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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。
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【八幡東】中央町商店街及びレインボー
プラザの「春の天心まつり」でニセ電話
詐欺被害防止等の啓発活動を実施。啓
発チラシや防犯グッズを配布して広報。

【宮若】市内中学校新１年生の女子生
徒に防犯ブザーを贈呈。年金支給日に
各金融機関のＡＴＭコーナーでニセ電
話詐欺被害防止キャンペーンを実施。

【うきは】防犯指導員委嘱式をうきは署で
実施。年金支給日に防犯指導員、警友会
と協働でニセ電話詐欺防止キャンペーン
を実施。啓発チラシ等を配布し注意喚起。

【大牟田】市役所で小学生に防犯ブ
ザー、黄色ワッペン等の贈呈式を開
催。小学生と教師に不審者対応訓練、
誘拐防止対策の防犯教室を開催。

【戸畑】県宅建協会北九州支部から防犯
カメラが寄贈され、戸畑署で贈呈式を開
催。JR駅前で性犯罪防止キャンぺーンを
実施し、女性利用客に防犯ブザーを配布。

【直方】宮若防犯協会と協働でニセ電
話詐欺の注意を呼び掛ける装置「せっ
と君」を各金融機関ＡＴＭに設置。人を
感知してアナウンスが流れ注意喚起。

【博多臨港】鮮魚市場市場会館で還付金詐
欺被害防止キャンペーンを実施。会館利
用者に啓発チラシ等を配布し、まっ太フォ
ンの操作を体験してもらい注意喚起。

【中央】年金支給日に福岡中央郵便局で
ニセ電話詐欺抑止啓発キャンペーンを
実施。福岡市役所と協働で天神自転車駐
輪場に自転車盗難防止横断幕を掲示 。

【東福岡】九産大学生課と協働で新入学
生を対象に性犯罪等防止キャンペーンを
実施。オリエンテーション日に防犯ブ
ザー、薬物乱用啓発チラシを配布し広報。

【筑紫野･太宰府】筑紫野・太宰府防犯
指導員の委嘱式を筑紫野署で実施。
防犯指導員会長の決意表明後、資器
材を配布し定期連絡会議を開催。

【朝倉】東峰村民陶むら祭りでニセ電話
詐欺被害防止等キャンペーンを実施。小
石原駐在所前にまっ太フォンを展示、参
加者は警告音声を体験して意識高揚。

【早良】年金支給日に各金融機関で
ニセ電話詐欺被害防止キャンペーン
を実施。ＡＴＭ利用者に啓発チラシ
とクリアケースを配布し注意喚起。

まっ太フォン
ンの

まっ太フォ

県内の刑法犯少年の検挙補導状況
 （令和４年１月～４月末）283人(前年同期比ー69人)

県内の不良行為少年の補導状況
 （令和４年１月～４月末）
5,675人(前年同期比+20人)

少年の非行と犯罪被害を防ぎましょう！
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
　夏休みになるこの時期は、子供の生活が不規則になりやすく、休みの解放感
から深夜の外出や飲酒・喫煙などをきっかけに非行に走ったり、様々な犯罪に
巻き込まれる危険性が高まります。次の点に注意しましょう！
★　遊び相手や帰宅時間などを確認し、深夜の外出や飲酒・喫煙などの
　不良行為を防ぎましょう。
★　子供に規範意識を持たせ、万引きなどの非行を防ぎましょう。
★　親子でルールを作り、ＳＮＳ利用に係る子供の犯罪被害を防ぎましょう。
《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！

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】 【不良行為少年の補導行為別
 内訳】

■小学生
■中学生
■高校生
■その他
　の学生
■有職
■無職

■深夜
　はいかい
■喫煙
■飲酒
■怠学
■その他

■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
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　少年サポートセンターは、少年非行などに
対応する専門の警察職員が中心となり、少年
相談、立ち直り支援など幅広い活動を行って
います。
　「子供の様子がおかしい」
など心配な時は、少年サポート
センターに相談してください。

少年サポートセンターをご存知ですか？子供の自画撮り被害を防ごう！

　ＳＮＳで知り合った相手に騙されて自分の
裸をスマートフォンで撮影し、送信させられ
る「自画撮り被害」が後を絶ちません。

～被害防止3ヶ条～
撮影しない・写真を送らない・安易に信用しない

《保護者の方へ》
　子供のスマートフォン利用状況を
把握し、安全管理に努めましょう！
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防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)地域の力で
頑張っています
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◆北九州市立大学防犯・防災
プロジェクトMATE‘ｓ◆
(活動地区～北九州市小倉南区)

◆青パトいかり隊◆
(活動地区～田川市伊加利校区)

