
種別・番号 発　信 受信日 受信時間 「犯罪発生情報」・「防犯対策情報」 発生場所 犯人の特徴

防犯対策情報
1

南警察署 平成31年1月15日 （火） 9時00分

平成３１年１月１４日１９時ころ、大阪市中央区内の高齢者宅に、区役所の職員を騙るものから「還付金があり
ます。振込先の銀行を教えてください。２～３日後に銀行から電話があります。」等と不審な電話がかかってい
ます。
不審に思えば一旦電話を切り、すぐに警察に通報してください！　甘い話にはご注意を！！

― ―

防犯対策情報
2

東警察署 平成31年1月23日 （水） 15時07分

中央区玉造周辺にお住まいの高齢者宅に対し、区役所職員を名乗る男から特殊詐欺を目的としたと思われる不審
な電話がかかっています。
区役所職員や警察官がキャッシュカードの提出を求めること、暗証番号を聞くこと等は絶対にありません。
不審な電話があれば、自ら行動をおこす前に、家族や警察に相談しましょう。

― ―

防犯対策情報
3

南警察署 平成31年1月26日 （土） 22時06分

本日、中央区内の高齢者宅に対して、大阪市役所の職員を名乗る者から「高額医療費の還付金がある。ＡＴＭで
も手続きができる。後で銀行の者が行く。」等の内容の不審電話が、連続で発生しています。
ＡＴＭであなたのお金が返ってくる事はありません。
他にも、警察官や百貨店等を騙った不審電話にも、注意して下さい。
不審電話があれば、警察に通報して下さい！

― ―

防犯対策情報
4

東警察署 平成31年1月30日 （水） 13時49分

本日、午前１０時から午後０時ころにかけて谷町３丁目、農人橋２丁目等の高齢者宅に、中央区役所健康保険課
の職員を名乗る男から「還付金がある」等の特殊詐欺と思われる電話が数件ありました。
このような電話は全て詐欺です！大阪以外の市外局番や携帯電話、非通知設定等の電話は詐欺の可能性がありま
す。
不審な電話には応対せず、家族等に相談しましょう。

― ―

防犯対策情報
5

東警察署 平成31年2月1日 （金） 14時55分

本日午後、島町周辺の高齢者宅に、中央区役所の職員を騙る男から「還付金がある」等の特殊詐欺と思われる電
話が架かっています。
ＡＴＭを操作して、還付金を受け取れることは絶対にありません。
大阪以外の市外局番や携帯電話、非通知設定等の電話は詐欺の可能性があります。
不審な電話には応対せず、家族等に相談しましょう。

― ―

防犯対策情報
6

東警察署 平成31年2月14日 （木） 19時44分

本日、中央区谷町周辺にお住いの高齢者宅に対し、百貨店職員や警察官を名乗る男から特殊詐欺を目的としたと
思われる不審な電話がありました。
百貨店職員や警察職員がキャッシュカードの提出を求めることや暗所番号を聞くことは絶対にありません。
不審な電話があれば、家族や警察に相談しましょう。

― ―

防犯対策情報
7

南警察署 平成31年2月18日 （月） 14時58分

銀行協会の者と騙って、自宅に訪問してきた犯人に、預金通帳、印鑑やキャッシュカードを手渡すキャッシュ
カード手交型の特殊詐欺が発生しました。
警察官や協会の者と言って、預金通帳等を預かることは絶対にありません。
他人に預金通帳等を預けたり、暗証番号を告げることがないようにして下さい。
不審な電話があれば、すぐに１１０番通報をしてください。

― ―

防犯対策情報
8

東警察署 平成31年2月19日 （火） 15時13分

本日、午後２時ころ、森之宮中央２丁目の高齢者宅に対し、中央区役所健康保険課の職員を名乗る男から「還付
金がある」「お金返ってきますよ」等の特殊詐欺と思われる電話を認知しています。
このような電話は全て詐欺です！知らない携帯電話番号、非通知設定等の電話は詐欺の可能性があります。
不審な電話には応対せず、家族等に相談しましょう。

― ―

防犯対策情報
9

南警察署 平成31年2月20日 （水） 16時17分

本日、大阪市中央区内の高齢者宅に、中央区役所職員を騙る者から、「還付金がある、また電話する。」等とい
う電話がありました。
この様な電話があった後に、犯人は自宅まで行って、キャッシュカードをだまし取り、暗証番号を聞き出しま
す。
警察官や区役所職員等がキャッシュカードを預かることはありません。
キャッシュカードは渡さない！　暗証番号は教えない！

― ―

防犯対策情報
10

東警察署 平成31年2月22日 （金） 15時00分

本日午後２時ころ、法円坂１丁目の高齢者宅に、百貨店従業員を名乗る者から「クレジットカードで服を購入し
ましたか」等、特殊詐欺を目的としたと思われる不審な電話がありました。
百貨店従業員がクレジットカード等の提出を求めることや暗証番号を聞くことは絶対にありません。
不審な電話があれば、一旦切断して家族や警察に相談しましょう。

― ―

防犯対策情報
11

南警察署 平成31年3月6日 （水） 21時07分
本日、大阪市中央区内の高齢者宅に、非通知で「オレやけど、携帯壊れたからまた明日電話する」等の不審な電
話がかかってきました。
息子等を騙るオレオレ詐欺には注意しましょう。

― ―

【特殊詐欺】　安まちメール事案一覧表　（平成31年1月～令和元年12月）



防犯対策情報
12

南警察署 平成31年3月13日 （水） 14時46分

本日、大阪市中央区内の高齢者宅に、保健所職員を騙る者から「医療費の還付金が返ってくる。通帳、キャッ
シュカード、印鑑を用意してくれ。」等という電話がありました。
この様な電話があった後に犯人から自宅まで行って、キャッシュカードをだまし取り、暗証番号を聞き出しま
す。
保健所職員等がキャッシュカードや印鑑を預かることはありません。
キャッシュカードは渡さない！暗証番号は教えない！

