
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

東警察署 令和2年1月14日（火） 9時36分

１３日午前１０時ころから午後４時ころにかけて、大阪市中央区上町に居住する複数のお宅に対し、東警察署の
警察官を名乗り「偽造カードを使用した犯人を逮捕した。あなたの名義のカードがあったので警察署まで来て欲
しい」等と不審な電話を掛ける事案が発生しています。
不審な電話があれば、自ら行動をおこす前に、家族に相談し、一旦電話を切断するなどして、警察に確認して下
さい。

― ―

防犯対策情報
2

大阪府警本部 令和2年1月17日（金） 10時24分

昨年末より、「NTT西日本お客様サポート」を騙る者から、「ご利用料金の確認がとれていません。本日中に、こ
ちらの番号までご連絡下さい。」等という内容の詐欺のメールによる被害が発生しています。
メールに記載の番号に電話を架けると、NTTを名乗る犯人から「未納料金があります」「未納料金を払うには、コ
ンビニで電子マネー等を購入し、電子マネーに記載の番号を伝える」ように指示されます。
NTTからの、利用料金の支払いについてのメールは詐欺です。
★必ず、御家族や警察に相談して下さい★

― ―

防犯対策情報
3

東警察署 令和2年1月20日（月） 18時11分

１月20日午後４時20分ころ、大阪市中央区森之宮中央１丁目25番付近にお住まいの高齢者宅に、東警察署生活安
全課員を騙る女性から「キャッシュカード詐欺が多発している、あなたのカードも偽造されるので交換の必要が
あります。今から金融庁の職員が行きます。」等と電話があり、同日午後４時45分ころに訪れた年齢30歳から40
歳代の金融庁職員を騙る男性に、キャッシュカードを入れるよう封筒を渡され、指示に従い、男性が立ち去った
後に不審に思い封筒内を確認したところ、別のカードにすり替えられていた事案が発生しました。
このような不審電話は特殊詐欺です。不審な電話には１人で対応せず、警察や家族に相談してください。

― ―

防犯対策情報
4

大阪府警本部 令和2年2月10日（月） 16時15分

昨年５月下旬に発生した、家電量販店・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)まで連絡をお願いします。

― ―

防犯対策情報
5

南警察署 令和2年2月10日（月） 20時20分

本日午後1時３０分ころ、大阪市中央区難波千日前５番付近の高齢女性方に、債権回収業者を名乗る者から「預金
等の差し押さえになり、裁判所から連絡がいく」との身に覚えのない請求を求めてくる不審な電話がありまし
た。
このような電話は詐欺の可能性が高いので、１度電話を切り、家族の方や警察に相談して下さい。

― ―

防犯対策情報
6

大阪府警本部 令和2年2月23日（日） 21時04分
令和元年５月３１日に発生した、詐欺事件及び窃盗事件の指名手配被疑者を令和２年２月２３日に検挙しまし
た。ご協力ありがとうございました。引き続き、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）まで連絡をお願いします。

― ―

防犯対策情報
7

東警察署 令和2年2月26日（水） 21時40分

２月２６日午後６時ころ、大阪市中央区十二軒町付近にお住いの高齢者宅に、息子の名前を名乗り「風邪をひい
て喉の調子が悪い、携帯を落とした。」など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には、すぐに対応せず家族や警察に相談してください。

― ―

防犯対策情報
8

東警察署 令和2年3月5日（木） 16時18分

３月５日午後０時ころ、大阪市中央区神崎町３番付近にお住まいの高齢者宅に、百貨店職員を騙る者から
「キャッシュカードが不正に使われている、銀行協会の者が向かうのでカードを用意してください」等と電話が
あり、その後、午後３時10分ころに訪れた銀行協会職員を騙る男にカード保管用の封筒を手渡されたことから、
名刺の提示を求めたところ、男は何も受け取らずにその場を立ち去る特殊詐欺未遂事件が発生しました。
犯人は、身長170～175センチ位、年齢20～30歳代の男１名、頭髪チリチリパーマ頭、赤黒い顔色、紺色スーツ上
下、色不明コート、黒色ビジネスバッグを所持し、現場から徒歩でいずれかに逃走しました。
キャッシュカードを求める電話は特殊詐欺です。不審な電話や来訪者があった場合は、すぐに対応せず警察に連
絡してください。

― ―

防犯対策情報
9

大阪府警本部 令和2年3月5日（木） 18時27分
大阪府内のご家庭に、「コロナウイルスが下水管についている。」「洗浄（除去）するのに〇万円かかる。」な
どの新型コロナウイルスに便乗した不審な電話がかかってきています。この様な電話は詐欺と疑われますので、
すぐに電話を切り、警察に通報してください。

― ―

防犯対策情報
10

東警察署 令和2年3月16日（月） 21時37分

３月１６日午後８時３５分頃、大阪市中央区松屋町住吉４番地付近の住民に対し、区役所の保険課を騙る男から
「還付金があり書類を送っているが期限が切れている」「振り込むので口座を教えてほしい」等と不審な電話が
掛かってくる事案が発生しました。
このような電話は特殊詐欺です。一人では判断せず、警察や家族に相談してください。

― ―

【特殊詐欺】　安まちメール事案一覧表　（令和2年1月～令和2年12月）



防犯対策情報
11

東警察署 令和2年3月17日（火） 17時37分
３月１７日午後３時３０分頃、大阪市中央区糸屋町２丁目付近の住民に対し、区役所職員を名乗る男から「医療
費の還付金があるから現金を振り込んで欲しい」等と不審な電話が掛かってくる事案が発生しました。
このような電話は特殊詐欺です。一人では判断せず、警察や家族に相談してください。

― ―

防犯対策情報
12

大阪府警本部 令和2年4月1日（水） 15時02分

4月1日午前中、大阪府内において、自治体の職員を騙り、「新型コロナウイルスの関係で、70歳以上の高齢者の
方に支援金が出ます」等の不審な電話がかかってきています。
新型コロナウイルスの関係で給付金や支援金等に絡む不審な電話については、一度電話を切り、折り返し自治体
等に確認するなどの対応をお願いします。

― ―

防犯対策情報
13

大阪府警本部 令和2年4月9日（木） 11時36分

昨日、府内において、新型コロナに乗じた還付金詐欺被害が発生しました。
犯人は市役所職員を騙り「保険料の過払いがあるので返金する」「コロナの関係で市役所は忙しいのでATMで手続
きをする」等と現在の緊急事態を持ち出して信用させ、無人ATMに誘導しています。
ATMで還付金は戻ってきません。
今後、緊急事態に便乗し、無人ATMに誘導する手口の増加が予想されます。
このような電話には対応せず、一旦電話を切断し、家族や警察に相談・確認しましょう！

