
不良行為少年の補導状況 （H28年中 58,759人）

初発型非行の検挙補導状況 （H28年中 1,522人） 
※刑法犯少年全体の約６割

※占有離脱物横領は自転車が約84％　※小学生は万引きが約58％
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防犯防犯ふくおか

七夕の　飾りの下を　パトロール！

平成29年７月号　Ｎｏ.740 ～回覧・掲示等でご活用下さい～

少年を非行と犯罪の被害から守りましょう！！
～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」～

●不良行為や初発型非行を防ぎましょう。　

●覚せい剤、大麻、危険ドラッグ等の乱用を防ぎましょう。

●万引きをしない、させない環境をつくりましょう。

●青少年に有害な環境を取り除きましょう。

●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。

　　子どもに
・して良いこと
・して悪いこと
　の規範意識を
　持たせよう！

ダメなこと
は

してはダメ
！

非行へのサインを
見逃さない！

　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」。
　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、正し
い方向に指導しま
しょう。

初発型非行とは？

●少年非行の入り口
　と言われ､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つの非行
　を言います。 

●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。

●行為別内訳● ●学職別内訳●

■深夜はいかい
■喫煙
■不良交友
■飲酒
■怠学
■その他

■小学生
■中学生
■高校生
■その他
■有職
■無職
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●行為別内訳● ●学職別内訳●

■万引き
■オートバイ盗
■自転車盗
■占有離脱物
　横領

■小学生
■中学生
■高校生
■その他
■有職
■無職
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だまされないで　あの手この手の　ニセ電話！
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　性被害防止のため、インターネット上のコ
ミュニティサイトを検索し、「援助交際を求め
る」「下着売ります」等の書き込みをした少年
を４月末(暫定値)で69人（前年同期比＋61
人）も補導しています。

★書き込まない！
　インターネット上に、出会いや援助交際等
　を求める書き込みをしない。

★掲載しない！
　インターネット上に、氏名・住所等の個人
　情報や、顔・身体等の写真を掲示しない。

★会わない！
　インターネット上
　で知り合った相
　手と、安易に会わ
　ない。

　県内の性犯罪認知件数は、
４月末で87件（前年同期比－
24件）と減少していますが、
全国的に見ると件数は多く、
十分注意が必要です。

●外出時…一人歩きは「警戒心」を忘れずに！
・防犯ブザーを周りから見えるように持つ。
・スマホを使いながらのながら歩きはしない。
●帰宅時…常に油断をせず、鍵かけ心がけ！
・玄関の鍵を開ける前に、周囲を確認する。
・自宅に入れば、すぐに鍵をかける。
・就寝時は、窓を閉めて鍵をかける。
●来客時…すぐに玄関を開けない！
　ドアスコープやドアチェーンを
　かけたままで相手を確認する。
などの防犯対策をとりましょう。

●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。

知ってる人でも、親に黙って
ついて行っては、いけません！

防犯ブザーをすぐ使えるようにして
持たせましょう！

平成29年度 福岡県警察官募集案内
ふっけい君福岡県警察では、平成29年度の第２回警察官採用試験を実施します。

●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。
　［問い合わせ先］  福岡県警察本部警務課採用センター  TEL 092-622-0700（直通）

●県警ホームページに受験案内を掲載しています。 
　［ホームページ］  http://www.police.pref.fukuoka.jp

福岡県警察 採用 検  索検  索

採用予定数 受付期間

43人
10人
２人
78人
27人

男　　性
女　　性
武道指導
男　　性
女　　性

警察官Ａ

警察官Ｂ

第１次試験日

・１日目  ９月17日（日）
・２日目 10月上旬～10月中旬（該当者のみ）
　
※武道指導については、第１次試験の全ての
　種目を１日目に実施します。

第
２
回
試
験

試験の種類

採用センターHP

８月10日(木)

８月31日(木)

～

被害にあわないために

夏  の  防  犯  対  策

被害にあわないためのポイント

～福岡県警 サイバー補導 実施中～

子どもを犯罪被害から守りましょう！

就寝時は、窓を閉めて鍵をかける。

×××サイト



消費生活セ
ンターだより消費生活セ
ンターだより

Prepaid
 Card

防犯パトロールで　家庭も地域も　守ります！
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防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)
●東ケ丘防犯部●

(活動地区～太宰府市東ケ丘地区)

　私達の団体は、区域の安全安心を願って平
成22年に有志16名で結成し、防犯パトロール
を始めました。
　当初は部員の自家用車で青パト隊を立ち上
げ、平成27年に区民寄贈の青パトが加わって
からは、より活発な防犯活動を行っています。
　主な活動は、毎月第２・４金曜日の夕方のパ
トロールと、年末夜間の特別パトロールで、自
治会役員・区民有志・子供達など毎回20名以
上が参加しています。
　活動はコミュニケーションの場にもなって
おり、これからも青パトでの防犯パトロールを
増やし、地域の安全安心まちづくりのために
頑張っていきます。

　相談事例　携帯電話に「有料動画の未納料
金を本日中に支払わなければ法的措置をと
る」旨のメールが届いた。
　見た覚えはないので連絡先に電話すると、
「コンビニで５万円分の電子マネー（サー
バー型プリペイドカード）を購入してカード
の番号をメールで送るよう
に」と言われた。
　無視しても良いだろう
か？

　アドバイス　これは「未
払い金がある」と言って支払いを強要する架
空請求事案です。
　相手に連絡すると個人情報が伝わり、次々
と請求を受けるので、このようなメールは無
視しましょう。
　もしもカード番号を伝えた場合は、購入時
のレシートを準備し、すぐにカードの発行会
社に連絡してください。

　「有料動画サイトの登録料や料金が未納」
等とメールでだます架空請求詐欺が多発し
ています。

　どんな手口？
❶電子マネーカード（コンビニ等で購入でき
　る電子マネーのプリペイドカード、１枚数
　千円から数万円がある）を買わせる
❷買ったカードのＩＤ番号を連絡させる
❸聞き出したＩＤ番号を使い、買ったカードの
　使える金額を盗む、消費する等により、
　買ったカードが使えなくなる（カードが０
　円になる）

　被害防止対策
●身に覚えがないからと、相手に電話をして
　はいけません！
●携帯電話に、迷惑メール防止
　の設定をしましょう！
●設定方法が分からない時
　は、携帯電話ショップで確認
　してください！

●大原簿記公務員専門学校学生ボランティア●
(活動地区～北九州市小倉北区京町地区)

　私達の団体は、20歳前後の若者約70人と
教員で構成されており、地域との交流を目的
として、平成28年10月から活動しています。
　主な活動は、
　●毎週月曜日の早朝に実施している清掃
　　活動や挨拶運動
　●小倉北警察署主催の「ニセ電話詐欺被害
　　防止キャンペーン」や「暴追の日活動」へ
　　の参加
などで、地域の防犯ボランティア活動に積極
的に参加しています。
　これからも、地域の方々や警察の皆さんと
一緒に、防犯ボランティア活動などに積極的
に参加していきたいと思います。

地域の力
頑張っています

「電子マネー」「プリペイドカード」で
払えといったら詐欺かも！？

ふっけい君
福岡県消費生活センター(☎092-632-0999)

大原簿記公務員専門学校学生ボランティア●

寄贈の青パト


