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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、
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【八幡西】一日署長に岡澤アキラ氏を委
嘱し、大型商業施設で防犯キャンペー
ンを実施。来店者にながら防犯エコ
バックを手渡して活動への協力依頼。

【筑後】１月中旬、市職員を名乗る還付
金詐欺が発生。市役所と協働し老人
会に対する防犯教室や筑後市コミュ
ニティ無線と青パト街宣で注意喚起。

【柳川･みやま】多発するニセ電話詐
欺被害を防止するため、方言を用い
た大型懸垂幕を作成。柳川市長と柳
川署長が立会し柳川市庁舎に掲示。

【大川・大木】管内でニセ電話詐欺連
続発生したため、大型スーパーで被
害防止キャンペーンを実施。防犯チ
ラシ、啓発グッズを配布し広報。

【門司】新学期を目前に自転車盗難が
多発するＪＲ小森江駅と協働で、自転
車盗難防止・防犯登録推奨のミニ横
断幕を駐輪場に設置して注意喚起。

【田川】学生ボランティア、田川署と
協働で性犯罪等根絶のオリジナルス
テッカーを作成・配布。管内の主要箇
所に防犯カメラと防犯灯を増設。

【宗像】宗像遊技場組合と協働でニセ電話詐欺、児童虐待、性犯罪等の被
害防止を広報・啓発。宗像署独自で作成したデザインの広報用マグネット
シートを製作して、管内を運行する西鉄バス３台の車体側面と西鉄バス
停３ヶ所に貼付。バス利用者や広く市民に注意喚起。

【博多臨港】日本モーターボート競走
会と協働で自転車盗難防止・防犯登
録推奨のミニ横断幕を福岡ボート
駐輪場フェンスに設置して広報。

【博多】繰り返し貼付可能で傷に強い
吸着ターポリンを使用しニセ電話詐
欺被害防止ステッカーを作成。各校
区の青パトや公共施設等に配布。

【西】ニセ電話詐欺注意バッジを全金融
機関とコンビニ店に配布。新入学児童に
は防犯下敷等を、新中・高校生の自転車
通学者にはワイヤーロック錠等を配布。

【糸島】県宅建協会西支部から寄贈され
た青パトの贈呈式と出発式を可也コ
ミュニティセンターで開催。参加した市
職員、可也小ＰＴＡ等に見送られ出発。

ニセ電話詐欺注意バッジ

ながら防犯

令和3年 福岡県の少年非行情勢
●刑法犯少年の検挙補導状況

●学職別内訳（人） ●罪種別内訳（人） ●犯罪少年の内訳（人）

～進学・進級時期は少年の非行化に注意～～春の安心ネット・危険から子供を守ろう～
●　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。

●　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。
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刑法犯少年の特徴的傾向

●男女別　男子958人、女子153人
●前年比　－4.1%減少
　しかしながら
　全国ワースト５位（前年７位）
●窃盗、粗暴犯、占有離脱物横領が多い
※　粗暴犯～暴行、傷害等
※　占有離脱物横領～盗まれた後に放置
　された自転車を乗り回すなど

●少年非行の特徴

●福岡県の非行者率

※　非行者率：年齢10代の人口1,000人当りに
　刑法犯少年が占める割合

・2.4人で全国平均(1.9人)より高い！
・全国ワースト９位（前年は７位）

・小学生が前年から62人(+約49%)増
・風俗犯(強制わいせつ等)が前年から倍増

単位：件数



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

◆東部地区大学連携「女子学生のための防犯推進協議会」◆
(活動地区～福岡市東区)

◆柳川・みやま地区防犯協会古賀支部◆
(活動地区～柳川市昭代地区)