― ―

防犯対策情報
14

大阪府警本部 令和2年4月9日（木） 19時48分

府内において、(１)４月８日、厚生労働省職員を騙り「厚生労働省コロナ対策係の者です。お一人暮らしです
か。元気ですか。預金は〇万円以上ありますか。」などという不審電話(２)４月９日、電力会社社員を騙り「今
回コロナの緊急対策で１ケ月間の電気料金が無料になります。使用料金が１ケ月〇円を超える世帯に適用され、
連絡しています。そのためには書類にハンコを押してもらえないと無料になりません。」などという不審電話が
かかってきています。
この様な電話には対応せず、一旦電話を切断し、家族や警察に相談・確認しましょう。

― ―

防犯対策情報
15

大阪府警本部 令和2年4月13日（月） 14時14分

４月上旬に大阪市東淀川区内において発生した、区役所職員等を騙る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)まで連絡をお願いします。
詳しくはこちら↓↓
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/topics/10363.html

― ―

防犯対策情報
16

東警察署 令和2年4月13日（月） 17時25分
４月１３日午後４時頃、大阪市中央区法円坂１丁目付近の住民に対し、区役所職員マエカワを名乗る男から「還
付金がある。郵便局で手続きして下さい。」等と不審な電話が掛かってくる事案が発生しました。
このような不審電話は特殊詐欺です。不審な電話には一人で対応せず、警察や家族に相談して下さい。

― ―

防犯対策情報
17

大阪府警本部 令和2年4月14日（火） 18時02分

４月上旬に大阪市東淀川区内において発生した特殊詐欺事件の被疑者を逮捕しました。
ご協力ありがとうございました。
引き続き、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)まで連絡をお願いします。
詳しくはこちら↓↓
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/index.html

― ―

防犯対策情報
18

東警察署 令和2年4月16日（木） 17時37分

４月15日午後２時ごろから４月16日午前９時30分ごろにかけて、大阪市中央区上町付近にお住まいの高齢者宅
に、息子を名乗る人物から「僕が保証人になった友達の会社が倒産した、お金を貸してほしい、携帯電話を落と
したので前の番号にはかけないでほしい、新しい携帯電話を買ったら連絡する」等という不審な電話が数回あり
ました。
現金を求めるような不審な電話は特殊詐欺です。
不審な電話があった場合は、ひとりで対応せず、家族や警察に相談してください。

― ―

防犯対策情報
19

大阪府警本部 令和2年4月17日（金） 8時02分

４月１５日、羽曳野市内において発生した「コロナに効く薬」等といって、高齢者に漢方薬を販売した犯人を検
挙しました。
この種、「新型コロナウイルス」に便乗した犯罪が多く発生していますので、少しでもおかしいと思えば、警察
やご家族、ご友人に相談しましょう。

― ―

防犯対策情報
20

大阪府警本部 令和2年4月20日（月） 17時41分

「給付金１０万円配布につき、お客様の所在確認。現金給付が決定した件でご案内がございます。各携帯電話
キャリア会社を通し、国民の皆様へ配布していく事となりました。詳細確認とお手続きは下記ＵＲＬへアクセ
ス」等と携帯電話会社を騙った不審なメールが出回っています。
このようなメールは詐欺の疑いがあります。
心当たりのないメールは開かない、不用意にＵＲＬをクリックしない等の対策をお願いします。

― ―

防犯対策情報
21

大阪府警本部 令和2年4月23日（木） 17時45分

特別定額給付金（仮称）の１０万円の給付につき、不審な電話やメールが届く可能性があります。
給付金に関しては、市区町村や総務省等が
・「ＡＴＭの操作」を求めることはありません。
・「手数料の振り込み」を求めることはありません。
・「世帯構成」「生年月日」「銀行の口座番号」を、電話や郵便、メールで問い合わせることは絶対にありませ
ん。
給付金に関する不審な電話や心当たりのないメールがあった場合には、自分一人で対応することなくすぐに家族
に相談したり、市区町村、警察に連絡しましょう。

― ―

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/topics/10363.html
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/index.html


防犯対策情報
22

大阪府警本部 令和2年5月8日（金） 14時06分

特別定額給付金の１０万円給付手続について、不審な電話やメールが届く可能性があります。
給付金に関しては、市区町村や総務省等が
・ 「ＡＴＭの操作」をお願いすること
・ 「手数料の振り込み」を求めること
・　メールを送り、「ＵＲＬをクリックして申請手続き」を求めること
は絶対にありません。
給付金に関する不審な電話や心当たりのないメール等があった場合には、自分一人で対応することなくすぐに家
族に相談したり、市区町村、警察に連絡しましょう。

― ―

防犯対策情報
23

東警察署 令和2年5月8日（金） 16時39分

４月３０日から５月８日にかけて、大阪市中央区上町１丁目付近にお住まいの高齢者宅に、不動産会社や証券会
社を騙る者から、「名義貸しをしませんか」などと電話があり、その後、金融庁や弁護士を騙る者から「名義貸
しは犯罪なので、弁護士費用を払ってください」など金銭を要求され、銀行に誘導される詐欺未遂事件が発生し
ました。
このような電話は特殊詐欺です。不審な電話には１人で対応せず、警察や家族に相談してください。

― ―

防犯対策情報
24

大阪府警本部 令和2年5月13日（水） 16時01分

５月１２日、大阪府豊中市内において、新型コロナウイルス対策で国民に一律に給付される「特別定額給付金」
に便乗し、キャッシュカードをだまし取られる事件が発生しました。
犯人の手口は、市職員になりすました男が電話をかけ、「コロナの給付金の手続きをしましたか」、「こちらで
手続きします。どこの口座に振り込めばいいですか」などと言い、暗証番号を聞き出し、さらに銀行員になりす
ました男が自宅を訪れ、キャッシュカードをだまし取るというものです。
給付金の手続きに関して、市区町村や金融機関の職員などが、口座番号や暗証番号を聞き出したり、キャッシュ
カードを預かることはありません。
世帯構成や口座番号などを尋ねる電話は詐欺を疑い、警察や市区町村、家族に相談してください。
離れて暮らしている高齢の親族へも注意喚起をお願いします。
警察では、YouTube動画で特殊詐欺の防犯対策をお知らせしていますので、ご覧いただき、被害に遭わないように
しましょう。
大阪府警察本部　https://www.youtube.com/channel/UCT2whM8xKeTHct_HCEVWSFg
警察庁https://youtu.be/YmnoD5_4aa8

