
【筑紫野・太宰府】新型コロナに乗じ
たニセ電話詐欺の被害防止啓発品
を署内に展示・配布したほか、ヤク
ルト販売員等が非接触型で広報。

【豊築】緊急事態解除後、パトカーと
青パトで不審者やニセ電話詐欺への
注意を広報、小学校でいかのおすし
等を放送し、クリアファイルを配布。

【うきは】宅建業協会から寄贈され
た防犯ブザーを管内の主要３駅に
１８個ずつ貸出用に配置し、必要な
方が自由に使えるように活用中。

【柳川･みやま】ヤクルト宅配セン
ターで、販売員に性犯罪等の防犯講
話を実施し、みまもっちの利用と顧
客への注意喚起チラシ配布を依頼。

【大牟田】青パトで｢電話でお金は全
て詐欺｣等と、新型コロナに乗じた
ニセ電話詐欺や給付金詐欺、悪質
商法等による被害防止広報を実施。

【直方】新１年生にいかのおすしクリ
アファイルを配布。ニセ電話詐欺防
止の横断幕を署の外柵に、垂れ幕や
ポスター等をＪＡ、銀行等に掲示。

【八幡東】新型コロナに乗じたニセ
電話・メール、悪質商法、性犯罪の
防犯チラシ等を作製し、市民セン
ターに掲示、自治区会長等に配布。

【戸畑】新型コロナ便乗詐欺等被害
防止チラシを各世帯に回覧、区役所
と老人クラブに配置。外出自粛後の
初登校日に協働見守り活動を実施。

【中央】新型コロナ対策による在宅
勤務等で、従業員が少なくなった金
融機関やコンビニに対し、強盗等の
犯罪抑止特別警戒警らを実施。

【早良・城南】福岡水道協同組合か
らニセ電話撃退電話機まっ太フォ
ン２００台の寄贈を受け、高齢者宅
に配布(防犯協会長が感謝状贈呈)。

【春日･大野城･那珂川】防犯リーダーに防
犯指導員の委嘱状と防犯活動資料
を配布。署内に防犯ブースを設け、
ニセ電話詐欺等の被害防止を広報。

口座番号や個人
番号を聞かれて
も、答えないで
すぐ１１０番！

【田川】新型コロナで休校中、22学童
クラブの児童にいかのおすし等の
防犯資料を配布。署といかのおすし
横断幕を作製し、各小学校へ配布。

(4) (1)

青パトは　動く地域の　防犯灯！ 「安全安心」　地域の願いを　短冊に！
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協会だより

最高峰の住まいで、最上級のゆとりを。

どんなときも誇らしく、
なによりも安心して住まえるように。
強さも、美しさも、心地よさも、
すべてが最高峰の邸宅が誕生。

℡092-473-5129 fax092-473-5127
〒812-0006 福岡市博多区上牟田2-11-24

www.daiwahouse.co.jp

福岡支社 住宅事業部

福岡市博多区店屋町

福岡県の刑法犯少年の検挙補導状況 （令和2年１月～４月末）382人

少年を非行と犯罪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：ＳＮＳ利用に係る子供の性被害等を防ぎましょう。
重点１：青少年に有害な環境を取り除きましょう。
重点２：大麻、覚せい剤、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。

　　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
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

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
久留米市津福本町281

久留米児童相談所１階

0942-30-7867

●罪種別内訳 ●学職別内訳 ●犯罪少年の内訳
　(14～19歳、305人)

■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

初犯者
206

再犯者
99

108

66

195

46

47

5

17

6 59

23

26 39

127

第７０回 社会を明るくする運動
　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。
●　犯罪や非行を防止し、安全で
　安心して暮らすことのできる
　明るい地域社会を築きましょう。
●　犯罪や非行をした人が再び
　犯罪や非行をしないように、その
　立ち直りを支えましょう。

非行へのサイン～見逃さないで！
　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。
　｢様子がおかしい｣
など心配な時は、警察
署や少年サポートセン
ターに是非ご相談を！

