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少年の非行防止・健全育成を願って！
令和２年 福 岡県の少年非行情勢
少年を守り育てよう

●刑法犯少年の検挙補導状況
触法少年（14歳未満）

犯罪少年（14歳以上20歳未満）
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刑法犯少年の特徴的傾向
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1,159人（内、女子169人）
●前年比−15.0%（女子＋3.7%）
●高校生、中学生、有職少年が多い
●窃盗、
粗暴犯、
占有離脱物横領が多い
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●学職別内訳
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●犯罪少年の内訳

■粗暴犯
■窃盗犯
■風俗犯

再犯者
336 1,159 初犯者
823

■占有離脱物横領

563

■その他

■怠学 ■その他

13,929

■凶悪犯

■知能犯

1,159

●不良行為少年の補導人員
60
■深夜はいかい ■喫煙 ■飲酒
19
293
622
■不良交友

合計

●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

2.5人(前年比−0.4人)で
全国平均(2.0人)より福岡県は高い！

〜春の安心ネット・危険から子供を守ろう〜

〜進学・進級時期は少年の非行化に注意〜

● 子供にインターネットやスマホを使わせ
る場合は、フィルタリングを利用し、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「ネットの危険からお
子様を守るために」をご
覧ください。

● この時期は子供の生活環境が変わり、
孤独
や不安などから、
深夜はいかいや喫煙などの
非行に走ってしまうことがあります。
● 子供の服装、
所持品など生活の
変化や悩みに気をつけましょう。
● 家庭での会話や触れ合いを増
やし 、子 供 を 健 や か に 育 て ま
しょう。

新学期 マスクと笑顔で 見守り隊！
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社会全体で

性犯罪のない街

を作りましょう

令和２年中の県内の性犯罪認知件数
228件(前年比−93件)

●10歳〜20歳代の被害が約70％
●21時〜深夜２時台の被害が約40％
●住宅での被害が40％、
道路上の被害が約20％
●面識のある相手からの被害が約60％
◆人通りの多い、明るい道を選んで通る！
◆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！

屋

◆エントランスやエレベータ内も警戒する！
◆家に入ったら、すぐに玄関のカギを掛ける！
◆寝る前に、玄関・窓の施錠を確認する！
◆SNSで知り合った相手と安易に会わない！

内

屋外

防 犯 の ポ イ ント

あなたを見守る防犯アプリみまもっち
●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ます！
ダウンロードはこちら

アダルトビデオ出演強要被害を防ごう！

ママさんポリスが４コマ漫画を作成！
★少年係の女性警察官が児童を被害から守るために作成
した４コマ漫画をクリアファイルに印刷し︑
管内の小学６
年生︑
中学生１年生に配布して注意を呼びかけました︒

●街中でのモデル等の
スカウト
●インターネットサイト
のモデル等の募集広告
の中には、あなたをだまし
てアダルトビデオに出演さ
せようとするものもあり、
注意が必要です！
詐欺や脅迫的な言動によって強制的に
アダルト ビ デ オ（ＡＶ）に 出 演 さ せ ら れ た
り、出 演 を 拒 否して 多 額 の 違 約 金 を 請 求
されたりした場合は、一人で悩まないで、
警察に相談して下さい。
アダルトビデオ出演強要の相談は、
＃９１１０
（警察相談専用電話）
又は最寄りの警察署まで
◆警察は２４時間相談を受け付けます。
◆プライバシーは守られます。
◆詳しくは、
福岡県警ホームページに掲載中◆
http://www.police.pref.fukuoka.jp/

自転車に 防犯登録と施錠で 盗難防止！
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2021年全国地域安全運動 ポスターと標語・青パト写真を募集!
募集期間 2021年４月〜５月31日
課題

ポスター、
標語
青パト写真

①特殊詐欺・悪質商法の被害防止
②青色回転灯装備車の活動中の写真

◆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。
◆規格外は審査対象外となります。

応募資格

問いません

●送付先：〒812-8576 福岡市博多区東公園７-７

県警本部 別館４階 福岡県防犯協会連合会
●締切り：2021年５月31日（月）必着

ポスター
（課題①）
●入賞決定と発表
◆四切サイズ
（540mm×380ｍｍ)のヨコ描き。
◆最優秀作品は｢安全安心まちづくり県民の集い
◆作品にスローガンの文字は入れない。
ふくおか｣で表彰するほか、｢防犯ふくおか｣等
◆作品の裏面に、住所､氏名(ふりがな)、年齢、
で発表。
職業又は学校名・学年、電話番号を明記。
◆入選作品を全国防犯協会連合会へ応募し、さ
らに選ばれたポスター・標語は全国に掲出。
標語（課題①）
◆入賞作品の著作権は、主催者（当連合会ほか）
◆郵便はがきか、
はがき大の用紙にタテ書き。
に帰属。
（氏名､市町村､職業又は学校名・学年
◆作品には、住所､氏名(ふりがな)、年齢、職業
を公表）
又は学校名・学年、電話番号を明記。
◆ポスター・標語とも学職の部門ごとに表彰。
◆応募は一枚のはがき(用紙)に１点のみ記入。
（最優秀、優秀、佳作、各１名〜若干名）
応募数に制限はありません。
青パト写真（課題②）
◆応募は一人５点まで。
デジタル写真可。
◆カラープリントA４サイズ。
◆所定の応募票
（全国防犯協会連合会HPから
ダウンロード）
を作品の裏に貼付して郵送。
地域の力
頑張っています

青パト写真応募上の注意
・青パト所持団体の許可を得て応募してください。
・個人を特定できる写真で応募する場合は、
必ず
その肖像権等について、
応募者が本人に許可を
得てください。

防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)
◆鷹の目パトロール隊◆

◆八女地区防犯指導員連絡会◆

(活動地区〜八幡西区折尾地区、中間市、遠賀郡)

(活動地区〜八女市、八女郡広川町)

私達は、犯罪のない社会と明るいまちづくり
の建設に取り組むため、折尾警備業防犯連絡会
に加入する警備業各社（現在９社）が平成14年
に結成した防犯パトロール隊です。
主な活動として、通常の業務外において、
●小学校の登下校時間帯のパトロール活動
●交差点付近での見守り活動
を行っており、平成23年からは青色防犯パト
ロール車を導入して、
より顕示効果の高い活動
を実施しているところです。
パトロール活動に対する子供からの感謝の
手紙は大変励みになり、今後も警察や小学校な
どと連携を図りながら、地域の安全を守る活動
を続けていきます。

私達は、
「安全・安心のまち八女市、広川町」
を目指し、現在18人で活動しています。
主な活動は、
●幼稚園及び小学校での防犯教室
●年金支給日における特殊詐欺防止のための
金融機関等のパトロールやキャンペーン
です。
特に、年金支給日におけるキャンペーンで
は、お揃いのジャンパーと「みまもりマスク」
を着用し、店舗に訪れた高齢者に対し、ニセ電
話詐欺にあわないように、一人一人声掛けを
します。
これからも、安心・安全に暮らせるまちづく
りのために活動を続けていきます。

聞かないで 電話でお金が もらえる話！

