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初 発 型 非 行
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刑法に規定する罪のうち、社会的反響が大きく、早期解決が求められ
るもので、殺人、強盗、放火、強制性交等、略取・誘拐、強制わいせ
つの罪

窃盗犯のうち、他の凶悪事件に発展する危険性が高いもので、すべて
の侵入盗、自動車盗、ひったくり、すりの手口	

罪を犯した14歳以上 20歳未満の少年	

刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年	

刑法に規定する罪を犯した犯罪少年及び同法に触れる行為をした触法
少年の総称。ただし、交通事故による業務上過失致死（傷）罪を除く。
	
刑法以外の刑罰法令に違反する行為をした犯罪少年及び同法令に触れ
る行為をした触法少年の総称。ただし、道路交通関係法令に規定する
罪を除く。

保護者の正当な監督に服さない性癖があるなど一定の事由があって、
その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し又は刑罰法令に触れる
行為をするおそれのある少年

犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深
夜はいかい、その他自己又は他人の徳性を害する行為をしている少年
	 	 	 	 	 	 	 	 	
他の犯罪の入口になることが多い、万引き、自転車盗、オートバイ盗
及び占有離脱物横領の総称	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	
少年を虐待し、酷使し、その他少年の福祉を害し、又は少年に有害な
影響を与える犯罪

【この資料に使った用語の説明】

※　平成29年 4月 1日に氷川警察署が八代警察署に統合されたため、資料内の
平成29年 3月 31日までのデータは、旧八代警察署と氷川警察署の統計を合算

　したものです。

※　2019 年版「ばんぺいゆ」“ 八代警察署管内の犯罪・非行等の概況”は、　
八代市役所のホームページでも閲覧いただけます。
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1 犯罪概況
１　刑法犯の認知・検挙状況
(1) 県内

　(2) 八代警察署管内

　(2) 八代警察署管内

　(1) 県内
２　重要犯罪の認知・検挙状況
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１　刑法犯の認知・検挙状況
(1) 県内

　(2) 八代警察署管内

　(2) 八代警察署管内

　(1) 県内
２　重要犯罪の認知・検挙状況
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３　重要窃盗犯の認知・検挙状況
　(1) 県内

　(2) 八代警察署管内

４　管内の犯罪概況
　(1) 罪種別の認知件数
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３　重要窃盗犯の認知・検挙状況
　(1) 県内

　(2) 八代警察署管内

４　管内の犯罪概況
　(1) 罪種別の認知件数
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　(2) 小学校区別の認知件数 ５　発生市町村別の犯罪率ランキング
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　(2) 小学校区別の認知件数 ５　発生市町村別の犯罪率ランキング
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2 少年非行概況
１　県下の少年非行概況
　(1) 犯罪少年・触法少年の過去５年間の推移・熊本県内

　(2) 人口比（少年人口1,000人当たりの検挙・補導人員）・全国

　(3) 人口比（少年人口1,000人当たりの検挙・補導人員）・熊本県内

　(4) 人口比（少年人口1,000人当たりの検挙・補導人員）・八代警察署内
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１　県下の少年非行概況
　(1) 犯罪少年・触法少年の過去５年間の推移・熊本県内

　(2) 人口比（少年人口1,000人当たりの検挙・補導人員）・全国

　(3) 人口比（少年人口1,000人当たりの検挙・補導人員）・熊本県内

　(4) 人口比（少年人口1,000人当たりの検挙・補導人員）・八代警察署内

(5) 熊本県内における少年非行の現状
ア　刑法犯少年は減少傾向
　刑法犯少年は、近年減少傾向にあり、平成30年中の刑法犯少年は370人で、前年に比べて79人
（17.6％）、減少しています。

イ　全刑法犯の13.7%は少年	
　県内の刑法犯総検挙人員に占める刑法犯少年の割合は13.7％（370人）で、前年に比べて2.0ポイント
低くなっております。
　また、全国と同ポイントとなっています。

ウ　触法少年の補導人員は10.4%減少
　触法少年の補導人員は103人で、前年に比べて、12人（10.4％）減少しています。
	 	
エ　刑法犯少年の63.0%は窃盗犯
　罪種別では、窃盗犯が最も多く233人で、前年に比べて82人（26.0％）減少しています。
　また、刑法犯少年に占める割合は63.0％で、前年に比べて7.2ポイント低くなっています。	

オ　刑法犯少年の53.5%は初発型非行
　初発型非行で検挙・補導した少年は198人で、前年に比べて86人(30.3%)減少しましたが、刑法犯少年
に占める割合は53.5%で、依然として高くなっています。

カ　非行の主流は、中・高校生	 	
　学職別では、高校生が108人(29.2%)、中学生が107人（28.9%）で、両者で刑法犯少年の総数の
58.1%を占めています。

キ　特別法犯少年	
　特別法犯で検挙・補導された少年は98人で、前年に比べて21人（27.3%）減少しています。
　薬物乱用少年は、大麻で6人、覚醒剤で1人を検挙しています。

(6) 八代警察署管内における少年非行の現状（p.10参照） 
ア　全刑法犯の15.9%は少年
　刑法犯総検挙人員に占める少年の割合は15.9%で、前年と同数となっています。

イ　刑法犯少年の70.0%は窃盗犯	
　罪種別では、窃盗犯が最も多く20人で、前年に比べて1人（5％）増加しています。
　刑法犯少年に占める割合は70.0%で、前年に比べて20.0ポイント高くなっています。

ウ　刑法犯少年の66.7%は、中・高校生	 	 	
　学職別では、高校生が14人（46.7%）で最も多く、中学生の6人（20.0%）を合わせると、刑法犯少年総
数の66.7%を占めています。
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　(7)  各署別検挙・補導人員前年対比表

　(1) 少年非行の年別推移

　(1) 行為別

　(5) 学職別

　(2) 学職別

　(4) 罪種別

　(2) 刑法犯総検挙人員に占める少年の割合

　(3) 年齢別

　(3) 年齢別

２　管内の少年非行概況

３　管内の不良行為少年の補導状況
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　(7)  各署別検挙・補導人員前年対比表

　(1) 少年非行の年別推移

　(1) 行為別

　(5) 学職別

　(2) 学職別

　(4) 罪種別

　(2) 刑法犯総検挙人員に占める少年の割合

　(3) 年齢別

　(3) 年齢別

２　管内の少年非行概況

３　管内の不良行為少年の補導状況
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3 盗難の被害防止対策
皆さんの身近で発生する乗物盗、車上ねらい、空き巣などの盗難の防犯対策

★		自転車・オートバイ盗難被害防止～しっかりロック！愛車を守る！～

○　乗物から離れるときは、短時間でも面倒くさがらずにカギをかけましょう。
○　オートバイには、U字ロック、自転車にはシリンダー錠等で後輪ロックし、常設のカ
ギの他にチェーン錠等で二重ロックに心がけましょう。

