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(1)令和４年12月号　Ｎｏ.805 ～回覧・掲示等でご活用下さい～
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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

年末年始特別警戒活動実施中
みんなで防犯！師走の犯罪や事故を防ぎ、安全で明るい新年を迎えましょう！！

昨年１２月、福岡県内で刑法犯１，９６３件
（１日当り約６３件）が発生しています。
★　警察では、１２月から年始にかけて年末年
始特別警戒活動を推進し、防犯協会、自治

体、防犯ボランティア、事業者等とも連携・協

力して、犯罪や事故の防止に取り組みます。

★　皆様の地域で事件・事故が起きないよう
に、戸締り・鍵かけ・夜道の注意など、一人ひ

とりが防犯意識を高め、「ながら防犯」や

自分達でできる防犯活動に、みんなで取り

組みましょう。

博多警察署・博多防犯協会

ふっけい君ふ

★　車の中（外から見える場所）には、バッグ等
　を置いたままにしないでください！

★　短時間でも車から離れるときには、
　必ずカギを掛けましょう！

防犯登録で
自転車の盗難防止！

駐輪場のポールや
柵にツーロックで
しっかり固定！

「自転車盗」「車上ねらい」の被害が増えています！

電動アシスト自転車の
バッテリーも

カギを掛けワイヤー錠で
ツーロック！

（在宅時は屋内で
保管しましょう）

令和４年１～９月 ２割以上の
増加！

自転車盗～５,０３２件（前年同期比＋９９４件）
車上ねらい～６５８件（前年同期比＋１３９件）

金目の物が　  
入っているかも・・・

貴重品は入ってないし
すぐに戻るからカギを
かけなくてもいいか！
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【八幡西】星琳高校と協働しＪＲ黒崎駅前
で子供・女性の犯罪被害防止キャンペー
ンを実施。高校生と教員らが防犯ブ
ザー、防犯グッズを配布して注意喚起。

【小郡】市役所、警友会等と協働し
如意輪寺で「無事にかえるキャン
ペーン」を実施。安全祈願した防犯
グッズを配布し、広く市民に広報。

【筑後】市内７６行政区に「特殊詐欺被
害防止」等のぼり旗を配布。警友会と
協働でニセ電話やネット詐欺の被害
防止とながら防犯の活動促進を広報。

【大川･大木】大川ハゲます会、警友会
等と協働し大型店舗でニセ電話詐欺
防止キャンペーンを実施。啓発チラ
シ、防犯グッズを配布して注意喚起。

【門司】門司区役所等と協働で全国地
域安全運動門司大会を開催。主催者
挨拶、表彰報告、防犯寸劇を行い、終
了後は暴追シュプレヒコールを実施。

【田川】伊田小学校３年生が、県立大学生、
地域ボランティアと協働し地域安全マッ
プを作成。完成したマップを商店街に展
示して、子供達から地域住民へ情報発信。

【小倉北】小倉北署で青パト研修会を開
催。参加した１２団体は犯罪の発生状況等
の研修や活動報告を実施。終了後に出発
式を行い各地域へ一斉パトロールに出発。

【博多】年金支給日に金融機関のＡＴＭ
コーナーでニセ電話詐欺被害防止キャ
ンペーンを実施。独自に作成した地域安
全腕章を身に着け利用客に注意喚起。

【福岡南】県宅建協会南部支部から寄贈
された青パトの贈呈式を同支部で開
催。受領する長住校区防犯ボランティ
アの代表が集まり謝辞と決意を表明。

【糸島】警友会と協働し商業施設及び金
融機関ＡＴＭ前でニセ電話詐欺被害防止
キャンペーンを実施。利用客に防犯グッ
ズ、啓発チラシ等を配布して注意喚起。

【城南】福大生と協働して大学構内駐
輪場で自転車盗難防止キャンペーン
を実施。防犯診断後、オリジナル荷札
とワイヤー錠を配布して注意喚起。

【西福岡】区役所と協働して福岡西郵便
局でニセ電話詐欺防止キャンペーンを
実施。防犯スイングＰＯＰを作成し民生
委員を通じて各高齢者宅訪問時に交付。

ながら防犯



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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◆尾倉第二自治区会・生活安全パトロール隊◆
(活動地区～八幡東区西本町1･2丁目、春の町4･5丁目)

◆警友会小郡・三井支部◆
(活動地区～小郡市、三井郡大刀洗町)