　私達の団体は、平成28年４月に発足し、現在福

岡女子大学、福岡工業大学（同短期大学部）、九州

産業大学（同造形短期大学部）の学生で活動して

います。

　主な活動は、警察署の方々などと連携して

●　性犯罪被害防止等に関するキャンペーンへ

　の参加

●　SNS（Twitter）を活用し、性犯罪被害防止等

　に関する情報発信

などを行っています。

　これからも警察の方々と連携しながら、性犯罪

等の被害に遭う人が少しでも減るような効果的

な活動を実施していきます。

　私達の団体は、昭代地区の防犯協会古賀支部
員13名で構成する防犯ボランティアです。
　旧柳川警察署時代から柳川地区の防犯協会支
部として、地域の見守り活動を行っています。
　主な活動は、
●　毎月第一と第三金曜日に青パトでパトロール
し、不審者等の発見・警戒活動
●　児童登校日の早朝に、通学路で見守り活動
などを実施しています。
　昭代地区内の危険個所や神社仏閣をきめ細やか
にパトロールして不審者や不審物、賽銭泥棒などに
も目を光らせています。
　今後も地区の安全・安心のために活動を継続して
いきます。

◆　ポスター・標語の最優秀作品は｢安全安心まちづ
くり県民の集いふくおか｣で表彰するほか、｢防犯ふ
くおか｣等で発表。

※　一般・学職の部門ごとに表彰
　（最優秀、優秀、佳作、各1 名～若干名） 
◆　ポスター入賞作品及び青パト活動写真は全国防
犯協会連合会へ応募し、さらに選ばれた作品は全
国に掲出。

◆　入賞作品の著作権は、主催者（当連合会ほか）に
帰属。（氏名､市町村､職業又は学校名・学年を公表）

2022年全国地域安全運動 ポスターと標語・青パト活動写真を募集!
募集期間 2022年４月１日～５月25日

青パト活動写真応募上の注意

●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：2022年５月25日（水）必着
●入賞決定と発表

◆　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。

ポスター（課題①）
◆　四切サイズ（540mm×380ｍｍ)のヨコ描き。
◆　作品に課題の文字は入れない。
◆　作品の裏面に、住所､氏名(ふりがな)、年齢、
　職業又は学校名・学年、電話番号を明記。

青パト活動写真（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。

◆　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。
◆　青パト本体のみの写真は審査対象外です。

標語（課題①）
◆　郵便ハガキかハガキ大の用紙にタテ書き。
◆　作品には、住所､氏名(ふりがな)、年齢、職業
　又は学校名・学年、電話番号を明記。
◆　応募は一枚のハガキ(用紙)に１点のみ記入。
　応募数に制限はありません。

課 題 応募資格ポスター、標語
青パト活動写真 問いません

①幅広い世代が参加する防犯ボランティア活動
②青色回転灯装備車の活動中の写真

福岡県の性犯罪
　　　全国ワースト７位
福福

●　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、あなたを騙し
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！

ア ダ ル ト ビ デ オ
出演強要被害を防ごう！

第17回 ＩＰＡ「ひろげよう情報モラル
・セキュリティコンクール」2021

◆詳しくは、福岡県警ホームページに掲載中◆
http://www.police.pref.fukuoka.jp/

《秘密は厳守されます》

●10歳～20歳代の被害が約８割
●午後３時台～深夜２時台の被害が約６割
●強制わいせつ：約６割が面識ない相手から被害
●強制性交等：約７割が面識ある相手から被害

あなたを見守る防犯アプリ「みまもっち」

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！

応
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の

き

ま

り

★　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。

　「みまもっち」が本年３月からリニューアル！
《新機能》
★　防犯対策学習機能（防犯パトロールゲーム）
　　福岡県内をパトロールしながら、楽しく防犯対策が
学べます。また、ポイントに応じて仮想警察官を育成
していきます。
★　防犯動画視聴機能
　　YouTubeを通じて防犯動画が視聴
出来ます。
★　データ引き継ぎ機能
　　携帯電話の機種変更時にポイント等
の各種設定を引継ぐことが出来るよう
になりました。

福岡県警察　サイバー犯罪対策課

「恐怖の連鎖」
東 奈月さん
福岡県立小倉東高校

山内 優奈さん
福岡県立筑紫高校(応募時在校)

前田 悠翔さん
福岡市立那珂中学校

　小・中学生・高校生が情報モラル・セキュリティの大
切さについて考えることを
目的とした、IPA（独立行政
法人情報処理推進機構）が
開催するコンクールを福岡
県警も後援し、県内からの
応募作品のうち優秀作品３
点に、サイバー犯罪対策課
長賞が授与されました。