― ―

防犯対策情報
25

大阪府警本部 令和2年5月13日（水） 18時02分

5月13日13時30分ころ、大阪府内に居住する男性の携帯電話に「給付金でますよね。コンビニでアマゾンの電子マ
ネー3万円分を買ってくれれば、すぐに10万円出ます。」等の不審電話がかかってきました。
新型コロナウイルスや給付金に便乗した特殊詐欺の手口は、日々変化しています。
給付金の手続きに関して、市区町村や金融機関等が、
　〇ＡＴＭの操作をお願いすること
　〇受給にあたり、手数料の振り込みを求めること
　〇メールを送り、ＵＲＬをクリックして申請手続きを求めること
　〇コンビニ等で電子マネーを買い求めること
は絶対にありません。
怪しいなと思ったら、すぐに警察や市区町村等に連絡してください。
大阪府警察では、ユーチューブで特殊詐欺等の防犯対策をお知らせしています。
https://www.youtube.com/channel/UCT2whM8xKeTHct_HCEVWSFg

― ―

防犯対策情報
26

大阪府警本部 令和2年5月14日（木） 17時39分

最近、大阪府内において、固定電話機にガイダンス音声で「新型コロナウイルスの給付金の申請手続きの代行
サービスを行います。代行サービスを依頼する場合は、●番を押してください。」等といった不審な電話がか
かっています。
 このような電話があれば、ボタン等を押すことなく、家族、警察、市区町村に相談、確認してください。
警察では、YouTube動画で特殊詐欺の防犯対策をお知らせしていますので、ご欄いただき、被害に遭わないように
しましょう。
https://www.youtube.com/channel/UCT2whM8xKeTHct_HCEVWSFg

― ―

防犯対策情報
27

大阪府警本部 令和2年6月3日（水） 13時26分

昨日大阪府下で、還付金詐欺被害が連続発生しました。
犯人は、役所職員を名乗り「医療費の還付金があるのでATMに行って」等とATMに誘導し現金を振り込ませます。
ATMで現金は戻ってきません！
このような電話があれば、すぐに警察に通報してください。
また大切なご家族やご友人にこの事を教えてあげてください。

― ―

防犯対策情報
28

大阪府警本部 令和2年6月5日（金） 14時07分

Ｍ１グランプリ王者ミルクボーイのお二人が、南警察署とコラボして、ＹｏｕＴｕｂｅ「吉本興業チャンネル」
で新ネタ「新手の詐欺」を公開しました。
おなじみのあの漫才で新型コロナウイルスに便乗した特殊詐欺の被害防止を呼び掛けます。
ミルクボーイの漫才を見て、特殊詐欺の被害に遭わないようにしましょう。
↓↓ミルクボーイの漫才はこちらから↓↓
　https://youtu.be/6Lgo3ph5K-M

― ―

https://www.youtube.com/channel/UCT2whM8xKeTHct_HCEVWSFg
https://youtu.be/YmnoD5_4aa8
https://www.youtube.com/channel/UCT2whM8xKeTHct_HCEVWSFg
https://www.youtube.com/channel/UCT2whM8xKeTHct_HCEVWSFg
https://youtu.be/6Lgo3ph5K-M
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大阪府警本部 令和2年6月8日（月） 14時41分

大阪府下においては、携帯電話に金融機関を装ったメール（ショートメッセージ）を送りつけ、偽サイトに誘導
し、インターネットバンキングに使用するＩＤ・パスワード等の情報を入力させる手口で、不正に預金口座等か
ら現金を引き出されるという被害が増えています。
こうした被害に遭わないために、
・　セキュリティ対策ソフトやOSなどのソフトウェアを最新に保つ
・　実際に取引している金融機関からのメッセージであっても、金融機関に直接電話するなどして、メッセージ
内容が正しいか確認し、メッセージに添付のURLを安易にクリックしない
・　金融機関のウェブサイトへアクセスする際は事前に正しいウェブサイトのURLをブックマーク登録しておき、
ブックマークからアクセスするようにしましょう。

― ―

防犯対策情報
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大阪府警本部 令和2年6月11日（木） 12時01分

大阪府内では、多様な手口で高齢者から現金をだまし取る特殊詐欺被害が多発しています。
特殊詐欺は、高齢者だけで防ぐことはなかなか難しく、ご家族や周りの方々のご協力が不可欠です。
府民安全対策課では、「てるよさん危機一髪！」と題し、高齢者のてるよさんを主人公に、
　◎特殊詐欺の手口
　◎高齢者が気を付けるポイント
　◎家族が気を付けるポイント
　◎特殊詐欺を見抜くポイント
等についてまとめた寸劇仕立ての動画を作成しました。
「てるよさん危機一髪！」シリーズとして、随時配信予定にしております。
本日は、シリーズ第一弾　～自己紹介編～　を配信しました。
ご家族や周りのみなさんと一緒にご覧になって、みんなで特殊詐欺被害を防ぎましょう！
掲載動画はコチラ↓↓
https://www.youtube.com/watch?v=Kw3hNsLVfZk

― ―
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大阪府警本部 令和2年6月12日（金） 18時32分

名義貸しトラブル詐欺の被害が相次いで発覚しています！
老人ホーム、証券会社や商社、公的機関や防犯協会等を名乗り、「名義貸しは犯罪です」や「ATMで毎日５０万円
ずつ下ろして」、「現金を宅配便で送って」等と言われたら詐欺です！
おとうさんやおかあさん、おじいちゃんやおばあちゃんにおしえてあげてください。
名義貸しトラブル詐欺について詳しくは、下記ツイッター「大阪府警察防犯情報」の今日のツイートの画像をご
覧ください。
フォローもよろしくお願いします。
https://twitter.com/OPP_seian

― ―
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東警察署 令和2年6月17日（水） 21時06分
６月１７日午後５時５０分ころ、大阪市中央区高麗橋１丁目付近において、インターネットサービス利用料金の
未納を語り、現金を騙し取る詐欺事件が発生しました。
身に覚えの無いメールや電話等があれば一人で判断せずに家族や警察に相談して下さい。

― ―

防犯対策情報
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大阪府警本部 令和2年6月19日（金） 18時16分

大阪府内に居住する８０歳代の女性が、金融機関職員等を名乗った者から電話で
「特別給付金の振り込みができないので、別の口座に振り込みます。」
「キャッシュカードは古くて危ないので、交換しないといけません。」
「キャッシュカードは封筒に入れておいてください。」
などと言われた後、キャッシュカードをだまし取られる被害が発生しました。

●あなたにお願いしたいこと●
・キャッシュカードを絶対に渡してはいけません
・暗証番号を絶対に教えてはいけません
大切なお金を詐欺の被害から守りましょう！
※特別定額給付金に便乗して、キャッシュカードをだまし取る手口について、詳しくは動画をご覧ください！
↓動画はコチラ↓
http://youtu.be/3SPls5QZuRo

