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【豊築】年金支給日に豊前市と協働して金
融機関前でニセ電話詐欺被害防止キャン
ペーンを実施。防犯チラシや啓発品を配
布後、駅駐輪場に盗難警戒チラシを掲示。

【うきは】道の駅で110番の日キャン
ペーンに併せて、ニセ電話詐欺被害
防止等のＤＶＤを上映、防犯チラシや
啓発品を配布して客に注意喚起。

【柳川･みやま】管内全世帯にニセ電話
詐欺防止チラシを配布。オリジナル
防犯垂れ幕を作成して市庁舎と全公
民館へ設置、施設利用者に注意喚起。

【大牟田】商業施設で防犯等キャン
ペーンを実施。県警音楽隊や園児の
演奏、演技に併せてニセ電話詐欺や
性犯罪の被害防止を広報。

【直方】直方市役所で市長も参加してニ
セ電話詐欺被害防止キャンペーンを実
施。防犯チラシや啓発品を配布。金融機
関のＡＴＭコーナーでも啓発品を配布。

【宮若】高齢者世帯等を訪問して事件事
故を防止する「ふれあい訪問員」150名
に対しながら防犯活動事例や訪問時
の着眼点の講話を月３回実施中。

【折尾】折尾高校と協働で性犯罪やニセ
電話詐欺被害防止等キャンペーンを実
施。ＪＲ駅利用客に同校デザイン科製作
の小倉織三角小物入れと啓発品を配布。

【八幡東】大型商業施設で110番の日
イベントと併せて防犯キャンペーン
を実施。ニセ電話詐欺手口の寸劇や
まっ太フォン体験ブースで注意喚起。

【戸畑】冬休みの児童館を利用する児
童にこどもノートを配布し、「危険から
自分を守ろう！」の講話を実施。ＪＲ駅
前でニセ電話詐欺防止チラシを配布。

【中央】ラジオ放送による性犯罪やニセ電
話詐欺被害防止の広報啓発活動に対する
功労で㈱コミュニティメディアパートナー
ズ福岡に中央署長から感謝状贈呈。

【早良･城南】大型商業施設で年末年始特
別警戒活動出動式を実施。県警音楽隊、
ふっけい君、青パト等の地域防犯ボラ
ンティアが集結し、パトロールに出発。

【筑紫野･太宰府】110番の日に西鉄駅前
で合同キャンペーンを実施。一日署長
のミス筑紫女学園生とニセ電話詐欺、
性犯罪等の被害防止グッズを配布。

まっ太フォン
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《刑法犯認知件数》
　福岡県内の刑法犯の認知件数は年々減少し、前年に引き続
き戦後最少を更新しました。防犯ボランティアを始めとする
地域の皆様方が、コロナ禍の中、防犯パトロールや子供の見
守り活動、ながら防犯などの地域安全活動に熱心に取り組ん
でいる成果の現れです。

《性犯罪》
　刑法犯認知件数は減少しているにもかかわら
ず、性犯罪は前年に比べ10％増加しています。
〇　帰宅時には、遠回りでも明るく人通りの
多い道を通る
〇　周囲を警戒し、ながらスマホはしない
〇　在宅時には必ずカギをかける

■住宅対象侵入盗（空き巣、忍込み、居空き）認知件数

買い物や散歩、通勤など
生活の中での気づきを防犯や

子供の見守りにつなげる活動です。

“ながら防犯”で地域と子供を
犯罪から守りましょう！!

“ながら防犯”
を始めましょう！！

みんなの力で安全・安心を守りましょう!
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《住宅対象侵入盗》
　住宅対象侵入盗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
危険性が高い犯罪です。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。
〇　在宅時にも、玄関・窓等のカギを掛ける
〇　ゴミ出し等の短時間の外出でも必ず
カギを掛ける
〇　ドアチェーンやドアガードをかける



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

偽ショッピングサイトの特徴

◆奈良屋自主防犯会◆
(活動地区～博多区奈良屋地区)

◆麻生塾北九州校防犯パトロール隊◆
(活動地区～小倉北区)

　私達の団体は、平成21年に結成され、現在地域
住民（町内会、自治協議会、防犯委員等の約40名）
が自主防犯活動に励んでいます。
　主な活動は、
●　各町内会単位で月１～２回の防犯パトロール
●　青パトで月４回程度のパトロール
●　年６回程度の定例会
●　防犯カメラの設置促進活動
などを行っています。
　また、当地区では、学校並びに警察から不審者情
報等があれば、直ちにパトロールを実施するなど
の対策を行っています。
　これからも地域住民の皆さんのために、犯罪や
少年非行等を防止するなど色々な活動を実施して
いきますので、ご協力をお願いします。

　私達の団体は、麻生公務員専門学校北九州校
の学生で構成された「学生ボランティア団体」と
して平成22年７月に発足し、現在は、本年度入学
した20名で「学生だからできること。学生にしか
できないこと。」をモットーに日々活動をしてい
ます。
　主な活動は、警察や北九州市などと連携して
●　「暴追の日」活動など、地域の防犯活動への参加
●　ニセ電話詐欺被害防止などの各種キャンペー
ンへの参加
●　「ながら防犯」を通じた地域における安全・安心
を守る活動
などを行っています。
　私たちが、近い将来、公務員になった時に、この経
験を生かせるよう活動を頑張ります。

