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新学期　みんなで子どもを　見守ろう！
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少年の非行防止・健全育成を願って！
平成30年 福岡県の少年非行情勢

少年を守り育てよう少年を守り育てよう●刑法犯少年の検挙補導状況

●学職別内訳 ●罪種別内訳 ●犯罪少年の内訳

刑法犯少年の特徴的傾向
1，615人（内、女子170人）

●前年比－16.8%（女子－35.6%）
●高校生、中学生、有職少年が多い
●窃盗、占有離脱物横領が多い

～進学・進級時期は少年の非行化に注意～～ネットの危険からお子様を守るために～
●この時期は子ども達の生活環境が変わり、
　孤独や不安などから、夜遊びや喫煙などの
　非行に走ってしまうことが
　あります。
●子どもの生活の変化や悩み
　に気をつけ、家庭での会話
　や触れ合いを増やし、健や
　かに育てましょう。

●子供にスマホを使わせるのであれば使い始
　めが大切です。子供が小さなう
　ちに、安全で上手な使い方や習
　慣作りを家族で一緒に確認し
　ましょう。
●内閣府ホームページの「スマホ
　時代の子育て～悩める保護者の
　ためのＱ&Ａ」をご覧ください。
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■凶悪犯
■粗暴犯
■窃盗犯
■知能犯
■風俗犯
■占有離脱物横領
■その他

■小学生
■中学生
■高校生
■その他の学生
■有職
■無職

犯罪少年（14歳以上20歳未満）触法少年（14歳未満）
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●不良行為少年の補導人員
■深夜はいかい
■不良交友

■喫煙
■怠学

●非行者率
　(10～19歳までの
　少年人口1,000人
　当りに刑法犯少年が
　占める割合)　 

　3.4人 (前年比－0.7人)
　で全国平均(2.7人)より福岡県は高い。

■飲酒
■その他
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●県遊協主催・県防連等後援の第11回こども絵
画コンクール表彰式が、本年２月に福岡市東
区で開催され、県内19児童養護施設からの応
募作品330点の優秀者23名を表彰しました。

●安全安心まちづくりのため､健全なパチン
コ・パチスロ営業と地域貢献を目的とした
AMマークを遊技機に貼
付しています。AMマーク
は、その台(店)が防犯活
動や風俗環境浄化活動等
に貢献していることを表
示するマークです。

自転車を　防犯登録と施錠が　守ります！
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●20歳代の被害が38％、10歳代が36％と多い
●有職者の被害が39％、中学生・高校生が25％
●道路上の被害が31％、住宅での被害が26％
●21時～２時台の被害が45％
●５月をピークに10月まで多発

　福岡県迷惑行為防止条例の一部を改正
する条例が公布され、本年６月１日から施
行されます。

性犯罪の被害を防ぎましょう
平成30年中の県内の性犯罪認知件数は381件
(前年比－30件)～依然高水準(１件以上/１日)

防 犯 の ポ イ ン ト
　  ◆時どき振り返るなど周囲を警戒する！
　  ◆スマホなどを操作しながら歩かない！

　  ◆玄関をあける前に、周囲を確認する！
　  ◆家に入れば、すぐ玄関のカギを掛ける！
　  ◆来訪者は、ドアスコープ等で確認する！
　  ◆ドアチェーンを掛けたまま応対する！
　  ◆寝る前に玄関・窓の施錠を確認する！

●近くの犯罪情報をお知らせします！
●防犯ブザー機能が付いています！
●防犯対策を楽しく学べるなど色 ！々

屋　

内

屋
外

●モデル等の勧誘を装っ
　てアダルトビデオ（ＡＶ）
　への出演を強要する
●出演契約したことを盾
　に、高額の違約金を請
　求する
などの事案が社会問題化しています。
　モデルやアイドル等の募集を装った、街頭
での声掛けやインターネット等での募集広
告の中には、ＡＶに出演させようとする悪質
なものもありますので、十分注意しましょう。
　もしも被害にあってしまった場合は、下
記のＵＲＬを参照していただくとともに、最
寄りの警察署等の相談窓口に相談してくだ
さい。

