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公益社団法人福岡県防犯協会連含会
〒812-8576 福岡市博多区東公園7番7号

福岡県警察本部内
TEL 092(633)3221

ホームページ http″ wwW.fukuboren.com/
印    届」 白木メディア株式会社

TEL 092(623)8355

玲 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

1′ 615人 (内、女子 170人 )

●前年比-16.8%(女子-35.6%)
●高校生、中学生、有職少年が多い

●窃盗、占有離脱物横領が多い

響小学生

鰈中学生

■高校生

撃その他の学生

締有職

鰈無職

轟凶悪犯

鰈粗暴犯

■窃盗犯

琴知能犯

輩風俗犯

鰈占有離脱物横領

りその他

●罪種別内訳 ●犯罪少年の内訳

109  籍深夜はいかい

●非行者率

(10～ 19歳までの

少年人□ 1′ 000人

当りに丹」法犯少年が

占める害」合)

3.4人 (前年比-0。 7人 )

で全国平均(2,7人)よ り福岡県は高い。

～ネットの危険からお子様を守るために～

玲子供にスマホを使わせるのであれば使い始
めが大切で政 子供が小さなう

ちに、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。

瘍内閣府ホームページの「スマホ

時代の子冑て～悩める保護者の

ためのQ&A」 をご覧ください。

ん進学・進級時期‐は少年の非行化に注意
～

隋この時期は子ども達の生活環境が変わり、
孤独や不安などから、夜遊びや喫煙などの
非行に走つてしまうことが

ありま硯

鶯子どもの生活の変化や1悩み

に気をつけ、家庭での会話

や触れ含いを増やし、健や

かに育てましょう。

新学期 みんなで子どもを 見守ろう!
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性犯罪の被害を防ぎましょう
平成30年中の県内の性犯罪認知件数は381件

(前年比-30件 )～依然高水準(1件以上/1日 )

●20歳代の被害が38%、 10歳代が36%と多い

●有職者の被害が39%、 中学生。高校生が25%
●道路上の被害が31%、 住宅での被害が26%
●21時～2時台の被害が45%
●5月をピークに10月まで多発

防 J日 の ポ イ ン ト

◆時どき振り返るなど周囲を肇戒する‡

◆スマホなどを操作しながら歩かない |

◆玄関をあける前に、周囲を確認する‡

◆家に入れば、すぐ玄関のカギを掛ける量

は来訪者は、ドアスコープ等で確認する‡

彦ドアチェーンを掛けたまま応対する |

は寝る前に玄関・窓の施錠を確認する [

福岡県迷惑行為防止条例の一部を改正

する条例が公布され、本年6月 1日 から施

行されま硯

《改正の概要》
●盗撮等の規制対象行為。場所を拡大(第6条 )

◆一般住宅の浴室やホテルの客室等にお
けるのぞき見・盗撮行為等が規制され
ま魂

◆透視機能を用いた写真機等での撮影行
為等が規制されま魂

●嫌がらせ行為の規制対象行為を拡大(第8条 )

◆「住居等の付近をみだりにうろつく行為」、
拒まれたにも関わらず「個人が開設した
ブログや掲示板等への書き込み行為」
等が規制されま硯

●罰則の31き上げ
◆第6条及び第8条の規定に違反した者
に対する罰貝」が31き上げられま硯

詳しくは福岡県警

ホームページをご

覧ください。
あなたを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 !

●防犯対策を楽しく単べるなど色 !々

ダウンロードは

福岡県詈 みまもつち

鰈県遊協主催。県防連等後援の第11回こども絵
画コンクール表彰式が、本年2月 に福岡市東
区で開催され、県内19児童養護施設からの応
募作品330点の優秀者23名を表彰しました。

蝙安全安′いまちづ<り のため、健全なパチン
コ。バチスロ営業と地域貢献を目的とした
AMマークを遊技機に貼
付していま或 AMマーク
は、その台 (店 )が防犯活
動や風俗環境浄化活動等
に貢献していることを表
示するマークで魂

●モデル等の勧誘を装つ

てアダルトビデオ(AV)
への出演を強要する

●出演契約したことを盾

に、高額の違約金を請

求する

などの事案が社会問題化していま硯

モデルやアイドリ♭等の募集を装つた、街頭

での声控卜けやインターネット等での募集広

告の中には、AVに出演させようとする悪質

なものもありますので、十分注意しましよう。

もしも被害にあってしまった場合は、下

記の∪RLを参照していただくとともに、最

寄りの警察署等の相談窓□に相談してくだ

◇福岡県警ホームページに掲載中鬱
http://ⅥⅣⅥ″.police.pref.fukuoka.jp/

自転車を 防犯登録と施錠が 守ります!



(3)

2019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 2019年 4月～5月 31日

課 題 ① :女性・子供の犯罪被害防止

応募資格:問いません。
応募のきまり

は未発表の作品に限りま硯

颯原則として応募作品はお返ししません。

ポスター(課題①)

◆四切サイズ(540mm× 380mm)の∃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、
職業又は単校名・単年、電話番号を明記。

標語(課題①)

◆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。

◆作品は一枚のはがき(用紙)に 1点のみお書
きください。応募数に制限はありません。

送付先 :〒812-8576福 岡市博多区東公園7-7
県肇本部内 福岡県防犯協会連合会

罐:板付北校区防犯推進委員会磯:

(活動地区～博多区板付北小学校区)