★		自動車盗難・車上狙い被害防止
○　自動車を駐車するときは、短時間でも必ずキーを抜き、ドアを施錠しましょう。
○　車庫か駐車場に駐車しましょう。
○　自動車盗難防止装置やハンドルロック等の防犯設備を取り付けましょう。
○	　貴重品を車の中に置かない、特に外から見える所にはバッグ等を置かないようにし
ましょう。

★		防犯登録を忘れずに！
○	　新たに自転車を購入したとき（新規登録）、所有者が変わるとき（再登録）、氏名や
住所が変わるとき（変更登録）、廃棄するとき（抹消登録）は、必要な手続きをしましょう。
　※　詳しくは、P.32をご覧ください。

〈車上ねらい〉

【無施錠率・キー有りの割合表】

施錠あり

0件

0%

施錠あり

16件

18.4%

施錠なし

9件

100%

施錠なし

71件

81.6%

キーなし

1件

33.3%

キーあり

2件

66.7%

キーなし

0件

0%

キーあり

1件

100%

〈自動車盗〉

〈オートバイ盗〉 〈自転車盗〉
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★		侵入窃盗の被害防止
　　　～日頃の心掛けと地域の「目」が被害防止に～

○　窓や扉を確実に施錠しましょう
　　侵入窃盗の被害の半数以上は、玄関や窓の鍵を掛けていなかったことが原因です。
ゴミ出しや近所への買い物など、ちょっとした外出でも必ず鍵を掛けましょう。

○　ＣＰ部品で被害を防ぎましょう！
　	　侵入窃盗の約3割は、窓ガラスを破って侵入しています。「防犯性能の高い部品（Ｃ
Ｐ部品）」の鍵や防犯フィルム、シャッター等を設置し、泥棒による被害を防ぎましょう。

○　大切なのは地域の「目」
　	　泥棒が嫌うのは「人の目」。日頃からご近所で挨拶を交わしたりして良好なコミュニ
ティを作りましょう。また、見知らぬ訪問者などには用件を確認するなど、積極的に
声を掛け、地域の絆で被害を防ぎましょう。

★		万引きの防止～万引きをしない、させない、見逃さない～

○　万引きを発見したら…
　　万引きは犯罪です。万引きを発見したら警察署やお店の人に知らせてください。

○　積極的な声掛けから始める万引きの未然防止
　	　万引きを防止するためには、「挨拶・声掛け」が有効です。万引き犯人に対する調
査結果によると、万引きをあきらめる要因の70パーセント以上は、店員の方の声掛
けです。

○　万引きは犯罪です。（窃盗罪）
　	　10年以下の懲役又は、50万円以下の罰金になります。

- 12 -



4 振り込め詐欺等の被害防止対策
　「振り込め詐欺等」とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定
した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯
罪の総称で、「振り込め詐欺（オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還付金等詐欺）」
と「振り込め類似詐欺」に分けられます。

１ 振り込め詐欺等認知状況
　(1) 県内

　(2) 八代警察署管内

　(3) 未然防止の状況
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２ 最近の手口
　①　警察官を装う電話多発！！
　　	　警察官を装い電話をかけ「詐欺グループの犯人を逮捕した際に犯人が持っていたリスト
にあなたの名前が載っていた。」「口座内の現金が引き出されてしまうかもしれない。」等
と不安を煽り、キャッシュカードと暗証番号を書いたメモを準備させ、その後、金融機
関職員等を装って自宅までキャッシュカードを取りにくる手口が発生しています。

結果

　　		　自宅に来た警察官や金融庁、金融機関職員等を装った犯人の求めでキャッシュカード
を封筒に入れ、更に「割印が必要」と言われ印鑑を取りに行った隙に別のポイントカード
等が入った封筒とすりかえられてキャッシュカードが盗まれ、その直後にコンビニ等のＡ
ＴＭで現金を引き下ろされます。

　②　ＮＨＫ及び熊本防犯協会を装う不審電話に注意！
　　	　ＮＨＫ職員を装い、「一人暮らしですか。」など個人情報を聞き出そうとする電話があり、
その後、熊本防犯協会と名乗る男から、「ＮＨＫをかたる電話があっていますので注意し
てください。貯金の金額を教えてください。」という不審な電話が架かってきています。

結果
　
　　	　貯金額を確認する内容であり、振り込め詐欺などの犯罪の前兆と思われます。
　　	　防犯協会等の機関が電話で貯金額を確認することはありません。
　　	　また、全国では、息子などの親族や、警察官、金融機関職員等を装って、財産や家族
構成、預貯金の金額、現金保管状況、キャッシュカードの有無などを聞き出そうとする
不審電話（アポ電 )	【注】が架かってきています。

　　	　このような電話は、強盗や振り込め詐欺の予兆電話の可能性があり、首都圏では、不
審電話の後、民家に強盗が押し入るという事件も発生しています。

【注】アポ電：アポイントをとるための電話。探りを入れる電話。

！！！振り込め詐欺等の手口は、次 と々新しいものに変化します！！！
！！！電話を受けた時は、まず、「詐欺かもしれない！」と考えてください！！！

＊今後、予想される手口＊
　他県では改元を口実とした被害が確認され、熊本県内でも発生する可能性があります。新元
号やオリンピック等、社会の話題となっている言葉を引用して信用させる手口に注意しましょう。

【どうしてだまされてしまうの？】
オレオレ詐欺は息子や孫など大切な人を守りたいという
思いやりにつけ込んだ犯罪だからです
「自分はだまされない」と思っていた人もだまされます

「自分は大丈夫」と思わないこと！

　(1) 県内

　(2) 八代警察署管内

　(3) 未然防止の状況
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３ 被害に遭わないために

　◆	　安易に個人情報を教えない（キャッシュカードの暗証番号、資産状況、家族構成など）
　◆　キャッシュカードやお金を渡さない
　◆　公的機関からの電話は、所属、氏名を聞き、代表電話にかけ直して確認する

「電話でお金の話しは、全て詐欺！！」と疑いましょう。

対策 1

　　　　　　　　　“ 振り込め詐欺等の被害に遭わないためには、
　　　　　　　　　　　犯人からの電話に出ないことです！！”

　　　　　　◎　防犯機器付電話機を使用し、電話を受けない！
　　　　　　◎　留守番電話に設定し、電話を受けない！

　【優良防犯電話の一例】
　ご家庭の電話機には、振り込
め詐欺等の電話や、悪質商法等
の勧誘電話、わいせつ電話、脅
迫電話、無言電話などの迷惑電
話が架かってきます。
　ほとんどの方が、振り込め詐
欺や悪質商法のことを知ってい
ますが、電話に出ることでだま
されてしまっているのが実態で
す。
　こうした被害を未然に防止し
迷惑電話をブロックするには、
迷惑電話防止機器の導入が効果
的であり、優良防犯電話の設置
をお薦めします。