非行へのサイン～見逃さないで！
　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。
　｢様子がおかしい｣
など心配な時は、警察
署や少年サポートセン
ターに是非ご相談を！



ねらわれる　セキュリティの　あまい人！
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　夏は性犯罪など犯罪が起きやすい季節です。
　「家にいるから大丈夫」と、玄関や窓を開けた
まま、鍵をかけないまま、にしてはいませんか？
◆　県内性犯罪認知件数～本年４月末64件

　前年同期比－31件と減少
　していますが…油断は禁物！
◆　家にいる時も、性犯罪・強盗・
　泥棒などにあわないよう、　

確実に鍵をかけましょう！
◆　夏は特に注意しましょう！

●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！
・ドアスコープから相手を確認。
・ドアチェーンをかけたまま確認。

　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。子供だけで遊ぶ機会が増え
ると、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！

◆知らない人から声をかけら
　れても、ついて行かない。
◆知っている人でも、親に黙
　って、ついて行かせない。
◆襲われそうな時は、すぐ逃
　げる。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？

●子供に留守番をさせるときは、
◆知らない人が来ても玄関を開けない
◆留守番電話を活用する

などの約束事を決めておきましょう。

令和２年度 福岡県警察官募集案内

少年を違法薬物から守りましょう！

ふっけい君ふっぷる君
採用センター
公式Twitter

令和２年度第２回警察官採用
試験を下記のとおり実施します。

県内で大麻乱用等で検挙された少年は年々増加
（令和元年中45人・前年比＋20人）

●詳しくは、警務課採用センターにお問い合わせいただくか、受験案内をご覧ください。
　［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

採用予定数 受付期間

　38人
14人
3人

84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20日（日）
 　※　武道指導については、第１次試験の
　 　全種目を１日目に実施します。

【２日目】 10月上旬～10月中旬※インターネット申込は
　８月３１日(月)まで

第
２
回
試
験

試験種類・区分

８月13日(木)

９月２日(水)

～

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～

夏を楽しく安全に
　　過ごしましょう！

お 

約 

束

福岡県 察

採用センター
公式LINE

大麻　警察庁 検索検索

なくす
やめる
遠ざける

◆大麻はとても危険で有害◆
　「害はない」などの間違った情報が
一部にありますが、大麻の乱用を
きっかけに、気づかないうちに依存
症になってしまい、より強い刺激を
求めて覚せい剤などの薬物に手を出
すこともあります。

～薬物は１回でも、ダメ、ゼッタイ‼～
●薬物乱用の危険性は身近にある。
●自分には関係ないと思わない。
●誘われても、ダメ、ゼッタイと
　断る勇気を持つ。
●一人で悩まないで、家族や友人
　に相談する。

◆違法大麻撲滅サイト◆
防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)

◆福岡女学院看護大学学友会防犯ボランティア◆
(活動地区～古賀市)

　私達の団体は、学生の自治組織である学友
会が平成23年10月6日に発足させた学生防犯
ボランティアで、現在35名が活動しています。
　女性の尊厳を踏みにじる極めて卑劣な性
犯罪の抑止に、何かできないかとの思いで、
●　古賀市役所、粕屋警察署と連携したＪＲ

古賀駅での防犯啓発活動
●　通学路での防犯見守り・交通マナー改善

のためのパトロール
●　粕屋地区地域安全大会や古賀市自主防

犯団体連絡会議 （写真右）への参加
など、防犯意識の向上につながる活動を行っ
ています。
　今後も定期的な活動を続け、犯罪防止につ
なげていきたいと思います。

◆大積校区生活(地域)安全パトロール隊◆
(活動地区～門司区大積校区)

　私達のメンバーは、少年補導員を中心とし
た学校関係者、駐在所員等で、昼間は生活安
全パトロール隊、夜間は地域安全パトロール
隊の名称で活動しています。
　児童の見守り活動を主体に平成17年に結
成した生活安全パトロール隊は、校区内３地
区で水曜日の下校時と木曜日の登校時に、
18名が見守り活動を行なっています。
　パトロール活動を主体に平成20年に結成
した地域安全パトロール隊は、第４金曜日に、
20名が徒歩と青パト２台で夜間パトロール
活動を行っています。
　近々、青パトを新車と入れ替える予定で、これ
からも益々、自分達の街の安全安心は自分達で守
るという信念のもとに、活動を続けていきます。

