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 くつろぐ、遊ぶ、学ぶだけではなく、
 働く、健康になる、夢中になる、年を重ねる…。
 住まう人の生き方や、変わりゆく価値観に寄り添い、
 その時々に最善の答えをデザインし、お届けする。
 家は人生の喜びや幸せを叶え続けられる場所だから。
 「家は生きる場所へ。」

℡092-473-5156 fax092-473-5175
〒812-0006 福岡市博多区上牟田2-11-24

www.daiwahouse.co.jp

福岡支社木造住宅営業所

【行橋･京都】行橋市内の幼稚園でい
かのおすしによる防犯教室を実施。
高齢者いきいきサロンでニセ電話
詐欺被害防止の講話で注意喚起。

【小郡･大刀洗】地域パトロール「つい
で隊」と協働で「落語で防犯講習会」を
開催。地元落語家のはく才さんらが落
語で参加者を笑わせながら注意喚起。

【筑後】筑後広域公園体育館で非行防止
少年剣道大会を開催。小中学生１０５名
が参加、来場者に「ながら防犯始めよう
マスク」や「防犯うちわ」を配布して広報。

【八女】小学校の防犯教室をリモートで
開催。警察署から教室の児童と教師に
注意喚起。八女署オリジナル防犯腕章
を作成して各種キャンペーンに活用。

【飯塚】社明運動に併せて保護司会と
協働し、商業施設でニセ電話詐欺防止
のキャンペーンを実施。防犯グッズ、
啓発チラシ等を配布して注意喚起。

【久留米】「ニセ電話詐欺に注意」「子供の
安全」のぼり旗を作成し各校区に配布。
久留米遊技場組合の協力で組合員店舗
駐車場に掲示して自主防犯意識を高揚。

【折尾】岡垣町観光ステーションでの海水
浴場海開き式で性犯罪や自転車盗難の被
害防止広報を実施。チラシを設置した啓
発コーナーを夏期間常設して注意喚起。

【東福岡】大型店舗でまっ太フォンを展
示してニセ電話詐欺防止キャンペーン
を実施。「東部地域学生連携」の学生と香
椎駅で性犯罪防止キャンペーンを実施。

【粕屋】夏の交通安全運動に併せて商業
施設で性犯罪等被害防止キャンペーン
を実施。参加した来場者に防犯ブザー
や啓発グッズを配布して注意喚起。

【宗像】金融機関等で「むなかた安全ひ
まわり隊」とニセ電話詐欺被害防止広
報を実施。宗像遊技場組合と協働で新
聞折り込み防犯広告を掲載し広報。

【小倉北】夏の交通安全県民運動初日
に商業施設で、思永中学校吹奏楽部の
演奏とＤＪポリスによる性犯罪・ニセ
電話詐欺被害防止の広報活動を実施。

【筑紫野･太宰府】管内のウクライナ人留
学生に防犯教室を実施。助けを求める際
のヘルプカードや防犯ブザーを配布し、
使用方法とともに護身術を実践指導。

まっ太フォン
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　皆様の地道な活動（パトロール、見守り活動等）により、県内の刑法犯の認知
件数は、毎年減少してきましたが令和４年上半期は若干の増加となっています。
　～グラフのとおり、下半期は犯罪が増加傾向にあります！～

　性犯罪は増加傾向にあります。帰宅時
には周囲の警戒、就寝時には戸締りを確
実に行いましょう！

★県内の刑法犯認知件数（上半期、下半期別）

★県内の性犯罪（強制性交等、強制わいせつ）認知件数

福 岡 県 の 犯 罪 情 勢
令和4年１月～６月末（暫定値）

ふっけい君

■上半期
■下半期
単位：件数

■上半期
■下半期
単位：件数

■上半期
■下半期
単位：件数

　令和４年上半期の住宅対象侵入盗の
４割以上が、無締り
の戸・窓等から侵入
されています。マン
ション、アパートの上
層階でも確実な戸締
りをしましょう。

★県内の住宅対象侵入盗（空き巣、忍込み、居空き）認知件数

【防犯ボランティアの皆様へ】
　今後も引き続き、地域の安全安心のため、防犯活動をよろしくお願いします。



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
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◆陣原地区生活安全パトロール隊◆
(活動地区～八幡西区陣原、瀬板、夕原地区)

