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（1） 2022年（令和4年）4月 第386号防 犯 し ゃ く な げ 回らん

地域安全標語 大丈夫  自信が招く  詐欺被害大丈夫  自信が招く  詐欺被害

銀行等のＡＴＭに行って、

➡  携帯電話で指示されるままに
　ＡＴＭを操作してはいけません
➡  現金を振り込んではいけません

コンビニ等に行って
➡  電子マネーを購入し、携帯電話

で指示されるままに、その番号
を教えたりしてはいけません

　警告機能付き電話録音機や留守番電話機能を活用し
＂詐欺電話に出ない＂ことが被害防止に有効です。

●被害に遭わないために●被害に遭わないために

みんなで つくろう 安心の街みんなで つくろう 安心の街

電話を悪用する者は、録音を嫌います！

警告機能付き電話録音機警告機能付き電話録音機・・留守番電話機能留守番電話機能の活用を！の活用を！

警告機能付き電話録音機

自動音声メッセージ
「この電話は、防犯のため通話内容が録音されます…。」

だまされない自信があっても読んでください！

と思ったら、
そんなことがあったら

多くの高齢者が被害に遭っています。その電話は詐欺です。

「家族」や「警察」にすぐ相談!!

●● お金を落としたので立て替えてほしい お金を落としたので立て替えてほしい
●● あなたのキャッシュカードが犯罪に使われた あなたのキャッシュカードが犯罪に使われた
●● あなたのキャッシュカードが古くて使えない あなたのキャッシュカードが古くて使えない
●● 還付金がある　　　　　 　　　　　　　 還付金がある　　　　　 　　　　　　　などなど

と話す不審電話が
　　かかってきた後、

 おじいちゃん
 おばあちゃん など に を名乗って● 孫（息子）　● 警察

● 銀行協会　● 市役所　など自宅で

「おかしいな」「おかしいな」

自宅を訪ねて来た初対面の人に

➡ 大事な「現金」を渡してはいけません
➡ 「キャッシュカード」を封筒に入れて渡してはいけません
➡ 「キャッシュカード」そのものを渡してはいけません
➡ 「キャッシュカード」の暗証番号を教えてはいけません

孫（
息
子
）

警
　察

市
役
所

銀
行
協
会
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各地区防犯協会・ボランティア団体の活動紹介各地区防犯協会・ボランティア団体の活動紹介

　新入学期となりました。
　真新しいランドセルを背負った小学１年生
が楽しく登校しています。
　庭での水やりや買い物時の「ながら見守り」は、気軽に
できる子ども見守り活動です。
　不審者（車）が近づく隙を与えないなど、子どもたちに
安心感を与えること
ができます。
　地域の皆さん、気
軽にできる「ながら
見守り活動」にご協
力をお願いします。

ネットの安全ルールを守りましょう
　新学期となり、子どもに携帯電話（スマホ等）を持たせる家庭も
あるかと思いますが、家庭での約束事を決めておきましょう。
・一定の金額・時間以上はやらない。
・食事中や団らん中は使用しない。
・保護者に無断でインターネット上で売買しない。
・広告メールや勧誘メールを安易に開かない。
・掲示板やチャットに個人情報を書き込まない。
・フィルタリングを使用する。
※インターネットを悪用した犯罪に遭わないためには違法・有害な
サイトに近づかないことが大切です。フィルタリングを利用すれば、
アダルトサイトや出会い系サイトなど子どもに見せたくないサイト
の閲覧を制限することができます。
　⇒�18歳未満の子どもが使用する携帯電話には、法律でフィルタ

リングの原則加入が定められています。

地域で子どもの見守りを!!