【関連動画のお知らせ】
本日、YouTube「大阪府警察安まち公式チャンネル」に、てるよさんシリーズ第二弾～特殊詐欺の手口～を配信し
ました。
↓動画はコチラ↓
http://youtu.be/jrsgHGEKFVk

― ―

https://www.youtube.com/watch?v=Kw3hNsLVfZk
https://twitter.com/OPP_seian
http://youtu.be/3SPls5QZuRo
http://youtu.be/jrsgHGEKFVk
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大阪府警本部 令和2年6月19日（金） 18時59分

【先ほど配信した「給付金に便乗した詐欺に注意！」というタイトルの安まちメールについて、動画のリンク先
のURLに誤りがありました。訂正してお詫びします。】

大阪府内に居住する８０歳代の女性が、金融機関職員等を名乗った者から電話で
「特別給付金の振り込みができないので、別の口座に振り込みます。」
「キャッシュカードは古くて危ないので、交換しないといけません。」
「キャッシュカードは封筒に入れておいてください。」
などと言われた後、キャッシュカードをだまし取られる被害が発生しました。

●あなたにお願いしたいこと●
・キャッシュカードを絶対に渡してはいけません
 ・暗証番号を絶対に教えてはいけません
大切なお金を詐欺の被害から守りましょう！
※特別定額給付金に便乗して、キャッシュカードをだまし取る手口について、詳しくは動画をご覧ください！
↓動画はコチラ↓
https://www.youtube.com/watch?v=3SPIs5QZuRo

【関連動画のお知らせ】
本日、YouTube「大阪府警察安まち公式チャンネル」に、てるよさんシリーズ第二弾～特殊詐欺の手口～を配信し
ました。
↓動画はコチラ↓
http://youtu.be/jrsgHGEKFVk

― ―
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南警察署 令和2年6月24日（水） 20時35分

本日、大阪市中央区谷町６丁目、７丁目付近の高齢女性方に、銀行協会を名乗る者から「クレジットカードで高
額な利用がある。身内の方で使われた等心当たりありますか。」等身に覚えのない不審電話がありました。
この様な電話があった後に犯人が自宅まで来て、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。
銀行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！

― ―
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大阪府警本部 令和2年6月26日（金） 14時18分

役所職員等を騙り「給付金を受取るにはキャッシュカードを交換する必要があります」「保証金を振り込めば早
く給付金を受取れます」等といったアポ電が大阪府下で多発しており、実際に被害も発生しています。
特別定額給付金に便乗した詐欺に注意！！
市区町村や総務省等が
●ATMの操作をお願いすること
●手数料等の振込みを求めること
●メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
は絶対にありません！！
「怪しいな？」と思ったら、家族や警察に確認・相談してください。
併せて覚えておいてください！
★暗証番号を教えない！
★キャッシュカードを渡さない！
どうか、離れた高齢のご家族にもお伝えください。

― ―

https://www.youtube.com/watch?v=3SPIs5QZuRo
http://youtu.be/jrsgHGEKFVk
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大阪府警本部 令和2年6月29日（月） 12時15分

【先ほど配信した「てるよさん危機一髪！！～名義貸し編～というタイトルの安まちメールについて、動画のリ
ンク先のＵＲＬに誤りがありました。訂正してお詫びします。】

本日、YouTube「大阪府警察公式安まちチャンネル」に、てるよさん危機一髪！！第４弾～名義貸し編～を配信し
ました。
第４弾からは、特殊詐欺の具体的手口についての説明と被害防止方法を分かり易く動画にしています。
大阪府では、架空請求詐欺の手口の１つである【名義貸し】が急増しています。
聞きなれない手口かもしれませんが、今年１～５月の被害総額は前年同期比の２．４倍！
犯人は電話口で、【名義だけ貸して】
と持ち掛け、それに応じてしまうと、
【名義貸しは犯罪】
【あなたは逮捕される】
【誰にも相談してはいけない】
【保証金を払えば解決する】
と言ってきます。
これらの言葉はすべて【詐欺】です！
すぐに電話を切って、警察に連絡してください！
ご家族や周りに高齢者がいる方は、動画の中の「自治会長みまもりおさん」の様に、
☆名義貸しの手口が急増していること
☆不審な電話がかかってきたら、必ず家族や警察に相談すること
などの呼びかけをお願いします！！
大事な人の大事な財産をみなさんで守りましょう！　動画はコチラ↓↓

https://youtu.be/THsuTxpfEWs

― ―
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東警察署 令和2年6月29日（月） 17時31分

６月２９日午後４時１５分ころ、大阪市中央区法円坂１丁目にお住まいの高齢者宅に百貨店お客サポートセン
ターを名乗る男性から「あなたのクレジットカードで買い物をしている人がいる」と事実ではないことを告げる
不審電話が掛かってくる事案が発生しました。
このような電話は特殊詐欺です。
ひとりでは判断せず、警察や家族に相談してください。

― ―
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南警察署 令和2年6月29日（月） 20時10分

本日、午後４時５０分ころ、大阪市中央区谷町６丁目１７番付近の高齢者宅に、百貨店や銀行協会をかたる男か
ら「あなたのカードが不正使用されている。」等という不審な電話がありました。
このような電話は、特殊詐欺に繋がるもので、あなたの元にも電話がかかってくるかもしれません。
不審電話には、慌てて対応せず、家族や警察に相談しましょう。

― ―
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大阪府警本部 令和2年7月1日（水） 15時11分

【アポ電多発地域等にコールします！】
今年度も『おおさか特殊詐欺被害防止コールセンター』から府民の皆様へ、直接電話で注意喚起を呼び掛けま
す。
コールセンターから通知される電話番号は、
●０６－６１２３－７６４２●
で、オペレーターが
●暗証番号を聞くこと
●資産状況等の個人情報を聞き出すこと
は、絶対にありません。
「おかしいな？」と思ったら、すぐに電話を切って、警察に通報してください！
詳しくはコチラ↓
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/topics/8209.html

― ―
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東警察署 令和2年7月4日（土） 20時37分

７月４日午後０時３７分頃、大阪市中央区谷町７丁目２番付近に居住する高齢者の携帯電話に、インターネット
の利用料金が未納である旨のメールが届き、メール内の連絡先に電話すると、ＮＴＴファイナンスの社員を名乗
る男性から利用料金の支払いを要求され、待ち合わせ場所において現金を騙し取ろうとした事案が発生しまし
た。
身に覚えのないメールや電話等があれば、一人で判断せずに家族や警察に相談しましょう。

― ―
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南警察署 令和2年7月6日（月） 16時11分

本日、大阪市中央区東心斎橋１丁目付近の高齢女性方に、百貨店職員を名乗る者から「あなたのクレジットカー
ドを使って買い物している人がいます。」「カードを止めるなら銀行協会に電話してほしい。」等と身に覚えの
ない不審な電話がありました。
このような電話の後に犯人が自宅まで来て、クレジットカードをだまし取ります。
クレジットカードは渡してはいけません。

