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少年を非行と犯罪の被害から守りましょう!!
〜地域の子どもを地域で守ろう〜

◆毎年７月は、内閣府が主唱する「青少年の非行・被害防止全国強調月間」です◆
●児童の見守り活動や防犯パトロールをする時は、子どもに声かけをしましょう。
●万引きをしない、させない環境をつくりましょう。
地域で守り
育てよう！
●青少年に有害な環境を除去しましょう。
●少年問題への関心を高め、地域の子どもは地域で守り育てましょう。
防犯ボランティア

初発型非行が全体の約7割！
不良行為少年の過半数が中高生！

福岡県の少年非行
刑法犯少年
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内、初発型非行

H27年中

3,028人

1,998人

66％

H26年中

3,488人

2,285人

66％

−460人

−287人

62％
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初発型非行とは？
●少年非行の入り口といわれ、安易に行われる万引き、
オートバイ盗、自転車盗、占有離脱物横領の４つを総称
したものです。
●早い時期に発見し、立直りをさせないと、非行が悪質化、
深刻化していくおそれがあります。
不良行為少年

区

分

少年補導
中学生 高校生 有･無職 その他
人員

H27年中

67,819人 12,701 26,276 27,194 1,648

H26年中

79,223人 17,833 28,588 31,051 1,751

増

減

初発型非行の内訳

788人

578人

総数
1,998人

深夜はいかいや喫煙などの不良行為は、少年からの「非
行のサイン」です。放置すると、本格的な非行へとエスカ
レートするおそれがあります。早期に発見して正しく指導し
ましょう。

非行の芽

■万引き
■オートバイ
盗
■自転車盗
■占有離脱物
横領

275人
357人

不良行為少年の内訳
2,426人

−11,404人 −5,132 −2,312 −3,857 −103

非行へのサインを見逃さない！

H27年中

764人
1,587人
35,705人

総数
67,819人
27,337人

家庭と地域で 摘み取ろう！

H27年中
■深夜
はいかい
■喫煙
■不良交友
■飲酒
■その他
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〜性犯罪抑止に向け大学連携〜

児童を性非行・性被害から守ろう
〜県警察がサイバー補導を強化〜

福岡市東区内の福岡女子大学、福岡工業大学、
同短期大学部、九州産業大学、九州造形短期大学
は、東部地域大学連携を結
んでおり、増加傾向にある
性犯罪を抑止するため、女
子学生のための防犯推進協
議会を４月に結成しました。
このように複数校の女子大生が連携し、自らが
提案して自分達の考えで性犯罪抑止のための防
犯組織を立ち上げたのは、県内で初めてです。
協議会では今後、シンボルマークの制定、女子
大生の目線による防犯マップの作成、
ＳＮＳ等を
活用した情報交換サイトの立ち上げ、合同パト
ロール、防犯教室の自主
開催など様々な活動を
行う予定です。発会式終
了 後 、出 席 者 等 に よ る
初キャンペーンをＪＲ香
椎駅で行いました。

コミュニティサイトで援助交際を求めて補
導された少女が、今年急増しています。
サイトで知り合った相手に会うと、重大な
犯罪に巻き込まれるおそれがあります。

パソコンやスマホ等を子どもに使用させ
る時は、保護者は「約束」を決めましょう！
❶出会い系サイトには、絶対にアクセスしない。
❷知らない人とは、
メール交換をしない。
❸裸や下着の写真は、絶対に送信しない。
❹サイトや掲示板に、個人情報を書かない。
❺サイトで知り合った相手とは、会わない。
❻接続するサイトは、親に確認する。
❼利用料金や使用時間を決める。

※約束を守らない場合は、
携帯電話を使用させない
ことも大事です。

夏 の 防 犯 対 策
侵入盗や性犯罪を防ぐために
●暑い時期は、窓や玄関を開けたままにし、戸締りが無防備になりやすいの
で、警戒心を高めましょう。
●就寝する時は、侵入盗や性犯罪の被害を防ぐため、確実に窓や玄関の戸締りをすることが大事です。

※センサーライトやセンサーアラーム等の防犯機器を活用しましょう！

子どもを犯罪被害から守るために
●子どもが、屋外や商業施設、ゲームセンター等で遊ぶ機会が増え、被害にあう機会も
多くなります。
●子どもと外出した時は、子どもから目を離さないようにしましょう。
●子どもが外出する時は、誰とどこに遊びに行くのか、何時に帰るのか等を確認するこ
とが大事です。 ※防犯ブザーをすぐ使えるように持たせましょう！