～　作　品　募　集　中　～
　令和４年全国地域安全運動（10月11日～20日）・全国
暴力追放運動に向けて、本年も地域安全ポスター・標語・
青パト活動写真コンクールを実施します。
　優秀作品は、公益財団法人全国防犯協会連合会・全国
暴力追放運動推進センターが公募する全国審査の応募作
として出品されるほか、県内の地域安全活動の広報資料
等として活用されます。
１�課題
◦ポスターの部
　・幅広い世代が参加する

防犯ボランティア活動��
◦標語の部
　・幅広い世代が参加する

防犯ボランティア活動
　・暴力団への加入阻止
◦青パト活動写真の部
　・�青色回転灯装備車の活動
中の写真

２�応募区分
　・小学生の部・中学生の部
　・高校生・一般の部
　※青パト活動写真は、一括審査
３�締切��５月24日（火）
　　各地区防犯協会連合会事務局（各警察署）必着
　※�応募の詳細は、募集チラシ又は公益社団法人福島県防犯協会連合会の

ホームページ（https://www.bouhanfukushima.com）をご覧ください。
～ 多数の応募をお待ちしています ～

令和４年 全国地域安全運動・全国暴力追放運動令和４年 全国地域安全運動・全国暴力追放運動
「ポスター・標語・青パト活動写真コンクール」「ポスター・標語・青パト活動写真コンクール」

　いわき南地区防犯協会連合会錦防犯協会では、令和３年10月11日、全国地域安全運
動の一環として、なりすまし詐欺被害防止啓発用マスクを配布しながら広報活動を実
施しました。
　活動は、音声案内機を活用するなど感染防止対策を徹底して行われましたが、協会
員の「被害に遭ってほしくない」という気持ちが多くの人に届く効果的な活動となり
ました。

　会津若松地区金融機関防犯協会は、昭和39年12月２日に結成
され、現在、会津若松市内の金融機関68店舗で構成されています。
　毎年、大きな社会問題となっている「なりすまし詐欺」の被
害防止活動に特に力を入れており、店舗窓口やＡＴＭコーナーで
の高齢者への声かけや警察と連携しての広報キャンペーンを積
極的に実施しています。

  伊達市防犯協会連合会保原支部は、例年、高齢者被害のなりすま
し詐欺や万引き事案が多発する保原町の中心街を管轄しています。
　令和３年中は、コロナ禍のため思うような広報活動ができませ
んでしたが、支部員が一致団結し、伊達警察署と連携しながら、
なりすまし詐欺の被害防止や万引き防止広報を推進して地域に貢
献しました。

伊達市防犯協会連合会保原支部（伊達市）

会津若松地区金融機関防犯協会（会津若松市）

いわき南地区防犯協会連合会錦防犯協会（いわき市）

昨年のポスター

昨年の青パト写真
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　私たちの身近なところで発生している「万引き」や「自転車盗難」の発生件数は、令和３年中に福島県内で発生し
た窃盗犯4,574件のうち、1,830件（内訳～万引き1,219件、自転車盗難611件）で、窃盗犯の約40％となっています。
　万引きや自転車盗難は、軽視されがちですが、少年非行の入口になる犯罪です。また、万引きは、近年、高齢者を
中心に大人の割合が９割を超える憂慮される状況です。
　窃盗犯の約４割を占める身近な犯罪を防止して、安全で安心な地域社会を作りましょう。

万引き
＜令和３年の認知件数＞　　　
　1,219件（前年比＋33件、＋2.8％）
＜特徴＞�
◦�高齢者を含む
大人の犯行が
97%弱��

◦�食料品類の被
害が約５割

＜対策＞
◦�「万引き」は、たかが「万引き」と軽視されがちですが、
10年以下の懲役叉は50万円以下の罰金となる犯罪です。
　�「万引き」は、「しない」、｢させない」、「許さない」とい
う社会意識を醸成しましょう。

◦�子どもには「許されない犯罪」であるこ
とを、毅然としてしっかり教えましょう。
★�昨年中の万引き事件の約97％が、大人
の犯行です。大人には、子どもたちの
模範となる行動が求められています。

