
不良行為少年の補導状況 （平成31年１月～４月末）6,662人

福岡県の刑法犯少年の検挙補導状況 （平成31年１月～４月末）448人

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」～
最重点：インターネット利用に係る子供の性被害を防ぎましょう。
重点１：青少年に有害な環境を取り除きましょう。
重点２：覚せい剤、大麻、危険ドラッグ等の乱用を防ぎましょう。
重点３：不良行為や万引きなどの初発型非行を防ぎましょう。
重点４：再非行（犯罪）を防ぎましょう。
重点５：いじめや暴力等の被害に適切に対応し、子供を守りましょう。
※見守り活動や防犯パトロールをする時は、子供に声かけをしましょう。

非行へのサイン
　深夜はいかいや喫煙な
どの不良行為は、少年から
の｢非行へのサイン｣です。
　放置すると本格的な非
行にエスカレートするおそ
れがあります。
　サインでは？と思ったら
警察署や少年サポートセン
ターに相談をしましょう！

　　子供に
・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
！

福岡少年
サポートセンター
福岡市中央区地行浜
２-１-28　こども総合
相談センター５階
092-841-7830

中央少年
サポートセンター
春日市原町３-１-７

福岡児童相談所３階

092-588-7830

北九州少年
サポートセンター
北九州市戸畑区
汐井町１-６

ウェルとばた５階
093-881-7830

飯塚少年
サポートセンター
飯塚市飯塚14-67
イイヅカコミュニティ
センター２階
0948-21-3751

久留米少年
サポートセンター
久留米市諏訪野町

1830-６
えーるピア久留米３階
0942-30-7867

！

●行為別内訳

●罪種別内訳 ●学職別内訳 ●犯罪少年の内訳
　(14～19歳、393人)

●学職別内訳

(1)

七夕に　地域の安全　願いましょう！

令和元年７月号　Ｎｏ.764 ～回覧・掲示等でご活用下さい～
発 行 編 集

©SUSUMU  MATSUSHITA
ENTERPRISE

〒812-8576　福岡市博多区東公園７番７号
　　　　　　　福岡県警察本部内
　　　　　　　TEL 092（633）3221
ホームページ　 http://www.fukuboren.com/
印　　　　刷　 白木メディア株式会社
　　　　　　   ＴＥＬ 092（586）6210

福岡県防犯協会連合会公益社団法人
〒812-8576
　　　　　　　福岡県警察本部内
　　　　　　　TEL 092（633）3221
ホームページ
印
　　　　　　   

公益社団法人ふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおかふくおか防犯防犯

2,7213,434

21519 33

209

2,752

604
22

1,651

1,293

371

■小学生
■中学生
■高校生
■その他
　の学生
■有職
■無職

■小学生
■中学生
■高校生
■その他
　の学生
■有職
■無職

■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

■深夜
　はいかい
■喫煙
■飲酒
■不良交友
■怠学
■その他

初犯者
257

再犯者
136

99
83

235

69

39
9

5

8
89

30

36 25

169



　夏はさまざまな犯罪が起きやすい季節です。
　暑い時に「家にいるから大丈夫」と、玄関や
窓を開けたままにしたり、鍵をかけずにいた
りしてはいませんか？
◆家にいる時も、泥棒・強盗・性犯罪にあわな
いよう、鍵をかけましょう！
◆県内の性犯罪認知件数は、

本年４月末で96件
　前年同期比－７件と減少して
いますが、今から先は、被害
防止に十分注意しましょう！

●外出時…一人の時は「警戒モード」で！
　・ときどき振り返って、安全を確認する。
　・ながら歩きはしない。防犯ブザーを持つ。
●帰宅時…自宅に着いても油断をしない！
　・エレベーター内では非常ボタン側に立つ。
　・周囲を確認して玄関を開ける。
●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。

万引きは　家族もお店も　悲しむよ！

(2)
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　子供を狙った殺人事件や性犯罪などが全国
で発生しています。夏休み期間中は、子供が屋
外や商業施設、ゲームセンター等で遊ぶ機会が
増え、犯罪の被害にあう機会も多くなります。

～保護者の方へ～
●子供によく言い聞かせましょう！
◆人から声をかけられても、ついて行かない。
◆襲われそうな時は、すぐ逃げる。
◆逃げながら、大声で助けを求める。
●子供が外出する時は確認しましょう！
◆誰と、どこに、遊びに行くのか？
◆何時に帰るのか？
●子供から目を離さないようにしましょう！