◆八女地区防犯指導員連絡会◆
(活動地区～八女市、八女郡広川町)

　私達の団体は、平成１７年に地域の犯罪抑止や
防犯意識の醸成を図るため、活動地域の平穏を願
ってパトロール隊を結成し、現在は地域住民の有
志（約２５名）で活動しています。
　現在の主な活動は、
● 夜間パトロール
● 毎下校時間帯の児童の見守り活動と通学路の 
　危険個所チェック
● 警察との協働パトロール（月１回）
です。
　今年２月から青色防犯パトロール車を導入し、
より顕示効果の高い防犯活動を実施しています。
　パトロールは、地道に継続していくことが何よ
りも求められる活動ですので、今後も隊員一同、
自負心を持って取り組んでいく所存です。

　私達は、「安全・安心の八女市・広川町」を目指

して

● 幼稚園や小学校での防犯教室

● 登下校時の子供の見守り

● 年金支給日における金融機関でのニセ電話詐

　欺被害防止キャンペーン

などの活動をしています。

　防犯教室では、不審者に扮してロールプレイン

グ方式で行い、子供達に楽しく、わかりやすい防

犯指導となるよう心掛けています。

　今後も、子供から高齢者までが、安全で安心し

て暮らせるまちづくりのために活動を続けてま

いります。

インターネット通販の定期購入 トラブルに注意！

　近年、ネット通販で1回だけのお試しのつ
もりで購入したら、高額な定期購入だった！
解約もできない！というトラブルが増加して
います。
　「お試し」「初回限定」「解約可能」等のお得
感を強調した健康食品や化粧品等のネット
販売では、【注文を確定】ボタンを押す前に

等、必ずホームページ内の契約条件や解約条
件等をしっかり確認しましょう。
　改正特定商取引法が施行されて、令和4年
6月1日以降は、誤解を招くような表示により
申込みをした消費者は、契約を取り消せる可
能性があります。
　不安を感じたとき、困ったときは一人で迷わ
ず、警察や消費生活センターにご相談ください。

　ＪＫビジネスとは、女子高校生等による
マッサージ、会話、ゲームを楽しませるなど
の接客サービスを売り物にする営業をいい
ます。
　一見すると問題がないように見える場合
でも、女子高校生等が性犯罪等の被害に遭
う問題が発生しています。警察では、少年警
察ボランティア等と連携し、
ＪＫビジネスの実態把握に
努め、同営業で稼働してい
る女子高校生等に対する
指導・助言や経営者等の違
法行為に対する取締りを
推進しています。

　子供を犯罪被害から守るためには、子供や
家族による防犯行動と地域の方々による見
守り活動がとても大切です！
●　普段から行動する範囲に注意すべきとこ
　ろはないか、お子さんと一緒に考えましょう。
　 ～ 道路 ～
　☆　一人で歩く時は、急に近づいてくる人
　　に気をつけて歩く。
　☆　「車で送ってあげる」と言われたら
　　断って逃げる。
　 ～ 公園 ～ 
　☆　見通しの悪い場所で遊ばない。
　 ～ 集合住宅の共用部分 ～
　☆　後ろからついてくる人がいないか気
　　をつける。
●　一人での登下校は被
　害に遭う可能性が高い
　ので、複数人で登下校
　をしましょう。
●　地域で連携して、子
　供の見守り活動をしま
　しょう。

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

福岡県警ホームページ

① 本当に1回限りの購入なのか？
　「定期」「自動更新」等の表示になっていないか？
② 2回目からはいくらなのか？
　「初回価格」と「2回目価格」は違っていないか？
③ 解約の方法は書かれているか？
　簡単に、無料で解約できるのか？

▶　個人情報が入ったパスワードは他人から
　推測しやすいパスワードです！
▶　一旦パスワードが流出すると、使い回し
　ている全てのサービスに危険が及びます！

を見直しましょうパスワード
個人情報をパスワードに設定している。
　例：名前＋誕生日

複数のサービスで、同じパスワードを
使い回している。

ひとつでも当てはまる方は

危険

○　個人情報から推測できないアルファベッ
　トや数字が混在したパスワードを設定する。
○　サービス毎に違うパスワードを設定する。
○　二段階認証・多要素認証を活用する。

