
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3年1月28日（木） 17時27分

１月２８日午後３時ころ、大阪市中央区石町２丁目の高齢者宅に百貨店店員を名乗る男から「クレジットカード
をお持ちですか？」「あなた名義のカードで買い物をした人物がいる」等と言って家族構成等を聞き出そうとす
る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の虞があります。ひとりで判断せず、家族や警察に相談して下さい。

― ―

防犯対策情報
2

南警察署 令和3年1月28日（木） 19時01分

１月２８日午後、大阪市中央区谷町７丁目付近の女性宅に、百貨店の従業員等を名乗る者から「あなたのカード
が不正利用されています。」、「銀行協会の者を向かわせます。」等と電話があり、その後自宅にやってきた男
にキャッシュカードを騙し取られる被害が発生しました。
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。
銀行協会や金融機関の職員がご自宅を訪問し、キャッシュカードやクレジットカードを回収することは絶対にあ
りません。
慌てて対応せず、家族や警察に相談してください。

― ―

防犯対策情報
3

東警察署 令和3年2月8日（月） 14時24分
２月８日午後１時３０分ころ、大阪市中央区龍造寺町の高齢者宅に「年金機構ですが、お一人でお住まいです
ね」等と年金機構を語る男からの不審な電話がありました。
このような電話は特殊詐欺です。一人で判断することなく、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3年2月15日（月） 16時07分

本日午後２時４４分ころ、大阪市中央区谷町７丁目の高齢者宅に、若い男の声で「厚生年金の調査をしている」
「貯蓄は５００万円より上か下か答えてください」「一人暮らしですか」等という不審な電話がありました。
被害者は、役所から急にお金について聞かれることに疑念を抱き、すぐに電話を切断したので被害に遭うことは
ありませんでした。
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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東警察署 令和3年2月24日（水） 10時23分

２月２４日午前９時４５分ころ、大阪市中央区上町１丁目の高齢者宅に区役所保険課を名乗る者から「還付金が
あります」等の不審な電話がありました。
自治体等が医療費等を還付するためにＡＴＭの操作を依頼することはありません。
このような不審な電話は特殊詐欺です、ひとりで判断せず警察や家族に相談して下さい。

― ―

防犯対策情報
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東警察署 令和3年2月25日（木） 16時26分
２月２５日午後３時３０分ころ、大阪市中央区森之宮中央や龍造寺町のお宅に、区役所職員を名乗る者から、
「医療費の還付金ありますよ。」や「累積医療費の案内です。」等と話す不審な電話が連続してありました。
このような電話は特殊詐欺です。ひとりで判断せず、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3年2月25日（木） 19時19分

２月２５日午後２時ころ、大阪市中央区西心斎橋の高齢者宅に、区役所職員を騙る男から「過去３年分の医療費
の還付があります。申請書がなければ、通帳、キャッシュカード、印鑑、身分証を持って行ってください。」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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東警察署 令和3年3月1日（月） 10時28分

３月１日午前９時５０分ころ、大阪市中央区龍造寺町の高齢者宅に区役所職員を名乗る者から、「昨年の累積医
療費の還付金があります」等の不審な電話がありました。
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。
３月１日、安まちメール、防犯マップ、防犯ブザー機能等がついたスマートフォンアプリ「大阪府警察安まちア
プリ」の運用を開始しました。
ぜひダウンロードしてください。
ダウンロードは、こちらから↓↓
ｉＯＳ用（アップストア）
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production

― ―

【特殊詐欺】　安まちメール事案一覧表　（令和 3 年 1 月 ～ 令和 3 年 12 月）

https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production


防犯対策情報
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南警察署 令和3年3月1日（月） 11時53分

３月１日午前１０時ころ、大阪市中央区島之内一丁目の中国籍女性の携帯電話に「あなたの名前で武漢に届けら
れた荷物の中にキャッシュカード１０枚が入っていた。犯罪に関わることか調査しているので名前や電話番号を
教えてください。」等という、不審電話がありました。
このような電話は、特殊詐欺の被害に繋がります。
身に覚えのない「お金の話」や「あなたの個人情報を聞き出す電話」には注意し、家族に相談、警察に通報しま
しょう。
●３月１日、安まちメール、防犯マップ、防犯ブザー機能等がついたスマートフォンアプリ「大阪府警察安まち
アプリ」の運用を開始しました。
ぜひダウンロードしてください。
ダウンロードは、こちらから↓↓
ｉＯＳ用（アップストア）
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和3年3月2日（火） 18時13分

３月２日午前１１時頃から、南署管内居住の高齢者宅などに、百貨店従業員を騙る人物から「お客様名義のカー
ドが不正利用されている可能性があります。」や、区役所職員を騙る人物から「緑色のはがきは届きましたか。
通帳に５万円以上ありますか。」などの不審電話が連続してかかってきています。
本日、このような、特殊詐欺に繋がる不審電話が連続して発生しているので、不審な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。

