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広報けいしちょう　令和5年（2023年）3月26日（日）

次回の「広報けいしちょう」は、令和5年6月下旬発行予定です。

ゴールをめざして　安全・安心チャレンジ！
●コラム：「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」優秀賞受賞作品 ●お知らせ：警視庁音楽隊シンフォニックコンサート２０２３　ほか

主な
記事

【第103号】
令和5年

４コマ漫画　K太くん
警視庁ホームページに
掲載しています。

警視庁広報課
Twitter
@MPD_koho

YouTube
警視庁
公式チャンネル

警視庁の代表電話 03-3581-4321   警視庁ホームページ https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/

入学や入社など、春は、自転車を買い替える方が
多い時期でもあるようです。
大事な自転車を盗まれないよう、
●少しの間でも鍵をかける
●住宅敷地内でも鍵をかける
（マンションや一戸建ての
 駐輪場でも盗まれています）
●元々の錠に追加して、防犯性の
高い補助錠を使用する
●防犯登録は
必ずする

電車通学・通勤を始める方や、
慣れない道を歩く機会も増える時期です。
痴漢は電車内だけでなく、路上や建物内でも起こりうる犯罪です。
卑劣な犯罪から身を守るため、
●電車に乗るときは電車のドア付近や、車両の連結部分は避ける
（周囲から見えづらく、死角が生まれやすいため）
●エレベーター内では、非常ベル等のボタンが押せる場所に立つ
●人気のない道を歩く際には、音楽を聞きながらなどの
「ながら」歩きをしない
●防犯ブザーを見える場所につける

自転車盗に注意！ 痴漢に注意！

新生活
スタート

の

時期が
やってき

ました。

皆さんが
毎日を安

全・安心
に

過ごせる
よう、警

視庁から
の

防犯アド
バイスを

お伝えし
ます。

「ピーポくん反射材＆ホイッスル」を100名様にプレゼントします。
●応募方法…はがきに　①郵便番号・住所　②氏名　③年齢　④どこでこの広報紙を知ったか
　⑤感想・要望 をご記入の上
〒１００-８９２９（住所不要）　警視庁広報課　「広報けいしちょう」担当 までご応募ください。
●締切り……4月28日（金）消印有効　●当選発表…プレゼントの発送をもって発表といたします。
※応募時にご記入いただいた個人情報は、発送及びアンケート集計事務にのみ使用いたします。

プレゼントコーナー

Digi Policeを
使ってみませんか？

防犯アプリ「Digi Police」には、
防犯情報だけでなく、
防犯ブザー機能、
痴漢撃退機能もついています。
ぜひ、ご利用ください。
※使用は無料ですが、通信費がかかります。

春号
IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」

優秀賞（警視庁生活安全部サイバー犯罪対策課）
受賞作品

IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」

優秀賞（警視庁生活安全部サイバー犯罪対策課）
受賞作品

世田谷区立東玉川小学校 1年

古谷 玲奈さん

標語部門

東京都立山崎高等学校 3年

田中 若葉さん

ポスター部門

立川女子高等学校 1年

坂井 紅春さん

４コマ漫画部門

その他の受賞作品は、
IPAのホームページで
ご覧になれます。

巡回連絡にご協力ください

あけないよ
しらないメール
こわいから

第18回

　警視庁本部における電話応対業務について、都民の皆様の
利便性向上を図るため、令和5年2月1日(水)より自動音声に
よる案内を開始しています。

詳細は警視庁ホームページをご確認ください。

●日時…令和５年６月１４日(水)
　　　　午後7時開演（午後６時開場）
●場所…東京芸術劇場　大ホール
●曲目…G.ビゼー作曲　組曲「アルルの女」より　他（予定）

●応募方法等…往復はがきに、催し名・観覧希望者全員（2名
まで）の住所・氏名・年齢・電話番号・車椅子利用者の有無を
記入の上、
〒100-8929　東京都千代田区霞が関2丁目1番1号
「警視庁音楽隊シンフォニックコンサート係」まで
応募者多数の場合は抽選　全席指定　未就学児の入場は
できません。

●応募締切…令和５年４月１４日(金)消印有効
●問合せ……警視庁音楽隊　
　　　　　　03-3581-4321(代表)

　警察官がお宅を訪問して、災害・事件・事故等の情報を
お伝えしたり、皆さんが不安に感じていることについて、
お伺いします。初めて訪問した際には、巡回連絡カードの
記入をお願いしています。