　私達の団体は、北九州市立大学地域教育共生
センターの学生プロジェクトとして平成22年に
発足し、
●　地域の防犯防災意識の向上を目指した取り
　組み（遊びながら防災について学ぶ「あそぼう
　さい」など）
●　小倉南署主催の防犯キャンペーンへの参加
●　SNSを利用した防犯啓発活動
などを行ってきました。
　現在も、プロジェクトメンバー約20名で地域の
防犯・防災意識の向上を目指し、地域の方々と一
緒になって活動しています。
　これからも、大学生としての立場や柔軟な発想
を生かして、広報啓発活動を実施していきます。

　私達の団体は、田川市伊加利地区の住民26名
が「地域の安全安心は、そこに住む私たち自らの
力で築きたい。」という思いで、平成22年1月に
防犯パトロール隊を結成しました。
　主な活動は、
●　週１回、伊加利地区を中心に青パトで昼と夜
　の2回パトロール
●　子供の下校時の見守り活動
●　田川署と日頃から情報交換を行い、地域の
　皆さんに防犯指導
などを行っています。
　私達の隊員は、前に向かって、いつまでも何処
までも自分達の住んでいる地域を愛し、命ある限
り活動していきたいと思います。

　「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、
●　ニセ電話詐欺等の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！災害に便乗した住宅トラブルに注意！ 

福岡県警察本部
地域総務課

　豪雨・台風被害のシーズンには、事前災害に
よる住宅修理のトラブルが増加しています。
　中には、災害に便乗して保険会社を騙すよう
な手口の保険金請求も報告されています。
　火災保険では、経年劣化による住宅の損傷は
保険金支払いの対象でないのに、老朽化して損
壊した部分について、「自然災害で壊れたよう
にすればいい。」と言われて保険請求した事案
も発生しています。
　嘘の理由による保険金請求は詐欺罪に問わ
れる可能性があります。保険金を利用した修理
を勧誘されたときは、直ぐに契約せず、自身が
加入している保険会社に契約内容や補償内容
について直接相談しましょう。
★　不安を感じたとき、
　困ったときは一人
　で迷わず、警察や
　消費生活センターに
　相談してください。

第72回 社会を明るくする運動 (7月中）
　“社会を明るくする運動”は、すべての国民
が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人
たちの更生について理
解を深め、それぞれの立
場で力を合わせ、犯罪や
非行のない安全で安心
な地域社会を築くため
の全国的な運動です。 

　例年夏場にかけて、性
犯罪等の被害が多発し
ています。悪いのは、も
ちろん犯人ですが、一人
一人が防犯対策をする
ことで被害を未然に防
ぐことができます。
《 対 策 》
「ながら歩きをしない！」
　スマホをみながら、イ
ヤホンで音楽を聴きな
がらなどのながら歩き
は周囲への警戒が弱く
なり、大変危険です。
　４コマ漫画のように後
ろから近づく人に気付
かなかったり気付くのが
遅れてしまいます。
「みまもっち」で防犯対策
　みまもっちには近く
で発生した犯罪情報を
知らせる機能や、ゲーム
しながら楽しく防犯対策
が学べる機能などがあ
ります。

夏季の性犯罪予防対策強化

防犯アプリ「みまもっち」

◀ダウンロードは
　こちら

消費者ホットライン：188（いやや）

　　　　3 つの約束 
～これだけは守って～

撮るな！送るな！撮らせるな！
　ストーカーやリベンジポルノに関する
相談は最寄りの警察又は相談窓口へ！

福岡県警察官募集案内
　福岡県警察の令和４年度警察官採用試験の
試験日程等については、下記のとおりです。

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

★　詳しくは、福岡県警察本部警務課採用センターまで
　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

第
２
回
試
験

試験種類・区分

8月5日
(金)

8月25日
(木)

～

福岡県警察採用
サイト

採用センター
公式LINE

採用センター
公式Twitter

警
察
官
Ａ

警
察
官
B

第１次試験日

【１日目】
9月18日（日）

【２日目】 
10月上旬
 ～10月中旬

◀LINE Twitter▶

採用試験に関する
情報を配信中！

男　　性 18人

女　　性 10人

武道指導 1人

男　　性 55人

女　　性 25人

※武道指導について
は、第１次試験の全
ての種目を第１次試
験１日目に実施しま
す。

増
リベンジポルノの被害が

　えています！

ねえ、会おうよ ?