暗号資産に関するトラブルに注意

「不審な電話」などに関するご相談は
消費者ホットライン188（局番なし）に！

　暗号資産（仮想通貨）のもうけ話に関する
被害相談が増加しています。
　「暗号資産」は、インターネットを通じて電子的に 
取引されるデータであり、日本円やドルのように国
がその価値を補償している「法定通貨」ではありま
せん。様々な要因によって価格が変動するため、価
格が急落し、損をする可能性があります。
《暗号資産に関する投資勧誘の相談事例》 
●　友人や知人、マッチングアプリ等で知り合った
人に「必ず儲かる」と勧められて暗号資産の投資
をしたが配当もなく、返金もされない。
●　知人から、新規に暗号資産を発行して販売する
会社があるので、投資しないかと誘われて投資し
たが、その後事業者と連絡が取れなくなった。 

　現在、クロスボウを所持している方は施行後６か
月以内に以下の手続きが必要となります。
●　廃棄
　※　最寄りの警察署に直接持ちんでいただけ
　れば、無償で回収可能！

●　所持許可の申請
●　適法に所持できる者への譲渡 

※　暗号資産交換者は、金融庁・財務局への登録が必要です。
※　投資を行う前に、取引を行う業者が登録業者であるかを
金融庁のウェブサイトで必ず確認して
下さい。

※　取引先が、登録業者であっても、暗号
資産の取引には、リスクが伴うことを
十分に理解しましょう。 

施行後に所持の許可を受けずに、クロスボウを
入手することは違法になります！ 

そのクロスボウ持っていて大丈夫ですか？

【クロスボウに関するお問合せ先】
福岡県警察本部生活保安課 ☎092-641-4141（内線3183)

注意

　いよいよ本年３月15日から改正銃刀法が
施行（効力の発生）され、クロスボウの所持が
原則禁止・許可制となります。

　引いた弦を固定し、これを解放する
ことによって矢の運動エネルギーの値
が人の生命に危険を及ぼし得る値以
上となるもの

クロスボウとは

クロスボウ広報動画公開中！
左の二次元バーコードから「YouTube福岡県警察
公式チャンネル」へアクセスしてご覧ください！ 

あわてず、よく見て、とびつかない！
少しでも怪しいと感じたら警察に通報を

福岡県警察 サイバー犯罪対策課

ニセ電話詐欺の被害を防ぎましょう！

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

その１枚が… 

県内の被害実態
（令和３年中）

・被害…329件、７億6,460万円
 （前年比：+128件、+3億7,606万円）
・阻止…633件、２億   279万円

被害者の
状況

・女性280人、男性49人

・65歳以上293人（約９割）

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？

でけん３ヶ条
❶撮らんで！
　安易に自分の裸の写真を撮影しない。
❷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。
❸送らんで！
　自分の裸の写真を誰にも送らない。

●　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
　092-632-7830にお電話を。
　受付：月曜日～金曜日の
　９時～17時45分（祝日･年末年始は除く）

4つの
すごい
機能！

▶販売価格が大幅に割引（値引き）されている

▶タイムセール等を強調して購入を急がせる

▶会社名を盗用、販売業者の所在地がデタラメ

¥17,900
¥203,500

画像提供:一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター

【大人気商品】
高機能カメラ

91％ディスカウント

「安すぎる」
は要注意！
「安すぎる」
は要注意！

「会社概要」
を確認！

「会社概要」
を確認！

注意！注意！

「期間限定」
など

「期間限定」
など

□ 実在する会社名を盗用

□ 所在地がカタカナ　□ 所在地が存在しない

そのサイト偽物ではありませんか？

偽ショッピングサイトに

ニセモノ

登録業者であるかをををををををををををををををををををを

・・・・・・事前警告・・・・・・
通話相手に会話の内容を録音することを事前警告！
→ 通話する前にまっ太フォンが犯人に警告します。

・・・・・・自動録音・・・・・・
いざという時のために通話を開始すると自動録音！
→ 犯人との通話を自動で録音します！

・・・・・・注意喚起・・・・・・
電話に出る前にアナウンスで迷惑電話の注意喚起！
→ 通話の前にまっ太フォンが注意を促します！

・・・・・・着信拒否・・・・・・
登録外の番号や迷惑電話を「着信拒否」！
※　この機能を使用するためには、
　別途電話番号通知サービスへの加入が必要です。
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　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
　092-632-7830にお電話を。
　受付：月曜日～金曜日の
　９時～17時45分（祝日･年末年始は除く）

4つの
すごい
機能！

▶販売価格が大幅に割引（値引き）されている

▶タイムセール等を強調して購入を急がせる

▶会社名を盗用、販売業者の所在地がデタラメ

¥17,900
¥203,500

画像提供:一般財団法人日本サイバー犯罪対策センター

【大人気商品】
高機能カメラ

91％ディスカウント

「安すぎる」
は要注意！
「安すぎる」
は要注意！

「会社概要」
を確認！

「会社概要」
を確認！

注意！注意！

「期間限定」
など

「期間限定」
など

□ 実在する会社名を盗用

□ 所在地がカタカナ　□ 所在地が存在しない

そのサイト偽物ではありませんか？

偽ショッピングサイトに

ニセモノ

登録業者であるかをををををををををををををををををををを

・・・・・・事前警告・・・・・・
通話相手に会話の内容を録音することを事前警告！
→ 通話する前にまっ太フォンが犯人に警告します。

・・・・・・自動録音・・・・・・
いざという時のために通話を開始すると自動録音！
→ 犯人との通話を自動で録音します！

・・・・・・注意喚起・・・・・・
電話に出る前にアナウンスで迷惑電話の注意喚起！
→ 通話の前にまっ太フォンが注意を促します！

・・・・・・着信拒否・・・・・・
登録外の番号や迷惑電話を「着信拒否」！
※　この機能を使用するためには、
　別途電話番号通知サービスへの加入が必要です。

防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル

機能① 機能②

機能
④機能③

(2) (3)
ふくおかふくおかふふふふふ防犯防犯 ふくおかふくおかふふふふふ防犯防犯