詳細は警視庁ホームページをご確認ください。

警視庁本部代表電話の
自動音声案内開始のお知らせ

志村警察署が、新庁舎に移転します

警視庁音楽隊
シンフォニックコンサート2023

　警視庁を志望される方はもちろん、そうでな
い方にとっても警視庁の仕事の魅力を詰め込
んだコンテンツを掲載しています。ぜひ、ご覧く
ださい。

警視庁採用サイト開設
2月13日、令和５年度の採用サイトを開設しました

お知らせ

さか い

た なか わか ば

こ はるれ なふるたに

●移転日…令和５年４月１５日（土）正午ころ
●移転先…板橋区東坂下二丁目２１番１７号
●問合せ…０３-３９６６-０１１０
（電話番号は変更ありません）
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保護者の方へ 交通少年団「BAGS」では、
団員を募集しています

交通安全活動や野外訓練などを通じて交通ルールやマナーを身につけ、
思いやりの心を持った社会人に育つことを目指す少年団です。
一緒に活動しませんか。

募集対象：原則として小学生
興味のある方は、管内の警察署交通総務係までご連絡ください。

A おおいそぎで  はしって  わたる
B くるまが  きていないか  よくみてから  わたる

しんごうが  あおに  なったよ。どうする？

A いっしょに  さがしてあげる
B ことわって、
 ついていかない

やさしそうなひとが 
「おとしものをしちゃった。 ついてきて、
いっしょにさがして」 とたのんできたら？

やさしそうにみえても、
ほんとうはわるいひとで、

あなたをゆうかいするのかも。
ついていっちゃだめ。
すぐにげよう。

こういうことがあったら、かならず
がっこうのせんせいや、
おうちのひとにおしえてね。

A たていちれつで、  まわりにちゅういしながら
 うんてんする
B よこならびで、おしゃべりしながら
 うんてんする

おともだちと　じてんしゃにのって
でかけるとき、 ただしいのはどっち？

ほかのじてんしゃと
よこにならんで

どうろをはしることはできません。

じてんしゃは  くるまのなかま。
のるときは  たていちれつ。
ヘルメットをかぶって
あんぜんうんてんではしろう。

みんなは
たどりつけたかな？

ゴール！

クイズにこたえて  ゴールにたどりつこう！

せいかい

まちがい

まちがい

まちがい

せいかい

せいかい

よくみてね！

かならずね！

●くるまがきていないか
「みぎ・ひだり・みぎ」 でチェック

●ちかづいてくる　
くるまがとまったかチェック

●わたっているあいだも　
くるまがこないかチェック

●てをあげて、うんてんしゅさんに
わたりたいきもちを　つたえよう

おぼえておこう！
もしかしたら、くるまがくるかも。
「みぎ・ひだり・みぎ」 をみて、
あんぜんをかくにんしてから

わたりましょう。

１も

んだい

2も

んだい

3も

んだい

スタート

B

A B

B

A

A

あんぜんかくにんがだいじですね。
つぎのもんだいに
ちょうせん！

いかのおすし
ついて「いか」ない、
くるまに「の」らない
あいてがしっているひとでも、ついていったり、
くるまに  のってはいけません。

「お」おごえをだす
こわいとおもったら、  おおきなこえで
まわりに  たすけをもとめましょう。

「す」ぐにげる
こわいことがあったら、  すぐに  
おとながいるところに  にげましょう。

おとなに「し」らせる　
こわかったり、  いやだったことがあれば、
おうちのひとや、  がっこうのせんせいなど、
おとなに  すぐにはなしましょう。

おうだんほどうの  わたりかた

あ ん ぜ ん あ ん し ん
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広
報
広
報けいしちょう

広報けいしちょう　令和5年（2023年）3月26日（日）

次回の「広報けいしちょう」は、令和5年6月下旬発行予定です。

ゴールをめざして　安全・安心チャレンジ！
●コラム：「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」優秀賞受賞作品 ●お知らせ：警視庁音楽隊シンフォニックコンサート２０２３　ほか

主な
記事

【第103号】
令和5年

４コマ漫画　K太くん
警視庁ホームページに
掲載しています。

警視庁広報課
Twitter
@MPD_koho

YouTube
警視庁
公式チャンネル

警視庁の代表電話 03-3581-4321   警視庁ホームページ https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/