出典：「安心な街に」通巻六七十号・六八三号、（公財）全国防犯協会連合会

電話機
「VE-GD26DL」
パナソニック㈱

電話機
「TF-FA75W」

オンキヨー＆パイオニア㈱

電話機
「TF-SA36S」

オンキヨー＆パイオニア㈱

ファックス
「KX-PD215DL」
パナソニック㈱

スマートフォン
「かんたんスマホ」
ソフトバンク㈱

電話機
「VE-GD56DL」
パナソニック㈱

電話機
「TF-SA16S」

オンキヨー＆パイオニア㈱

電話機
「TF-SE16S」

オンキヨー＆パイオニア㈱

ファックス
「KX-PD315DL」
パナソニック㈱
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　　　　　　◎　その他、こんな言葉に注意する！！

　○　突然息子から「金貸して」は…
　○　「医療費・保険料の還付金があるのでATMに行って」は…
　○　「〇〇署ですが、あなたの口座が狙われています」は…
　○　「あなたの個人情報が漏れています。今なら消せます」は…
　○　「名義を貸してほしい」は…
　○　「必ずもうかる」「あなただけ特別」は…
　○　「レターパック、宅急便で送れ」は…
　○　「融資します。保証金を送って」は…
　○　「風邪を引いた」「携帯電話の番号が変わった」は…
　○　「弁護士や同僚が取りに行く」は…
　○　「有料動画サイトの料金が未納」「法的手続きをとる」は…
　○　「プリペイドカードで支払いを」は…

↓↓↓↓↓

これらはすべて　　　　　　　です！！　　　

―――おかしいと思ったら―――

　＊	　振り込め詐欺等の手口は、次々と新しいものに変化します。電話を受けた時は、
　　まず、「詐欺かもしれない！」と考えて下さい。
　　　→おかしいと思ったら、慌てずに相手の電話番号を聞いて一旦電話を切る。
　＊　弁護士や保険会社が、事故直後に示談金の振り込みは勧めません。
　　　→その日の内にお金を振り込ませる事など無い！
　＊　必ず本人や警察に連絡を取り、事実確認をしてください。
　　　→家族等に電話して確認をする（携帯電話が通じない時は固定電話に）
　＊	　誤って金を振り込んでも、届出が早ければ金融機関に対して振込先口座の凍結
　　　（振り込んだお金を、相手がおろせなくなる措置）を依頼できる。

※	　八代地区と氷川地区防犯協会では、振り込め詐欺等被害防止についての防犯講話を
実施しています。詳しくは、p.39 をご覧下さい。

　不審に思ったら、直ちに警察相談窓口♯９１１０（局番なしの「シャープきゅ

ういちいちぜろ」）又は、熊本県警察振り込め詐欺相談ホットライン０９６－
３８１－２５６７や最寄りの警察署へ相談しましょう。緊急の場合は、１１０

番通報をしてください。

詐欺

対策 2
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　パソコンや携帯電話、パソコンと同等の機能を持つスマートフォン等の普及にともない、イ
ンターネットが利用できる環境が身近になってきていますが、それとともにインターネットを利
用する犯罪・トラブル等の被害も増加傾向にあります。
　インターネットに関する犯罪・トラブルは、「正しい知識と利用法」を身につけていれば防
ぐことができるものがほとんどですので、インターネットを安全に利用するため、必ず身につ
けましょう。

1　ネットバンキングの不正送金被害多発！
　ネットバンキングの「ＩＤ・パスワード」等を盗み取るウイルスを使用
する手口により、ネットバンキングに不正アクセスし、利用者の口座か
ら第三者の口座へ不正送金する事案が全国的に多発しています。
　

（1）ワンタイムパスワードを利用する
　金融取引を行う場合等には、ワンタイムパスワードの設定により、自分
のＩＤやパスワードをしっかり管理しましょう。詳しくは、各金融機関にお
問い合わせください。

（2）不審な入力画面が表示されたら注意！
　利用者が金融機関等の正規のホームページに接続すると、不正な入力画面が表示され、Ｉ
Ｄ、パスワード、第２暗証、質問、合言葉・インターネット用暗証番号、クレジットカード番号、
有効期限などの入力を求められる場合があります。	もし、不審な入力画面が表示された場合
は、当該金融機関に通報してください。

（3）ウィルス対策ソフトを導入する
　ネットバンキングウィルスは複数の種類が確認されています。
　パソコン等の情報端末について、ウィルス対策ソフトの導入、パッチプログラムの適用、ソ
フトウェアのバージョン・アップ等を行い、ウィルススキャンを実施するようにしてください。

（4）パソコン等のＯＳやソフトを最新の状態にする
　古いＯＳやソフトを使っていると、ウィルス感染のおそれがありますので、常に最新の状態
に更新しましょう。

2　通信販売サイトでのトラブルにご用心！
　実在する通信販売サイトを装ったり、連絡先等を偽った通信販売サイト
で商品を注文し、注文したものと異なる商品が届いたり、商品が届かず
返金もされないというトラブルが多発しています。

5 サイバー犯罪の被害防止対策
～インターネットへの正しい知識と利用法～
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（1）確実な連絡先が掲載されていますか
　通信販売サイト事業者の所在地や電話番号が掲載されていない、連絡先にフリーメールアド
レスを掲載してるサイト等を利用して、取り引きの途中で連絡が取れなくなり、返金を求める
こともできなくなる場合があります。

（2）振込先口座はお店の名義ですか
　銀行振り込み決済の際には、通信販売サイトの事業者名や責任者名と口座名義人が異なる
場合や、外国人名義の口座の場合は、十分に注意しましょう。

（3）価格が極端に安くありませんか
　極端に安い価格での販売や「80％ off」等の極端な値引きがされている
場合は注意が必要です。

（4）不自然な日本語表記ではありませんか
　不自然な日本語や、見慣れない漢字を使用している場合もあります。
　無関係な通信販売サイトのロゴやサイト名等を無断で掲載している場合があるので、正規
ショッピングサイトかどうかＵＲＬ等を見比べて確認しましょう。

※	　ただし、これらに該当するサイトすべてが偽サイトであるわけではありません。また、該
当しないサイトがすべて安心なサイトとも限りません。購入する際には、十分に注意して、
少しでも疑わしい場合は利用を控えてください。

3　スマートフォンは携帯電話と違います
　スマートフォンにはインターネットパソコンと同じ危険性があります。
　スマートフォンは、インターネットを見ることができたり、プログラム機能を
追加できたりするなど、パソコンに非常に近いものと言えますので、従来パソ
コンで起こっていた様々なトラブルがそのままスマートフォンでも起こります。パ
ソコンを使い慣れていない高齢者や、使い始めた子供達が被害にあう可能性が
高いので注意が必要です。

（1）スマートフォンに対応するフィルタリングサービスを利用する
　有害な情報サイトへの接続を遮断する「フィルタリングサービス」ですが、スマートフォン
には携帯電話網以外の、無線 LAN接続からインターネットへ接続する機能が有り、この接
続を使用した場合は従来のフィルタリングサービスは役に立ちません。スマートフォンのフィ
ルタリングは、保護者が責任を持って別途設定する必要があります。
　詳しくは、各携帯電話会社にお問い合わせください。
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（2）不当請求・架空請求
　インターネットサイトの中には、リンクボタンを押しただけで「会員登録が完了したので料
金を支払ってください」などと表示され、不当な料金請求をする悪質サイトもあります。
　悪質サイト業者の中には「端末情報から個人情報は特定出来ていますので、法的措置をとり
ます。」などと脅してくる者もいますが、端末情報から個人情報は特定出来ませんので、身に
覚えの無い請求は無視してください。相手に対し、断りのメール・電話などをすると逆にこち
らの情報（メールアドレス・電話番号）を与えることになり、さらにしつこく請求してくる場合
があります。