― ―
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東警察署 令和2年7月6日（月） 17時09分

７月６日午後３時56分ころ、大阪市中央区淡路町１丁目５番付近にお住まいの高齢者宅に、百貨店店員を名乗る
男性から「あなたのカードを使って買い物をしている客がいる」等という不審な電話がありました。
このような不審な電話は特殊詐欺です。不審な電話があった場合は、ひとりで対応せず、家族や警察に相談して
ください。

― ―

https://youtu.be/THsuTxpfEWs
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/topics/8209.html
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南警察署 令和2年7月6日（月） 17時48分

本日午後５時２０分頃、大阪市中央区南船場４丁目付近の高齢者宅に、百貨店職員を名乗る者から「あなたの
VISAカードを使って、買い物しようとした者がいましたが、逃げていきました」、「不正利用されています」、
「手続きの為、銀行協会に電話を掛けて欲しい」等と不審な電話がありました。
このような電話のあと、犯人が自宅まで来て、クレジットカードをだまし取ります。
本日、このような不審電話が連続して発生しているので、不審電話があれば、すぐに電話を切って、警察や家族
に相談しましょう。

― ―
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大阪府警本部 令和2年7月27日（月） 12時02分

本年１月中旬ころに発生した市役所職員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)まで連絡をお願いします。
詳しくはこちら↓↓
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/10766.html

― ―
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大阪府警本部 令和2年8月12日（水） 10時18分

「面倒くさいから」「覚えていられないから」と、ＩＤ・パスワードを安易に使い回していませんか？
もし、あなたが複数のインターネットサイトで、同じＩＤ・パスワードの組み合わせを使い回していると、一つ
のサイトから個人情報が流出した場合に、流出したＩＤ・パスワード等を使い、他に利用しているサイトにも不
正に接続され、クレジットカード等で勝手に商品を購入されたり、銀行口座から現金を引き出されてしまうかも
しれません。
犯罪者は、様々な方法であなたの金銭等をだまし取ろうとしています。
〇ＩＤ・パスワードの使い回しはやめましょう。
〇怪しいと感じたら、警察やカード会社に相談してください。

― ―
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大阪府警本部 令和2年8月13日（木） 10時17分

大阪府内では、高齢者を狙った特殊詐欺が多発しています！
電話の相手が「キャッシュカードを預かります・交換します」「暗証番号を教えてください」などと言って来た
ら詐欺の電話です！お盆のこの時期、家族で連絡を取り合い、みんなで高齢者を特殊詐欺被害から守りましょ
う！
「家族の絆でストップ特殊詐欺！」

― ―
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南警察署 令和2年8月17日（月） 10時49分

昨日午後９時１０分頃、大阪市中央区西心斎橋１丁目付近の高齢者宅に、「俺やけど携帯電話を変えるから電話
番号が変わったら連絡するから」等と電話があり、咄嗟に家人が「〇〇か？」と息子の名前を呼んだところ、一
旦電話を切り、再度息子の名前を名乗って電話をかけてくるといった不審な電話がありました。
このような電話は特殊詐欺につながるもので、同じ地域で連続発生する傾向があり、あなたの元にも電話がか
かってくるかもしれません。
不審電話には慌てて対応せず、家族や警察に相談しましょう。

― ―
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東警察署 令和2年8月19日（水） 12時30分

８月１９日午前１０時４２分ころ、大阪市中央区北浜東付近のお宅に、区役所職員を名乗る男から、「医療費の
還付金がある」などという不審な電話がありました。
このような不審な電話は特殊詐欺です。不審な電話があった場合は、ひとりで対応せず、家族や警察に相談して
ください。

― ―
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東警察署 令和2年8月19日（水） 13時46分

８月１９日１３時現在、東警察署管内の高齢者宅等に、区役所職員を名乗り「還付金があります」などといった
内容の不審な電話が複数かかってきています。
このような電話は特殊詐欺です。不審な電話があった場合は、ひとりでは判断せず、警察や家族に相談してくだ
さい。

― ―
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南警察署 令和2年8月19日（水） 15時51分

現在、南警察署の周辺警察署管内で、特殊詐欺のアポ電が多数かかってきています。
南警察署管内では、本日は、まだ発生の認知をしていませんが、特殊詐欺のアポ電は、同じ地域で連続発生する
傾向がありますので、注意して下さい。
もし、「お金を振り込んで欲しい」、「還付金がある」等、お金に関する内容の電話がかかってきたら、特殊詐
欺を疑って、一旦電話を切り、すぐに家族や警察に相談してください。

― ―
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南警察署 令和2年8月21日（金） 17時29分

本日、大阪市中央区内の高齢者宅に、保健所職員をかたる者から「累積保険料の還付手続きがあります。銀行の
担当から電話があります。」等という電話がたて続けにかかっています。
この様な電話があった後に犯人が自宅まで行って、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
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南警察署 令和2年8月25日（火） 17時25分

先日、大阪市中央区東心斎橋１丁目付近の女性宅に、領事館や公安局の職員等を名乗る者から「空港であなた名
義のパスポートを持っていた男が詐欺事件の犯人として警察に捕まっている。あなたも犯人の一員である可能性
が高い。あなたの身分を保証するお金が必要である。」等と不審な電話があり、現金を騙しとられる事件が発生
しました。
公的機関職員を名乗る者からの「お金」に関する電話がかかってくれば、詐欺を疑い、一旦電話を切る等し、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2年9月8日（火） 11時27分

大阪府内において、証券会社の社員等を名乗って高齢者方に電話をかけ、「あなたの名義でお金を投資している
人がいます。名義貸しは罪になりますよ。」等と嘘を言い、更に「口座からお金を出していかないといけませ
ん。私らが預かります。」等と宅配便で送るよう申し向け、数回にわたって多額の現金をだまし取るという詐欺
被害が発生しました。
電話で「名義貸しは犯罪です。」は詐欺です。
「現金を宅配便で送れ。」も詐欺です。
★必ず、ご家族や警察に相談してください★

― ―

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/10766.html


防犯対策情報
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東警察署 令和2年9月9日（水） 12時04分

９月９日午前８時３０分ころ、大阪市中央区道修町１丁目付近にお住まいの高齢者宅に、区役所保険課を名乗る
男から、「医療費の還付金がある」「緑色の封筒は届いていないか」などという不審な電話がありました。
このような不審な電話は特殊詐欺です。不審な電話があった場合は、ひとりで対応せず、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2年9月9日（水） 17時04分