自転車盗
＜令和３年中の認知件数＞
　611件(前年比－64件、 －9.5％）
＜特徴＞�
◦�中高校生を中
心に学生の被
害が6割強����
◦�施錠なしが7
割弱
＜対策＞
◦�防犯性能の優れたシリンダー錠を使いましょう。
◦短時間でもしっかり鍵をかけましょう。
◦�ワイヤー錠、チェーン錠などを使って、
二重ロックにしましょう。
◦管理された駐輪場に止めましょう。
◦きちんと防犯登録を行いましょう。
※ 自転車の防犯登録は、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策

の総合的推進に関する法律」により、登録が義務づけられています

★�新入学期になりましたが、被害の多い、生徒・学生さん
の被害防止意識の向上が求められます。

　なりすまし詐欺の被害がなかなかなくならない。新聞に
も「防げ‼成り済まし」というコーナーもあるくらいで、今
日見た新聞にも僕の住む須賀川で不審電話があったと記事
に載っていた。僕の祖父母（じじとばば）の住む玉川の家
にも「なりすまし詐欺」の電話がかかってきたことがある。
　「おれだけど、会社のお金をなくしてしまったから、今か
ら郡山駅にお金を持ってきてほしい。」
　じじが電話に出た。「誰だ？」と言ったら相手は聞き取れ
ない言葉をもごもご言っていたそうだ。名前を言わない相
手にじじがだんだん怒ってきて「〇〇か？」とおじさん（父
の弟）の名前を言ってしまった。そうしたら相手もそれに合
わせてきた。おじさんの職業は会社員ではないので、「おか
しいな？」とばばは思ったそうだ。でもおじさんが心配だか
ら・・・という気持ちの方が強くてＪＡにお金を下ろしに行っ
た。定期預金を解約しようとしたところ、ＪＡの職員の人が
変と思って警察に通報してくれた。おじさんや僕のお父さ
んのところに確認の電話がきて、なりすまし詐欺だというこ
とが分かった。被害はなかったけど、お金を取られていて
もおかしくないところだった。
　なりすまし詐欺を防ぐために、まず家族との連絡をしっ
かり取れるようにしておくことが大事だ。僕の祖父母は、父
方も母方もどちらも祖父母だけで暮らしている。二人暮ら
しだ。いっしょに暮らしていなくて、あまり連絡もしていな
いと、子どもから「お金を持ってきてほしい。」という助け

を求める電話があったら助けてあげ
たくなってしまうのではないかと思
う。知らない番号からの電話でも「電
話番号が変わった。」と言われると
信じてしまうかもしれない。本当に
電話番号が変わったときにはちゃん
と連絡するようにしていれば、そん
な言葉にはだまされなくなる。祖父母の家でも、詐欺の被
害にあいそうになった後には、お父さんやおじさんの連絡
先を紙に書いてはっておくことにした。変な電話があったと
きは必ず確認をするように決めた。
　他の対策として、電話を留守番電話に設定しておくのが
よいと思う。知らない番号からの電話は留守番電話の録音
になるのを待つ。そして、相手と用件が分かってから出れ
ばいい。詐欺の犯人だったらメッセージを残すことはない
し、そのあとも電話をかけてこなくなるかもしれない。
　調べてみたら、令和２年のなりすまし詐欺の被害額は約
280億円だった。ここ数年は被害が減っているけど、まだま
だなくなっていない。玉川に電
話をかけてきた犯人もつかまっ
ていない。悪い犯人たちにもう
だまされないために、はなれて
いてもまめに連絡して、家族の
きずなで防ぐのが一番だ。

　「なりすまし詐欺」を防ぐには� 須賀川市立第二小学校６年　近
こんない

内 正
まさひで

英
最優秀作品

（小学生の部）

身近な犯罪を防止しましょう!!身近な犯罪を防止しましょう!!