※「
い
い
ね
」と
は
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つ

令和３年中の県内の性犯罪認知件数251件
(強制性交等60件、強制わいせつ191件)

●受験申込はインターネットで受け付けています。
【問い合わせ先】警務課採用センター(☎092‐622‐0700)

令和４年度 福岡県警察官募集案内
募集は２回で、採用試験の日程等は次のとおりです。

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
A

警察官
C
(専門
捜査官)

警察官
B

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

48人

25人

4人

10人

10人

2人

2人

2人

3人

18人

10人

1人

55人

25人

3月24日
(木)

～

4月14日
(木)

8月5日
(金)

～

8月25日
(木)

ふっぷる君
福岡県警採用
ホームページ

採用センター
公式ライン

採用センター
公式Twitter

【1日目】

5月8日(日)

【2日目】

5月下旬

～

6月上旬

【1日目】
9月18日(日)

【2日目】
10月上旬

～

10月中旬

(2) (3)
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◆　郵便ハガキかハガキ大の用紙にタテ書き。
◆　作品には、住所､氏名(ふりがな)、年齢、職業
　又は学校名・学年、電話番号を明記。
◆　応募は一枚のハガキ(用紙)に１点のみ記入。
　応募数に制限はありません。

課 題 応募資格ポスター、標語
青パト活動写真 問いません

①幅広い世代が参加する防犯ボランティア活動
②青色回転灯装備車の活動中の写真

福岡県の性犯罪
　　　全国ワースト７位
福福

●　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、あなたを騙し
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！

ア ダ ル ト ビ デ オ
出演強要被害を防ごう！

第17回 ＩＰＡ「ひろげよう情報モラル
・セキュリティコンクール」2021

◆詳しくは、福岡県警ホームページに掲載中◆
http://www.police.pref.fukuoka.jp/

《秘密は厳守されます》

●10歳～20歳代の被害が約８割
●午後３時台～深夜２時台の被害が約６割
●強制わいせつ：約６割が面識ない相手から被害
●強制性交等：約７割が面識ある相手から被害

あなたを見守る防犯アプリ「みまもっち」

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！
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★　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。

　「みまもっち」が本年３月からリニューアル！
《新機能》
★　防犯対策学習機能（防犯パトロールゲーム）
　　福岡県内をパトロールしながら、楽しく防犯対策が
学べます。また、ポイントに応じて仮想警察官を育成
していきます。
★　防犯動画視聴機能
　　YouTubeを通じて防犯動画が視聴
出来ます。
★　データ引き継ぎ機能
　　携帯電話の機種変更時にポイント等
の各種設定を引継ぐことが出来るよう
になりました。

福岡県警察　サイバー犯罪対策課

「恐怖の連鎖」
東 奈月さん
福岡県立小倉東高校

山内 優奈さん
福岡県立筑紫高校(応募時在校)

前田 悠翔さん
福岡市立那珂中学校

　小・中学生・高校生が情報モラル・セキュリティの大
切さについて考えることを
目的とした、IPA（独立行政
法人情報処理推進機構）が
開催するコンクールを福岡
県警も後援し、県内からの
応募作品のうち優秀作品３
点に、サイバー犯罪対策課
長賞が授与されました。

※「
い
い
ね
」と
は
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令和３年中の県内の性犯罪認知件数251件
(強制性交等60件、強制わいせつ191件)

●受験申込はインターネットで受け付けています。
【問い合わせ先】警務課採用センター(☎092‐622‐0700)

令和４年度 福岡県警察官募集案内
募集は２回で、採用試験の日程等は次のとおりです。

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
A

警察官
C
(専門
捜査官)

警察官
B

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

48人

25人

4人

10人

10人

2人

2人

2人

3人

18人

10人

1人

55人

25人

3月24日
(木)

～

4月14日
(木)

8月5日
(金)

～

8月25日
(木)

ふっぷる君
福岡県警採用
ホームページ

採用センター
公式ライン

採用センター
公式Twitter

【1日目】

5月8日(日)

【2日目】

5月下旬

～

6月上旬

【1日目】
9月18日(日)

【2日目】
10月上旬

～

10月中旬

(2) (3)
ふくおかふくおかふふふふふ防犯防犯 ふくおかふくおかふふふふふ防犯防犯