（3）無料アプリに注意
　スマートフォンは、アプリ（ある目的のために使用するソフトウェア）	を後から追加して、機
能を増やすことが出来ますが、アプリの中にはコンピュータウイルスなどの不正プログラムが
含まれるものがありますので注意が必要です。
　アプリの中には、電話帳等の個人情報を外部に送信するものもありますので、インストー
ル時に尋ねられる「権限」を必ず確認し、ソフトの目的に関係ない権限を求める不審なアプ
リはインストールしないようにしましょう。
　「無料」を強調するサイトには、有名なアプリの偽物やウイルス入りのアプリなどの不正プ
ログラムが含まれている場合が多いので、アプリの入手は携帯電話会社等が運営する信頼性
の高いサイトで行ってください。

4　「メール」と「ID・パスワード」のセキュリティ
　ID・パスワードは「鍵」と同様に取扱い注意！
　インターネット上において行われる、買い物・銀行振り込み・ゲーム・ホー
ムページ作成等のサービスを利用する時にはほとんどの場合、これらを
利用するための「鍵」として、あらかじめ設定しておいた「ID・パスワード」
の入力が求められます。この「ID・パスワード」が他人に知られてしまう
と、自宅の鍵を他人に盗まれた時と同じように、第三者に勝手に自分のイ
ンターネットサービスを利用されてしまい、大きな被害につながります。
　「ID・パスワード」は自宅の鍵と同様に、しっかりと管理する必要があります。

（1）「ID・パスワード」を盗まれるフィッシングサイト（偽サイト）に注意！
	　「ID・パスワード」を盗む手口に「フィッシング」と言われるものがあります。
　これは、実在するサイトの担当者を装った偽メールを送りつけ「会員情報の更新が必要」
などという案内文で利用者をフィッシングサイト（偽サイト）に誘導させ、フィッシングサイト
上で、会員情報の確認で個人情報を入力させて「個人情報」「ID・パスワード」等を盗み取る
手口です。
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　インターネットサービスを行う企業等がメールで個人情報を問い合わせることはほとんどな
いので、不審な点があれば、メールに書かれているアドレスからではなく、正式なホームペー
ジや電話番号等を調べて、問合せ窓口に問い合わせるようにしてください。

（2）適切な「ID・パスワード」を設定すること！
　「ID・パスワード」の設定を「誕生日」「名前の組み合わせ」等、単純なものにしておくと、
簡単に解読されてしまいます。英字・数字などを組み合わせるなどして、他人に推測されにく
いものに設定してください。
　また、複数のサービスで同じ「ID・パスワード」を設定していると、１つのサービスの「ID・
パスワード」を知られた時点でその他のサービスまで被害が及ぶ可能性がありますので、「ID・
パスワード」はサービスごとに違うものを設定してください。

5　「無料」のサービスに注意！
　無料のゲーム等に高額被害多発
　テレビのコマーシャルで有名なSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サー
ビス）で、無料のゲームを巡ってトラブルが多発しています。「テレビで
宣伝しているから」、「無料だから」と安易に利用していると、大きなトラ
ブルに巻き込まれる危険があります。

（1）「無料」と思っているとかえって高くつくことも！
　スマートフォンやパソコンで、「無料」と書かれているゲームなどがあり
ますが、ほとんどの場合、遊ぶのは無料でも、ゲーム内のアイテム等を手
に入れるためにお金が必要になることがあり、ゲームに熱中するあまり数
十万円もの大金を使ってしまう人もいます。
　保護者は、子供がゲームをどれだけ利用しているかを把握し、子供がトラブルに巻き込ま
れないように注意する必要と責任があります。

（2）オンラインゲームでトラブル続出！
　インターネットを通じて、知らない相手と対戦できるオンラインゲームが流行していますが、
このゲーム内のアイテムを交換・売買を巡って、だまされるなどのトラブルになるケースが多発
しています。
　特にアイテムを現金と交換するリアルマネートレード（RMT）はトラブルが多く、ほとんど
のゲームで禁止されているのでしないようにしましょう。
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（3）小学生・中学生が不正アクセスの加害者に！
　オンラインゲームやSNS等のサービスは、小学生・中学生も多数の利用がありますが、中
には他人の「ID・パスワード」をだまして聞き出し、それを使って勝手にサービスを利用して、
警察に検挙・補導されるケースが最近急増しています。
　他人の「ID・パスワード」を勝手に利用してサービスを利用する行為は、不正アクセス禁止
法という法律で禁止されている犯罪ですので、絶対にしないようにしま
しょう。
　また、たとえ友人・知人であっても、「ID・パスワード」は教えないよ
うにしましょう。

6　見えない相手に注意！
　直接会ったことがない人を信用しない
　電子掲示板、ブログ、SNSサイトなど、インターネットを介して、会っ
たことがない人と簡単に		コミュニケーションができるようになりましたが、
これを悪用して犯罪を行う者もいますので十分な注意が必要です。

（1）個人情報を相手に教えない
　インターネット上に掲載されている個人の年齢・性別・職業・顔写真等は、嘘の情報を入力
したり、他人になりすますことが簡単にできるため、むやみに信用すると危険です。
　インターネットで知り合った人に対し、安易に自分の個人情報を送ったり、
写真を送ったりする行為は、相手がその情報をどのように利用するかわか
りませんのでやめましょう。
　まして、直接会う等の行為は大変危険ですので、絶対会ってはいけません。

（2）出会い系サイトを利用した詐欺被害が多発
　最近、芸能人の関係者を名乗る人物から「○○○○ (芸能人の名前 )が悩んでいるので相
談に乗ってやって欲しい」という内容のメールが届き、有料の出会い系サイトに誘導され、サ
イト上で、芸能人を名乗る相手とやり取りをさせて高額のサイト利用料が請求されるケースが
多発しています。
　ほかにも、困っている人を装うなど、手口も変化していますので、知らない相手を安易に信
用しないようにしましょう。不審なメールに対して応答すると、こちらの個人情報を渡すこと
になったり、さらなる詐欺手口に遭ったりするので、そのようなメールは無視するようにして
ください。
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平成31年 春のあんしんネット・新学期一斉行動

総務省九州総合通信局、熊本県青少年安全・安心ネット利用促進連絡会

青少年が安全に安心してインターネットを
利用するために保護者ができること

～子供たちをネットの被害者にも加害者にもさせないために～

インターネットは、安全に正しく使えば役立つ便利なもの

SNSを通じて被害にあった児童数の推移

青少年のスマートフォン・携帯電話の所有・利用状況

1,2931,293

▲▲
▲▲

▲▲ ▲▲
▲▲

59.5%59.5%

H25
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66.4%66.4%
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（人）
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0
平24