入学や入社など、春は、自転車を買い替える方が
多い時期でもあるようです。
大事な自転車を盗まれないよう、
●少しの間でも鍵をかける
●住宅敷地内でも鍵をかける
（マンションや一戸建ての
 駐輪場でも盗まれています）
●元々の錠に追加して、防犯性の
高い補助錠を使用する
●防犯登録は
必ずする

電車通学・通勤を始める方や、
慣れない道を歩く機会も増える時期です。
痴漢は電車内だけでなく、路上や建物内でも起こりうる犯罪です。
卑劣な犯罪から身を守るため、

●電車に乗るときは電車のドア付近や、車両の連結部分は避ける
（周囲から見えづらく、死角が生まれやすいため）
●エレベーター内では、非常ベル等のボタンが押せる場所に立つ
●人気のない道を歩く際には、音楽を聞きながらなどの
「ながら」歩きをしない
●防犯ブザーを見える場所につける

自転車盗に注意！ 痴漢に注意！

新生活
スタート

の

時期が
やってき

ました。

皆さんが
毎日を安

全・安心
に

過ごせる
よう、警

視庁から
の

防犯アド
バイスを

お伝えし
ます。

「ピーポくん反射材＆ホイッスル」を100名様にプレゼントします。
●応募方法…はがきに　①郵便番号・住所　②氏名　③年齢　④どこでこの広報紙を知ったか
　⑤感想・要望 をご記入の上
〒１００-８９２９（住所不要）　警視庁広報課　「広報けいしちょう」担当 までご応募ください。
●締切り……4月28日（金）消印有効　●当選発表…プレゼントの発送をもって発表といたします。
※応募時にご記入いただいた個人情報は、発送及びアンケート集計事務にのみ使用いたします。

プレゼントコーナー

Digi Policeを
使ってみませんか？

防犯アプリ「Digi Police」には、
防犯情報だけでなく、
防犯ブザー機能、
痴漢撃退機能もついています。
ぜひ、ご利用ください。
※使用は無料ですが、通信費がかかります。
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IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」

優秀賞（警視庁生活安全部サイバー犯罪対策課）
受賞作品

IPA「ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール」

優秀賞（警視庁生活安全部サイバー犯罪対策課）
受賞作品

世田谷区立東玉川小学校 1年

古谷 玲奈さん

標語部門

東京都立山崎高等学校 3年

田中 若葉さん

ポスター部門

立川女子高等学校 1年

坂井 紅春さん

４コマ漫画部門

その他の受賞作品は、
IPAのホームページで
ご覧になれます。

巡回連絡にご協力ください

あけないよ
しらないメール
こわいから

第18回

　警視庁本部における電話応対業務について、都民の皆様の
利便性向上を図るため、令和5年2月1日(水)より自動音声に
よる案内を開始しています。

詳細は警視庁ホームページをご確認ください。

●日時…令和５年６月１４日(水)
　　　　午後7時開演（午後６時開場）
●場所…東京芸術劇場　大ホール
●曲目…G.ビゼー作曲　組曲「アルルの女」より　他（予定）

●応募方法等…往復はがきに、催し名・観覧希望者全員（2名
まで）の住所・氏名・年齢・電話番号・車椅子利用者の有無を
記入の上、
〒100-8929　東京都千代田区霞が関2丁目1番1号
「警視庁音楽隊シンフォニックコンサート係」まで
応募者多数の場合は抽選　全席指定　未就学児の入場は
できません。

●応募締切…令和５年４月１４日(金)消印有効
●問合せ……警視庁音楽隊　
　　　　　　03-3581-4321(代表)

　警察官がお宅を訪問して、災害・事件・事故等の情報を
お伝えしたり、皆さんが不安に感じていることについて、
お伺いします。初めて訪問した際には、巡回連絡カードの
記入をお願いしています。

詳細は警視庁ホームページをご確認ください。

警視庁本部代表電話の
自動音声案内開始のお知らせ

志村警察署が、新庁舎に移転します

警視庁音楽隊
シンフォニックコンサート2023

　警視庁を志望される方はもちろん、そうでな
い方にとっても警視庁の仕事の魅力を詰め込
んだコンテンツを掲載しています。ぜひ、ご覧く
ださい。

警視庁採用サイト開設
2月13日、令和５年度の採用サイトを開設しました

お知らせ

さか い

た なか わか ば

こ はるれ なふるたに

●移転日…令和５年４月１５日（土）正午ころ
●移転先…板橋区東坂下二丁目２１番１７号
●問合せ…０３-３９６６-０１１０
（電話番号は変更ありません）
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