地域の力
頑張っています

　「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。

防犯協会と薬剤師会・薬局の協働 巡回連絡にご理解・ご協力を！

新
型
コ
ロ
ナ
に
関
連
す
る

電
話
や
メ
ー
ル
が
き
た
ら
…

福岡県警察本部地域課

●　直方地区防犯協会では、本年４月、振り
　込め詐欺の注意書き入りお薬手帳・診察券
　ホルダーを６００個
　作製し、直方鞍手薬
　剤師会に寄贈。
　　同薬剤師会から
　直方警察署管内の
　全薬局に配布し、来
　局者に交付してもらいました。
●　柳川・みやま地区防犯協会では、本年４

月、柳川警察署員をモデルに起用した８種
類のお薬手帳用ＳＴＯＰ！ニセ電話詐欺注
意喚起シールを

　１万６千枚作製。
　　柳川山門薬剤
　師会の協力のも
　と管内約５０箇
　所の保険薬局に
　配布され、来局
　者のお薬手帳に
　貼って交付して
　もらいました。

福岡県警採用
ホームページ

隊◆
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防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)

◆福岡女学院看護大学学友会防犯ボランティア◆
(活動地区～古賀市)

　私達の団体は、学生の自治組織である学友
会が平成23年10月6日に発足させた学生防犯
ボランティアで、現在35名が活動しています。
　女性の尊厳を踏みにじる極めて卑劣な性
犯罪の抑止に、何かできないかとの思いで、
●　古賀市役所、粕屋警察署と連携したＪＲ

古賀駅での防犯啓発活動
●　通学路での防犯見守り・交通マナー改善

のためのパトロール
●　粕屋地区地域安全大会や古賀市自主防

犯団体連絡会議 （写真右）への参加
など、防犯意識の向上につながる活動を行っ
ています。
　今後も定期的な活動を続け、犯罪防止につ
なげていきたいと思います。

◆大積校区生活(地域)安全パトロール隊◆
(活動地区～門司区大積校区)

　私達のメンバーは、少年補導員を中心とし
た学校関係者、駐在所員等で、昼間は生活安
全パトロール隊、夜間は地域安全パトロール
隊の名称で活動しています。
　児童の見守り活動を主体に平成17年に結
成した生活安全パトロール隊は、校区内３地
区で水曜日の下校時と木曜日の登校時に、
18名が見守り活動を行なっています。
　パトロール活動を主体に平成20年に結成
した地域安全パトロール隊は、第４金曜日に、
20名が徒歩と青パト２台で夜間パトロール
活動を行っています。
　近々、青パトを新車と入れ替える予定で、これ
からも益々、自分達の街の安全安心は自分達で守
るという信念のもとに、活動を続けていきます。

地域の力
頑張っています

　「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。

防犯協会と薬剤師会・薬局の協働 巡回連絡にご理解・ご協力を！
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福岡県警察本部地域課

●　直方地区防犯協会では、本年４月、振り
　込め詐欺の注意書き入りお薬手帳・診察券
　ホルダーを６００個
　作製し、直方鞍手薬
　剤師会に寄贈。
　　同薬剤師会から
　直方警察署管内の
　全薬局に配布し、来
　局者に交付してもらいました。
●　柳川・みやま地区防犯協会では、本年４

月、柳川警察署員をモデルに起用した８種
類のお薬手帳用ＳＴＯＰ！ニセ電話詐欺注
意喚起シールを

　１万６千枚作製。
　　柳川山門薬剤
　師会の協力のも
　と管内約５０箇
　所の保険薬局に
　配布され、来局
　者のお薬手帳に
　貼って交付して
　もらいました。

福岡県警採用
ホームページ

隊◆


