
福岡県の刑法犯少年の検挙補導状況 （令和３年１月～４月末）352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～
★親子でルールをつくり、SNS利用に係る子供の犯罪被害等を防ぎましょう。
☆青少年に有害な環境を取り除きましょう。
☆大麻、覚醒剤、危険ドラッグ等の乱用を防ぎましょう。
☆不良行為や万引きなどの初発型非行を防ぎましょう。
☆再非行（犯罪）を防ぎましょう。
☆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の時は、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】 ※計352人 【学職別内訳】 ※計352人 【犯罪少年の内訳】
(14～19歳、計259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
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再犯者
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　少年サポートセンターは、少年補導職員が
中心となり、関係機関やボランティア団体など
と連携して、
　〇少年相談、立ち直り支援
　〇街頭補導、広報啓発
など幅広い活動を行って
います。

少年サポートセンターとは？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
非相談して下さい。 ～下記の県内５ヶ所に設置されています。～

短冊に　安全・安心　願い込め!

(1)令和３年７月号　Ｎｏ.788 ～回覧・掲示等でご活用下さい～
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　近年、スマートフォン等の普及に伴い、
ＳＮＳに起因する児童の犯罪被害が増加して
います。
【令和２年被害児童の罪種別人数】
　　○児童買春
　　○児童ポルノ
　　○県健全育成条例違反(淫行)
　　○その他
【県内での事例】
　会社員の男が、
ＳＮＳで知り合っ
た女子中学生を、
深夜に自宅から
連れ出し、現金を
支払う約束で、み
だらな行為をし、
後日、同女に対し
て無料通話アプリで「援助交際している事
をばらすぞ。」と脅して、猥褻な姿の動画を
送信させた。

　ＳＮＳを利用して知り合った人にだまされ
て自分の裸等をスマホ等で撮影し、送信させ
られる『自画撮り被害』が後を絶ちません。

★デジタル画像は、コピーが容易であり、イン
ターネット上に流出すると、不特定多数の者
に繰り返しコピーされるなど、すべての画像
を完全に削除することは事実上不可能です。

《 被 害 防 止 ３ か 条 》
　１　撮影しない!
　２　写真を送らない！
　３　安易に信用しない！
《 保 護 者 の 方 へ 》
　子どもが使用するスマートフォンには、年
齢や用途に応じたフィルタリングを設定し
て、利用状況を確認するなど安全管理を徹底
しましょう。
《 福 岡 県 警 察 の 活 動 》
◆児童買春、児童ポルノ、援助交際など、子
どもの性被害につながるおそれのある不
適切な書き込みをサイバーパトロールで
発見し、注意喚起のメッセージを投稿して
います。
◆実際に書き込んだ児童に会って補導・保護
を行うなどの活動を行っています。

《県内のネット被害等の実態》
福岡県警察少年課ホームページに

掲載しています。

内　

訳

（計81人）
20人
31人
26人
4人

令和３年度 福岡県警察官 募集案内

ふっけい君ふっぷる君

福岡県警察では、警察官を募集します！　試験日程については次のとおりです。

［問い合わせ先］  〒812-8576　福岡市博多区東公園７番７号
　　　　　　　  福岡県警察本部　警務課採用センター　TEL 092-622-0700（直通）

★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★

採用予定数 受付期間

　21人

15人

2人

64人

　44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19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

※受験申込みは、
　インターネットで
　受け付けています。

第
２
回
試
験

試験種類・区分

８月13日(金)

９月２日(木)

～

子どもの自画撮り被害を防ごう！ＳＮＳに起因する被害児童の現状

福岡県警採用
サイト

●被害児童の学職別内訳
小学生
4人（4.9％）

その他
8人（9.9％）

中学生
28人
（34.6％）

81人高校生
41人
（50.6％）

えっ！

私の写真…
!?

採用センター
公式LINE

LINE

採用センター
公式Twitter

Twitter

～インターネット上で拡散された画像等は事実上回収不能。
 完全に消せないことを比喩して《デジタルタトゥー》と言われる。～

(2)
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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 力で
頑張っています

◆西区西部地区暴走族根絶非行防止推進協議会◆
(活動地区～福岡市西区内西部地区)

　私達の団体は、校区の自治協議会で構成さ
れ、平成14年に発足、西警察署や西区役所と連
携して、定期的に児童の下校時間帯に合わせ通
学路の見守り活動を実施しています。
　活動地区は、福岡市西区全24校区のうち西部
（玄洋、今宿、今津、北崎、周船寺、元岡、西都）
の７校区です。以前は、少年の深夜徘徊や暴走
行為を対象に防犯パトロールを実施していまし
たが、現在は、主に
　●登下校の際に児童が集まる場所
　●地域住民が不安に思う危険個所
　●自転車盗が多発する駐輪場
等を重点パトロールしています。今後も、警察、
行政及び地域住民と連携し、情報を共有して、
誰もが住みやすい街にするために頑張ります。

　私達の団体は、平成17年に、日頃からお世話
になっている地域の安全・安心に貢献し、町全体
の美しい景観を保つことを目的として、西日本
工業大学の学生で結成しました。
　現在は、約70名の隊員で活動しています。
　主な活動としては、
　●定期的に苅田町内の防犯パトロール
　●月１回の大学周辺及び町内の清掃活動
を行っています。
　今後は、学内だけにとどまらず、地元の防犯
ボランティアの方々とも連携、協力して、様々な
活動に取り組む予定です。
　これからも安全・安心に暮らせる苅田町づく
りに貢献できるよう活動していきたいと思い
ます。

◆西工大ニコニコ隊◆
(活動地区～京都郡苅田町新津大学周辺)

　「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、意見や
要望等を聞かせていただく
活動です。併せて、お名前や連
絡先などもお尋ねして、
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。

巡回連絡にご理解・ご協力を！夏 の 防 犯 対 策

福岡県警察本部地域課

　夏は性犯罪が起きやすい季節
です。例年、７～８月に被害が多発
しています！被害に遭わないよ
う、次のことに気を付けよう！
《 外 出 時 》
◆スマホのながら歩きは、周囲への警戒が弱く
なり、後ろから近づく人等に気付かなかったり、
気付くのが遅れてしまい、とても危険です。

◆夜間の外出は明るく、人通りの多い道を選び
歩いて帰る場合は、時には後ろを振り返って、
警戒していることをアピールしましょう。

《 帰 宅 時 》
◆玄関の鍵を開ける前に周囲を確認し、家の中
に入ったら、すぐに鍵をかけましょう。

◆エントランスやエレベーターでも油断せずに
怪しいと思ったらその場から離れましょう。

《ＳＮＳ利用時》
◆ＳＮＳだけのやり取り相手は、危
険な人かもしれません。一人で
会いに行かない、二人きりにな
らないようにしましょう。

第71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。

防犯アプリ
「みまもっち」

ダウンロードはこちら

歩くとき　スマホより回りを　よく見てね！
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