昨日午後４時から午後５時３０分ころまでの間に、大阪市中央区東平及び谷町９丁目付近の高齢者方に、区役所
職員と名乗る者から立て続けに「医療保険の還付金がある。」旨の電話が掛かっています。
また、その言葉に騙されてＡＴＭにお金を振り込んでしまう特殊詐欺事件も発生しました。
区役所等の職員を名乗るお金に関する電話が掛かってくれば、詐欺を疑い、一旦電話を切った後に家族や警察に
相談しましょう。

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和2年9月10日（木） 13時28分

本日午前１０時３０分ころ、大阪市中央区東心斎橋１丁目付近の高齢者方に、区役所職員と名乗る者から「還付
金があるので連絡しましたが、保有する銀行口座はありますか。」等言ってくる不審な電話を掛かってきていま
す。
区役所職員と名乗る者から還付金があるという電話があれば、それは詐欺を疑いましょう。

― ―

防犯対策情報
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東警察署 令和2年9月11日（金） 13時50分

９月１１日午後１時００分ごろ、大阪市中央区森ノ宮中央２丁目付近の高齢者方に対し、区役所の保険課ハシモ
トを騙る男から「医療費の還付金がある」等と不審な電話がかかってくる事案が発生しました。
このような電話は特殊詐欺です。不審な電話があった場合は、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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大阪府警本部 令和2年9月16日（水） 17時57分

９月１４日から国勢調査が開始されています。
今後、国勢調査員を騙った犯罪が発生する可能性もあります。
国勢調査員が金銭を要求したり、クレジットカードの番号や銀行口座の暗証番号を聞くようなことは絶対にあり
ません。
また、国勢調査員は身分を証明する顔写真付き「調査員証」を携帯し、腕章を身につけています。
国勢調査を騙った不審な訪問者や電話等に注意し、少しでも不審に思った場合は、すぐに警察や、お住いの市区
町村の国勢調査担当に連絡してください。
（※一部の共同住宅や社会福祉施設等では「調査員証」に代わり、「国勢調査業務委託証明書」を携帯していま
す。）

― ―

防犯対策情報
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大阪府警本部 令和2年9月18日（金） 10時35分

【あなたのまわりの中国出身の方に伝えてください！】
犯人は中国の政府機関をかたって「逮捕される」「強制送還される」などと脅し、お金を振り込むよう要求して
きます。
この手口の特徴は
●携帯電話にアポ電がかかってくる！
●若い人がねらわれている！
中国語での不審な電話があれば、お金を振り込む前に警察、家族、友人に相談しましょう。
中国語版防犯速報はコチラ→ https://twitter.com/OPP_seian/status/1306060947199373312

― ―

防犯対策情報
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大阪府警本部 令和2年9月19日（土） 19時32分
最近、大阪府下で防火点検を装い高齢者宅を訪問し、家に上がり込んだ後、現金などを奪う強盗事件が発生しま
した。
不審な人物が家に来た際は、玄関扉を開けて対応することなく、すぐに１１０番通報をして下さい。

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和2年9月22日（火） 13時35分
本日、午前１１時２０分ころ、大阪市中央区谷町９丁目に所在する企業の電話に「南区役所健康増進課」を名乗
る者から不審な電話がかかってきています。不審電話（アポ電）は、同じ地域で連続発生する傾向にあります。
見知らぬ番号からの電話は詐欺を疑い、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2年9月22日（火） 19時27分

本日、午前９時３０分ころ、大阪市中央区東平１丁目付近の高齢者宅に区役所職員を名乗る者から「払い戻しの
お金がある」等という内容のアポ電があり、犯人の指定した口座へ送金させられるという事件が発生しました。
アポ電は同じ地域で連続発生する傾向にあるので、周辺にお住まいの方はご注意ください。
電話の相手が「お金が返ってくる」「お金を送ってほしい」等、お金に関する話を始めれば、それは詐欺です！
一旦電話を切って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2年9月23日（水） 13時19分

大阪府内で、高齢者宅にガスなどの点検業者を装って訪問し、家に上がり込み、「金を出せ」等と脅迫し、現金
等を奪う強盗事件が発生しています。
こうした訪問を受けた際は、すぐに玄関扉を開けて対応することなく、不審点があれば、１１０番してくださ
い。
また、犯人は事前に電話をかけてくる可能性もありますので、不審な電話にもご注意ください。

― ―

防犯対策情報
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大阪府警本部 令和2年9月23日（水） 17時24分

９月20日午前10時ころ、大阪府内の高齢者宅に、国勢調査員を名乗る女から『国勢調査の者です。保険証番号と
口座番号を教えてください。』などという電話がありました。
国勢調査員が、【資産状況等の個人情報を聞き出すこと】は、絶対にありません！
このような電話は、特殊詐欺をはじめとする犯罪の前兆となる可能性があります。
少しでもおかしいと思えば、すぐに電話を切って、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2年9月25日（金） 11時58分

９月２５日午前１１時ころ、大阪市中央区玉造２丁目の高齢者宅に、銀行協会を名乗る者から「百貨店でクレ
ジットカードを使いましたか」等と問い合わせる内容の不審電話がかかってくる事案がありました。
このような電話は特殊詐欺です。
ひとりでは判断せず、警察や家族に相談してください。

― ―

https://twitter.com/OPP_seian/status/1306060947199373312


防犯対策情報
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東警察署 令和2年9月25日（金） 15時37分

本日、大阪市中央区玉造付近の複数の高齢者宅に、「百貨店でクレジットカードを使いましたか」等と問い合わ
せる内容の不審電話がかかってくる事案が連続発生しています。
このような電話は特殊詐欺です。
ひとりでは判断せず、警察や家族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2年9月27日（日） 14時26分

本日午後0時20分ころ、大阪市中央区管内の高齢者宅に、ガス業者を騙る男から「ガスの点検があります。これか
ら自宅に伺っていいですか？」という電話があり、本人がガス業者に問い合わせたところ、「点検の予定もな
く、電話もしていない」ということでした。
府下では、点検業者を装った強盗が発生しています。
不審電話があれば、家族や警察に相談してください。

― ―

防犯対策情報
69

大阪府警本部 令和2年10月1日（木） 15時57分

【実在する会社や人物を装った不審メールに注意！！】
メールアドレス等の情報を盗み、悪用する「Emotet（エモテット）」ウイルスが流行しています。
手口は、取引のある企業や知人を装ったメールが送られ、油断して添付ファイルを開くとファイルを暗号化され
た上、更にウイルス付きのメールの配信元になるなど、被害が拡散します。
感染を防ぐためには、不審なメールは開かない！《添付ファイルをあけない！マクロを有効にしない！》、ま
た、メールの送り主に電話等で確認することも大切です。