― ―

防犯対策情報
13

東警察署 平成31年3月13日 （水） 21時08分

本日午後８時２２分頃、中央区内に居住する高齢者宅に、息子を騙った男から「〇〇(息子の名前)やけど、〇〇
やけど」といった電話がありました。
この手口は、一度息子と信じさせてから、お金を騙し取ろうとする詐欺です。
このような不審な電話があれば、被害に遭う前に必ず家族や警察に相談してください。

― ―

防犯対策情報
14

- 平成31年3月13日 （水） 21時34分
本日午後８時４４分頃、中央区内に居住の高齢者宅に、息子を騙った男から「風邪引いた、明日お昼いてるか、
病院行った帰りにお昼行くわ」等といった不審な電話が連続して確認されています。
不審な電話があれば、すぐに１１０番してください。

― ―

防犯対策情報
15

東警察署 平成31年3月14日 （木） 11時39分

３月１４日午前１０時ころ、中央区平野町３丁目の高齢者宅に対し、東警察署生活安全課の警察官を名乗る男か
ら「あなたがリストに載っています、通販使っていますか？店を経営していますか？」等の特殊詐欺と思われる
電話が確認されています。
不審な電話があればすぐに１１０番してください。

― ―

防犯対策情報
16

東警察署 平成31年3月26日 （火） 15時07分

本日、大阪市中央区内の高齢女性宅に、区役所職員を騙る者から「医療品の還付金がある。書類届いてます
か。」等という電話がありました。このような電話があった後に犯人から自宅まで行って、キャッシュカードを
騙し取り、暗証番号を聞き出します。
区役所職員がキャッシュカードや印鑑を預かるようなことはありません。
暗証番号は教えない。

― ―

防犯対策情報
17

南警察署 平成31年3月27日 （水） 17時17分

本日、大阪市中央区内の高齢女性宅に、区役所職員を騙る者から「還付金が戻ってくる。後で、銀行協会から電
話があるので出るように。」等という電話がありました。
その後、銀行協会を騙る者からも「キャッシュカードを持ってＡＴＭに行って。ＡＴＭに着いたら電話して。」
等の電話が続いてありました。
このような電話があった後、犯人に電話で指示され、指定された口座にお金を振り込まされます。
ＡＴＭで還付金が戻ってくることはありません。不審な電話があれば、すぐに１１０番通報してください。

― ―

防犯対策情報
18

南警察署 平成31年3月28日 （水） 22時44分

本日、大阪市中央区内の自宅に、区役所職員をかたる男から「医療費の還付金があります。通帳、印鑑、キャッ
シュカードを用意しておいてください」等という電話がありました。
お金に関する話は、鵜呑みにせず、関係機関や警察、家族等に必ず相談をしてください。
・他人にキャッシュカードや通帳は預けない。　・暗証番号を教えない。

― ―

防犯対策情報
19

南警察署 平成31年3月30日 （土） 22時44分

本日、大阪市中央区内の自宅に、区役所職員をかたる男から「医療費の還付金があります。通帳、印鑑、キャッ
シュカードを用意しておいてください」等という電話がありました。
お金に関する話は、鵜呑みにせず、関係機関や警察、家族等に必ず相談をしてください。
・他人にキャッシュカードや通帳は預けない。　・暗証番号を教えない。

― ―

防犯対策情報
20

大阪府警本部 平成31年4月1日 （月） 13時03分

新元号「令和」が発表されました。
最近、他県で、元号改元に便乗して、「改元後、キャッシュカードが使えなくなります」などと嘘を言って、
キャッシュカードを騙し取る詐欺が発生しています。
元号が改元されても、キャッシュカードはそのまま使えます。
元号改元等を理由に、キャッシュカードを求める電話等があったときは、警察にご連絡ください。
★キャッシュカードは他人に渡さない！送らない！
★暗証番号は他人に教えない！

― ―

防犯対策情報
21

- 平成31年4月2日 （火） 17時16分

本日、大阪市中央区内において、区役所職員をかたる男から「医療費の還付があります。」等という電話がか
かってきています。
お金に関する話は鵜呑みにせず、関係機関や警察、家族等に必ず相談してください。
ATMを操作して、あなたの口座にお金が振り込まれることは絶対にありません。
不審な電話があれば、すぐに110番通報してください。

― ―

防犯対策情報
22

南警察署 平成31年4月3日 （水） 16時41分

本日、中央区内において、区役所職員をかたる男から「高額医療費の還付金があります。」等という不審電話が
ありました。
この様な電話は、詐欺被害に繋がるものですので、鵜呑みにせず、関係機関や警察、家族等に必ず相談してくだ
さい。
ＡＴＭでお金が返ってくることはありません！

― ―



防犯対策情報
23

大阪府警本部 平成31年4月4日 （木） 12時09分

４月４日午前１０時３０分ころ、大阪府内の高齢者宅に、大阪防犯協会の職員を名乗る者から、「あなたの電話
番号が登録されています」等と不審な電話が掛かってくる事案がありました。
防犯協会からこのような電話を掛けることはありません。
このような電話は詐欺の可能性があります。
このような電話があれば、一度電話を切り、必ず家族や警察に連絡してください。

― ―

防犯対策情報
24

南警察署 平成31年4月4日 （木） 14時19分

本日、大阪市中央区内の自宅に、区役所職員をかたる者から「還付金があります。書類は届いていますか。」等
という不審な電話がかかってきました。
ATMでお金が返ってくることは絶対にありません。
このような電話があれば、一度電話を切り、必ず家族や警察に連絡してください。

― ―

防犯対策情報
25

- 平成31年4月4日 （木） 22時50分

本日、午後６時から７時ころの間に、大阪市中央区内において、区役所や厚生労働省の職員をかたり、医療費の
還付金があるので市の職員から電話があると言ったり、キャッシュカードや印鑑を預かります等と言ったりする
不審な電話が連続してかかってきています。
区役所職員や厚生労働省の職員が、電話でキャッシュカードや印鑑を求めることはありません。
この様な電話があれば、一度電話を切り、必ず家族や警察に連絡ください。