被害にあわないために

福 岡 県 警 察 本 部 少 年 課

《被害額》 ３億９、２３０万円
（前年同期比＋２億１、９７８万円）

《認知件数》 １４４件
（前年同期比＋３０件）

●ニセ電話詐欺の撃退には「まっ太フォン」！

ニセ電話詐欺の発生状況 （令和４年６月末現在 暫定値）

●実録！ニセ電話詐欺（還付金詐欺）犯人の声（ＹｏｕＴｕｂｅで検索！）

　「まっ太フォン」とは、ニセ電話詐欺の撃退に有効な
事前警告・自動録音・注意喚起・着信拒否 の防犯機能
のうち、いずれかの機能がついた電話機器のことです。
※ 電話機器～内蔵型電話機及び外付け型機器です。
※ 機種により、搭載している機能が異なります。
※ 「まっ太フォン」の機能や購入は家電販売店でご確認ください。

　福岡県警察ホームページやＹｏｕＴｕｂｅ
福岡県警察公式チャンネルで、実際に被
害に遭った還付金詐欺の音声データを
基にした啓発動画を公開しています。犯
人の生の声を聞いて、防犯力を高めま
しょう！

被害者の方の約８割が６５歳以上の高齢者です

ニセ電話詐欺　　　　　　の被害が増加！
犯人にあなたの財産が狙われています！

ニセ電話詐欺被害防止機器
普及キャラクター

まっ太くん

▲動画はこちら

危 険 が 潜 む 「 Ｊ Ｋ ビ ジ ネ ス 」みんなで守ろう！ 子供の安全 !！

ＮＯ「ＪＫビジネス」！
ＪＫビジネスに関する情報やお悩みがあれ
ば、近くの警察署や交番にご連絡を！

　警察相談専用電話  →　＃９１１０

事前警告！
自動録音！
注意喚起！
着信拒否！

実際に、福岡県内で発生した
ニセ電話詐欺（還付金詐欺）の
音声を基に制作したものです。

実録
「ニセ電話詐欺(還付金詐欺)」
　　　　　　　　　犯人の声
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ニセ電話詐欺の発生状況 （令和４年６月末現在 暫定値）

●実録！ニセ電話詐欺（還付金詐欺）犯人の声（ＹｏｕＴｕｂｅで検索！）

　「まっ太フォン」とは、ニセ電話詐欺の撃退に有効な
事前警告・自動録音・注意喚起・着信拒否 の防犯機能
のうち、いずれかの機能がついた電話機器のことです。
※ 電話機器～内蔵型電話機及び外付け型機器です。
※ 機種により、搭載している機能が異なります。
※ 「まっ太フォン」の機能や購入は家電販売店でご確認ください。

　福岡県警察ホームページやＹｏｕＴｕｂｅ
福岡県警察公式チャンネルで、実際に被
害に遭った還付金詐欺の音声データを
基にした啓発動画を公開しています。犯
人の生の声を聞いて、防犯力を高めま
しょう！

被害者の方の約８割が６５歳以上の高齢者です

ニセ電話詐欺　　　　　　の被害が増加！
犯人にあなたの財産が狙われています！

ニセ電話詐欺被害防止機器
普及キャラクター

まっ太くん

▲動画はこちら

危 険 が 潜 む 「 Ｊ Ｋ ビ ジ ネ ス 」みんなで守ろう！ 子供の安全 !！

ＮＯ「ＪＫビジネス」！
ＪＫビジネスに関する情報やお悩みがあれ
ば、近くの警察署や交番にご連絡を！

　警察相談専用電話  →　＃９１１０

事前警告！
自動録音！
注意喚起！
着信拒否！

実際に、福岡県内で発生した
ニセ電話詐欺（還付金詐欺）の
音声を基に制作したものです。

実録
「ニセ電話詐欺(還付金詐欺)」
　　　　　　　　　犯人の声