　私達の団体は、「安全・安心な町づくり」を目指

して、

● 春の町交番と協働の夜間パトロール(年５回)

● 登校時間帯の児童見守り活動

● 高齢者対象の交通教室

● 春の町交番と駅前交番の連絡協議会参加

等の活動を行っています。

　新型コロナウィルス感染拡大の影響で、参加人

員を制限しての活動が余儀なくされていますが、

地域の「安全・安心を守る」という意識のもと、日

夜パトロール等に取り組んでいます。

　これからも、地域の皆様の安全で安心な生活

を守るため、前に向かって活動してまいります。

　私達の団体は、警察職員の退職者が集まり、警
察活動への支援・協力を通じ安全で安心なまち
づくりのボランティア活動に努めています。
　主な活動として
● 青パトによる地域防犯活動
● 小郡警察署との協働キャンペーン
● 暴力団追放決起大会への参加
などがあります。
　また、当支部には、平成２０年５月に発足した
「花の警友一座」があり、生活安全・交通等の講話
と連携し、各自の持ち芸を披露、明るいまちづく
りに貢献することを目的に活動しています。
　活動回数は、発足以来３５０回を超え、更に活
動を継続して、安全・安心まちづくりのために頑
張ります。

ふるさと納税の偽サイトに注意！

福岡県警察 サイバー犯罪対策課 福岡県警察本部 少年課

　正規のふるさと納税サイトを無断でコピー
し、偽の口座に寄附金を振り込ませようとす
るなどの悪質な偽サイトが確認されています。

★　少年警察ボランティア（少年補導員、少年
　指導委員）は、少年の非行防止や健全育成
　に欠かせない大切な存在で、警察と協力して
　街頭補導活動などの活動を推進しています。
★　また、少年と年齢が近い大学生が、「少年
　警察学生サポーター」として、警察や少年補
　導員と協働で、学習指導など、学生の特性を
　活かした立ち直り支援活動を行っています。

地域の少年は、地域で守り育てる！

輝け少年！守り育てる地域の力

るさと納税
そのサイト本物ですか!?

偽サイトで購入してしまうと・・・

　少しでもおかしいと思ったら、
自治体や警察に相談しましょう！

ふ

▶　寄附金額を割引することや値引きするこ
　とはありません。
▶　自治体の公式ホームページからアクセス
　して利用しましょう。

被害に遭わないために

指定された口座に振り込んだのに
商品が届かない！

クレジットカード決済にしたら
身に覚えのない使用履歴が！

県・市町村
学校

関係団体等

連 携

少年警察
ボランティア
少年補導員･
少年指導委員

警察本部
少年サポート
センター
警察署

様々な悪質商法にご注意！福岡県警察年頭視閲式のご案内

息子や孫などの親族を名乗ったオレオレ詐欺に注意 防犯ポイント

【お問い合わせ先】
福岡県警察本部教養課
☎０９２-６４１-４１４１（内線2743）

　令和５年福岡県警察年頭視閲を行います！
　福岡県警察の威風堂々たる勇姿を是非ご覧
ください。
　県民の皆様、多数のご来場をお待ちしています！

　福岡県内でも、様々な消費者トラブルが後
を絶ちません。最近の事例を紹介します。
★ 屋根、外壁、水回りなどの住宅修理
　無料点検等と親切を装って突然訪問し、「今
直さないと大変なことになる」等と不安をあ
おり契約させる。
　 住宅修理の際は複数業者から見積りをとる。
★ 保険金で住宅修理できると勧誘する
　台風等の災害発生後「火災保険を使って自
己負担なく住宅の修理が出来る」等と勧誘し、
高額なサポート料を請求する。
　 保険契約内容を確認、自ら保険会社に相談。
★ 健康食品や化粧品、医薬品の定期購入
　「一回限りのお試し」と思ってインターネッ
トで注文したら、定期購入の契約だった。
　 注文前に販売サイト画面を確認し、返品や
　契約解約条件、連絡先を確認する。
　契約の際は、その場で即決せず、周りの人に
相談してから決めましょう。
　不安に思ったり、困った時は、一人で迷わず、
警察や消費者生活センターに相談しましょう。

犯人は電話で、息子を名乗り
「風邪をひいて、喉の調子がおかしい…」
と声が変わっていることをごまかし
「株の運用に失敗して会社の金に手を
付けた」
などと言って、現金を用意させます。