― ―

防犯対策情報
26

大阪府警本部 平成31年4月5日 （金） 13時20分

元号改元に便乗して、「元号が令和に変わったので、キャッシュカードが使えなくなります。」「元号が変わっ
たので、保険料の払い戻しがあります。」などと嘘を言い、キャッシュカードを騙し取ろうとしたり、払い戻し
を装い、ＡＴＭからお金を振り込ませる詐欺が、大阪府内でも発生しています。
改元を口実にした電話で、お金やキャッシュカードの話が出たら、いったん電話を切って、警察や家族等にご相
談ください。
★ご自宅の電話機に留守番電話や自動録音機等を設置するなどのアポ電対策をお願いします。

― ―

防犯対策情報
27

南警察署 平成31年4月5日 （金） 17時34分

本日、大阪市中央区内の高齢者宅に、区役所職員をかたる者から「還付金があります。」等という不審な電話が
かかってきました。
特殊詐欺の電話は、いつあなたの自宅電話にかかってくるかわかりません。
決して、他人事とは思わず、家族等と情報共有し、特殊詐欺被害を防ぎましょう。

― ―

防犯対策情報
28

南警察署 平成31年4月6日 （土） 17時26分

本日、中央区内において役所職員をかたる男から「還付金の期限が切れています」等という不審電話がありまし
た。
この様な電話は詐欺被害に繋がるものですので、鵜呑みにせず、警察や家族等に必ず相談してください。
ＡＴＭでお金は返ってきません！  電話でお金の話は要注意！！

― ―

防犯対策情報
29

南警察署 平成31年4月8日 （月） 10時44分

本日、中央区内の複数の高齢者方に、区役所職員をかたる男から「医療費の還付金がある。」等という内容の電
話が、連続してかかってきました。
特殊詐欺の電話は、いつあなたの自宅にかかってくるか分かりません。
決して他人事と思わず、家族やご近所の方と情報を共有し、特殊詐欺の被害を防ぎましょう！

― ―

防犯対策情報
30

東警察署 平成31年4月8日 （月） 15時53分

平成３１年４月５日から８日にかけて、「区役所保健課です、還付金あります」との特殊詐欺を目的としたと思
われる不審な電話がかかってくる事案が、中央区大手通、玉造２丁目で発生しています。
このような電話はすべて詐欺です！
不審な電話がかかってくれば、一人で対応することなく、家族や知人に相談し、警察に通報してください。

― ―

防犯対策情報
31

東警察署 平成31年4月10日 （水） 11時50分

平成３１年４月１０日午前１０時３０分頃、「区役所保健課です。」との特殊詐欺を目的と思われる不審な電話
が神崎町で発生しています。
このような電話はすべて詐欺です！
不審な電話がかかってくれば、一人で対応することなく、家族や知人に相談し、警察に通報してください。

― ―

防犯対策情報
32

南警察署 平成31年4月13日 （土） 12時20分

本日、中央区内の高齢者宅に中央区役所保険課のイアンと名乗る男から「累積医療費の還付金がある」という内
容の電話がかかってきました。
特殊詐欺の電話は、いつあなたの自宅にかかってくるかわかりません。
決して他人事と思わず、家族やご近所の方と情報を共有し、特殊詐欺の被害を防ぎましょう。

― ―

防犯対策情報
33

南警察署 平成31年4月15日 （月） 10時54分
本日、大阪市中央区内の男性宅に、架空の中央区高齢者福祉センターの職員をかたる者から不審な電話がかかっ
てきました。
この様な不審電話は、特殊詐欺の手口ですので、鵜呑みにせず、警察や家族等に必ず相談してください。

― ―

防犯対策情報
34

東警察署 平成31年4月15日 （月） 14時07分

１５日午後０時３０分ころ、大阪市中央区法円坂１丁目５番に居住する高齢者宅に対し、区役所職員を名乗る者
から「区役所です。医療費戻ってきていませんか」と電話があり、続けて銀行職員を名乗る者から「キャッシュ
カードを持って銀行に来て下さい」等還付金を名目とした不審な電話が架かっています。
不審な電話があれば、自ら行動をおこす前に、家族や警察に相談しましょう。

― ―

防犯対策情報
35

東警察署 平成31年4月25日 （木） 10時52分

４月２４日午後７時ごろ、大阪市中央区森ノ宮中央２丁目付近にお住まいの高齢者宅に、息子の名前を名乗り、
風邪をひいた等と話す特殊詐欺を目的としたと思われる不審な電話がありました。
このような電話は詐欺です。
不審な電話があった場合は、すぐに応対せず家族や警察に相談してください。

― ―



防犯対策情報
36

大阪府警本部 平成31年4月26日 （金） 18時04分

本日、府内において、銀行員を騙り「元号が変わると古いキャッシュカードは使えなくなるので回収します。」
などと電話をかけ、高齢者方を訪問してキャッシュカードをだまし取る事案が発生しました。
元号が変わっても、今お使いのキャッシュカードは問題なく使えます。
このような不審な電話がかかってきた時は、すぐに警察へ通報してください！
★このことは、ご家族、ご友人などお知り合いの方に広く伝えていただき、詐欺被害の防止にご協力をお願いし
ます！

― ―

防犯対策情報
37

大阪府警本部 平成31年4月26日 （金） 20時28分
本日１８時ころ、「改元詐欺の発生について」という件名の安まちメールを配信しておりますが、発生日は「本
日(２６日)」ではなく、「昨日(２５日)」でした。
訂正し、お詫び申し上げます。

― ―

防犯対策情報
38

東警察署 令和元年5月12日 （日） 22時25分

５月１２日午後９時１０分ごろ、大阪市中央区法円坂１丁目付近にお住まいの高齢者宅に、実際の息子の名前を
名乗って話しかけてくる特殊詐欺を目的としたと思われる不審な電話がありました。
声が少し違うなど、不審に思ったときは、一度電話を切って家族に確認したり、警察に相談するようにしてくだ
さい。