ＡＶの出演強要被害を防ぐために！
～スカウトに注意～

防 犯 の ポ イ ン ト

あなたを守る防犯アプリみまもっち

福岡県遊技業協同組合・
福岡県防犯協会連合会の協働活動紹介

～スカウトに注意～

◆福岡県警ホームページに掲載中◆
http://www.police.pref.fukuoka.jp/

　一人で悩まないで、警察に相談を！
●警察は24時間相談を受け付けます。
●あなたのプライバシーは守られます。

盗撮・嫌がらせ等の防止対策を強化！

《 改 正 の 概 要 》
●盗撮等の規制対象行為・場所を拡大（第６条）
　◆一般住宅の浴室やホテルの客室等にお

けるのぞき見・盗撮行為等が規制され
ます。

　◆透視機能を用いた写真機等での撮影行
為等が規制されます。

●嫌がらせ行為の規制対象行為を拡大（第８条）
　◆｢住居等の付近をみだりにうろつく行為｣、

拒まれたにも関わらず｢個人が開設した
ブログや掲示板等への書き込み行為｣
等が規制されます。

●罰則の引き上げ
　◆第６条及び第８条の規定に違反した者

に対する罰則が引き上げられます。

ダウンロードは

詳しくは福岡県警
ホームページをご
覧ください。

福岡県警 みまもっち 検　索



防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)
●板付北校区防犯推進委員会●
(活動地区～博多区板付北小学校区)

　私達の団体は、平成17年12月に結成され、
地域住民（町内会・自治協議会・防犯委員・少
年補導員・板付消防分団・小中ＰＴＡ・子ども
部）により構成されています。
　主な活動は、下校時の通学路パトロールや
●各町内で夕方、小学校の保護者と連携し
　てのパトロール
●青パトによる夜間パトロール
●歳末の防犯餅つき大会及び防犯パレード
を行っています。
　パトロール時には、積極的に子ども達に挨
拶を行っており、子ども達にも挨拶をする習
慣が身に付いています。
　今後も、犯罪の抑止や少年の非行防止等の
ために、色々な活動を実施していきますので
よろしくお願いします。
　

●西二十九区生活安全パトロール隊●
(活動地区～若松区花房小学校区)

　西二十九区は、農業・漁業が盛んで、北九州
市の食料基地となっているほか、海水浴場な
どの海のレジャー施設がある自然豊かな安
屋及び脇田地区約300世帯の地域です。
　私達の生活安全パトロール隊は、各地区か
ら選出された17名の防犯委員で構成され、
若松警察署安屋駐在所と一体となった防犯
活動に取組んでいます。
　毎月15日に定例会を開き、関係事項の伝
達と警察から事件・事故などの状況説明を受
けて、住民の安全・安心の意識高揚を図り、見
守り活動や青パトによる夜間パトロールを行
うなど、地域一丸となった防犯活動を推進し
ています。
　今後も安全で安心して暮
らせる地域づくりを目指し、
活動を続
けていき
ます。

地域の力
頑張っています

ニセ電話　だまされないため　よく確認！
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●課 題 ①：女性・子供の犯罪被害防止
●応募資格：問いません。
●応募のきまり

　 ◆未発表の作品に限ります。
　 ◆原則として応募作品はお返ししません。

●締切り：2019年５月31日（金）必着
●入賞決定と発表
　◆最優秀作品は｢安全安心まちづくり県民の集
　　い福岡｣で表彰し、｢防犯ふくおか｣等で発表。
　◆入選作品は全国防犯協会連合会へ応募し、選
　　ばれたポスター・標語は全国に掲出します。
　◆入賞作品の著作権は、主催者に帰属します。　
　　（氏名､市町村､職業又は学校名・学年を公表）
　◆ポスター・標語とも学職の部門ごとに表彰。　
　　・最優秀賞　　１名～表彰状及び副賞
　　・優 秀 賞　若干名～表彰状及び副賞
　　・佳　　作　若干名～記念品

2019年度全国地域安全運動 ポスターと標語を募集します!
募集期間 2019年４月～５月31日

ポスター（課題①）
◆四切サイズ（540mm×380ｍｍ)のヨコ描き。
◆作品にスローガンなどの文字は入れない。
◆作品の裏面に、住所､氏名(ふりがな)、年齢、　
　職業又は学校名・学年、電話番号を明記。

標語（課題①）
◆郵便はがきか、はがき大の用紙にタテ描き。
◆作品には、住所､氏名(ふりがな)、年齢、職業
　又は学校名・学年、電話番号を明記。
◆作品は一枚のはがき(用紙)に１点のみお書
　きください。応募数に制限はありません。

昨年の全国最優秀賞(課題:安全安心なまちづくり) 

大好きな

　　この町まもる

　　　　ちいきの目●送付先：〒812-8576 福岡市博多区東公園７-７
　　　　   県警本部内 福岡県防犯協会連合会
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