犯人は、
「仕事があるので、上司に取りにいって
もらう」
などと言って代理人を向かわせ、現金
をだまし取ります。

その後、被害者が本当の息子と連絡を
すると、そんな電話はしていないこと
が分かり、自分がだまされたことに気
づきました。

犯人は、
「警察に捕まるから、引き出し理由をご
まかして」
などと言い、銀行員に疑われないよう
にします。

消費者ホットライン：188（いやや）

　詳細は、県警ホームページで

※ 入場無料で、ご自由に入場できます。
※ 車でお越しの方は、有料駐車場をご利用ください。
※ 情勢によっては、内容を変更する場合があります。

令和5年1月10日(火)
午後2時00分～
　　　午後3時00分

福岡PayPayドーム
(福岡市中央区
　　 地行浜2-2-2)

☆年頭視閲
　警察部隊分列行進車両行進等
☆ふれあい広場
　白バイ・パトカーとの記念撮影等

日
時

内
容

場
所

ニセ電話詐欺の被害状況　（令和４年９月末現在）

)

県内の被害実態
（前年同期比）

・被害件数 :
・被 害 額 :

 239 件　（＋21 件）
 6 億1,750 万円
（＋2億2,916 万円）

阻止状況
・阻止件数 :
・阻 止 額 :

ふりこません兵衛

 398 件（－26 件）
 1 億283 万円
  （－1,350 万円）

福
令和

① ②
③ ④

① あらかじめ把握し
ている親族の電話番号
に電話して確認しま
しょう。

息子の上司など
面識のない人にお金を
渡してはいけません。
面識の

②

③ 少しでもお金の話
が出たら、電話を

切り、すぐに
家族や警察に
相 談 をしま
しょう。

◯◯くん ・・・

◯◯くんの
代わりに
来ました！

お願いします！
嘘でしょ・・・？

リフォーム代
結婚祝い

えーっ！？
僕、そんな電話
　　　してないよ

））

少年補導員
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　契約の際は、その場で即決せず、周りの人に
相談してから決めましょう。
　不安に思ったり、困った時は、一人で迷わず、
警察や消費者生活センターに相談しましょう。

犯人は電話で、息子を名乗り
「風邪をひいて、喉の調子がおかしい…」
と声が変わっていることをごまかし
「株の運用に失敗して会社の金に手を
付けた」
などと言って、現金を用意させます。

犯人は、
「仕事があるので、上司に取りにいって
もらう」
などと言って代理人を向かわせ、現金
をだまし取ります。

その後、被害者が本当の息子と連絡を
すると、そんな電話はしていないこと
が分かり、自分がだまされたことに気
づきました。

犯人は、
「警察に捕まるから、引き出し理由をご
まかして」
などと言い、銀行員に疑われないよう
にします。

消費者ホットライン：188（いやや）

　詳細は、県警ホームページで

※ 入場無料で、ご自由に入場できます。
※ 車でお越しの方は、有料駐車場をご利用ください。
※ 情勢によっては、内容を変更する場合があります。

令和5年1月10日(火)
午後2時00分～
　　　午後3時00分

福岡PayPayドーム
(福岡市中央区
　　 地行浜2-2-2)

☆年頭視閲
　警察部隊分列行進車両行進等
☆ふれあい広場
　白バイ・パトカーとの記念撮影等

日
時

内
容

場
所

ニセ電話詐欺の被害状況　（令和４年９月末現在）

)

県内の被害実態
（前年同期比）

・被害件数 :
・被 害 額 :

 239 件　（＋21 件）
 6 億1,750 万円
（＋2億2,916 万円）

阻止状況
・阻止件数 :
・阻 止 額 :

ふりこません兵衛

 398 件（－26 件）
 1 億283 万円
  （－1,350 万円）

福
令和

① ②
③ ④

① あらかじめ把握し
ている親族の電話番号
に電話して確認しま
しょう。

息子の上司など
面識のない人にお金を
渡してはいけません。
面識の

②

③ 少しでもお金の話
が出たら、電話を

切り、すぐに
家族や警察に
相 談 をしま
しょう。

◯◯くん ・・・

◯◯くんの
代わりに
来ました！

お願いします！
嘘でしょ・・・？

リフォーム代
結婚祝い

えーっ！？
僕、そんな電話
　　　してないよ

））

少年補導員