― ―

防犯対策情報
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大阪府警察本部 令和3年3月2日（火） 18時48分
大阪府内のご家庭に、役所職員を名乗る者から、ワクチン接種ができると嘘を言い、金銭を要求する電話があり
ました。ワクチン接種は全額公費で行うため無料です！「新型コロナワクチン接種」に関して「お金が必要」等
と言われたら、一旦電話を切断し、警察に相談してください！

― ―

防犯対策情報
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大阪府警察本部 令和3年3月5日（金） 15時00分

在阪民間放送５局（毎日放送、朝日放送、テレビ大阪、関西テレビ、讀賣テレビ）の協力を得て、特殊詐欺被害
防止広報啓発動画を制作しました。
皆さんご存じのアナウンサーが、特殊詐欺の被害防止を呼びかけています。是非ご覧ください！
動画はこちらから↓↓
https://youtu.be/FGg7YiKppss
※「大阪府警察安まちアプリ」のご紹介
 大阪府内の犯罪発生情報や防犯対策情報等をお届けするスマートフォンアプリ「大阪府警察安まちアプリ」の運
用を開始しました。
「安まちアプリ」には、安まちメール、防犯マップ、防犯パトロール、痴漢撃退・防犯ブザー等の機能がありま
す。
ショッピングモール等で利用できるお得な割引クーポンも配信しています。
ぜひダウンロードしてください。
ダウンロードは、こちらから↓↓
ｉＯＳ用（アップストア）
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
「安まちアプリ」の紹介動画は、こちらから↓↓
https://youtu.be/htSevCWDlYI

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和3年3月7日（日） 16時42分

３月４日午後４時ごろ、大阪市中央区谷町６丁目の高齢者宅に、百貨店店員を名乗る者から「女性服売場にあな
た名義のクレジットカードを持って来られた方がいます。」等という不審な電話がありました。
このような電話は、特殊詐欺の被害に繋がるもので、犯人はあなたの「お金」や「個人情報」を狙っています。
身に覚えのない不審な電話は一旦切断し、家族に相談、警察に通報しましょう。

― ―

防犯対策情報
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大阪府警察本部 令和3年3月12日（金） 14時57分

特別防犯支援官ＮＭＢ４８メンバー梅山恋和さんと塩月希依音さん出演による啓発動画「そのバイト、重罪で
す！」を本日よりＹｏｕＴｕｂｅで公開します！
啓発動画はこちらです
→https://youtu.be/atDSD8BOvEA

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和3年3月13日（土） 16時52分

令和３年３月１３日午前８時２４分ころ、大阪市中央区瓦屋町２丁目１２番付近の高齢者宅に、区役所職員と名
乗る男性から「医療費の還付があります。申請書を送っていますが、期限が切れています。」等という不審な電
話がありました。
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、それは詐欺を疑いましょう。
電話の相手が、お金に絡む話を始めれば、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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大阪府警察本部 令和3年3月22日（月） 10時19分

ゲームセンターのクレーンゲーム等で、店員が客に家庭用ゲーム機等の高額物品の提供を持ちかけて誘い、何度
もゲームをさせて多額のお金をつぎ込ませるような店には要注意です！
クレーンゲーム等では
　●高額な物品を景品として提供すること
　●ゲームで獲得した物品を他の景品に交換すること
は禁止されています。
これらの行為が行われている場合は違法営業の可能性があるので注意してください！

― ―

https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
https://youtu.be/FGg7YiKppss
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
https://youtu.be/htSevCWDlYI
https://youtu.be/atDSD8BOvEA
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大阪府警察本部 令和3年3月30日（火） 13時14分

【仮想通貨で金銭を要求する不審メールが多発】
現在「あなたのパソコンを乗っ取り、ウェブカメラであなたの姿を撮影している」旨のメールを送りつけ、動画
や画像を削除するために仮想通貨で金銭を要求する不審なメールが多数確認されています。
このようなメールは詐欺です。
これらの迷惑メールに対しては、返信したり、相手から伝えられた連絡先に電話しないようにしてください。

― ―

防犯対策情報
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大阪府警察本部 令和3年4月16日（金） 16時14分

【大事なデータが被害に！】
パソコンをロックしたり、端末内のデータやファイルを暗号化するなどして使用できなくし、復旧する代わり
に、金銭を要求する「ランサムウェア」の被害が増加中です！
不審なメールに添付のファイルやURLを開かない等の対策が重要です。
詳しくは、大阪府警察のホームページ
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/saiba/cyber_cyuikanki/6936.html
をご覧ください。

― ―

防犯対策情報
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大阪府警察本部 令和3年4月20日（火） 14時57分

４月１９日（月）から４月２８日（水）までの間、府民の皆様の防犯意識の向上や自主防犯行動の促進を図るた
め、春の地域安全運動を実施しています。
期間中の実施重点の１つとして「特殊詐欺の被害防止」がありますが、特殊詐欺の犯人は、皆さんのすぐ身近に
潜んでいます。
携帯電話で話しながらＡＴＭを操作している高齢者の方は、詐欺被害に遭っているかもしれません。
見かければ、声かけや警察への通報をお願いします。
皆様が安心して過ごせるように、この期間中に身の回りの防犯について関心を高めて下さい。
　「みんなで力をあわせて安全・安心まちづくり」