私達の団体は、平成 17年 12月 に結成され、

地域住民 (田丁内会・自治協議会・防犯委員・少

年補導員・板付消防分団・ノ」ヽ中 PttA・ 子 ども

音6)により構成されていま硯

主な活動は、下校時の通学路ノヽトロールや
警各町内で夕万、小学校の保護者と連携し

てのパト□一ル
警青バトによる夜間パトロール

警歳末の防犯餅つき大会及び防犯パレード
を行つていま硯
バトロール時には、積極的に子ども達に挨

拶を行つており、子ども達にも挨拶をする習

慣が身に付いていま或
今後も、犯罪の抑止や少年の非行防止等の

ために、色々な活動を実施していきますので
よろしくお願いしま硯

締切り:2019年5月 31日 (金 )必着

入賞決定と発表

な最優秀作品は「安全安′い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。

は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硯

漑,入賞作品の著作権は、主催者に帰属しま魂

(氏名、市町村、職業又は学校名・学年を公表)

はポスター・標語とも学職の部門ことに表彰。

0最優秀賞  ]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

昨年め全国最優秀自て課題1安全1安心なまちづくり)|

( 標 語  )

大好きな

この田Iまもる

ちいきの目

機争西二十九区生活安全バ トロール隊警

(活動地区～者松区花房小学校区)

西二十九区は、農業・漁業が盛んで、北九州

市の食料基地となつているほか、海水浴場な

どの海の レジャー施設がある自然豊かな安

屋及び脇田地区約300世帯の地域で硯

私達の生活安全パト□―ル隊は、各地区か
ら選出された17名の防犯委員で構成され、
若松肇察署安屋駐在所と一体となつた防犯
活動に取組んでいま魂

毎月 15日 に定例会を開き、関係事項の伝
達と書察から事件・事故などの状況説明を受
けて、住民の安全・安|いの意識高揚を図り、見
守り活動や青バトによる夜間パト□―ルを行
うなど、地域一丸となつた防犯活動を推進し

ていま硯
今後も安全で安lい して暮

らせる地域づくりを目指し、
活 動 を続
けて い き
ま硯

〔  ポスター  )

ニセ電話 だまされないため よく確認 !



【中央】福岡中部法人会から、全校
区の防犯ボランティアに活動物品
と、春吉校区の青バトにドライブレ
コーダーが寄贈され、士気高揚。

隆攣颯・鰺褥機飯原校区子ども会主
催の防犯教室で、署員が子供や高
齢者に請話をした後、子供達も青
パトに乗つてパトローリレを体験。

警阪躾蝠0」 R香椎駅で東部地域学
生連携 (九産大、福工大、福岡女子
大)の女子大生等と、性犯罪・ニセ
電話詐欺の被害防止広報を実施。

【燒阪螂・凩靱蠅磯駅伝大会で署員
が防犯ゼッケンで力走しSNSや性
犯罪等の、年金支給日に奎友会等と
ニセ電話詐欺の、被害防止を広報。

‡蝙隧馨年金支給日に安全安′いいと
しま協働ネットワーク協議会や保
育園児等と、「電話でお金??よう
考えてん」被害防止広報を実施。

笏仄嘔炊磯大型店舗で署員や警友会
と、華丸・大吉の「みまもつち」操作
方法やニセ電話詐欺、サイバー犯
罪等の被害防止のチラシを配布。

【不蠅機高齢者の利用が多い施設に
「S丁OP振り込め詐欺」のトイレッ
トペーパーを配布。大型店舗で肇
備員等に不審者対処訓練を実施。

軋瞼鼈磯八津田小学校区でバトロー

ル隊 (隊員 16名、個人車両 12台 )を

設立、青灯5個を各車両に交替で
装着し、青パト見守り活動を開始。

檬鮨鰺機駅駐輪場の自転車盗を防ぐ
ため遊技場組合等と防犯カメラを
設置。2月 14日 に「振り込む前に、
チョコつと待って」と防犯広報。

布。バレンタイン前と年金支給日に二
セ電話防止チラシとチ∃コを配布。

鮭颯唸曇3駅の駐輪場
で自転車盗防止のチ
ラシ、ワイヤー錠を配

孟欲』‡|。 耗巾饂曇1月にまいピア高田
で暴力団追放総決起大会を実施。
節分に神社で保冑園児の防犯・交
通安全豆まきと安全宣言を実施。

‡晰隆曖磯防犯指導員と年金支給日
に、金融機関でニセ電話詐欺水際
阻止キャンペーンを実施後、豊察
署で管内情勢等の研1多会を実施。

鰤褥凸が躙貯埒貯炸絋ξ袂靱蝙颯 ]

鰤 莉

おかげさまでほ売戸数13万戸突破 !

鷹売■綸後全日で事故報告は1件のみ
いつでも菫内ご菫下さい.お同合せは・00

潜護鷹襄凛糞乳lm露 ∬|し

1■092-473-5584 fax092-473-5158
建設業許可番号・国土交通大臣許可(特 27・ 28)第 5279号
宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣(15)245号

<カギ>のことなら、あなたの街の

美和ロツク
サービス代行店

「

D

早良区● (株)エ ルキー    TEL(092)871‐ 8000

城南区● ヘンショーさん   TEL(092)801‐ 5314

中央区● (株)緒方商店    TEL(092)521-7408

博多区● (有 )鍵のポ リスマン TEL(092)452‐ 3500

● (株 )アッシュロック TEL(092)582‐ 1169

筑紫野市 ● キークラフ ト(株) TEL(092)926‐ 8811

那珂 lll市 ● (株)トータル・    TEL(092)952‐ 5251
キーステーション福岡

●お問い合わせは…

美和ロツク株式会社刑肢店
福岡市中央区大手門2‐4‐ 14 TEL(092)235‐ 3069(代 )

構だしタアr
福岡市博多区店屋町 5番 10号

颯 ξ0120-296-241

春風を 受けてジョギング パトロール !


