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　理事会は５月14日、総会は６月14日に福
岡市内の博多サンヒルズホテルで開催し、
●理事の選任、事業報告、収支決算等を審議
●本年度も、性犯罪やニセ電話詐欺等の
　被害防止を重点とした地域安全活動を
　推進する
などの全議案が承認されました。
　新会長には、博多防犯協会の山口毅会長
が選任され、県内の犯罪発生件数を減ら
し、みんなで安全・安心な福岡県をつくって
いきましょうと、挨拶・抱負を述べました。

公益社団法人 福岡県防犯協会連合会
平成30年度 理事会・定時総会の開催

県　　内

被 害 額

被害件数

本年５月末

２億0,931万円

157件

前年同期比

－１億1,240万円

－54件
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夏休み　楽しく過ごそう　安全に！
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～ニセ電話詐欺にだまされないで～
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●警察官や金融庁職員が、電
話で口座の暗証番号を聞
きだすことはありません。
●このような電話があれば、
必ず家族や警察に相談を！

●警察官を名乗り、「あなたの口座が不正
使用されている。金融庁にあなたの口
座の保護を依頼する」等と告げる。
●金融庁職員を名乗り、「警察からの依頼
であなたの口座を保護する。口座番号
と口座の暗証番号を教えてください」等
と言い、自宅に来てキャッシュカードを
預かる。～多額の預金を引き出された！

ニセ電話詐欺被害防止機器で安心！
犯人の電話に出ない・録音で被害を防止

お名前を

おっしゃっ
て

ください

「警察官＋金融庁職員」のニセ電話に要注意！

自転車・バイクの盗難防止

犯人の手口

◆５月末の前年同期比も、自転車盗－447件､
バイク盗－138件と減少していますが、１日
当り自転車・バイク合計約23台が盗まれて
います！
●止める時は、車体の鍵と鋼鉄製の鎖錠やワ
イヤー錠などの補助錠でツーロックにしま
しょう。
●路上に放置せず、
駐輪場に止めま
しょう。
●自転車に防犯登
録をしましょう。



気をつけて　知らない人の　メールは危険！
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 【昨年の被害概要】
◆被 害 者…一人歩きの女性が大半（被害者の67%が女性）
◆被害年齢…20歳代が21%、60歳以上が35%
◆被害時間…１6～20時が20%、20～24時が40%
●歩いている人のバッグだけでなく、ズボンのポケットに入れ
た財布や、自転車の前カ
ゴに入れたバッグをひっ
たくる手口も発生。
 【被害にあった時】
犯人の人相､ 着衣､ 逃走方向､ 車の番号などをすぐに110番！

◆夜間や暗い道を徒歩や自転車で通る時
◆エスカレーターや階段を昇る時
◆本や商品を選んだり、買い物をする時
◆電車、バス、エレベーター、トイレの中
は、チカンや盗撮に十分注意しましょう。
　電車等に乗車中の居眠りもキケンです！

　福岡県警察では、性犯罪
防止動画を作成し、分かり
やすく性犯罪被害リスクと
対策を説明しています。
YouTubeの福岡県警察
公式チャンネルでも配信
していますので是非ご覧
ください。

　住宅編・帰宅編・SNS編の各事例と
対策をドラマ仕立てで解説しています。
※通信費等は視聴者負担となります。

●バッグや財布は、車道と反対側に持ちましょう。
●肩掛けバッグは、タスキ掛けにしましょう。
●リュックサックは、両肩で背負いましょう。
●バッグ等から、財布等が見えないようにしましょう。
●時々、後ろを振り返るようにしましょう。
●近づいてくる者や自転車・バイクに注意しましょう。
●自転車や原付のカゴには、防犯ネットや防犯カ
バーを付けて、ひったくり被害を防ぎましょう。

●５月末現在、ひったくり認知件数は67件（前年同期比＋17件）と増加。
●外に出たときは油断大敵、周りに気をつけ、被害を防ぎましょう。

５月末現在、チカン47件（前年同期比＋13件）、盗撮64件（前年同期比＋２件）を検挙。
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ひったくりの警戒・警報！！

チカン・盗撮～夏は特に要注意！
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性犯罪にあわないために～性犯罪防止動画紹介

県内の検挙件数
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「 アナタヲ ･ ･ ･
ネラッテイマス 。 」

　なんだか恐ろしいタイトルだけ
ど、実例に基づいているから、他人
事じゃないと実感できました。　
　動画だから対策も分かりやすい
し、友達にも教えてみて♪
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少年非行防止大会

～防犯協会と団体・企業が共同対策～～防犯協会と団体・企業が共同対策～～防犯協会と団体・企業が共同対策～～防犯協会と団体・企業が共同対策～～防犯協会と団体・企業が共同対策～～防犯協会と団体・企業が共同対策～
ニセ電話撃退に貢献ニセ電話撃退に貢献

防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)
●東花畑校区防犯委員会●
(活動地区～福岡市南区東花畑校区)

　私達の団体は、平成28年５月に校区の防犯組
織である防犯委員会と安全パトロール隊の二
つを統合し、活動を開始しました。主な活動は、
●青パトや徒歩による児童の登下校時や夜
　間の防犯パトロール
●住民へ向けた防犯講習の開催や広報紙の発行
●各町内会委員同士の意見交換・交流会の開催
等を行っています。
　昨年、青パトを新調するため住民の皆様に
寄付金を募ったところ、予想をはるかに上
回って新調することができ、お披露目式を行
いました。
　新しい車両と共に、今後も地域の安全・安
心のために努力していきたいと思います。

　県警察及び少年警察ボランティア協会の
主催により６月23日、福岡市立東市民セン
ターで

●髙木警察本部長
による「少年の立
ち直り支援など
非行少年を生ま
ない社会づくり、
児童虐待防止対
策、子どもの性犯罪被害防止のための
対策等を推進する。」旨の挨拶
●服部副知事の来賓祝辞
●入舩協会長によ
る少年補導功労
者等の表彰
●スマイリーキクチ
氏の講演｢ネット
の被害者･加害者にならないために｣

等が行われ、最後に
全員で「声かけで非
行の芽を未然に防ぎ
ます。」と大会宣言を
唱和しました。

　中央防犯協会では、多発しているニセ電話
詐欺の被害を防ぐため、
●管内の遊技場組合から迷惑電話防止機能
付電話機30台、宅建業協会・警備業防犯組
合・金融機関防犯協議会から120万円の寄
贈を受け
●同電話機を高齢者に1ヶ月間貸し出し
●効果を実感した上で、販売協力店から同種
電話機を購入する場合に、寄贈された補助
金を交付
することとし、６月
に中央警察署で贈
呈式を行いました。

●竹末地区生活安全パトロール隊●
(活動地区～北九州市八幡西区竹末・若葉地区)

　私達の団体は、平成16年４月に地区住民の
安全・安心の確保を目的として結成しました。
　主な活動は、毎月第１、第３水曜日の徒歩
と青パトでのパトロールのほか、竹末小学校
で児童の見守り支援などを行うスクールヘル
パーの活動もしています。
　「地域に寄り添った見守り活動」をモットー
に、パトロール中は子ども達に積極的に声を
かけ、また、パトロール中に地域住民の方から
労いの言葉を頂くことも多く、地域全体の防
犯意識の高まりを感じています。
　これからも関係機関や団体との連携を密
にして、精力的に活動していきます。

地域の力
頑張っています

だまされないで　必ず儲かるは　詐欺ことば！
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