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子どもを犯罪から守りましょう！

5月は、子ども達が学校生活にも慣れて、活動的になります。
●保護者がしっかりと、安全対策意識を高めましょう。
●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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ネット犯罪被害を防ぐために！

●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。

スマートフォン等の普及に伴い､ネッ
ト利用による児童の犯罪被害は、年々増
加傾向。
福岡県警では､児童の被害を防ぐた
め､大学生ボランティアと協働して､啓
発動画２本を制作し､県警ホームページ
などで配信しています。
短編で、児童でも視聴しやすい内容と
なっていますので、ぜひご覧ください。

留守

動画１「SNSの落とし穴」 会おう
動画２「大切なあなたへ」

もう一度

●検索方法
福岡県警察公式チャンネル−YouTube
又は
児童のネット被害防止動画

検索

〜〜〜啓発動画配信中〜〜〜

鯉のぼり あなたも地域を 見守って！
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被害にあったら迷わず相談！

●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
別れた恋人や元配偶者から、
性的な写真や映像などを拡
散される。
これらは重大事件に発展するおそれがあります。
あなた自身やあなたの周りの人の生命、
身体を守
るため､１人で悩まず､早めに警察
（生活安全担当
課又は相談窓口）
や行政機関に相談しましょう。
県警察は県宅地建物取引業協会等と協定を結
び、
被害者の避難先の確保を支援しています。

●県･女性相談ホットライン 092-584-1266
●ＤＶ暴力相談(夜間休日) 092-663-8724
☎緊急時はすぐ110番通報！

警戒

サポート詐欺にだまされないで！

インターネットを見ていると、突然
「ウイルスが見つかりました」
と警告音が鳴り出し、警告画面が現れた。
これはサポート詐欺です。電話してはダメ！
●電話を架けると、
ウイルスチェックなどの名目でお金を
騙し取られます。
●ブラウザを終了できない場合は、
ブラウザやパソコンの強制終了をすれ
ば正常に戻ります。

ニセ電話詐欺警報

こんな「だまし言葉」にご用心！

これらは一例です。色ん
な名を名乗り、色んな口
実を言うのでよく確認を！

証券会社員を名乗る者

市役所保険課を名乗る者

サポートセンターを名乗る者

株式優先購入の権利がある。
権利を譲って欲しい。

健康保険の払戻しがある。
医療費が戻る。
保険料が戻る。

有料サイトの料金が未払い。
払わないと法的措置を取る。
裁判で財産を差し押さえる。

どうしたらいいですか。

どうしたらいいですか。

キャッシュカードを持って
□□のＡＴＭに行ってくれ。

コンビニで電子マネーカード
を買って、カード番号を
電話で連絡してくれ。

譲りますよ。
手数料○万円を払ってくれ。
名義貸しは犯罪だ。

□□のＡＴＭに着きました。

どうしたらいいですか。
○万円を□□(駅や公園等)に
持って来てくれ。

電話で言うとおりにＡＴＭを
操作し、数字を押してくれ。
振りこません兵衛

電話でお金はすべて詐欺！すぐに相談・110番！
外出時

戸締まり鍵かけ 窓・玄関！

ふっけい君
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サクラサイトに注意しましょう！
相談事例 スマホやパソコンに「アドレスを
変更した」というメールが届いたので、
「誰で
すか？」と返信した。
相談？
知らない人と分かった
が、
メールのやり取りを始
めたところ、家族や仕事
の悩みの相談を受けるよ
うになり、
感謝された。
数日後、相手から「このメルアドを使えなく
なったので、チャットサイトで連絡をとりた
い」と有料チャットサイトへの招待メールを
送ってきた。どうしたら良いか？
アドバイス メールは、サイト業者に雇われ
た｢サクラ｣が、
異性や芸能人等になりすまして
送信したもので、
連絡する必要はありません。
このような｢サクラサイト｣は、相手を有料
サイトに誘導し、
メール交換等の有料サービス
を利用させ、
料金を支払わせるのが目的です。
おかしいと思った時は、
履歴が消える前に、
サイトでのやり取りや支払い記録等を保存
し、
消費生活センターに相談をしてください。
福岡県消費生活センター(☎092-632-0999)
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、振り分けて行なわれます。
実施予定期日の30日前までに葉書で通知さ
れます。
通知を受けた時は必ず受講しましょう。
●講習は、
「風俗営業等の規制及び業務の適正化
等に関する法律」に基づき、
「風俗営業者は、管
理者講習の通知を受けたときは、管理者に講
習を受けさせなければならない。」と規定さ
れ、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)

●子どもを見守るサポートタクシー連絡会●

●ひばりが丘三区防犯パトロール隊●
ひばりが丘三区防犯パトロール隊●

(活動地区〜朝倉市、筑前町、東峰村)

(活動地区〜糟屋郡宇美町ひばりが丘三区)

私たちの団体は、朝倉タクシー協会に加盟
する各タクシー会社と隣接タクシー会社、各
自治体及び警察署が、子ども達を見守り、安
全で安心できる地域社会の実現を目指し、平
成17年に結成しました。主な活動は、
●タクシー乗務中に子どもを見守るパトロール
●主に小学生を対象とした防犯講話
●不審者情報があった時に、
・各車両への情報伝達、
警戒及び情報収集
・子ども達への注意喚起の声かけ
などを行っています。
特に、
不審者に対する活動では、
タクシーの
通信機能、
機動性等が遺憾なく発揮されます。
これからも従事員一同、子どもが犯罪にあ
わない社会
の実現のた
め、
活動して
いきたいと
思います。

私たちの団体は、近隣地域で事件が発生し
たことをきっかけに、平成16年12月から有
志10名で活動を始めました。
現在では、三区の住民全体で、安全で安心
できる町を目指し、活動に取り組んでいます。
主な活動は、年間を通じ
●登下校時の見守り活動と地域の清掃活動
●20時からの夜間パトロール
●小学新一年生との通学路の危険箇所点検
などを行っています。
お年寄りから子どもまで、安心して暮らせ
る町になるよう、今後もがんばっていきたい
と思います。

挨拶と 声かけで築こう 安全な街！