「児童が自らを撮影した画像に伴う被害」の被害児童数
上記被害児童のうちSNS（通信ゲーム除く。）起因
上記のうちスマートフォン使用

子どもに伝えたい知識や情報を事例とともにわかりやすく解説！
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/jireishu.html
インターネットやスマホを安心して利用する知識をQ&Aで紹介。主な相談窓口も一覧に。

インターネットトラブル事例集、警察庁及び内閣府等リーフレットから内容を抜粋しております。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_faq/index.html
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インターネットトラブル事例集
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しかし、使い方を間違えると思わぬトラブルも
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青少年インターネット環境整備法 ～18歳未満のフィルタリングを義務付け～

保護者ができる3つのポイント
①家庭のルールを子供と一緒に作りましょう

②機器とアプリの特性や設定を確認した上で利用させましょう

③フィルタリング機能を正しく知って上手に活用しましょう

子供にスマートフォンを持たせる前に
　スマートフォンを使うようになれば、インターネットを通じて年齢・性別・場所を問わず多くの人とつながる
可能性が生じます。そこで、保護者自身が意識して行動したいことを以下にまとめました。

情報モラルもフィルタリングも、子供をト
ラブルから守る大切な知識です。学校や
地域で開催する研修会、Webの情報、書
籍、事例集などで積極的に学びましょう。

まずは自分で使って基本的な操作を把
握しておきましょう。そして、子供が安
全に使える環境を整えてあげましょう。

歩きスマホをしない、食事中や就寝前
は使わないなど、保護者自身が見本と
なって良いマナーを学ばせましょう。

　なぜルールが必要なのかを子供が理解することが大切です。保護者が一方的にルールを決めるのではなく、子供と話し合って、きちんと
守れるルールを作りましょう。また、「夜遅くまで使わない」というような曖昧なルールではなく、「夜は9時まで」とか「寝る時は居間で充電
する」といいうような具体的なルールを決めて、気分次第で運用しないようにしましょう。困った時はすぐに相談することもルールに加え
て、子供から相談を受けた時に慌てないように、事前に対応方法や相談窓口を確認しておきましょう。なお、ルールを一旦作っても、子供
の使い方にそぐわなくなることもありますので、定期的に子供と話し合って見直すことも必要です。

　スマートフォンやインターネットは、持たせ始め、使い始めが肝心です。機器とアプリの「初期設定」は、必ず保護者が行いましょう。また、
パスワードの管理も保護者が行い、トラブルに遭っていないか、過度の長時間利用になっていないかなど、こまめに利用状況を確認するこ
とも大切です。OSは最新にしておくとセキュリティ上の安全性が高まります。コンピューターウイルスを防ぐため、ウイルス対策ソフトを入
れましょう。位置情報サービスやWi-Fi自動接続の設定、SNSの公開範囲や友達とつながる機能など、アプリの特性や設定を確認し、不要
な機能はOFFにするようにしましょう。そして、子供の成長に合わせて、少しずつ利用できる範囲を広げていきましょう。

　スマートフォンやインターネットの安全利用には、情報リテラシーと情報モラルが不可欠です。学齢が低ければ知識不足、高ければ慣れ
が原因で、判断ミスやうっかり操作による危険が生じがち。知識や経験の不足を補い、うっかりアクセスを回避してくれるフィルタリング
は、トラブルを軽減してくれる頼もしい味方です。安全利用のために役立つ設定があるなら、任せるのが賢い使い方。成熟度や使い方に応
じて、徐々にレベルを緩めるなど、フィルタリングを活用して子供を守りましょう。なお、フィルタリングの具体的な設定方法については、各
通信事業者のホームページやショップ等でお確かめ下さい。

大人が勝手に決め付けて押し付けても
ダメ。子供の言い分にも耳を傾けなが
らじっくりと話し合い、ルールを決めま
しょう。

なぜ必要なのか、どのようなことに使
うのか、子供の気持ちを聞きましょう。
目的を確認した上で、使い方を一緒に
考えましょう。

利用範囲や時間、課金、各種制限など、成
長段階に合わせてルールを調整しましょ
う。子供と定期的に話し合うことは、お互
いの理解が高まるのでおすすめです。
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6 安全安心の街づくり
～安心安全の街づくりにご協力ください～

※	　八代地区と氷川地区の防犯協会では「いかのおすしの防犯教室」を実施しています。詳
しくは、p.39をご覧下さい。

　子供に「いかのおすし」などの防犯対策を繰り返し教育し、子供の外出前には、「誰とどこで遊ぶのか」
「何時に帰るのか」などを聞きましょう。また、防犯ブザーは、ランドセルやバッグなど、周囲から見え
るように取り付け、ブザーが作動するかこまめに確認してください。
　日頃から子供に社会のルールやマナーを教育し、子供がトラブルに巻き込まれないようにしましょう。

　夜道や人気のない道、場所は危険がいっぱいです。多少遠回りでも、明るく人通りの多い道を歩くよう
に心掛けましょう。イヤホンで音楽を聴きながら、スマートフォン等を操作しながらの「ながら歩き」だと、
周囲への注意力が散漫になるので、不審者が接近する気配に気づかないことがありとても危険です。
　また、防犯ブザー等は鞄の外に取り付けるなど、何かあったらすぐに使用できるようにしておきましょう。

　いつでも必ず玄関や窓には鍵をかけましょう。特に「うちはオートロックだから…」「私の部屋は二階だ
から…」といって安心している方、過信して鍵かけを怠ると犯人の思うつぼ、その場所は最高のターゲッ
トになります。
　高階層の家やオートロックが完備されているマンションでも、鍵を掛けていなければ侵入は防ぎきれず、
決して安全ではありません。また、その隙をついて侵入を狙っている犯人もいるのです。「ワンドア・ツー
ロック」で防犯効果は劇的に高まります。鍵をかける習慣をつけ、特に就寝時に窓を開けたままにしない
よう気をつけましょう。

「いかのおすし」は子供達が犯罪に巻き込まれないための約束事をまとめた標語のことです。

・知らない人についていかない　　　　　　　・知らない人の車にはのらない

・危ない、怖いとおもったらおおごえをだす　・危ない、怖いとおもったらすぐにげる

・周りの大人にしらせる

子供の犯罪被害防止 ～子供の安全はみんなの願い～

女性の犯罪被害防止 ～犯罪から身を守るために～

◇子供の安全意識を育てましょう

◇夜道や人気のない道、場所は要注意！

◇自宅でも油断は禁物

◇みんなのおやくそく「いかのおすし」

　一人で遊んでいる子供にはひと声掛けてあげましょう。不自然な子供連れを見かけたら、警察に通報
してください。登下校時間に、通学路や子供が利用する施設、公園周辺でのパトロールや見守り活動を、
地域で協力して行いましょう。

