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防犯防犯ふくおか

新学期　みんなで子どもを　見守りましょう！

平成29年４月号　Ｎｏ.737 ～回覧・掲示等でご活用下さい～

少年の非行防止・健全育成を願って！
平成28年 福岡県の少年非行情勢

少年を守り育てよう少年を守り育てよう●刑法犯少年の検挙補導状況

●学職別内訳

●不良行為少年の補導人員　58,759人

●罪種別内訳 ●犯罪少年の内訳

刑法犯少年の検挙補導人員
2,506人（内、女子281人）

・前年比－17.2%（女子－21.1%）
・中学生が822人（全体の約33%）
・高校生が844人（全体の約34%）

★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)　 
　5.2人 (前年比－1.2人)
　※全国平均(3.4人)より福岡県は高い

進学・進級時期の少年の非行化を防ぎましょう！
●子ども達の生活環境が変化する時期は、孤 
　独や不安などから、夜遊びや
　喫煙などの非行に走ってしま
　うことがあります。
●家庭での会話を増やし、子ど
　もの生活の変化や悩みに気を
　つけ、健やかに育てましょう。
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もう、使っていますか？ 
｢福岡県警察 防犯｣で検索を！！

自転車に　防犯登録と　二重ロックを！
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　２月６日（月）、福岡県庁１階県民ホールで、
独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）が主
催する「ひろげよう情報モラル・セキュリティ
コンクール」の受賞作品の表彰をサイバー犯
罪対策課長が行いました。

○10歳代、20歳代の被害が全体の約８割
○有職者の被害が全体の約半分
○大学生、高校生の被害が全体の約３割
○道路上の被害が全体の約４割
○住宅の被害が全体の約３割
○21～２時台の被害が全体の約半分
○18～20時台の被害が全体の約２割

お…ＡＴＭにおびき出す
か…取引銀行､残高を確認させる　　
し…市役所､銀行員と信用させる
い…｢今日まで｣などと言って急がせる
な…｢手続きに失敗した｣と言って何度もさせる

サイバー犯罪被害を防止しよう！　
　「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」合同表彰式を開催

豊福 直也さん
(筑紫丘中学校)

湯本 遥百さん
(香椎第一中学校)

森川 瑠乃さん
(真颯館高等学校)

還付金詐欺
の

キーワード

ニセ電話に 
だまされないで！

～性犯罪の被害を防ぎましょう・ 「みまもっち」で安全･安心～

平成28年の性犯罪(強姦､強制わいせつ)被害
435件(前年比－141件)と依然深刻な状態

防 犯 の ポ イ ン ト
　◆人通りの少ない道や、暗い道を通る時
　◆オートロックを解除する時
　◆玄関・部屋のカギを開ける時
は不審者がいないか周囲をよく警戒しま
しょう。

◆家に入った後は、すぐ玄関のカギを掛ける！
◆知らない来訪者は、ドアチェーンを掛けた 
　まま応対する！
◆寝る前に、玄関や窓の戸締まりを確認する！

約８割

約３割

約２割

防 犯 の ポ イ ン ト
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福岡県警察本部 
　　サイバー犯罪対策課長賞



お･か･し･い･な　だまされないぞ　ニセ電話！
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防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)
●笹丘少年リーダー隊●
(活動地区～笹丘小学校区)

　私たちの団体は、将来に向け、安全・安心を
守る防犯リーダーの育成と、「ルールを守る、
モラルを守る」規範意識の醸成を目的とし
て、平成26年11月に結成されました。
　隊員は小・中学生の60名で、主な活動は、
　●青パトに乗車しての防犯パトロール活動
　●防犯・交通キャンペーン、安全安心パレードへの参加
　●笹丘校区総合訓練への参加
等です。
　また、隊員の防犯意識の向上と防犯知識の習
得に向けた安全・安心教室も開催しています。
　今後も、地域安全活動に積極的に参加し、
体験活動を通じて町の安全・安心を担って行
きたいと思います。

●課題　
　①鍵かけ、声かけによる窃盗被害の防止
　②インターネットを利用した犯罪の被害防止
●応募資格　問いません。
●応募のきまり

　 ・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。

●送付先　〒812-8576 福岡市博多区東公園７-７
　　　　　 県警察本部内 福岡県防犯協会連合会
●締切り　平成29年５月31日（水）必着

●入賞決定と発表
　◆最優秀作品は｢安全安心まちづくり県民の集
　　い福岡｣で表彰し、｢防犯ふくおか｣等で発表。
　◆入選作品は全国防犯協会連合会へ応募し、選
　　ばれたポスター・標語は全国に掲出します。
　◆入賞作品の著作権は、主催者に帰属します。　
　　（氏名､市町村､職業又は学校名・学年を公表）
　◆ポスター・標語とも学職の部門ごとに表彰。　
　　・最優秀賞　　１名～表彰状及び副賞
　　・優 秀 賞　若干名～表彰状及び副賞
　　・佳　　作　若干名～記念品

●小竹町地域安全推進隊●
(活動地区～鞍手郡小竹町)

　私たちの団体は、「地域のこどもは地域で
守る」を合言葉に、平成８年５月から防犯活動
を開始しました。
　小竹町内の３小学校区に地域安全推進隊を結
成し、登下校時間帯における子どもの見守り活
動をはじめとした防犯活動を実施しています。
　また、毎年７月の小・中学校の終業式当日
には、各校区の推進隊員が町役場に集結し、
青パトで町内全域をくまなく巡回する等、防
犯広報パトロール活動も展開しています。
　隊員は現在約80名で、今後も地域住民の安全・
安心を確保するとともに、子どもや高齢者を犯
罪被害から守る
ために、日々、創
意工夫を重ね
た活動を続け
ていきたいと
考えています。

地域の力
頑張っています

平成29年度全国地域安全運動 ポスターと標語を募集します!
募集期間 平成29年４月～５月31日

ポスター（課題①②）
・作品はB３判、A２判相当のヨコ描き。
・作品にスローガンなどの文字は入れない。
・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。

標語（課題①②）
・郵便はがきか、はがき大の用紙にタテ描き。
・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。
・応募数に制限はありませんが、作品は一枚
　のはがき(用紙)に一点のみお書きください。

昨年の作品例

ポ
ス
タ
ー

子ども・女性の犯罪被害防止

標
語

●散歩する　わたしも一役　見守り隊

●電話中　俺・金・助けて　信じるな

ニセ電話詐欺防止


