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通学路等における子供の犯罪被害を防ごう！
●保護者が安全対策意識を高め、子どもに教えましょう。
●子どもが防衛意識を持つように、普段から指導しましょう。
●子どもが被害にあわないように、家庭や地域で見守りましょう。
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〜保護者のみなさんへ〜
●子どもの行動範囲を把握する！
よく遊びに行く場所や、友達の家・連絡先など
を把握しておきましょう。
●外出時は誰とどこで遊ぶのかを確認する！
帰宅時間も決めておきましょう。
●留守番をする時のルールを決める！
●玄関や窓の鍵を掛けておく。
●人が来ても､玄関を開けずインター
ホンやドア越しで応対､又は出ない。
●応対する時は｢お母さんは今､手が離せない
ので後で来てください」などと､１人でいる
ことが悟られないように応えさせましょう。
●近所の危険な場所をチェックする！
危険な場所(空き屋､池､見通しの悪い場所など)
や､危ないと思った時に駆け込む場所(子ども
110番の家など)をチェックしておきましょう。
●防犯ブザーを持たせる！
危険な時､すぐ使えるように､カバ
ン等の手の届く所に付けましょう。
留守

知らない人から声をかけられた時
に︑どのように応えたらいいか︑子ども
とよく話し合いましょう！
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ネット非行・犯罪被害を防ごう！
スマートフォンの普及に伴い、
コミュニ
ティサイトや 出 会 い 系アプリ等 で 知り
合った男から、
●性的ないたずらをされる
もう一度
●裸の写真を送信させられる
会おう
●売春をさせられる
などの被害にあうケー
スが増加しています。
福岡県警少年課では、
ネット利用に絡んだ非行
や被害の実例をもとに、子どもがネット
の危険性等を学ぶことができる啓発動画
「生徒のネット非行及び犯罪被害を防止するために」

を作製しました。
本県におけるネット被害等の実態や啓
発動画は福岡県警ホーム
ページに掲載しています
ので、ぜひご覧ください。
福岡県警察少年課

悠々と 地域を見守る 鯉のぼり！
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警察官等をかたる
ニセ電話詐欺に注意！

警察官を名乗る男から電話があり、
「通帳の
銀行名と口座番号を教えてください。
｣などと
言われたので、
銀行名と口座番号を教えた。
その後、財務局職員を名乗る男から電話
があり、｢通帳を確認するので
預からせて欲しい。｣などと言
われたので、自宅に来た男に
通帳を渡し、だまし取られた。
というような、
●警察官や財務局、
金融庁、
年金機構の職員、
銀行員などを装って電話を架けてくる
●銀行名、口座番号、暗証番号を聞き取る
●通帳やキャッシュカードをだまし取る
手口のニセ電話詐欺が３月以降多発しています。
●警察官や財務局の職員等が、口座番号や暗
証番号を聞くことは、絶対にありません。
●他人に、通帳やキャッシュカードを渡したり、
暗証番号を教えたりしてはいけません。
●詐欺かも？と疑って、家族や警察に相談を！

偽サイト等にご用心！
実在する企業のサイトに似せた「偽サイ
ト」やショッピングサイトで、お金を振り込
んでも商品を送ってこない「詐欺サイト」
等に注意してください。

ＤＶ、
ストーカー、
リベンジポルノは

絶対に許さない!!

重大事件に発展するおそれがあります！
●ＤＶ､デートＤＶ被害
配偶者や交際相手から､暴力
を振るわれたり、
｢殺す｣などと
脅迫される。
●ストーカー被害
恋愛感情やその恨みから､つきまとい､無
言電話､嫌がらせを繰り返される。
●リベンジポルノ被害
元交際相手などから性的な写
真や映像などを拡散される。
あなた自身や、あなたの周りの人を守るた
め、ひとりで悩まず、被害にあいそうな時は早
めに、警察や行政機関に相談しましょう。
●福岡県女性相談ホットライン
☎092-584-1266
●男性ＤＶ被害者のための相談ホットライン
☎092-571-1462（新設）
緊 急 時 は すぐ 1 1 0 番！