犯人の年代 被害品

高齢者に
よる犯行が
約 5割！

食料品類の
被害が
約 5割！

高齢者
（65歳以上）
47.0％

食料品類
50.7％

化粧品類
9.8％

その他
25.5％家電製品類

2.9％

医薬品
3.8％

衣料品類
7.4％

少年
（20歳未満）
3.1％

成人
（20歳以上
65歳未満）
49.9％

被害者職業 施錠の有無

学生の
被害が
約 6割！

施錠なしの
被害が
約 7割！

施錠なし
67.8％

高校生
43.0％

その他
36.3％

大学生
9.5％

中学生
6.9％

施錠あり
32.2％

専修学
校生等
4.3％
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　公益社団法人　福島県防犯協会連合会では、より充
実した活動を行うため、賛助会員を募集しています。
　寄附金や賛助会費は．税制上の優遇措置を受けるこ
とができます。皆様のご協力をお願いいたします。入
会手続きの詳細は、当連合会のホームページ（https://
www.bouhanfukushima.com）をご覧ください。

賛助会員募集中

地域安全標語 あなたにも  かかってくるかも  その電話あなたにも  かかってくるかも  その電話

「福島県自転車防犯登録推進協会」からのお願い

　自転車防犯登録は、法律で義務づけられています。
自転車防犯登録は、自転車盗難被害の防止とともに、
被害回復に役立ちます。
　購入や譲り受けた際は新規防犯登録を、廃棄や
人に譲った際は抹消登録をしましょう。
　手続きの詳細は、福島県防犯協会連合会のホームページをご覧ください。

自 転 車 防 犯 登 録必ずしましょう!!必ずしましょう!!

　公益社団法人福島県防犯協会連合会は、寄附や会員の皆様の会費等により、犯罪の防止、青少年の非行防止、覚醒剤等薬物乱用防止、自転
車盗難の防止、風俗環境の浄化などに取り組んでいますが、賛助会員として、次の方々に地域安全活動や運営等にご支援・ご協力をいただい
ております。今後とも変わらぬご協力を賜りますようお願い申し上げます。。� 令和4年3月末現在

皆様のご支援・ご協力に感謝申し上げます

2 賛助会員（団体・企業） 　

（県北方部） 　
一般社団法人福島県医師会 （福島市）
一般社団法人福島県銀行協会 （福島市）
一般社団法人福島県警備業協会 （福島市）
一般社団法人福島県警友会 （福島市）
一般社団法人福島県建設業協会 （福島市）
一般社団法人福島県交通安全協会 （福島市）
一般社団法人福島県猟友会 （福島市）
公益社団法人日本防災通信協会福島県支部 （福島市）
公益社団法人福島県歯科医師会 （福島市）
公益社団法人ふくしま被害者支援センター （福島市）
福島県ゴルフ連盟 （福島市）
福島県再生資源商工組合 （福島市）
福島県JA共済事業防犯対策連絡協議会 （福島市）
福島県自動車販売店協会 （福島市）
福島県信用金庫協会 （福島市）
福島県社交飲食業生活衛生同業組合 （福島市）
福島県商工会議所連合会 （福島市）
福島県警察官友の会連合会 （福島市）
福島県中古自動車販売協会 （福島市）
福島県防犯設備協会 （福島市）
福島県旅館ホテル生活衛生同業組合 （福島市）
福島地区遊技業協同組合 （福島市）
旭産業株式会社 （福島市）
株式会社朝日総合企画 （福島市）
有限会社安彦染工場 （福島市）
株式会社阿部紙工 （福島市）
株式会社いちい （福島市）
株式会社エフエム福島 （福島市）
大槻電設工業株式会社 （福島市）
菅野建設株式会社 （福島市）
株式会社キャビンプラザ （福島市）
株式会社クラシマ （福島市）
グランド商事株式会社 （福島市）
小林土木株式会社 （福島市)
有限会社櫻井運送 （福島市）
ザ・セレクトン福島 （福島市）
佐藤工業株式会社 （福島市）
三和シャッター工業株式会社福島北営業所 （福島市）
株式会社宍戸工務店 （福島市）
有限会社シャダイ （福島市)
株式会社商工組合中央金庫福島支店 （福島市）
有限会社杉妻自動車学校 （福島市）
有限会社鈴木商事 （福島市）
損害保険ジャパン株式会社福島支社 （福島市）
株式会社第一印刷 （福島市）
第一温調工業株式会社 （福島市）
第一環境株式会社福島事務所 （福島市）
株式会社ダイユーエイト （福島市）
株式会社たいよう共済福島支店 （福島市）
タカラ印刷株式会社 （福島市）
株式会社たまのや （福島市）
株式会社テレビユー福島 （福島市）
株式会社東興 （福島市）
株式会社東邦銀行 （福島市）
東北電力株式会社福島支店 （福島市）
東北労働金庫福島県本部 （福島市）
株式会社ドコモCS東北福島支店 （福島市）
株式会社東横イン福島駅東口Ⅰ （福島市）
株式会社東横イン福島駅東口Ⅱ （福島市）
株式会社中松商会東北支店 （福島市）