福岡県警察官募集2019
ふっけい君福岡県警察では、令和元年度の第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/saiyou/

福岡県警察 採用 検  索検  索

採用予定数 受付期間

　46人
12人
２人

117人
　31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22日（日）
・２日目 10月上旬～10月下旬（該当者のみ）
　
※武道指導のみ第１次試験の全種目を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13日(火)

９月２日(月)

～

夏  の  防  犯  対  策 子供を犯罪被害から守りましょう！

～被害にあわないために～

　福岡県警では、民間事業者に委託して県民の皆様に電話で、
ニセ電話詐欺の多発している手口や対処方法をお知らせする
事業（通称「まっ太くんコール」）を実施しています。

●期間：令和元年６月～令和２年３月19日（土･日･祝日･年末年始を除く）
●時間：午前９時00分～午後５時00分
　※口座の暗証番号等の個人情報を尋ねることはありません。

楽しい夏を
　　過ごしましょう！

増え、犯罪の被害にあう機会も多くなりま

知っている人でも
・親に黙って
・ついて行っては
いけません！



　７月は”社会を明るくする運動“強調月間・再
犯防止啓発月間です。すべての国民が、犯罪や
非行の防止と、罪を犯した人達の更生について
理解を深め、それぞれの立場で力を合わせて、
犯罪や非行のない地域社会を築きましょう。

　７月は”社会を明るくする運動“強調月間・再

社会を明るくする運動社会を明るくする運動

YouTubeの法務省
チャンネルをご覧く
ださい。

鉄拳さんの
パラパラマンガ

防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)
●貫校区生活安全パトロール隊●
(活動地区～北九州市小倉南区貫小学校区)

　私達の団体は、平成17年１月26日に結成
され、「自分たちのまちは自分たちで守る」と
いう自主防犯・防火意識のもとに、町内会を
中心に活動しています。主な活動として、
●各町内会で月２回、消防団と連携した防
犯・防火パトロール
●夏と秋、市民センターに13町内が一堂に会
しての校区内一斉夜間非行防止パトロール
などを行っています。
　特に、夏と秋に13町内が市民センターに集
合して実施するパトロール隊の出発式には、小
倉南警察署や消防団、貫小学校長なども参加し
ていただき、250人を超え盛り上がっています。
　これからも住民が一体となって、校区の安
全のために幅広く活動していきます。

●うきは警察署少年補導員連絡会●
(活動地区～浮羽・吉井・田主丸地区)

　私達の団体は、青少年の非行防止と立ち直
り支援を主とした活動を行っています。
　各補導員は、10年以上のベテランを中心
に、警察と連携しながら、様々な活動に情熱
を持って取り組んでいます。
　主な活動として、
●児童・生徒の登下校時の見守り
●青パトによる巡回パトロール
●毎月２回、「少年補導の日」の夜間街頭補導
●「うきは絆農園」での非行少年立ち直り支援
を行っています。
　特に、巡回パトロールや子供達への声掛け
を精力的に実施しており、地域の安全に寄与
することができるよう、これからも補導員が
一丸となって、活動を継続していきます。

地域の力
頑張っています

電話でお金　いったん切って　すぐ確認！
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　ＳＮＳ等で知り合った人に、だまされたり、
脅されたりして、自分の裸等をスマートフォ
ン等で撮影し、送信させられる「自画撮り被
害」が増加しています。

●一度インターネット上に画像が流出する
と、回収することは困難です。絶対に裸等
の画像は送らないよう、お子様と話し合い
ましょう。
●スマートフォンには、年齢や用途に応じて
フィルタリングを設定しましょう。
●青少年に｢裸の写真を送って｣などと児童
ポルノ等の提供を求める行為は犯罪です。
（福岡県青少年健全育成条例･30万円以下
の罰金等）

　「巡回連絡」は、交番や駐在所の警察官が、
皆さんのご家庭などを訪問し、
●犯罪被害や交通事故に遭わないための情
報をお知らせする 
●皆さんの困りごと、意見・
要望等を聞かせていただく
活動です。併せて、お名前・連
絡先などについてもお尋ね
し、災害が発生した場合など
の緊急連絡に役立てます。 
　皆様のご理解とご協
力をお願いいたします。

福岡県青少年
健全育成条例

検  索検  索

お子様の自画撮り被害を防ごう！ 巡回連絡にご理解・ご協力を！

詳しくは福岡県ホーム
ページをご覧ください。

福岡県警察本部地域課

●


