
県民約146人(前年比+8人)に１人が刑法犯の被害者に ! 自販機狙いが増加 ! 
●性犯罪が高水準で推移～戸締り励行、防犯ブザー活用、常に周囲を警戒し、被害防止。
●在宅時も外出時も戸締り励行で侵入盗防止。自転車は防犯登録とツーロックで盗難防止。

★主な街頭犯罪の認知状況

★強盗及び性犯罪認知状況 ★住宅対象侵入盗の認知状況
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 県民の身近で発生する凶悪犯、性犯罪、街頭犯罪等の発生状況
みんなの力で安全・安心を守りましょう!

福 岡 県 の 犯 罪 情 勢
◆刑法犯認知件数は17年連続で減少 ◆検挙率は5年連続で増加
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【豊築】110番の日に唐原小学校
で防犯教室を開催し、署員が「い
かのおすし」、不審者対応、110番
で伝えることなどの訓練を実施。

【筑後】松原小学校で110番教室
を開催し、110番のかけ方や声掛
け事案等の講話を実施、訓練後、
青パトなどが見守り活動に出発。

【柳川・みやま】年金支給日に銀行と
郵便局でニセ電話被害防止を広報。
大型店舗で保育園児とチラシを配
布して110番のかけ方を広報。

【大牟田】110番の日に商業施設で
署員と、従業員対象の不審者対応訓
練及び買物客対象のニセ電話詐欺
被害防止キャンペーンを実施。

【直方】商業施設で署員と110番の
日キャンペーンを行い、チラシや
グッズを配布して、110番のシス
テムや正しいかけ方などを説明。

【うきは】卒業を控えた女子高生に、
署員が防犯講話と自己防衛訓練
を実施し、宅建協会から寄贈され
た防犯ブザーを女子高生に配布。

【糸島】加布里小学校で、駐在所員
が児童に110番の正しい使い方、
スマホや携帯の使い方、誘拐被害
防止などの防犯教室を実施。

【八幡東】小・中学生の健全育成を
目的に少年補導員連絡会が主催す
る第25回少年剣道大会が開催さ
れ、健闘した豆剣士たちを表彰。

【戸畑】冬休みに児童館で署員が
「危険から自分を守ろう！｣と児童
に講話。110番の日にＪＲ駅前で
110番の正しい使い方を広報。

【中央】金融機関や公共施設など
で、強盗や不審者の対応訓練をし
た後、平素の防犯対策や発生時の
対応要領等について講話を実施。

【春日･大野城･那珂川】新幹線ふれあ
いデーに安全安心まちづくりコー
ナーを設置。岩戸北小学校で警察・行
政と安全安心ふれあい教室を開催。

【筑紫野・太宰府】太宰府天満宮駅
で110番やニセ電話被害防止を広
報。ＪＡ筑紫から防犯協会に映写機
が寄贈され、防犯広報に活用。
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早春に　散歩しながら　パトロール! 卒業します　今日までの見守り　ありがとう!
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防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)
地域の力
頑張っています

古物営業法が変わります‼

古物営業者の皆さま、届出はお済ですか？

詳しくは福岡県警ホームページの「質屋・古物
商に関すること」のコーナーをご覧ください。

●　古物営業法の一部を改正する法律が令和
２年４月１日に施行され、この日から古物商
及び古物市場主の許可単位が、都道府県ご
との許可から、全国統一の許可へと変更さ
れます。

●　古物商及び古物市場主の方が、令和２年３
月31日までに主たる営業所等の届出（営業
所を管轄する警察署へ主たる営業所等届出
書を提出すること）を行わなければ、令和２
年４月１日以降、許可が失効してしまいます。

●　主たる営業所等の届
出については現在受付
けています。

　　既にお済の方は、届
出内容に変更がない限
り、施行日後も許可が
継続します。

◆笹丘校区危機管理部◆
(活動地区～中央区笹丘校区)

　笹丘校区危機管理部は、安全安心な笹丘の実
現のために、平成17年に結成されました。
　主な活動は、
●青パト等による登下校時の児童の見守り活動
●毎月の定例会と反省会
●総合訓練（防犯・防災・交通安全）
●子ども・保護者・高齢者対象の安全安心教室
●年末安全安心パレード
等を行っています。
　ここ数年は、特に、ながら「防犯」・ながら「見守
り」に力を入れており、校区の人たちは「ＬＯＶＥ　
ＳＡＳＡＯＫＡ」の缶バッジを身につけて、買い物
時や散歩時等の見守り活動を積極的に行い、
お互いが挨拶・声かけ等を行うことによる地域の