◇地域で子供を見守りましょう

みんなでつくろう安心の街

　犯罪に、いつ何時、どこで巻き込まれるかは、予測がつきにくいものです。しかし、「自
分で自分を守る」という意識を高く持って、自主防犯に努めていくことにより、犯罪に
巻き込まれるリスクは大幅に軽減することが出来ます。

1  子供・女性の犯罪被害防止
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① 被害防止能力の向上 ……………　　　

② コミュニケーション能力の向上 …　　　　　　　

③ 地域への愛着心の向上 …………

④ 非行防止能力の向上 ……………

⑤ 大人の防犯意識の向上 …………

○入るのにじゃまになるものがない。
○さかいがはっきりしていない。
○出入口（逃げ道）が多い。
　　　　　＋
●近所の人たちが犯罪者に注意していない。	
●近所のみんなで集まることが少ない。

入りやすい場所とは… 見えにくい場所とは…
○見るのにじゃまになるものがある。暗い。

○人がいなくて見てもらえない。

○人が多すぎて見てもらえない。

　　　　　　＋

●近所の人たちが地域のことに関心がない。

●近所でこまっている人がいても見て見ぬふりをする人が多い。

子供たちは、どのような場所で犯罪が起こりやすいのかが理解できるよ
うになります。

友達同士や大人との交流で世代内・世代間のコミュニケーション能力が
伸びます。

子供たちが地域を探検し、様々なことを発見すると地域への関心が高ま
ります。

友達や地域住民との対面的コミュニケーションを通して社会性が育ち、
地域社会の安全に貢献する活動を通して市民性が育ちます。

地域住民が、子供たちによる活動を見かけたり、協力したりすることを
通して、子供を地域で守るという意識が高まります。

「犯罪が起きやすい場所」を地図にまとめたものです。子供たちが通学路等を実際に歩き、
犯罪が起きやすい危険な場所を見つけて地図を作ります。
地域に潜む危険性を発見するという「気づき」の過程を重視したもので、子供を被害者にも
加害者にもさせないための危険回避能力（想像力、判断力、コミュニケーション能力など）
を身につけるのに有効であり、また、地域の防犯意識を向上させていく上でも有効な手法です。

4  地域安全マップ～子供と地域を犯罪から守るために～

子供の安全対策の切り札「地域安全マップ」とは？

《地域安全マップづくりに期待できる効果》

危険な場所はこんなところ！

マップづくり事前学習

危険な場所 ＝ ＋入りやすい場所 見えにくい場所

■「犯罪に強い３要素」＝犯罪が起こりやすい条件の判断基準

出典：小宮信夫著『地域安全マップ作製マニュアル（改訂版）』東京法令出版発行

犯罪に強い要素 ハードな要素 ソフトな要素

標的
（個人）

抵抗性
犯罪者から加わる力を
押し返そうとすること

恒常性
一定していて変化しないこと

管理意識
	望ましい状態を維持しようとすること

場所
（地域）

領域性
犯罪者の力が及ばない範囲を

明確にすること

区画性
区切られていること

縄張り意識
		侵入はゆるさないと思うこと

監視性
犯罪者の行動を把握できること

視認性
自然な視線が確保されていること

当事者意識
自分自身の問題としてとらえること
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― 楽しく役立つ！「地域安全マップ」をつくろう!! ―
地域安全マップの作り方
　まずは気軽に家庭で作ってみることをお薦めします。その後、学校や地域の大勢の皆さんで取
り組むと効果はより大きくなります。ここでは家庭において親子で作る例を紹介します。
※	地域安全マップの作り方は自由です。みんなでいろいろと工夫して、楽しく作ってみましょう。

●用意する物
・紙：画用紙、模造紙など大きめの紙	・筆記用具：鉛筆、ペン（色のついたものも用意するとよい）
・カメラ（デジカメなど）	・持ち歩き用の地域の地図	・メモ帳など

　実際に地域を歩いてみる前に、どんな場所が危険なのかを考えてメモに書きます。チェックす
る場所は次のようなところです。
○犯罪が起きそうな場所（入りやすく見えにくい場所）
(例 )・木がうっそうとして見通しの悪い公園・人通りが少ない場所・高く長い壁が続く人目のな

い道・路上駐車の車が多い道・警備員のいない駐車場や駐輪場・街灯の少ない暗い道・落
書きがあったり、ゴミが散らかっている場所など

○いざというときに逃げ込める場所
(例 )・子ども 110番の家や防犯連絡所・コンビニエンスストア、ガソリンスタンド、ファミリー

レストラン、病院、郵便局・学校や塾・友達や知っている人の家など

ステップ２   チェックポイントを考えます

　地図とメモ帳とカメラを持って、親子で一緒に町を歩きます。子供自身が危険な場所に気づく
ようにサポートしてください。危険な場所やいざというときに逃げ込めそうな場所を見つけたら、
地図やメモ帳に注意点を書き込み、写真を撮っていきます。
※写真撮影の際は、プライバシーに配慮して、人が写らないようにしましょう。また、個人の家や車が特定できないようにしましょう。

ステップ３   実際に歩いて確かめます（フィールドワーク）

　地域の危ない場所は、お店の人や交番の警察官等に聞いてみましょう。子供にインタビューさ
せることによって、危険回避能力の一つである「コミュニケーション能力」が身につく他、地域
の人と顔見知りになることで、子供の安全度はぐっと高まります。

ステップ４   インタビューをしてみましょう

　町歩きから帰ったら、ステップ１で描いておいた地図に、集めた情報を描き込みます。危険な
場所だけではなく、子ども110番の家など安全な場所も描き込みます。そして、それぞれの場所
に写真を貼っていくと、より分かりやすいマップになります。

ステップ５   集めた情報をもとに、地域安全マップを作ります

地図ができたら、塾や友達の家、公園などに行くときの道を、相談して決めておきましょう。また、
分かったことは友達にも教えてあげましょう。
もう一つ大切なことは、マップの更新作業です。街は工事中や新たな建物等で日々姿を変えます。
そして子供の行動範囲が変わることもあります。定期的に街をチェックして、地域安全マップを
更新していくことも大切です。

ステップ６   地域安全マップの活用

　画用紙などに、子供の行動範囲の地図を描きます。そこに子供がよく行く場所（友達の家、公
園など）を相談しながら描き込んでください。

ステップ１   地図を作ります

※インタビューするときは、相手の都合を聞いて、礼儀正しく行いましょう。
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5  自転車防犯登録について

自転車防犯登録をする（新規登録）※登録者本人が行ってください

１　防犯登録を取り扱っている店舗で自転車を購入した場合
➡自転車購入の際にお店で防犯登録ができます
	・登録に必要なもの
　　登録料（600円）

２ 　防犯登録を取り扱っていない店舗で自転車を購入した場合やインターネットショッピングで購入、
または景品等でもらった場合
	➡防犯登録を取り扱っている店舗または最寄りの警察署内にある防犯協会で防犯登録ができます
	・登録に必要なもの　
①登録料（600円）
②防犯登録をする自転車
③身分証明書　
④自転車の車体番号が確認できるもの（保証書等）