― ―

防犯対策情報
39

東警察署 令和元年5月13日 （月） 10時52分

本日、午前９時ころ、森之宮中央１丁目にお住まいのお宅に、中央区役所職員を名乗る男から特殊詐欺と思われ
る電話がありました。
このような電話は全て詐欺です！大阪以外の市外局番や携帯電話、非通知設定等の電話は詐欺の可能性がありま
す。不審な電話には応対せず、家族等に相談しましょう。

― ―

防犯対策情報
40

南警察署 令和元年5月15日 （水） 21時06分
本日、大阪市中央区の高齢者宅に息子の名前を騙る不審な人物から電話がかかってきました。
息子を騙る等のオレオレ詐欺には注意しましょう。
不審な電話があれば、すぐに１１０番通報してください。

― ―

防犯対策情報
41

東警察署 令和元年5月16日 （木） 19時47分
５月１６日午後５時３０分ころ、大阪市中央区松屋町住吉３番付近に居住する高齢者に対し、市役所職員を名乗
る者から、「既に保険の書類を送らせてもらっていますが、そのことで還付金があります」等還付金を名目とし
た不審な電話がかかっています。不審な電話があれば、自ら行動を起こす前に家族や警察に相談しましょう。

― ―

防犯対策情報
42

東警察署 令和元年5月20日 （月） 20時37分

５月２０日午後５時から５時３０分頃にかけて、大阪市中央区上町１丁目１５番付近に居住する高齢者宅等に対
し、区役所福祉課職員を名乗る者から「医療費の還付金が戻ってきます。口座番号を教えて下さい。」等還付金
を名目とした不審な電話がありました。
不審な電話があれば一人で対応することなく、家族や警察に相談しましょう。

― ―

防犯対策情報
43

東警察署 令和元年5月21日 （火） 10時20分

２１日午前８時４５分ころ、大阪市中央区上町１丁目に居住する高齢者宅に対し、中央区役所職員を名乗る者か
ら「保険料を払い過ぎているので還付金がある。携帯電話と通帳を持って谷町の銀行に行って欲しい」等と還付
金を名目とした不審な電話がかかっています。
不審な電話があれば、自ら行動をおこす前に、家族や警察に相談しましょう。

― ―

防犯対策情報
44

東警察署 令和元年5月22日 （水） 14時34分
５月２２日午後１時ころ、大阪市中央区内本町１丁目の高齢者宅に対して、中央区役所健康保険課を名乗る者か
ら「還付金があります」等と、還付金詐欺を目的としたと思われる不審な電話がかかっています。
不審な電話があれば一人で対応せず、家族や警察に相談してください。

― ―

防犯対策情報
45

南警察署 令和元年5月30日 （木） 13時59分

本日、中央区内の高齢者宅に、区役所職員をかたる男から「保険のことで電話をしました。緑色の封筒は届いて
ますか。」等という不審な電話がかかってきました。
特殊詐欺の電話は、いつあなたの自宅電話にかかってくるかわかりません。
決して、他人事とは思わず、家族等と情報共有し、特殊詐欺被害を防ぎましょう。

― ―

防犯対策情報
46

南警察署 令和元年5月30日 （木） 17時15分

本日、中央区内の高齢者宅に、銀行職員を騙る男から「高額医療費制度を使っていますか。還付金があります。
緑色の封筒は届いていますか。」等の不審電話があり、ＡＴＭでお金を振り込んでしまうという被害が発生しま
した。
ＡＴＭで還付金等が返ってくることはありません。
今一度、ご家族等で情報共有し、特殊詐欺被害を防ぎましょう！

― ―

防犯対策情報
47

東警察署 令和元年6月1日 （土） 13時40分

６月１日午前１１時４８分ころ、大阪市中央区南久宝寺町２丁目にお住いのお宅に対して、中央区役所職員を名
乗る者から、「還付金があります」「どこの口座をお持ちですか」等と還付金詐欺を目的としたと思われる不審
な電話がかかっています。
不審な電話があれば一人で対応せず、家族や警察に相談してください。

― ―

防犯対策情報
48

南警察署 令和元年6月15日 （土） 14時52分

本日、大阪市中央区の高齢者宅に不審な電話があり、ATMに誘導され、お金を振り込んでしまうという被害が発生
しました。
ただし、特殊詐欺の電話が多発しているので、引き続き不審な電話には十分にご注意下さい。
ATMで還付金等が返ってくることは絶対にありません。
今一度、ご家族で情報共有し、特殊詐欺被害を防ぎましょう！！

― ―



防犯対策情報
49

南警察署 令和元年6月15日 （土） 17時32分
本日１４時５１分ころに配信した特殊詐欺の安まちメールについては、特殊詐欺の発生場所が天王寺警察署管内
と判明しましたので訂正します。
ただし、特殊詐欺の電話が多発しているので、引き続き不審な電話には十分にご注意下さい。

― ―

防犯対策情報
50

東警察署 令和元年6月18日 （火） 11時17分

６月18日午前８時57分ごろ、大阪市中央区玉造２丁目付近にお住まいの高齢者宅に、厚生労働省福祉課の職員を
騙り「高額医療費の返金があります。封筒は届いていますか。詳しいことは銀行の窓口へ行ってから連絡します
ので銀行へ行ってください。」等と、特殊詐欺と思われる不審な電話がありました。
このような電話は詐欺です。大阪以外の市外局番からの着信等、不審な電話があれば、ひとりで対応せず、家族
や警察に相談するようにしてください。

― ―

防犯対策情報
51

南警察署 令和元年6月18日 （火） 15時56分
本日、中央区内の女性宅に対して、区役所職員を騙る犯人の男から「高額医療費の還付金がある」等の不審電話
があり、言葉巧みＡＴＭに誘導され、お金を振り込んでしまうという被害が発生しました。
ＡＴＭで還付金等が返ってくることはありません。「電話」で「お金の話」は、詐欺を疑ってください！