1 正会員
福島地区防犯協会連合会
福島北地区防犯協会連合会
桑折地区防犯協会連合会
伊達市防犯協会連合会

川俣地区防犯協会連合会
二本松地区防犯協会連合会
本宮地区防犯協会連合会
郡山地区防犯協会連合会

（県北方部）
岩井　雄一
笠原　壽一
木須　清市
今野　　大

3 賛助会員（個人）

株式会社日新土建 （福島市）
日本中央競馬会福島競馬場 （福島市）
ネッツトヨタ福島株式会社 （福島市）
ハイテック株式会社 （福島市）
東日本電信電話株式会社福島支店 （福島市）
福島会計プランニング （福島市）
福島ガス株式会社 （福島市)
株式会社福島銀行 （福島市）
福島信用金庫 （福島市）
福島テレビ株式会社 （福島市）
福島トヨタ自動車株式会社 （福島市）
株式会社福島丸公 （福島市)
福島民報社 （福島市）
福島民友新聞社 （福島市）
福島ヤクルト販売株式会社 （福島市）
富士印刷有限会社 （福島市）
株式会社文化堂 （福島市）
株式会社北星商事 （福島市）
マツキドライビングスクール福島飯坂校 （福島市）
丸藤ガラス株式会社 （福島市）
有限会社三浦商店 （福島市）
株式会社民報印刷 （福島市）
株式会社メディアシステム （福島市）
株式会社やどや （福島市）
株式会社山川印刷所 （福島市）
有限会社山岸建設 （福島市）
株式会社吉田運輸 （福島市）
社会福祉法人ライフ・タイム・福島 （福島市）
株式会社ラジオ福島 （福島市）
株式会社ロックファミリー （福島市）
宮崎運輸株式会社 （伊達市）
有限会社本陣サテライトあだたら （二本松市）
斎藤運輸工業株式会社 （川俣町）

（県中方部） 　
一般社団法人生命保険協会福島県協会 （郡山市）
郡山商工会議所 （郡山市）
福島県カラオケボックス防犯協会 （郡山市）
福島県自転車軽自動車商工協同組合 （郡山市）
福島県信用組合協会 （郡山市）
福島県遊技業防犯協力会連合会 （郡山市）
有限会社アイディアルグループ （郡山市）
株式会社アイワコーポ （郡山市)
株式会社アラジン （郡山市）
ALSOK福島株式会社 （郡山市）
株式会社栄楽館 （郡山市）
鍵錠 （郡山市）
郡山運送株式会社 （郡山市）
学校法人郡山開成学園 （郡山市）
株式会社郡山自動車学校 （郡山市）
株式会社郡山水産 （郡山市）
郡山木材有限会社 （郡山市）
宗教法人常居寺 （郡山市）
昭和ドライバーズカレッジ （郡山市）
株式会社西部開発 （郡山市)
西部自動車学校 （郡山市）
ゼビオコーポレート株式会社 （郡山市）
株式会社大東銀行 （郡山市）
株式会社中央総合自動車学校 （郡山市）
つばめグループ株式会社中原商事 （郡山市）
東北アルフレッサ株式会社 （郡山市）
株式会社東北ナヴィスソリューション （郡山市）