３　他人から譲り受けた自転車の場合

　Ⅰ　譲った人が防犯登録の抹消をしている場合➡手続き２で防犯登録を行ってください
　Ⅱ	　譲った人が防犯登録の抹消をしていない場合➡必ず防犯登録の抹消を行ってから登録をしてく
ださい

　　※注意※
　　	防犯登録の抹消をせずに新たに登録をすると、二重登録となり盗難等の被害にあった場合早期返
還が困難になるばかりか、盗品の自転車かもしれないと疑われる危険性があります

登録内容の変更をする（変更登録） ※登録者本人または登録者と同居する親族が行ってください

１　変更とは

　	　登録者氏名を親から子どもへ変更したり、引っ越し等で住所や電話番号が変わった場合に登録
内容を変更することです

２　変更できる内容
Ⅰ　氏名または名称（団体名）
Ⅱ　住所（熊本県内の住所に限ります）
Ⅲ　電話番号
　※注意※
　・自転車の譲渡等で他人名義に変更することではありません
　・氏名の変更は、登録者と同居する親族の氏名にのみ変更することができます
　・引っ越し等で住所変更する場合は、熊本県内の住所に限ります

３　変更をする※変更は無料です

　Ⅰ　防犯登録を行った際に記入した「自転車防犯登録カードお客様用」がある場合
　➡自転車防犯登録を取り扱っている店舗で変更ができます
　・変更に必要なもの
　①自転車防犯登録カードお客様用
Ⅱ		「自転車防犯登録カードお客様用」がない場合
➡最寄りの警察署（生活安全課・係）で変更ができます
自転車に貼付してある防犯登録シールの番号を控えておくと手続きがスムーズにできます
※	警察署が遠方の場合は、交番でも変更ができる場合がありますので、事前に最寄りの警察署
へお尋ねください
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防犯登録の抹消をする（抹消登録）
１　抹消とは
　　既に登録されている防犯登録の内容を消去することです
　　自転車を廃棄したり、他人に譲る場合は、必ず防犯登録の抹消を行ってください

２　抹消をする	※抹消は無料です
Ⅰ　	防犯登録を行った際に記入した「自転車防犯登録カードお客様用」があり、その自転車が
持参できる場合
➡自転車防犯登録を取り扱っている店舗で抹消ができます
	・抹消に必要なもの
①身分証明書
②自転車防犯登録カードお客様用
③抹消をする自転車
Ⅱ　「自転車防犯登録カードお客様用」がなく、自転車の持参が不可能な場合
➡最寄りの警察署（生活安全課・係）で抹消ができます
	自転車に貼付してある防犯登録シールの番号を控えておくと手続きがスムーズにできます
警察署が遠方の場合は、交番でも抹消ができる場合がありますので、事前に最寄りの警察
署へお尋ねください
	・抹消に必要なもの
①身分証明書

※　自転車防犯登録業務は熊本県公安委員会の指定を受け、「（公社）熊本県防犯協会連合会」と「熊本県自
転車二輪車商協同組合」が行っています。
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6  暴力団と決別した熊本の実現！！
　県民総ぐるみで、暴力団に「ノー」を突き付けることで、県民が安全で安心に過ごすことが
できる、暴力団と決別した熊本を実現していきましょう。皆様のご協力をお願いします。

「恐れない」「利用しない」「資金を提供しない」

＊ 「熊本県暴力団排除条例」平成 23 年 4 月1日施行 ＊
	

◎ ＜条例制定の目的＞
　この条例は、熊本県からの暴力団の排除を推進し、県民の安全で平穏な生活の確保
及び経済社会の健全な発展に寄与することを目的としています。また、県と県民等の責
任を明らかにするとともに、暴力団を排除するための基本的施策、暴力団等に対する
利益供与の禁止、公共工事における措置を定めることにより官民一体となって暴力団
排除を推進し、警察による暴力団に対する取締りの強化のみならず、県、市町村、県民、
事業者及び関係機関等が相互に連携して、暴力団の排除に向けて取り組んでいくことが
肝要であり、そのために、その礎となる熊本県暴力団排除条例を制定しました。

◎ ＜条例の主な内容＞
１　県の責務
　暴力団の排除は、暴力団が県民生活や経済社会に悪影響を及ぼす反社会的団体であ
ることを認識した上で、県、市町村、県民、事業者及び関係機関等が相互に連携しながら、
協働して行うこと。暴力団の排除に関する施策を総合的に推進します。
２　県民の責務
　県民は、基本理念にのっとり、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力する
よう努めるとともに、暴力団の排除に役立つ情報を得たときは、警察等に提供するよ
う努めること。
３　事業者の責務
　事業者は、その行う事業に関して、県が実施する暴力団の排除に関する施策への協
力や警察等に対する暴力団の排除に役立つ情報の提供に努めるとともに暴力団が利す
ることとならない事業活動や暴力団員の不当な行為の影響を受けない事業活動を推進
すること。
４　公共工事における措置
５　不動産の譲渡等における措置
６　暴力団員等に対する利益供与の禁止
７　少年の健全な育成を図るための措置
８　「暴力団排除特別強化地域」における特定接客業者の義務
　などがあり、これらのなかには禁止行為が設けられたものもあり、違反した場合には
罰則が科せられます。

条例に関するお問い合わせや相談は、熊本県警察本部、または最寄りの警察署へ！

熊本県警「犯罪マップ」情報提供システム熊本県警「犯罪マップ」情報提供システム

- 33 -



犯罪マップについてと使い方

◎　犯罪マップについて
○	熊本県警察ホームページの「熊本県警犯罪マップ」は犯罪発生状況を地図でご覧いただけます。
○		熊本県内で起きた13種類の犯罪等の発生場所を地図に示しています。また、小学校区域内で発生し
た犯罪を集計してその件数で色分けして分布図を表示しています。
○	地図表示は小学校区、警察署・交番・駐在所等を選択することができます。
○		犯罪ポイント表示の場合、地図上の罪種のアイコンは犯罪発生件数に応じて３段階の大きさで表示さ
れます。
○		犯罪ポイント表示の場合、地図の下に表示されている件数は、表示されている地図内で発生した件数
になります。小学校区や警察署管轄区等での発生件数とは限りません。
○		罪種については大まかな地点を表示しています。
○		分布小学校区域については大まかな区域を表示しています。
○		市街化調整区域外の地区については番地単位でのデータが作成されるまでの間は大字・小字で一箇所
にマークが表示されます。
○		分布図の小学校区域については大まかな区域を表示しています。

◎　犯罪マップの使い方
　熊本県警犯罪マップは、小学校区、警察署・交番・駐在所及び市町村名で地図を表示することができます。
また、県全体マップから任意の位置をクリックして地図を表示することもできます。
○	小学校検索
　	トップページの地図検索部分、地図表示ページの上の部分から検索ができます。
　	小学校名を選択する方法と小学校名を入力して検索する方法があります。
○		警察署、交番・駐在所で検索
　	小学校区での検索と同様に、トップページの地図検索部分、地図表示ページの上の部分から検索がで