― ―

防犯対策情報
52

大阪府警本部 令和元年6月20日 （木） 11時01分

本日は、東京2020オリンピック観戦チケットの抽選結果発表日です。
抽選結果発表を騙った偽メールにご注意ください！
メールに「手続きは以下のURLをクリック！」「至急電話をしてください」「以下の口座にお金を支払って」等と
書かれていたら、それは偽物です。
本物のメールには、URLの記載はありません。
抽選結果は、メールだけではなく、公式チケット販売サイトでご確認ください。

― ―

防犯対策情報
53

大阪府警本部 令和元年6月20日 （木） 17時20分

６月１７日、大阪市が国民健康保険料の還付加算金の未払いを報道発表し、報道がなされていますが、未払いに
便乗した詐欺が発生する可能性があるのでご注意ください。
予想される詐欺の手口は、大阪市（各区）の職員や銀行員を騙って電話をかけ、「還付金の手続き」と称してATM
へ誘導してお金を振り込ませる手口。または、「キャッシュカードが古くて手続きができないので、カードを交
換する」等と言い、キャッシュカードを騙し取る手口です。
この件につき、大阪市（各区）から市民の方々へ電話をかけることはありません。
市（区）職員を騙る不審な電話があれば、すぐに切断し、市・区役所や警察にご相談ください。
↓詳しくは大阪市のホームページをご覧ください
https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/fukushi/0000472789.html

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和元年6月22日 （土） 11時33分

本日、中央区内の高齢者宅に、区役所職員を騙る男から「医療費の還付金の書類を送っています。締め切り日が
過ぎています。」等という不審な電話がかかってきました。
このような電話は、特殊詐欺被害に繋がるものです。
電話で「お金の話」は、詐欺を疑いましょう！

― ―

防犯対策情報
55

南警察署 令和元年6月22日 （土） 14時13分

本日、中央区内の高齢者宅に、区役所職員を騙る男から「医療費の還付金の書類を送っています。締め切り日が
過ぎています。」等という不審な電話が、連続でかかってきました。
このような電話は、特殊詐欺被害に繋がるものです。
電話で「お金の話」は、詐欺を疑いましょう！

― ―

防犯対策情報
56

東警察署 令和元年6月22日 （土） 14時45分

本日午前８時３０分頃、大阪市中央区法円坂１丁目付近にお住いの高齢者宅に、三井住友銀行玉造支店のマエカ
ワと名乗る男から「医療費の還付金がある。手続きをするので通帳と印鑑、携帯電話をもって銀行にきてくださ
い。」等と還付金を名目とした不審な電話があり、銀行のATMに誘導されて預金を騙し取られる事案がありまし
た。
このような内容の電話は、詐欺です。
すぐに家族や警察に相談してください。

― ―

防犯対策情報
57

南警察署 令和元年6月22日 （土） 19時17分

本日、中央区内の高齢者宅に、市役所の健康福祉課のイワタと騙る男から「去年の１０月に保険制度が変わり、
変更内容を緑色の郵便物で送っているが届いているか」等という不審な電話がかかってきました。
このような電話は特殊詐欺被害に繋がるものです。
不審な電話は詐欺を疑いましょう！

― ―

防犯対策情報
58

南警察署 令和元年6月25日 （火） 11時59分

本日、中央区内の高齢者宅に対して、市役所職員を騙る男から「医療費の還付金があります。緑色の封筒は届い
ていますか。」等という不審な電話が連続してかかってきました。
このような電話は、特殊詐欺被害につながるものです。
電話で「お金の話」は詐欺を疑ってください！

― ―

防犯対策情報
59

南警察署 令和元年6月28日 （金） 16時45分

本日、中央区内において区役所職員や銀行職員をかたる男から「医療費の還付金があります。ＡＴＭに行って欲
しい。」等という不審電話が連続してありました。
このような電話は、詐欺被害に繋がるものです。
電話で「お金の話」は詐欺を疑って下さい！

― ―

https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/fukushi/0000472789.html


防犯対策情報
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南警察署 令和元年7月1日 （月） 23時21分

警察官と名乗って、自宅に訪問してきた犯人に、キャッシュカードを手渡す特殊詐欺が発生しました。
犯行の手口は、犯人が「詐欺グループの名簿にあなたの名前があった」「被害を防ぐためにキャッシュカードを
預かる必要がある」等と嘘を言って、キャッシュカードを封筒に入れさせて押印を求め、被害者が印鑑を取りに
行った隙に、別の封筒とすり替えて盗むというものです。

警察官がキャッシュカードや預金通帳を預かることは絶対にありません。
・キャッシュカードや預金通帳は渡さない    ・暗証番号は教えない

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和元年7月5日 （金） 11時49分

本日、中央区内の高齢者宅に、区役所職員をかたる男から「医療費に関する通知を２ケ月に１度送っていますが
届いていますか。」等という不審な電話がありました。
このような電話は、詐欺被害に繋がるものです。
不審な電話がかかってくれば、一人で判断せず、家族、区役所、警察などに必ず相談して下さい！

― ―

防犯対策情報
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東警察署 令和元年7月7日 （日） 14時50分

本日午後１時５０分頃、大阪市中央区北浜東付近及び午後２時１０分頃、大阪市中央区天満橋京町付近にお住ま
いの高齢者宅に大阪市中央区役所職員を名乗る男から「医療費の還付金がある。取引先の銀行と口座番号を教え
て欲しい」等と還付金を名目とした不審な電話が連続して発生しました。
不審な電話があれば一人で対応せず、家族や警察に相談してください。

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和元年7月8日 （月） 16時19分

本日、中央区内の高齢者宅に、区役所職員を騙る男から「医療費の還付金があります。キャッシュカードは持っ
ていますか？」等という不審な電話がありました。
このような電話は、特殊詐欺被害に繋がるものです。
電話で「お金の話」は、まず詐欺を疑い、被害を防ぎましょう！

