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通学路等における子供の犯罪被害を防ごう！
●保護者が地域に関心を持ち、安全対策意識を高めましょう。
●子供が防衛意識を持つように、普段から指導しましょう。
●子供が被害にあわないように、家庭や地域で見守りましょう。

地域ボランティア
水やり見守り

警察

みんなで「地域の連
携の場」を作り、登下校
時の防犯対策を協議し
て、子供の安全確保に
生かしましょう！
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〜保護者のみなさんへ〜
◆日頃から子供とコミュニケーションを◆
●子供が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！
●防犯ブザーをすぐ使えるよう
にして持たせましょう！
●外出時は「誰と、どこで遊び、
何時に帰るか」を確認する習慣をつけま
しょう！
●近所の空き家､池､見通しの悪い場所など
の、危険な場所をチェックしましょう！
●子ども110番の家などの、危ないと思っ
た時に逃げ込める場所をチェックしてお
きましょう！
◆お子様が留守番をする時のルールを◆
●玄関や窓の、鍵を掛けておく。
●人が来ても、出ない。
●出る時は、玄関を開けず、イン
ターホンやドア越しで応対する。
●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る。
●電話は留守電にして、録音する。
留守

新緑の

買物
パトロール

ますか？防犯登録を！
て
し

防犯登録は、自転車の盗難防止と、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
還することが目的です。

大事な自転車にツーロックと
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。
詳しくは電話等でお問合せください。ふっけい君

防犯ベスト 見守り隊！
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福岡県警察からのお知らせ
Ｇ20福岡財務大臣・中央銀行総裁会議を
成功させましょう！！
６月８日（土）、
９日（日）福岡市
において「Ｇ20福岡財務大臣
Ｇ20福岡財務大臣・中
央銀行総裁会議」
」
が開催されます。
県警察では、
●要人の身辺の安全確保
●会議の円滑な進行の確保
●安全安心な県民生活の確保
をするため、警戒警備を実施します。
また、会議期間中は、福岡市都心部では交
通渋滞が予想されます。
マイカー利用を控え、公共
交通機関を利用して下さい。
県民の皆さまのご理解と
ご協力をお願いします。
問い合わせ

福岡県警察本部Ｇ20サミット対策課
［電話］ ☎092-641-4141
［Ｈ Ｐ］ http://www.police.pref.
fukuoka.jp/keibi/g20/
summit̲top.html

ストップ・ニセ電話詐欺！
〜被害にあわないために〜

家族と高齢者は普段から、
●ニセ電話の話をして注意
を喚起しましょう！
●電話でお金はすべて詐欺！
すぐに相談・110番！
●電話をかける時の合言葉
を決めておきましょう！

安心の四大機能

●ニセ電話詐欺被害防止機器を使いま
しょう。
❶迷惑電話リス
トの電話番号
を自動で着信拒否
❷話を録音することを相手に事
前に警告
❸通話を開始した時から自動で
録音
❹電話に出る前に注意喚起をア
ナウンス
●録音機能で相手を確認し、かけ直しましょう。
●親戚や知人は登録し、ディスプレイの表示
で相手を確認して、受話器を取りましょう。

ＤＶ、
ストーカー、
リベンジポルノ

被害にあったら迷わず相談！
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、
一
人で悩まず、
早めに警察や行政機関に相談を。
●福岡県あすばる女性相談ホットライン
緊急時はすぐ110番！
☎092-584-1266
●男性ＤＶ被害者のための相談ホットライン
☎092-571-1462
福岡県警察本部人身安全対策課
「子ども・女性安全対策課」は2019年４月から
「 人 身 安 全 対 策 課 」に 変 わ り ま し た 。

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地区の会場で開催し、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 〜

気をつけて！ ゲーム依存は 病気です！
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第１４回
「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」
２０１８
小・中学生・高校生が情報モラルやセキュリティについて
考えることを目的とした、
Ｉ
ＰＡ(情報処理推進機構)が開催す
る標語等のコンクールに福岡県警も後援し、県内からの応
募作品多数のうち優秀作品３点に、サイバー犯罪対策課長
賞が授与されました。
４コマ漫画
﹃ちゃんと確認
ワンクリックさぎ？﹄

齊藤 まどかさん
飯塚市立筑穂中学校

ネ タだった
そう 思 う のは
自 分 だけ

髙橋 佑輔さん
県立小倉南高校

ひと手 間 が
君 を守 るよ
パスワー ド

藤白 理那さん
県立戸畑高校

！
？

課長賞の藤白さん

〜情報セキュリティ〜
●コンピュータウイルスの感染
●コンピュータへの不正な侵入
●ワンクリック詐欺
に注意しましょう。

▲
▲
▲

情報セキュリティ対策は
福岡県警サイバー犯罪対策課の
ホームページを
地域の力
頑張っています

サイバーマスコット
サイビー

防犯ボランティア団体の紹介(ペンリレー)

●香椎浜校区防犯部会●

●みまもり隊●

(活動地区〜東区香椎浜小学校区)

(活動地区〜大川市、大木町、筑後市)

私達の団体は、昭和59年４月に、校区内の
住民（町内会、自治会、小・中学校ＰＴＡ青育
連、各種団体）により結成されました。
主な活動は、
●月１回の定例会が終わった後に、20名で校
区内のパトロール
●夏休み及び冬休みに、100名以上の校区住
民が参加するパトロール
を実施しております。
私達はこれからも、子ども達や高齢者が安
心で安全な住みよい町になるように、活動し
ていきたいと思います。

送らない

私達の団体は、本年１月８日に発足し、筑後
商工会議所会頭をリーダーに、大川・大木町・
筑後の各商工会議所に参加している企業約
3,000社で構成されています。
主 な 活 動 は 、専 用 の「 み ま もり隊 ステッ
カー」
を貼付した参加企業の車両約400台が、
●地域の目として「ながら防犯」活動
●事件・事故等を見かけた時に、警察への通
報や被害者の保護活動
などを行っています。
今後も、安心安全な地域づくりのために、
色々な活動を実施していきます。

裸の自撮りは 消えません！

