
問
い
合
わ
せ（
申
込
）先

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

凡
例

Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

(2)

令和４年（2022年）6月11日（土曜日） No.１５０４区のおしらせ 6 月 1 1 日号

　犯罪を未然に防ぐため、防犯対策
支援事業をご利用ください。
安全・安心おまかせ出前相談
　区が委託した防犯アドバイザー
（防犯設備士資格者）があらかじめ日
時を調整の上ご自宅を訪問し、空き
巣など住まいの防犯対策について専
門的なアドバイスを行います。
対　象
　区内在住者
費　用
　無料（住宅１戸につき１回限り）
申し込み方法
　希望する日の２週間前までに申請
書に必要事項を記入して申し込む。
住まいの防犯対策助成
　「安全・安心おまかせ出前相談」の
アドバイスに沿って、防犯性能の高
い錠への取り換えや補助錠の取り付
けなどを行った場合、その防犯対策
に要した費用の一部を助成します。
対　象
　区内在住者
助成金額
　5,000円以上の費用を要した場合

に２分の１を助成（上限10,000円。
住宅１戸につき１回限り）
申し込み方法
　事前に内容を申告し、申請書に必
要事項を記入して申し込む。
共同住宅等生活安全（防犯）
アドバイザーの派遣
　町会・自治会、商店会、分譲マン
ション管理組合、賃貸マンション居
住者の集会などに対して、共同住宅
などの有効な防犯対策について助
言・提案などを行う防犯アドバイザ
ーを派遣します。
対　象
　地域団体など
費　用
　無料
申し込み方法
　希望する日の２週間前までに申請
書に必要事項を記入して申し込む。
防犯設備整備費助成
　「共同住宅等生活安全（防犯）アド
バイザーの派遣」を受けた団体が、
防犯カメラなどの防犯設備を整備す
る場合（防犯設備の購入および取り

　区内で還付金詐欺やオレオレ詐欺
などの特殊詐欺の被害が多数報告さ
れています。十分にご注意ください。
還付金詐欺
　区役所の職員を装い、「医療費の
還付金がある」「期限が過ぎている
ので銀行で手続きが必要だ」などと
電話で話し、ＡＴＭを操作させるな
どの方法で、お金を振り込ませる手
口です。区役所からこのような電話
をかけることは絶対にありません。
　不審な電話は、いったん切って家
族や友人に相談するか、警察に連絡

しましょう。
オレオレ詐欺
　息子や孫など
の親族を装って
電話をかけ、現金やキャッシュカー
ドなどをだまし取る手口です。警察
官や銀行員、デパートの販売員など
複数の関係者を装って、連続して電
話をかけてくる場合もあります。個
人情報を聞き出して、自宅に強盗に
入るなど、凶悪化した事例もあります。
預貯金詐欺
　警察官、金融機関職員などを装い、

日　時
　７月９日（土）　午後１時～４時30分
　（午後０時30分開場）
会　場
　日本橋社会教育会館ホール
対　象
　区内在住・在勤・在学者
講　演
　「LGBTQ＋を入り口に考える多様
性」
　ゲイをカミングアウトしている講
師が、自身のライフストーリーから、
誰もが多様性を認めて安心して自分
らしく暮らせるために必要なことを、
わかりやすくお話しします。
講　師
　上智大学基盤教育センター非常勤
講師、常設LGBTQセンター「プライ
ドハウス東京レガシー」スタッフ、元
公立小学校主任教諭　鈴木茂義
映　画
　「劇場版　きのう何食べた？」
　ゲイのカップルが織りなす、ちょ

っぴりほろ苦くも、あたたかな日常
を描いた映画です。
・製作国　日本（2021年）
定　員
　100人（先着順）
費　用
　無料
申し込み方法
　７月８日（金）午後５時までに電話
またはファクスに①講演と映画のつ
どい②氏名・ふりがな③電話番号④
在住・在勤・在学の別を記入して申
し込む（電子申請も可）。
◎ 生後３カ月以上の未就学のお子さ
んをお預かりします。６月30日
（木）までにお申し込みください
（定員あり、先着順）。
主　催
　中央区女性ネットワーク、中央区
逢総務課男女共同参画係
　☎（５５４３）０６５１
　℻  （５５４３）０６５２