― ―

防犯対策情報
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- 令和元年7月12日 （金） 17時31分

本日、中央区内の高齢者宅に警察官を名乗る人物から、「特殊詐欺の被害はないですか」等といった電話がか
かってきて、すぐに一方的に切断されるという、不審な電話がありました。
かかってきた電話が少しでも怪しいと感じれば、一旦電話を切り、警察、ご家族、ご近所の方に相談しましょ
う。

― ―

防犯対策情報
65

東警察署 令和元年7月16日 （火） 13時28分

１６日午後０時３０分ころ、大阪市中央区谷町２丁目５番に居住する高齢者宅に対し、中央区役所職員のオダと
名乗る男から「高額医療費の減額控除があります。申請書がまだ届いていないので再申請して下さい」等と還付
金を名目とした不審な電話がかかっています。
不審な電話があれば、自ら行動をおこす前に、家族や警察に相談しましょう。

― ―

防犯対策情報
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東警察署 令和元年7月17日 （水） 16時46分

７月16日午後２時ごろから午後３時ごろにかけて、大阪市中央区谷町４丁目付近にお住まいの高齢者宅に、中央
区役所のオダと名乗る男から「累積医療費の返還があります。銀行の口座を持っていますか。」等と還付金を名
目とした不審な電話が複数の家に連続してかかっています。
このような電話は詐欺です。不審な電話があれば、電話の指示に従うことなく、必ず家族や警察に相談するよう
にしてください。

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和元年7月20日 （土） 16時23分

本日、中央区内の高齢者宅に、市役所職員アカギと名乗る人物から「5年間の医療費を還付します。」等と還付金
を名目とした不審な電話がありました。
このような電話は詐欺です。
不審な電話があれば、電話の指示に従うことなく、電話を切って、警察や家族に相談するようにしてください。

― ―

防犯対策情報
68

- 令和元年7月23日 （火） 16時38分

昨日の午前中、中央区内の高齢者宅に、市役所のヤマモトと名乗る男から「累積医療費の封書を送りましたが、
確認されましたか？」等のアポ電がありました。
「お金が返ってくる」という電話は、まず詐欺を疑い、一旦電話を切り、ご家族、ご近所の方、警察等に相談し
てください！

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和元年7月24日 （水） 12時16分

本日、中央区内の高齢者宅に警察官を名乗る者から「詐欺グループを逮捕した際に、あなたの通帳やキャッシュ
カードを持っていた」「あなたの情報がもれている」等という不審な電話が連続してありました。
このような電話は、詐欺被害につながるものです。
不審な電話がかかってくれば、一人で判断せず、家族、区役所、警察などに必ず相談してください。

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和元年7月24日 （水） 23時21分

警察官と名乗って、自宅に訪問してきた犯人に、キャッシュカードを手渡す特殊詐欺が発生しました。
犯行の手口は、犯人が「詐欺グループの名簿にあなたの名前があった」「被害を防ぐためにキャッシュカードを
預かる必要がある」等と嘘を言って、キャッシュカードを封筒に入れさせて押印を求め、被害者が印鑑を取りに
行った隙に、別の封筒とすり替えて盗むというものです。
警察官がキャッシュカードや預金通帳を預かることは絶対にありません。
・キャッシュカードや預金通帳は渡さない
・暗証番号は教えない

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和元年8月2日 （金） 15時20分

本日、中央区内にある町の集会所に、役所職員をかたる男から「累積医療費の返還制度はご存じですか？平成２
６年から平成３０年までの医療費の一部を返還しています。」等という不審な電話がありました。
還付金等詐欺の被害者は主に高齢者です。
家族やご近所の方など、身近な高齢者に注意を呼びかけていただくようお願いします。

― ―



防犯対策情報
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東警察署 令和元年8月8日 （木） 12時19分

８月８日午前10時30分ころから午前11時30分ころまでの間、大阪市中央区玉造にお住まいの高齢者宅に、非通知
で天王寺警察署の警察官を名乗る者から、詐欺の捜査に協力してほしい、名前と住所と銀行口座を教えてほしい
等という不審な電話が複数の家に連続してかかっています。
このような電話は詐欺です。名前や銀行口座を電話で聞かれるような不審な電話があれば、電話の指示に従うこ
となく、必ず一度電話を切断し、警察や家族に相談するようにしてください。

― ―

防犯対策情報
73

- 令和元年8月8日 （木） 13時08分

本日午前中、中央区内の高齢者宅に、南警察署の警察官を名乗る男から、「男２人組を捕まえた。旦那さん名義
のキャッシュカードを持っていた。」等のアポ電がありました。
アポ電は、同一地域に連続でかかってくることが多いので、中央区にお住まいの皆さんは、充分に気を付けてく
ださい。
アポ電がかかってくれば、落ち着いて一旦電話を切り、ご家族、ご近所の方、警察などに相談しましょう。

― ―

防犯対策情報
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東警察署 令和元年8月9日 （金） 16時57分

令和元年８月８日に配信しました、東警察署管内で発生した特殊詐欺アポ電の連続発生に関係して、警戒中の警
察官が、預金保護名目でキャッシュカードを騙し取ろうとした詐欺の犯人を検挙しました。
今後も同じような不審電話が発生する恐れがあります。
「キャッシュカードを預かる」「キャッシュカードを袋に入れて保管しておいてください。」等の電話は詐欺で
す！
名前や銀行口座を電話で聞かれるような不審な電話があれば、電話の指示に従うことなく、必ず一度電話を切断
し、警察や家族に相談するようにしてください。

― ―

防犯対策情報
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- 令和元年8月15日 （木） 13時38分

本日午前１０時３０分ころ、中央区内の高齢者方に、大阪市役所職員を名乗る男から、「還付金があります。近
くのＡＴＭで手続きできます。」等の電話があり、現金をだまし取られる事案が発生しました。
現金自動預払機（ＡＴＭ）を操作して、お金が返ってくることは絶対にありません。
ＡＴＭの操作を求めるような電話がかかってくれば、必ず一度電話を切り、ご家族、近隣の方、警察等に相談す
るようにしましょう！