「絆」の醸成に努めています。
　これからも皆で協力して、より一層安全安心で住
みやすい笹丘の実現のために頑張っていきます。

◆永犬丸校区生活安全パトロール隊　　
並びに見守り隊◆

(活動地区～八幡西区永犬丸地区)

　私達の団体は、地域の安全を願って平成17年
に発足しました。
　メンバーは約30名で、まちづくり協議会、社会
福祉協議会、ＰＴＡ等の方々で構成されています。
　主な活動は、
●毎日、登下校に合わせて通学路に立ち、犯罪や

交通事故から子ども達を守るための、見守り
や横断誘導

●毎月、第二木曜日に行う夜間パトロール活動
等を行っています。
　特に、毎朝子ども達が元気に登校する姿を見
ると、とても励みになります。
　今後も「安全・安心な明るい街づくり、青少年
の健全育成、犯罪の抑止」のために、活発な自主
防犯活動を展開していく決意です。

ニセ電話詐欺の被害を防ぎましょう！

●交際相手から裸の写真を送ってと言われる。
●元交際相手から寄りを戻さないと裸の画像

をばら撒くと言われた。

●警察官Cと武道指導は一次試験の内容が異なります。
●インターネットからの受験申込が可能になりました。

【問い合わせ先】警務課採用センター(☎092‐622‐0700) 

その１枚 後悔することに！ 令和2年度 福岡県警察官募集案内
第1回採用試験の日程等は、次のとおりです。
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県内の被害実態
（令和元年中）

・被害…279件、6億7,754万円

・阻止…390件、1億1,778万円
被害者の

状況
・女性203人、男性76人

・65歳以上192人（約7割）

裸の画像をインターネット上に公表される
といった被害が多発しています！

こんなことないですか？

でけん３ヶ条
❶撮らんで！
　安易に自分の裸の写真を撮影しない。
❷撮らせんで！
　自分が心を許した人でも、
　裸の写真を撮影させない。
❸送らんで！
　自分の裸の写真を誰にも送らない。

●ストーカー、リベンジポルノに関する相談
　は最寄りの警察署又は相談窓口へ。
●心のケアは犯罪被害者相談電話
　心のリリーフライン
　092-632-7830にお電話を。
　受付：月曜日～金曜日の
　9時～17時45分（祝日･年末年始は除く）

試験種類・区分 採用予定 受付期間 第１次試験

第
１
回
試
験

語
学

第
2
回
試
験

警察官A

警察官B

警察官A

警察官C
(専門捜査官)

警察官B

男性

女性

武道指導

早期採用男性

早期採用女性

　 英語

　 北京語

　 韓国・朝鮮語

情報工学

男性

女性

武道指導

男性

女性

82人

30人

4人

14人

10人

2人

2人

2人

2人

38人

14人

3人

84人

27人

【1日目】
5月１0日

(日)
【2日目】
5月下旬

～

6月上旬

【1日目】
9月20日

(日)
【2日目】
10月上旬

～

10月中旬

4月1日
(水)

～

4月22日
(水)

8月13日
(木)

～

9月2日
(水)

（インターネット
申込は8/31まで）

（インターネット
申込は4/20まで）

ＳＴＯＰ！！ ネット犯罪被害
～ あなたのお子さんは大丈夫！？

　ＳＮＳ（ライン、ツイッターなど利用者同士で情報
を共有しあうインターネットを利用したサービス)
に起因する少年の犯罪被害が後を絶たない状態
であるため、県警ではＳＮＳで援助交際を求める等
の不適切な書き込みに対し、注意喚起メッセージ
を投稿する広報啓発活動を推進しています。
●ＳＮＳ等に起因する少年の犯罪被害状況
　平成29年133人
　平成30年140人
　令和元年123人(暫定値)
●フィルタリングの設定
　青少年が使用するスマートフォン等を購入する場
合は、販売窓口で携帯電話事業者・販売代理店が設
定することとなっています。家族の安全と安心のた
めに、お子さんのスマートフォン等を購入するとき
には、店頭でフィルタリングの設定をしてください。
●トゥルー・ストーリーズ 動画配信中
　本県で実際に発生した被害実例を基に製作した
広報動画を県警ホームページに掲載
しています。是非、ご視聴ください。

×××サイト

福岡県警察少年課 検 索
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しています。是非、ご視聴ください。
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パソコンも　スマホも　サイバー・セキュリテイ!
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 新生活　引越・賃貸契約は　慎重に!
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