
子供及び女性に対する
犯罪被害防止活動の強化

特殊詐欺被害防止活動の強化

金融機関及び深夜商業施設
に対する警戒活動の強化

「犯罪」「交通安全」「防災・災害情報」「地域の安全情報」
「多摩警察署の取組」の情報発信中！

https://twitter.com/kawasaki_tamaps

〒214-0032 川崎市多摩区枡形3‐1‐1
神奈川県多摩警察署 044‐922‐0110

令和３年12月１日（水）から令和４年１月３日（月）までの34日間、
「年末年始特別警戒」を実施します。

年末年始は、金融機関やコンビニエンススト
ア等の深夜商業施設をねらった強盗事件の発生
が懸念されます。店舗責任者は、従業員に対し、店
舗内外を警戒して不審者の早期発見に努めるなど、
「自主防犯」を心掛け、被害に遭わないように指導
してください。また、防犯カメラは、複数台設置す
るほか、設置を明示することで
防犯効果が高まります。

特殊詐欺は、どなたでも被害に遭う危険
性があります。詐欺の被害に遭わないため
には、日頃から家族間で「合言葉を決めて
おく」「絶対に電話でお金の話をしない」
などの対策を話し合っておくことも大切で
す。また、駅やコンビニエンスストア、Ａ
ＴＭで慌てた様子で電話をしているご高齢
の方を見かけましたら、お声掛けと警察へ
の通報をお願いします。

年末年始は、冬休みの子供達を狙っ
た声掛け事案や、深夜に一人で帰宅す
る女性を狙った性犯罪等の発生が懸念
されます。犯罪の被害に遭わないため
にも、地域で子供の安全を見守るとと
もに、一人一人が警戒心を持って、被
害に遭わないように
注意しましょう。

運転免許センター及び警察署の駐車場は大変混雑し、手
続に間に合わなくなることもありますので、公共交通機関
でご来場ください。なお、運転免許センターの駐車場は有
料です。
お問合せ 運転免許センター(電話045－365－3111)
又は各警察署交通課まで

多摩警察署管内では、男性が陰部
を露出する公然わいせつ事案が多発しています。
被害に遭わない為に！
イヤホンをしたり、携帯電話を操作しながら歩か

ないようにしましょう。人通りの多い道を選び、周
囲に注意を払いましょう。帰宅時間が遅い場合は、
家族に迎えに来てもらうなど、一人歩きはできるだ
け避けましょう。
不審者を見かけた際にはすぐに110番通報を

お願いします。

年末年始の運転免許手続

交番からのお知らせ
現在、緊急事態宣言が明け、駅前な
どで酔っ払いによるトラブルが多発
しています。事件やトラブルに巻き
込まれないようにしましょう。万が
一のときは110番通報してください
。
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交番からのお知らせ
当交番管内では、時間貸し駐輪場

で、無施錠で駐輪している自転車に
対する窃盗被害が発生しています。
駐輪する際は、駐輪場所に関わら

ず確実に施錠し、「ツーロック」で
！
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交番からのお知らせ
夜道にご注意を

宿河原、堰地区で痴漢の被害が発
生しています。女性、年少者の一人
歩きや人通りの少ない道を避け、細
心の注意を払いましょう。
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交番からのお知らせ

痴漢に注意！！
堰交番管内で一人暮らしの女性が後

をつけられ、痴漢の被害に遭う事案が
続いています。自宅に入る前に必ず後
方を確認しましょう。
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交番からのお知らせ
中野島、布田地区において、夕方、夜
間帯に不審者の目撃情報が多く寄せら
れています。特に、夜間帯帰宅の際に
は人通りのある道をなるべく通り、も
し不審者を見かけた際には１１０番通

報してください。