― ―

防犯対策情報
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東警察署 令和元年8月17日 （土） 15時26分
本日午後２時２０分頃、大阪市中央区玉造１丁目に居住する高齢者宅に、厚生労働省の職員と名乗る男から「還
付金があります。封筒は届いてますか。後日送ります」等と還付金を名目とした不審な電話が発生しています。
不審な電話があれば、自ら行動をおこす前に家族や警察に相談しましょう。

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和元年8月17日 （土） 18時44分

令和元年８月１４日午前８時ころ、高齢者宅に、銀行職員をかたる者から「保険金の還付金がある。２万３千円
程度戻ってくる」等の不審電話があり、無人ＡＴＭに誘導され、お金を振り込んでしまうという被害が発生しま
した。
ＡＴＭで還付金などが返ってくることは絶対にありません。
決して他人事と思わず、家族やご近所の方と情報を共有し、特殊詐欺の被害を防ぎましょう。

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和元年8月27日 （火） 16時28分

本日午後２時ころ、大阪市中央区島之内１丁目の高齢者宅に、中央区役所保険課の職員を名乗る男から、「医療
費の返還があります。振り込みますので、使用している銀行を教えてください。」等のアポ電がかかってきまし
た。
アポ電は、同じ地域に連続してかかってくる傾向にあります。
周辺地域にお住まいの方は、いつも以上にアポ電に気を付けてください。

― ―

防犯対策情報
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東警察署 令和元年8月28日 （水） 16時44分

２８日午前１１時２１分ころ、大阪市中央区玉造２丁目に居住する高齢者宅に対し、中央区役所職員を名乗る者
から「還付金がある。銀行から電話があるので待っていてください」等と還付金を名目とした不審な電話がか
かっています。
不審な電話があれば、自ら行動をおこす前に、家族や警察に相談しましょう。

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和元年8月31日 （土） 16時17分

本日午後２時ころ、大阪市中央区上汐２丁目の高齢者宅に、中央区役所の職員を名乗る男から、「医療費の還付
金があります。１月に用紙を送っていますが、まだありますか。」等のアポ電がかかってきました。
アポ電は、同じ地域に連続してかかってくる傾向にあります。
もし、ご自宅にアポ電がかかってきた場合は、落ち着いて一旦電話を切り、ご家族、近所の方に相談し、警察に
通報して下さい。

― ―

防犯対策情報
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- 令和元年9月6日 （金） 11時13分

本日午前９時ころ、中央区谷町６丁目の高齢者宅に、中央区役所職員を名乗る男や銀行員を名乗る男から「医療
費の還付金があります」や、「受付番号がいりますので、ＡＴＭに行ってください」といった、いわゆるアポ電
が連続してかかってきました。
アポ電は、同じ地域で連続発生する傾向にあります。
また、ＡＴＭを操作しても、還付金を受け取ることは絶対にできません。
少しでも怪しい電話がかかってくれば、一旦電話を切り、ご家族、ご近所の方、警察に相談してくさい。

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和元年9月6日 （金） 14時28分

本日午後１時ころ、大阪市中央区東心斎橋の高齢者宅に、家電量販店、保証協会を騙る男から「あなたのクレ
ジットカードを不正利用しようとした者がいる。保証協会から連絡をさせる。」「カードは何を持っています
か？」等という不審な電話がありました。
犯人は、あなたの情報を巧みに聞き出そうとします。
これら「アポ電」は、同じ地域で連続発生する傾向があるので、あなた自身だけでなく、家族・知人等と情報共
有し、注意して下さい。

― ―



防犯対策情報
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南警察署 令和元年9月9日 （月） 10時39分

本日午前９時２５分ころ、大阪市中央区高津３丁目の男性宅に、中央区役所職員を騙る者から「中央区役所の者
です。」等という電話がありました。
電話を受けた男性が、発信先電話番号を確認すると、大阪府外の電話番号であったことから不審に思い、「どこ
の中央区役所ですか」等と聞いたところ、何も言わず一方的に切断されました。
不審電話（アポ電）は、同じ地域で連続発生する傾向にあるので、家族、近所の方等と情報共有し、警察に相談
して下さい。

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和元年9月10日 （火） 16時28分

本年９月９日午前中、大阪市中央区高津三丁目の高齢者方に、「医療費の還付がある」旨の、いわゆるアポ電が
あり、だまされた被害者が、犯人にＡＴＭへと誘導された上で、現金を振り込んでしまうという被害が発生しま
した。
ＡＴＭの操作によって、還付金の返還を受けることは絶対にできません。
電話でＡＴＭの操作を指示するのは、典型的な還付金等詐欺の手口です。
相手が、電話をＡＴＭの操作を指示してくれば、一旦電話を切り、警察に通報してください。

― ―

防犯対策情報
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東警察署 令和元年9月18日 （水） 19時57分

９月１８日午後６時４０分頃、大阪市中央区北久宝寺町の一般家庭に対し、警視庁職員を名乗る者から「保険の
書類と現金を封筒に入れて、警視庁宛に送ってほしい。」等と、現金を送付させようとする不審な電話がかかっ
ています。
不審な電話は自分で判断せず、まずは家族や警察に相談しましょう。

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和元年9月20日 （金） 11時44分

令和元年９月１９日午前１１時３０分ころ、大阪市中央区東平１丁目の高齢者宅に、大阪市保健課を騙る男から
「医療費の還付金があります。書類を送ったが返信がないので電話しました。１５時までにＡＴＭで操作して下
さい。」等という不審な電話がありました。
これら「アポ電」は、同じ地域で連続発生する傾向があるので、あなた自身だけでなく、家族・知人等と情報共
有し、注意して下さい。