齋藤　英明
佐藤　貞幸
鈴木　健一
田代　　均

トヨタカローラ福島株式会社 （郡山市）
名木製帽店 （郡山市)
日本大学工学部 （郡山市）
株式会社ニラク （郡山市）
ネッツトヨタ郡山株式会社 （郡山市）
ネッツトヨタノヴェルふくしま株式会社 （郡山市）
東日本ダイワ株式会社 （郡山市）
株式会社福島中央テレビ （郡山市）
福島トヨペット株式会社 （郡山市）
株式会社福島放送 （郡山市）
株式会社富久山自動車教習所 （郡山市）
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン株式会社福島支社（郡山市)
有限会社ふじ旅館 （郡山市）
ヤマト運輸株式会社郡山主管支店 （郡山市）
有限会社横山ビル （郡山市）
株式会社ヨークベニマル （郡山市）
石橋建設工業株式会社 （本宮市）
福島県アミューズメント施設営業者協会 （須賀川市）
株式会社南部自動車学校 （須賀川市）
株式会社田村自動車学校 （田村市）
株式会社タツミ電工 （三春町）
福浜大一建設株式会社三春支店 （三春町）
本宮自動車学校 （大玉村）
株式会社PLANTSUPERCENTARPLANT5大玉店 （大玉村)

（県南方部） 　
株式会社南湖自動車学校 （白河市）
株式会社MIRAIE （白河市）
水谷工業株式会社 （石川町）

（会津方部） 　
医療法人健心会えんどうクリニック （会津若松市）
オリックスホテルマネジメント㈱御宿東鳳 （会津若松市）
株式会社リオン・ドールコーポレーション （会津若松市）
第一総合ホールディングス株式会社
喜多方ドライビングスクール （喜多方市）
公益財団法人野口英世記念会 （猪苗代町）
佐久間建設工業株式会社 （三島町）
五十嵐建設株式会社 （下郷町）
有限会社東洋車体 （下郷町）

（いわき方部） 　
福島県信用漁業協同組合連合会 （いわき市）
小名浜海陸運送株式会社 （いわき市）
北関東空調工業株式会社 （いわき市）
株式会社クレハ環境 （いわき市）
常磐興産株式会社 （いわき市）
株式会社平中央自動車学校 （いわき市）
東洋システム株式会社 （いわき市）
株式会社ネクセライズ小名浜事業所 （いわき市）
株式会社勿来製作所 （いわき市）
株式会社マルト （いわき市）

（相双方部） 　
相馬商工会議所 （相馬市）
五洋建設株式会社東電福島営業所 （富岡町）
西松・五洋・フジタ特定建設工事共同企業体（富岡町）
株式会社エイブル （広野町）

（県外） 　
東北遊技機商業協同組合 （仙台市）
セブンイレブン目黒柳通店 （東京都）
株式会社マルハン （京都府）
ヤマショウ株式会社 （愛媛県）

渡邉　和也
氏家　知則

（県中方部）
影山　秀樹
千葉　　昇

（会津方部）
古川　幸治
渡辺　敏幸

佐藤　方則
前後　　公

※�匿名を希望された団体・企業、個人の方は、掲載を控えさせていただいております。

郡山北地区防犯協会連合会
須賀川地区防犯協会連合会
白河地区防犯協会連合会
石川地区防犯協会連合会

東白川防犯協会連合会
田村地区防犯協会連合会
会津若松地区防犯協会連合会
猪苗代地区防犯協会連合会
喜多方地区防犯協会連合会

会津坂下地区防犯協会連合会
会津美里地区防犯協会
南会津防犯協会連合会
いわき中央地区防犯協会連合会
いわき東地区防犯協会連合会

いわき南地区防犯協会連合会
富岡地区防犯協会連合会
浪江地区防犯団体連合会
南相馬地区防犯協会連合会
相馬地区防犯協会連合会

佐藤　　勤
芳賀　　優

室井　正義
（いわき方部）
井出　勝人