嫌なの ?じゃあ 、送ってもらった
あの画像拡散させちゃおうかな

別れたいの?そうなんだ 。
でも、 いいのかな …
あの画像が拡散しても …

それはちょっと …

えっ？ちょっと待て …

もう、 別れよう …

えっ？そんなのヒドい…

こうならない
ためにも

ＳＮＳで知り合った相手に裸の画像を送ってしまって …

彼氏と別れたいけど…

福岡県クレジットカード犯罪対策連絡協議会

そうなる前に！ここをTHINK！
　申し込みしたはずないんだけどどうして？何か操作ミス？アダルト
請求なんて恥ずかしくて相談できない！すぐに解約しなくちゃ！あ
せって業者に連絡する前にSTOP！そして連絡したらどんなリスクが
あるかTHINK。
　利用者に落ち度があるように思わせて行動させるのが犯罪者の狙い。
連絡したら本人確認のために名前、住所、電話番号などを聞かれます。犯
罪者に個人を特定する情報を教えるなんてやっちゃダメでしょ？

そうなる前に！ここをTHINK！
　いつもの事業者から「緊急」「重要なお知らせ」「至急ご連絡ください」
などのメールが来ると、ついつい開いてしまいませんか？でもリンクや
添付ファイルをクリックする前にSTOP！そして落ち着いてTHINK。
　最近の偽メール、偽サイトは本物と見分けがつかないほど精巧にでき
ています。そのメールやメッセージをよく観察し本物かどうか考えてみ
ましょう。

クレジットカードの不正被害防止
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「ながら歩きをしない！」
　スマホをみながら、イ
ヤホンで音楽を聴きな
がらなどのながら歩き
は周囲への警戒が弱く
なり、大変危険です。
　４コマ漫画のように後
ろから近づく人に気付
かなかったり気付くのが
遅れてしまいます。
「みまもっち」で防犯対策
　みまもっちには近く
で発生した犯罪情報を
知らせる機能や、ゲーム
しながら楽しく防犯対策
が学べる機能などがあ
ります。

夏季の性犯罪予防対策強化

防犯アプリ「みまもっち」

◀ダウンロードは
　こちら

消費者ホットライン：188（いやや）

　　　　3 つの約束 
～これだけは守って～

撮るな！送るな！撮らせるな！
　ストーカーやリベンジポルノに関する
相談は最寄りの警察又は相談窓口へ！

福岡県警察官募集案内
　福岡県警察の令和４年度警察官採用試験の
試験日程等については、下記のとおりです。

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

★　詳しくは、福岡県警察本部警務課採用センターまで
　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

第
２
回
試
験

試験種類・区分

8月5日
(金)

8月25日
(木)

～

福岡県警察採用
サイト

採用センター
公式LINE

採用センター
公式Twitter

警
察
官
Ａ

警
察
官
B

第１次試験日

【１日目】
9月18日（日）

【２日目】 
10月上旬
 ～10月中旬

◀LINE Twitter▶

採用試験に関する
情報を配信中！

男　　性 18人

女　　性 10人

武道指導 1人

男　　性 55人

女　　性 25人

※武道指導について
は、第１次試験の全
ての種目を第１次試
験１日目に実施しま
す。

増
リベンジポルノの被害が

　えています！

ねえ、会おうよ ?

嫌なの ?じゃあ 、送ってもらった
あの画像拡散させちゃおうかな

別れたいの?そうなんだ 。
でも、 いいのかな …
あの画像が拡散しても …

それはちょっと …

えっ？ちょっと待て …

もう、 別れよう …

えっ？そんなのヒドい…

こうならない
ためにも

ＳＮＳで知り合った相手に裸の画像を送ってしまって …

彼氏と別れたいけど…

福岡県クレジットカード犯罪対策連絡協議会

そうなる前に！ここをTHINK！
　申し込みしたはずないんだけどどうして？何か操作ミス？アダルト
請求なんて恥ずかしくて相談できない！すぐに解約しなくちゃ！あ
せって業者に連絡する前にSTOP！そして連絡したらどんなリスクが
あるかTHINK。
　利用者に落ち度があるように思わせて行動させるのが犯罪者の狙い。
連絡したら本人確認のために名前、住所、電話番号などを聞かれます。犯
罪者に個人を特定する情報を教えるなんてやっちゃダメでしょ？

そうなる前に！ここをTHINK！
　いつもの事業者から「緊急」「重要なお知らせ」「至急ご連絡ください」
などのメールが来ると、ついつい開いてしまいませんか？でもリンクや
添付ファイルをクリックする前にSTOP！そして落ち着いてTHINK。
　最近の偽メール、偽サイトは本物と見分けがつかないほど精巧にでき
ています。そのメールやメッセージをよく観察し本物かどうか考えてみ
ましょう。

クレジットカードの不正被害防止