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和2年10月2日（金） 13時39分

本日午前１１時５５分頃、大阪市中央区谷町６丁目の高齢者宅に、百貨店従業員を名乗る者から「あなたのカー
ドで買い物した人がいたので確認の電話をしました。カードが不正使用されているかもしれないので、銀行に
言った方がいいかもしれませんね。」等と身に覚えのない不審な電話がありました。
このような電話の後に、犯人が自宅まで来て、クレジットカード等をだまし取ります。
金融機関や百貨店の従業員が、ご自宅を訪問して、クレジットカード等を回収することは絶対にありません。
クレジットカード等は絶対に他人に渡さないでください。

― ―

防犯対策情報
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大阪府警本部 令和2年10月2日（金） 16時45分

【懸賞に見せかけたフィッシングメール急増中！！】
現在、メールやSNSを利用して、企業からの懸賞募集や当選通知を装い、個人情報を盗むメッセージの配信が急増
しています。
アクセス先として指定されたURLをクリックすると、電話番号等の個人情報の入力や、友達にメッセージを送信す
るように求められ、転送することで更に拡散してしまいます。
身に覚えの無いメッセージはURLをクリックしない！《友達に転送しない！個人情報を入力しない！》ことが大切
です。

― ―

防犯対策情報
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大阪府警本部 令和2年10月12日（月） 15時32分

【ウイルス感染を装う詐欺が増加中！】
サポート詐欺とは、インターネットを閲覧中に、ウイルス感染を装う偽の警告画面を表示させ、復旧のサポート
料金として、クレジットカードやプリペイドカード等での支払いを要求する犯罪です。
手口としては、突然、モニター上に「ウイルスに感染しました」等とセキュリティ会社名、連絡先等を記載した
画面を表示させることで不安をあおり、問題を解決するために電話を掛けるように仕向け、「こちらでパソコン
をチェックします」と遠隔操作ソフトを入れるように指示し、サポート代金を請求してきます。
不審な警告メッセージは、《画面を閉じる！電話をかけない！第三者に相談する！》ことが大切です。

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和2年10月15日（木） 13時30分

本日午前１１時３０分頃、大阪市中央区東平２丁目付近の高齢者宅に、区役所職員を名乗る者から「医療保険明
細書を送りました。」「払いすぎた分を戻します。銀行へ行って下さい。」等と不審な電話が掛かっています。
区役所職員を名乗る者からお金の返還があるという電話があれば、それは詐欺を疑って下さい。
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。
お金に絡む不審な電話があれば一旦電話を切って家族や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2年10月16日（金） 17時24分

令和２年１０月１６日午後１時２０分頃、大阪市中央区谷町６丁目１１番付近の高齢者宅に、中央区役所を名乗
る者から「中央区役所保険課サイトウです。〇〇さんですか。」と言われ、その後、一方的に切断されるという
不審な電話がありました。
対応した方は、電話機のディスプレイの表示が、大阪市中央区役所とは異なる「０３」局番であった事を不審に
思い、警察に通報しています。
このような電話は特殊詐欺につながるので、不審に思えば、すぐに電話を切り、警察に通報しましょう。

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和2年10月19日（月） 17時10分

令和２年１０月１９日午後４時ころ、大阪市中央区谷町８丁目１番付近の高齢者宅に、「中央市役所タナカ」を
名乗る男性から「健康保健課から緑の封筒が届いていませんか？厚生省からお金の振り込みがあります。あなた
の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」で「お金」の話は、詐欺を疑ってください。
お金に絡む話や、不審な電話には安易に対応せず、家族や警察に相談してください！

― ―

防犯対策情報
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東警察署 令和2年10月21日（水） 13時14分

１０月２１日午後０時８分ころ、大阪市中央区大手通１丁目付近の住宅に、百貨店店員を名乗る者から「カード
使われてますよ」などといった内容の不審電話がかかってくる事案がありました。
このような電話は特殊詐欺です。
ひとりでは判断せず、警察や家族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2年10月22日（木） 14時36分

令和２年１０月２１日午後１時５０分ころ、大阪市中央区道頓堀の高齢者宅に百貨店店員を名乗る男性から「ク
レジットカードの不正使用がありました。」と電話があり、銀行口座の口座番号と暗証番号の確認をされたとい
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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東警察署 令和2年10月22日（木） 17時56分

１０月２２日午後４時４０分ころ、大阪市中央区船越町１丁目の高齢者宅に、区役所職員のエンドウと名乗る男
から「健康保険の払戻金がある。通帳の番号を教えて下さい」などといった内容の電話がありました。
区役所や警察から還付金等に関して通帳の提出を求めたり、暗証番号を尋ねたりすること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
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東警察署 令和2年10月22日（木） 19時22分

１０月２２日４時４０分ころ、大阪市中央区船越町１丁目の高齢者宅に、区役所職員を名乗る男から電話があ
り、「保険料が返ってきます」と還付金があることを告げ、言葉巧みにＡＴＭへ誘導したうえお金を振り込ませ
るる事件が発生しました。
市区町村などの自治体や年金事務所が、医療費や保険料などを還付するためにＡＴＭの操作をお願いすることは
ありません。
電話でお金の話がでれば、一人で判断せずに誰かに相談するか、警察に相談するようにしましょう。

― ―

防犯対策情報
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大阪府警本部 令和2年10月23日（金） 17時50分

ＮＴＴファイナンスを騙って「ご利用料金の確認が取れていません。本日中に０３－○○○○―○○○○ＮＴＴ
ファイナンスお客様サポートセンターまでご連絡ください。」というショートメールは詐欺のメールです！！
メール記載の電話番号に電話すると「あなたのＩＰアドレスが悪用されています」「示談するためのお金や弁護
士費用が必要です」などと嘘を言い、お金を要求してきます。
ＮＴＴファイナンスでは、ショートメールによる「料金のお支払いがない」「ご利用料金の確認が取れていな
い」等の案内は実施していません。
不審なショートメールが届いても、記載の電話番号に電話することなく、警察に相談してください！
ＮＴＴファイナンスでも同様の注意喚起を促しています。下記のアドレスから閲覧することができます。
https://www.ntt-finance.co.jp

― ―

防犯対策情報
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大阪府警本部 令和2年10月27日（火） 10時26分

【ID・パスワード等の管理徹底について！！】
身に覚えのないキャッシュレス決済サービスを通じて銀行口座から不正に出金される手口が多発しています！
キャッシュレス決済サービスを利用していなくても、個人情報を悪用され、被害に遭うおそれがあります。
ご自身の銀行口座に不審な取引を確認した時は、銀行や決済事業者に相談し、被害が確認された場合は警察にも
御相談ください。
各種サービスのアカウント情報（ID・パスワード等）が犯罪等に悪用されないために、次の３点について、ご注
意・ご協力をお願いいたします。
(1)パスワードは、推測されづらい複雑なものを！扱いは厳重に！使い回さない！
(2)２段階認証等の追加的な認証機能があれば積極的に利用する！
(3)利用しているサービス事業者等からの連絡により、自身のアカウント情報が流出した疑いが生じた場合には、
正規の事業者からの連絡であるかを確認した上で、パスワードを変更してください。
※警察官が電話等でパスワード等を聞くことはありません。