　消費者トラブルに巻き込まれない
ためには正しい消費生活に関する知
識を身に付けることが重要です。そ
こで、中央区消費生活センターでは
町会・自治会、高齢者クラブ、ＰＴＡ
などの団体・グループが主催する講
座や講演会などに講師を派遣します。
◎会場は申込者が確保してください。
対象となる主な講座内容
・悪質商法の手口と対処方法
・エンディングノートの書き方
・身の回りの危険（ヒヤリ・ハット）
・ 家族で防ごう！小・中学生の契約
トラブル（オンラインゲームの高
額請求、通信販売などの注意点）
など
◎ 都消費生活総合センターの出前寄

席（落語、漫才、コント）と併せて
利用することもできます。

費　用
　無料
申し込み方法
　原則として、派遣を希望する日の
２カ月前までに、区役所１階中央区
消費生活センターで配布している申
請書に必要事項を記入して申し込む。
◎ 申請書は茜からダウンロードする
こともできます。

◎詳しくはお問い合わせください。
逢中央区消費生活センター
　☎（３５４６）５３３２
茜 http://chuo-consumer.genki
365.net/

付けまたは既に設置済みの防犯設備
の取り換え）、その整備に要した費
用の一部を助成します。
◎ 設備を賃借する場合は、今年度分
の費用のみ助成の対象になります。
対　象
　町会・自治会、商店会、分譲マン
ション管理組合など
対象設備
　犯罪の防止を目的として設置する
防犯カメラなど
補助率・助成限度額
・ 町会・自治会　３分の２・200万円
・ 商店会（町会などとの連携実施の
場合）　３分の２・600万円

・分譲マンション管理組合など
　２分の１・50万円
申し込み方法
　助成に必要な手続を完了し、工事
着工前に申請書に必要事項を記入し
て申し込む。
地域見守り活動支援事業助成
　町会・自治会、商店会などの地域
団体が、防犯カメラなどの防犯設備
を整備する場合（防犯設備の購入お
よび取り付けまたは既に設置済みの
防犯設備の取り換え）、その整備に
要した費用の一部を、都と区が連携
して助成します。

◎ ６月中の受け付けですので、防犯
カメラ設置を検討されている地域
団体は、事前にご相談ください。

対　象
　町会・自治会、商店会などの地域
団体
対象設備
　犯罪の防止を目的として設置する
防犯カメラなど
補助率・助成限度額
・ 町会・自治会が単独で実施する場合
　６分の５・500万円
・ 二つ以上の町会・自治会、商店会
が連携して実施する場合

　６分の５・750万円
◎ 商店会は町会などと連携した場合
に限ります。

◎ 予算額に達した時点で今年度の助
成事業は終了とさせていただきま
す。
共　通
◎ 申請書は区のホームページでダウ
ウンロードまたは区役所１階危機
管理課で配布しています。

◎ 申請手続きは、郵送でも行うこと
ができます。

逢危機管理課危機管理担当
　☎（３５４６）５０８７

「あなたの口座が犯罪に利用されて
おり、キャッシュカードの確認や取
り換えの必要がある」などの名目で、
キャッシュカードをだまし取る手口
です。警察官、金融機関職員などが
キャッシュカードの暗証番号を聞い
たり、自宅までキャッシュカードを
取りにくることは絶対にありません。
架空請求詐欺
　はがきや電子メールなどを利用し
て、実際には存在しない裁判など架
空の事実を口実に金銭を請求する手
口です。裁判所や法務省などをかた
り、「訴訟最終告知のお知らせ」など
という名目のはがきなどが届いた場
合は、決して記載された連絡先に電
話せず、警察（110番）または消費者
ホットライン（188番）に相談してく
ださい。
自動通話録音機の無料貸し出し
　電話を利用した振り込め詐欺など
の被害防止に大変有効な自動通話録
音機を、無料で貸し出しています。

注意事項
・ 通信環境、緊急通報システムとの
併用などの条件により設置できな
い場合があります。

・貸し出し台数に限りがあります。
対　象
　65歳以上の区民が居住する世帯
申請方法
　区役所１階危機管理課で、申請書
に必要事項を記入して申し込む。
◎ 本人確認書類（運転免許証、保険
証など）をお持ちください。

逢危機管理課危機管理担当
　☎（３５４６）５０８７
　中央警察署
　☎（５６５１）０１１０
　久松警察署
　☎（３６６１）０１１０
　築地警察署
　☎（３５４３）０１１０
　月島警察署
　☎（３５３４）０１１０

消費生活講座の講師の派遣
（出前講座）

安全･安心なまちづくりに向けて

▲自動通話録音機

講演と映画のつどい 平等へのあゆみ
～広がる・広げる・多様性の世界～

特殊詐欺にご注意を！


