》

が…
その１枚

流出

裸の画像等をインターネット上に公表される
被害が多発しています！
こんなことないですか ?

★ 交際相手から裸の写真を送ってと言われる。
★ 寄りを戻さないと裸の画像をばら撒くと
言われた。

＜でけん３ヶ条＞

① 撮らんで
安易に自分の裸の写真を撮影しない。
② 撮らせんで
自分が心を許した人でも、
裸の写真を撮影させない。
③ 送らんで
ても
も
裸の写真を撮ってしまっても
誰にも送らない。
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！
● 心のケアは、犯罪被害者相談電話
[心のリリーフライン」にお電話ください。

☎ 092-632-7830

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。
）

福岡県警察本部 少年課
地域の力で
頑張っています

(3)

福岡県警察本部 人身安全対策課

防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)

◆ヤクルト110番通報連絡員(糸島センター)◆

◆鳥飼校区まちづくり協議会◆

（活動地区〜糸島市）

（活動地区〜久留米市鳥飼小学校区）

私達の団体は、地域の皆さんのお役に立ちた

私達の団体は、平成１８年に有志が開始した青

いと思い、
「安全・安心いとしま協働ネットワーク

パト活動を大幅に拡大し、平成２７年から「まちづ

協議会」に加盟して、私達に出来ることを積極的

くり協議会」を中心に各種団体と協力して校区内

に行っています。

の犯罪や事故の未然防止と啓発活動を行ってい

主な活動は、通常業務と併せて
● 配達時に、高齢者がニセ電話詐欺に遭わない
ための防犯指導

ます。
主な活動として
● 青パト、徒歩によるパトロール（年間190日）

● 移動時に、不審者や困っている住民の発見等

● 登下校時の子供達の見守り活動
（週2〜3回）

の活動を行っています。

● 安全安心パトロール委員会の開催
（学期毎）

また、配達職員が全員女性ですので、警察の方
から護身術や性犯罪対策を学んでいます。
これからも、地域の皆様のため、私達に出来る
ことを精一杯頑張ります。

を行っています。
これからも、力を合わせ、地域住民の安全・安心
な生活を守るため、前に向かって活動してまいり
ます。