　　きます。
　	警察署、交番・駐在所名を選択する方法と警察署、交番・駐在所名を入力して検索する方法があります。
○		市町村名、県全体マップからの検索
　	トップページの市町村名からその市町村役場を中心とした地図を表示できます。
　	また、県全体マップの任意の位置をクリックすると、その位置を中心とした地図を表示します。

【トップページ】

トップページの市町村名からその市町村役場を中心とした
地図を表示できます。また、県全体マップの任意の位置を
クリックすると、その位置を中心とした地図を表示します。

地図上の罪種アイコンクリックで、
その地点での犯罪件数を表示します。

【地図表示ページ（例）】

熊本県警「犯罪マップ」情報提供システム熊本県警「犯罪マップ」情報提供システム

★情報提供システム等のご紹介★

- 34 -



ゆっぴー安心メールってなぁ～に？？

ゆっぴー安心メール会員登録要領

ゆっぴー安心メールへ会員登録するにはどうしたらいいの？？

その他

子どもたちの安全確保や地域の犯罪防止を図るため、県内で発生した

○	緊急治安情報（連続発生のおそれがある重要凶悪事件等に関する情報）
○	声かけ事案、不審者の出没など、子どもに対する犯罪の前兆と思われる事案情報
○	子ども対象の連れ去り、強制わいせつ、通り魔等事件情報
○	強盗等重要又は特異な犯罪発生に関する事件情報
○	行方不明、高齢者等の手配、迷い人に関する情報、高齢者等の安全・安心情報
○	その他、防犯パトロール等に有益な情報
○	安全・安心につながる事件の検挙・解決情報	 	 	 	
○	振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺の被害防止に関する情報

などを、事前に会員登録された方の携帯電話・パソコンにその都度配信いたします。

○会員資格は………どなたでも会員になれます。
○会員登録要領……下記の『	ゆっぴー安心メール会員登録要領	』に従い、配信を希望する携帯電

話・パソコンを使って登録を行ってください。

○ゆっぴー安心メールは、時間に関係なく、いつでも登録することができます。また、退会につ
いても携帯電話・パソコンから行えます。
退会方法は２つあります。
①届いた情報メールから退会することができます。
※この場合、その情報メールが届いてから24時間以内にお願いします。

②下記の会員登録要領の①～③を行うことで退会することができます。
○登録料及び会費は無料です。ただし、情報のメール受信費用（※）は、会員負担となります。
※通常のメールを受信する費用と同じで、携帯電話会社によって若干異なります。

○メールアドレス等の個人情報については、その管理に万全を期してまいります。

「ゆっぴー安心メール」会員を随時募集しています !「ゆっぴー安心メール」会員を随時募集しています !
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緊急情報配信システムについて
現在、八代市では、災害などが発生したときに、防災行政無線やケーブルテレビ、エフ
エムやつしろ、広報車などを使って、緊急情報をお知らせしています。しかし、より多く
の人に、緊急情報を迅速にわかりやすくお知らせするため、パソコンや携帯電話にメール
で緊急情報をお届けする「緊急情報配信システム」の運用を平成18年７月１日から始め
ました。メールの配信を希望される皆さんは、ぜひメールアドレスをご登録ください。

配信する情報は、火災、地震、気象警報、台風、国民保護（武力攻撃など）、その他の６種類で、
受信したい情報を選択できるようになっています。
①火災情報………八代市域等で火災が発生した場合
②地震情報………八代市域で震度２以上の地震が発生した場合
③気象警報情報…気象庁からの気象警報が発表された場合又は大雨等により火災が発生する

おそれがある場合
④台風情報………台風が九州に接近し、八代地方が暴風域に入るおそれがある場合
⑤国民保護（武力攻撃など）…武力攻撃等に関する情報があり、市民への伝達が必要な場合
⑥その他の情報…システムによる一斉配信がやむを得ないと認められる場合

①このシステムは、Webサービスの利用できるパソコンや携帯電話でご利用いただけます。
②登録料は無料ですが、登録の際の通信料とメール受信にかかる費用（１回のメール受信に
つき２円～５円程度）が発生する場合は、登録のする方の負担になります。
③登録いただいたメールアドレスへの送信エラーが連続して３回続いた場合は、メールアド
レス変更や受信拒否設定が考えられますので、登録を削除します。あらかじめご了承くだ
さい。
④市では、正確な情報の提供に努めますが、安全性・確実性を保証できない場合があります
ので、あらかじめご了承ください。
⑤回線の状況等による配信の遅延や未着などが生じることがありますので、あらかじめご了
承ください。
⑥システムのメンテナンスなどのため、予告なくシステムを停止することがありますので、
あらかじめご了承ください。

配信を希望するパソコンや携帯電話を使って
「alreg ＠ ns2.yatsushiro.org」に空メールを送信し、
その後送信されてきたメールの指示に従って登録を行ってください。

詳しくは・・・八代市ホームページをご覧頂く、
又は、八代市役所危機管理課（℡ :0965-33-4112）までお問い合わせください

※QRコード

どんな情報が届くの？

ご利用上の注意点

登録方法
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八代警察署では、署の道場（鍛誠館）を開放して、小学生
を対象に柔道、剣道を教えています。

柔道剣道会では、柔道、剣道の技や礼儀作法の修得はもと
より、社会奉仕活動やレクリエーション等を行い、少年が「明
るく、強く、健やかに」育つことを目標に指導しています。

練習は、
柔道…毎週　月・水曜日（ただし、祝祭日を除く）
　　　　　　午後６時から午後７時３０分まで
剣道…毎週　火・木曜日（ただし、祝祭日を除く）
　　　　　　午後６時から午後７時３０分まで

八代警察署生活安全課少年係
TEL 0965(33-0110)　内線 271・272・273

お問い合わせ先

八代警察署鍛誠館少年柔道剣道会について

会員申込について
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出前防犯教室実施します！！出前防犯教室実施します！！

《防犯協会による防犯教室の実施》

1　概要
　	　「防犯教室」の実施を希望される幼稚園・保育園及び老人会等に対して、防犯協会職員が訪問し、
防犯標語『いかのおすし』や防犯紙芝居等を用いて防犯教室を行います。

2　対象
　	　八代市及び氷川町の幼稚園・保育園及び老人会等

3　主な「防犯教室」の内容
　（1）　A コース（所要時間約 15 分）　
　　　○　防犯紙芝居（約15分）
　（2）　B コース（所要時間約 30 分）
　　　○　防犯紙芝居（約15分）
　　　○　防犯クイズ（約10分）　
　　　○　防犯標語「いかのおすし」（約5分）
　（3）　C コース（所要時間約 10 分～）
　　　○　振り込め詐欺等被害防止について

4　申込み要領
　　　電話連絡後、次頁の様式により FAX又は郵送にて申し込んでください。
　　

※　詳細は、下記連絡先までお問い合わせください。

連絡先
　八代市西松江城町11-40八代警察署生活安全課内

　　八代地区防犯協会・氷川地区防犯協会連合会　

　　電話（FAX兼用）：35-5151
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