― ―
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南警察署 令和2年10月27日（火） 14時30分

令和２年１０月２７日午前１１時ころ、大阪市中央区瓦屋町１丁目の高齢者宅に大阪府警の警察官になりすまし
た犯人から、「ニュースで報道された詐欺の犯人組男女６名を逮捕したが、持ち物を確認したところ、あなたの
物があった。これから捜査を行う予定である。」との不審な電話がありました。
このような電話は、特殊詐欺に繋がるもので、あなたの元にもかかってくるかもしれません。
不審電話には、慌てて対応せず、家族や警察に相談しましょう。

― ―
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南警察署 令和2年10月27日（火） 19時53分
本日午前１１時頃、大阪市中央区瓦屋町１丁目及び２丁目付近の高齢者方に大阪府警察官を名乗る者から立て続
けに「詐欺の犯人を捕まえたが、〇〇さんの物があった」等と不審な電話がありました。
このような電話は特殊詐欺につながる可能性があるので、不審に思った際にはすぐに南署に通報しましょう。

― ―

防犯対策情報
84

大阪府警本部 令和2年10月28日（水） 13時25分

!! ATMで還付金は受取れません !!
役所職員等を騙り「医療費の払い戻しがあるのでATMに行って」等と言葉巧みにATMへ誘導し、被害者に携帯電話
で指示して犯人の口座にお金を振り込ませる還付金詐欺が多発しています。
★還付金詐欺の被害者は主に高齢者です。家族、友人など身近な高齢者の方々に注意を呼びかけていただくよう
お願いします。
★携帯電話を使用しながらATM操作をしている高齢者は、詐欺被害者の可能性が高いため、ATMでこのような方を
見かけましたら、声かけや警察への通報を是非お願いします。
※『還付金詐欺』を詳しく動画で紹介しています!この機会にチェックしてみてください↓
https://www.youtube.com/watch?v=GnyeArIeMtk

― ―
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南警察署 令和2年10月28日（水） 16時32分

１０月２８日午後１時３０分ころ、大阪市中央区東心斎橋１丁目７番付近の高齢者宅に、「区役所ハシモト」を
名乗る男性から「医療費の返還をするので、通帳、キャッシュカード、印鑑を用意しておいてください。後ほ
ど、銀行から連絡がいきます。」等といった電話がありました。
その後、銀行員を名乗る男性から「今から自宅に伺います。」等といった電話がかかってきました。
本日、南署管内では、不審電話が連続して発生しており、このような電話は特殊詐欺に繋がります。
電話の相手が「お金」に関する話を始めれば、安易に対応せず、ご家族、ご近所の方や警察に相談して下さい！

― ―

https://www.ntt-finance.co.jp
https://www.youtube.com/watch?v=GnyeArIeMtk


防犯対策情報
86

南警察署 令和2年10月30日（金） 11時45分

１０月３０日午前１０時５０分ころ、大阪市中央区上汐１丁目１番付近の高齢者宅に、「国民健康保険課ヨシ
ダ」を名乗る者から「保険料の還付金の書類を緑色封筒で送りました。淀屋橋の健康保健課に来てください。手
数料もかかります。」等という不審な電話がありました。
今回は、家族に相談したことで被害を未然に防止しています。
このような「電話」で「お金の話」は詐欺を疑い、家族や身近な方、警察に相談してください。

― ―
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東警察署 令和2年10月30日（金） 14時48分

１０月３０日午前１０時ころから午後２時ころまでの間、大阪市中央区内の高齢者宅に、連続して自治体職員を
名乗る者から「医療費の還付金があります」等の不審な電話がありました。
市区町村などの自治体が、医療費等を還付するためにＡＴＭの操作をお願いすることはありません。
電話でお金の話がでれば、一人で判断せず誰かに相談するか、警察に相談するようにしましょう。

― ―
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南警察署 令和2年11月8日（日） 20時44分

１１月８日午後７時１０分ころ、大阪市中央区谷町９丁目付近の高齢者宅に「俺やねん、携帯落とした」等とい
う息子を装った者から不審な電話がありました。
今回は被害者が見破ったことから被害の発生はありませんでした。
このような名前を名乗らず、息子を装うような電話は詐欺を疑い、警察に相談して下さい。

― ―
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南警察署 令和2年11月10日（火） 11時15分

大阪市中央区谷町６丁目の高齢者宅に、昨日午後６時ころ、息子を名乗り「携帯電話無くした。風邪引いている
から病院行って電話する。」等との電話の後、本日午前９時４５分ころ、再度息子を名乗り、「病院行った。風
邪でコロナじゃない。」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につながるもので、同じ地域で連続発生する傾向があります。
不審な電話には慌てて対応せず、家族や警察に相談してください。

― ―
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大阪府警本部 令和2年11月10日（火） 15時54分

【消防職員が電話で『世帯構成を教えて』等と聞くことはありません!!】
最近、消防職員を名乗り、「震災対策として調査しています。何人家族ですか」「高齢者はいますか」等、世帯
構成を確認するような不審な電話があったという情報が多数寄せられています。
このような電話は特殊詐欺等の犯罪に繋がる可能性が高く、注意が必要です。
不審な電話には対応せず切断し、警察や家族に相談してください。

― ―
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南警察署 令和2年11月17日（火） 15時04分

大阪市中央区日本橋１丁目２０番付近の高齢者宅に、昨日午後９時ころ、息子を名乗り「風邪ひいた。」等との
電話の後、本日午前９時ころから、再度息子を名乗り「ただの風邪やった。知り合いの保証人になった。いくら
なら準備できるか。銀行行ってくれた？」等という不審な電話が立て続けにありました。
このような電話は、特殊詐欺につながるもので、同じ地域で連続発生する傾向があります。
不審な電話には慌てて対応せず、家族や警察に相談してください。

― ―
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大阪府警本部 令和2年12月10日（木） 17時11分

広報課では、離れて暮らす祖父母等へ防犯・交通安全を呼びかける警察イラストテンプレートを作成しました。
帰省は無理かな。。。と思っている皆さん！
おじいちゃんおばあちゃんへお子さん等の写真を入れたメッセージはがきを送りませんか？
年賀状をはじめ各種はがき作成にご活用ください。
詳しくは、こちらをご覧ください↓↓
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/topics/11235.html

― ―

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/topics/11235.html