平成28年度 福岡県警察官募集案内
福岡県警察では、平成28年度の第２回警察官採用試験を実施します。
試験種類･区分

警察官Ｂ

受付期間

男

性

50人

女

性

11人

武道指導

２人

〜

第２回試験

警察官Ａ

採用予定数

８月31日(水)

男

性

78人

女

性

24人

８月10日(水)

ふっけい君

第１次試験日
・１日目 ９月18日（日）
・２日目 10月上旬〜10月中旬
（該当者のみ）
※武道指導は、第１次試験の全ての種目を
１日目に実施します。

詳しくは、受験案内をご覧になるか、警務課採用センターにお問い合わせください。
なお、県警ホームページに受験案内を掲載しています。
［問い合わせ先］ 福岡県警察本部警務課採用センター ＴＥＬ092-622-0700（直通） 福岡県警採用 検 索
［ホームページ］ http://www.police.pref.fukuoka.jp

危険ドラッグも 薬物も ダメ。ゼッタイ！

福岡県警察サイト
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〜ニセ電話気づかせ隊20団体を県知事が表彰〜
昨年６月に発足した「ニセ電話気づかせ隊」の活動について、特に優れ
ている団体に対する表彰が､５月30日警察本部で､小川県知事並びに吉
田警察本部長出席のもとに行われました。
㈱西日本シティ銀行ゆめタウン大牟田出張所、福岡ひびき信用金庫、
ＪＡ筑紫
金融機関部門
㈱福岡銀行中間支店、㈱福岡銀行相生支店、日本郵便㈱筑後郵便局、九州幸銀信用組合
（10団体）
日本郵便㈱犀川郵便局、㈱西日本シティ銀行大川支店、福岡県南部信用組合
若商河童ガールズ、浄土真宗本願寺派両徳寺、上津校区防犯協会、社会福祉法人長生会
一般部門
福岡市西区民生委員児童委員協議会、福岡市西区老人クラブ連合会、㈲松川タクシー
（10団体）
日蓮宗海宝山妙乗寺、太陽交通㈱、第一生命保険㈱福岡総合支社
表彰式に引き続き、ニセ電話気づかせ隊の活動事例発表が、
３団体の代表者から行われました。
●西銀ゆめタウン大牟田出張所

ニセ電話詐欺警報
警察や役所職員をかたる男からの
ニセ電話が県内で多発しています。
騙されないために、気をつけま
しょう。
地域の力
頑張っています

●若商河童ガールズ

●両徳寺

●あなたの名前や住所が載っている名簿が出回っている
●詐欺グループからあなた名義の通帳を押収した
●医療費の還付金がある
●あなたのマイナンバー情報が流出している
等と公的機関を名乗る者から電話があった時は、
❶相手の名前や部署を確認する。
❷通話を切り、相手の電話番号を調べる。
❸相手先に電話をし、
相手が実在する職員かどうかを確認する。

防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)

●東光校区防犯組合●

●福岡県警友会筑後支部●

(活動地区〜福岡市博多区東光校区)

(活動地区〜筑後市・大川市・大木町)

私達の団体は、活動地区の安全・安心と、地域の
皆様のお役に立ちたいとの思いで、小学校の登下校
時のパトロール等の自主防犯活動に励んでいます。
団体の特徴は、
女性33名が活動に参加しています
ので、女性ならではの企画や発想で犯罪の抑止に力
を発揮したり、
地域一体の活動を継続するために参加
しやすい環境づくりに工夫を凝らしたりしています。
主な活動は、
●週５日の登下校中の見守り活動
●月３回の夜間パトロール
●学生ボランティアとの合同パトロール及びイベ
ントの開催
等です。
本年５月には校区内
の自動車販売店から青
パト１台を寄贈され、更
なる活動の活性化を推
進しています。

私達の団体は、自分達の暮らす地域を自分達の手
でより良くしたいという思いから、警察職員の退職
者が集まり、日々、治安向上のためのボランティア
活動に努めています。
ニセ電話詐欺の被害防止活動では、
４月15日の
年金支給日に、筑後市内の金融機関３店舗で、筑後
署及び防犯協会と共に、被害防止のチラシや福岡県
警友会が作製した啓発グッズを配布し、注意を呼び
かけました。
これからも、ニセ電話詐欺を始め犯罪の防止、少
年の非行防止及び交通安全など、地域の安全安心の
ために、精力的に活動していきます。

電話でお金は、すべて詐欺！ すぐに相談・110番！