ますか？防犯登録を！
て
し
防犯登録は、自転車の盗難の予防と、盗難に
あった自転車や放置された自転車を早く持ち
主に返還することを目的として行うものです。

URLが不自然

見分けるポイント

｢正規｣｢本物｣
などと強調
字体(フォント)に
旧字体が混同
値引きが極端
支払い方法が
銀行のみ

Eメールのみで
住所が、番地まで 不自然な日本語
電話番号がない 掲載されていない
表記がある

大手通販サイト経由で｢出品｣されている商品
を購入する際も注意が必要です。詳しくは福岡
県警ホームページをご覧ください。
福岡県警察サイバー犯罪対策課

検索

愛車にはツーロックと
防犯登録をしましょう！
●防犯登録は、自転車防犯登録店で新品自
転車を購入する時に、一緒にできます。
●中古自転車の場合は、各地区の防犯協会、
交番、駐在所でできます。
●詳しくは電話等でお問合せください。

不審者は あなたのことを 見てるかも！

(3)
消費者庁の

新生活スタート応援！

契約時に注意したい５つのポイント！

１ 契約するかどうかの判断は慎重に
●「今だけのお得なキャンペーン」などと勧めら
れても、迷ったら契約しないことも大切です。
●高額な契約は、あらかじめ、契約内容を十分に
確認し、周りの人に相談しましょう。

２ ローン
（借金）はよく考えて
「必ず儲かる」
と言って、
学生ロー
ンで借金をしてでも契約を勧め
る場合は、
直ちに断りましょう。

３ インターネット通販は事業者・内容を事前にチェック
｢商品が届かない｣｢定期購入になっていた｣と
いうトラブルに遭うこともあります。

４ 知らない人のＳＮＳ情報は確認をしっかりと
「ＳＮＳで知り合った人」の情報や書き込みが、
被害のきっかけになることもあります。

５ エステや美容医療を受けるときはよく考えて
●行った当日に、施術や治療を強
く勧めてくる場合は、冷静に考
えましょう。
●施術･治療や契約の内容をきち
んと説明してもらい､十分に理
解しましょう。

詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください
地域の力
頑張っています

風俗営業管理者のみなさんへ
管理者講習の確実な受講を！
風俗営業管理者講習は、概ね毎月２回、
県内４地区の会場で行なわれます。
実施予定期日の30日前までに、講習対
象の管理者に係る風俗営業者等に、管理
者講習通知書で通知されます。
●講習を受講することは、
「風俗営業等の
規制及び業務の適正化等に関する法
律」に基づく、風俗営業者の義務とされ
ています。
●講習は､管理者として選任された日か
ら｢概ね３年ごとに1回｣受講しなけれ
ばなりません。
●通知を受けたにもかかわらず、病気や
その他の理由により受講することがで
きない場合は、実施予定期日の10日前
までに、その旨及び理由等を記載した
書面を公安委員会(許可を受けた警察
署経由)に提出してください。
◆再三の通知を受けても受講しない場合
は、
行政処分を受ける場合もあります。
◆管理者を変更した場合は、14日以内
に管理者を選任し、10日以内に許可
を受けた警察署に届出てください。

〜 福岡県風俗環境浄化協会 〜

防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)

●枝光北まちづくり協議会安全パトロール隊●

●合川校区防犯安全対策委員会●
●

(活動地区〜八幡東区枝光小学校区)

(活動地区〜久留米市合川小学校区)

私達の団体は、自治町内会推薦の防犯推進
員74名で活動しており、昨年北九州市から結
成10周年の表彰を受けました。
主な活動は、夜間防犯パトロールと青パト
での通学路巡回パトロールです。
パトロール中の「ご苦労さん」の声や、子ど
もたちの笑顔が、活動の励みとなっています。
地域には幼・小・中・高の教育機関があり、
また高齢化の進んだ地域でもありますが、地
域の特性を踏まえ、関係機関や団体との連携
を密にして、安全で安心して過ごすことがで
きる地域づくりを目指し、活動を続けていき
ます。

私達の団体は、校区内の８自治会、
ＰＴＡ、有
志等を中心に約250人で活動しています。
平成15年、校区内に大型商業施設や遊技
場ができたことから「地域の子どもは地域で
守ろう」をスローガンに揚げ、パトロール隊を
結成しました。
主な活動は、
徒歩や青パトでのパトロールで、
●登下校時は、
危険な場所の見守りと通学路を
●毎週金・土曜日の夜間は、
繁華街と校区内を
●学校が長期休みの時期は、毎日夜間巡回などを
それぞれ積極的に行っています。
これからも犯罪や不審者の減少に向けて
活動を続けていきます。

気をつけて！ 知らないメールは 開かない！