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和元年9月20日 （金） 14時32分

本日午後０時ころ、大阪市中央区松屋町の高齢者宅に、中央区役所職員を騙る男から「還付金があります。
キャッシュカードを持って、郵便局に行ってください。」等の不審電話があり、現金を騙し取られる被害が発生
しました。
不審電話（アポ電）は、同じ地域で連続発生する傾向があります。
電話をしながらＡＴＭを操作している人を見かけたら、声をかけてあげて下さい。
ご協力、よろしくお願いします！

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和元年9月21日 （土） 15時07分

本日午後１時２０分ころ、中央区難波四丁目の高齢者宅に、区役所職員を名乗る男から、「今から銀行に行って
お金を振り込めば、還付金が返ってくる」旨の、いわゆるアポ電がかかってきました。
アポ電は、同じ地域で連続発生する傾向にあり、最近、南警察署管内ではアポ電が連続発生しています。
銀行やコンビニのＡＴＭを操作することで、還付金の返還を受けることは絶対にできません。
電話の相手がＡＴＭに行くよう勧めたり、暗証番号を訊ねてきた場合は、直ちに電話を切り、ご家族やご近所の
方に相談するか、１１０番通報してください、

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和元年9月24日 （火） 14時05分

本日午前８時３０分ころ、大阪市中央区谷町７丁目の高齢者宅に、区役所職員を騙る男から「今年４月に青色封
筒で書類を送りましたが届いていますか？厚生労働省の保険料率が変わりましたので、還付手続きが必要で
す。」等という不審な電話がありました。
これら不審電話（アポ電）は、同じ地域で連続発生する傾向があるので、家族、近所の方等と情報共有し、警察
に相談して下さい。

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和元年9月25日 （水） 20時04分

本日、大阪市中央区内の高齢者宅に、「マサユキやけど、風邪ひいて携帯無くした。しばらく連絡つかんから」
等の不審な電話がかかってきました。
息子等を騙る詐欺には注意しましょう。
不審な電話があれば、すぐに１１０番通報してください。

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和元年9月25日 （水） 21時09分

本日午後８時３０分ころ、大阪市中央区谷町６丁目内の高齢者宅に、「ヒロシやけど、帰りに携帯電話を…」等
の不審な電話がかかってきました。
息子等を騙る詐欺には注意しましょう。
不審な電話があれば、すぐに１１０番通報してください。

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和元年10月18日 （金） 15時50分

本日午前１１時３０分頃、大阪市中央区心斎橋筋２丁目の高齢者宅に、区役所職員を騙る男から「高額医療費の
還付があります」等という不審電話がありました。
その後、銀行員スギムラと名乗る人物からも「ＡＴＭに行って欲しい」等といった電話もかかってきました。
ＡＴＭでお金が戻ってくることはありません！
これらアポ電は、同じ地域で連続発生する傾向があるので、家族、近所の方等と情報共有し、警察にも相談して
下さい。

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和元年11月1日 （金） 17時24分

本日１０時５０分頃、大阪市中央区谷町８、９丁目と安堂寺町１丁目の高齢者宅に、近畿厚生局や区役所を騙る
者から「医療費の還付金があります。医療費控除で返金があります。」等の不審電話がかかってきました。
これら不審な電話（アポ電）は、同じ地域で連続発生する傾向があるので、家族、近所の方等と情報共有し、警
察に相談してください。

― ―



防犯対策情報
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東警察署 令和元年11月2日 （土） 17時22分

１１月２日午後３時５０分ころ、大阪市中央区東高麗橋４丁目７番付近に居住の高齢者宅に対し、中央区役所国
民保険係の職員と名乗る男から「４月に封筒届いてませんか」と還付金を名目とした不審な電話がかかっていま
す。
不審な電話があれば、一人で対応することなく、家族や警察に相談しましょう。

― ―

防犯対策情報
95

東警察署 令和元年11月2日 （土） 17時41分
先ほど「特殊詐欺アポ電発生！！」のメールを配信しましたが、同メールの本文中、発生場所に関し正しくは
「中央区東高麗橋４番付近」となりますので訂正します。

― ―

防犯対策情報
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東警察署 令和元年11月7日 （木） 17時54分

11月７日午後４時ごろ、大阪市中央区玉造１丁目４番付近にお住まいの高齢者宅に、区役所職員を騙る人物から
「介護保険の払い戻しについて区役所からの案内に返事がないので電話しました。取引先銀行はどこですか、携
帯電話番号を教えてください。」等という不審な電話がありました。
このような電話は詐欺です。不審な電話があれば、１人で対応することなく家族や警察に相談してください。

― ―

防犯対策情報
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東警察署 令和元年11月12日 （火） 12時04分
１１月１２日午前１１時１５分ころ、大阪市中央区糸屋町２丁目３番付近に居住の高齢者宅に対し、区役所保険
課を名乗る者から「医療費の還付金がある」との不審な電話がかかっています。
不審な電話があれば、一人で対応することなく、家族や警察に相談しましょう。

― ―

防犯対策情報
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大阪府警本部 令和元年12月9日 （月） 15時50分

令和元年１０月中旬に豊能警察署管内で発生した、百貨店、全国銀行協会等を騙るキャッシュカード手交型特殊
詐欺事件の被疑者画像を、新たに大阪府警察ホームページに掲載しました。
どの様な些細な情報でも結構ですので、お心当たりのある方は大阪府警察（１１０番）又は最寄りの警察署(交
番)までご連絡をお願いします。

― ―

防犯対策情報
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大阪府警本部 令和元年12月16日 （月） 16時11分
本年１２月９日に配信した特殊詐欺事件の指名手配被疑者を本日検挙しました。
ご協力ありがとうございました。

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和元年12月24日 （火） 14時06分

本日午前１０時ころ、大阪市中央区日本橋２丁目１２番付近の高齢女性宅に、氏名など何も語らない者から「保
険の手続きをするので今から行きます。」との不審な電話がありました。
アポ電は、同じ地域で連続発生する傾向にあります。
誰かを騙る電話だけが、アポ電ではありません。
少しでも怪しい電話がかかってくれば、一旦電話を切り、ご家族や警察に相談して下さい。

― ―