― ―

防犯対策情報
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大阪府警察本部 令和3年4月27日（火） 18時02分

現在、春の地域安全運動を実施しています。
本日は「特殊詐欺の被害防止」についてのお知らせです。
犯人は役所や金融機関、百貨店や警察官を名乗って「あなた名義のキャッシュカードが勝手に使われていま
す。」等と電話をかけた後、あなたの家に行って、言葉巧みにキャッシュカードをだまし取ります。
犯人はだまし取ったカードを使って、近くのＡＴＭで現金を引き出します。
キャッシュカードは渡さない、カードの暗証番号は教えない。
皆さんが安心して過ごせるように、この期間中に身の回りの防犯について関心を高めて下さい。
○　キャッシュカード　求める電話　すべて詐欺！
安まちメール、防犯マップ、防犯パトロール、痴漢撃退・防犯ブザーやショッピングモール等で利用できるお得
な割引クーポンも配信している「大阪府警察安まちアプリ」を、ぜひダウンロードしてください。
ｉＯＳ用（アップストア）
　 https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
 Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
　 https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
「安まちアプリ」の紹介動画
　 https://youtu.be/htSevCWDlYI

― ―

防犯対策情報
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大阪府警察本部 令和3年4月28日（水） 16時34分

【偽サイトに騙されないで！SMSで送られたURLリンクは開かない！】
正規サイトそっくりに作られた「偽サイト」に誘導されて、不正アプリをインストールし、個人情報や商品代金
を騙し取られる等の被害が増加中！
宅配会社からの不在通知を騙るＳＭＳ、有名メーカーアカウントからのプレゼント当選通知を騙るＳＮＳ、ネッ
ト広告で実在のショッピングサイト等を装い、格安の商品販売を騙る偽ネット広告等、誘導手口は巧妙化して多
種多様な上、表示される偽サイトは正規サイトの構成や文章・画像等を転用しており、判別困難！
個人情報等の入力を要求されたら、公式サイトを調べて、正規サイトか再確認！
通信販売サイトで他社と比べ格安の販売価格が表示されている場合には、ＵＲＬ等で公式サイトであるか確認！
被害に遭わない為にも、少しでも不審に思えば、よく確認してください。
詳しくは、こちらから↓↓
https://twitter.com/OPP_seian/status/1387306334840705025

― ―

防犯対策情報
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大阪府警察本部 令和3年5月7日（金） 16時01分

【「ATMで還付金の手続きできます」は詐欺!!】
役所職員を装い、医療費の還付金等を名目に、言葉巧みにATMに誘導して、現金を振り込ませる詐欺が多発してい
ます。
犯人は『今、手続きしないと還付できない』『土日でも手続きはATMでできる』等と焦らせます。
《『還付金』に関する電話があれば、一旦電話を切り、家族や警察に確認・相談してください!!》
※特別防犯支援官である、アイドルグループ「NMB48」の梅山恋和さんと塩月希依音さん出演による啓発動画「そ
のバイト、重罪です！」をYouTubeで配信中
→https://www.youtube.com/watch?v=atDSD8BOvEA
★★安まちメール、防犯マップ、防犯パトロール、痴漢撃退・防犯ブザーやショッピングモール等で利用できる
お得な割引クーポンも配信している「大阪府警察安まちアプリ」を、ぜひダウンロードしてください。
ｉＯＳ用（アップストア）
　 https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
　 https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
「安まちアプリ」の紹介動画
　 https://youtu.be/htSevCWDlYI

― ―

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/saiba/cyber_cyuikanki/6936.html
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
https://youtu.be/htSevCWDlYI
https://twitter.com/OPP_seian/status/1387306334840705025
https://www.youtube.com/watch?v=atDSD8BOvEA
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
https://youtu.be/htSevCWDlYI
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大阪府警察本部 令和3年5月11日（火） 15時38分

不安に思う必要はないですよ。詐欺の可能性大です！警察や友人に相談しましょう！
「老人ホームの入居権が当たった。いらないなら困っている方に譲りたい。名義だけ貸して。」という電話を皮
切りに、弁護士や金融庁等から「名義を貸しただろ。犯罪だ。」「捕まりたくないなら解決金が必要だ」等と言
われ、長期間に渡って何度も現金をだまし取られる詐欺が多発しています。
特に高齢の方が高額の被害に遭っています！
これは『サギ』です!!このような電話には一切対応せず、通報お願いします!!
※特別防犯支援官である、アイドルグループ「NMB48」の梅山恋和さんと塩月希依音さん出演による啓発動画「そ
のバイト、重罪です！」をYouTubeで配信中
→https://youtu.be/atDSD8BOvEA
なお、本日１１日は「安全安心まちづくり」の日です。
ご自身の安全、家族、知人の安全のことを考えてみてください。

― ―

防犯対策情報
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東警察署 令和3年5月21日（金） 13時59分

５月２１日午後１時２分ころ、大阪市中央区農人橋２丁目付近のお宅に厚生労働省の職員を名乗る者から、「還
付金があるので、携帯電話の番号を教えてほしい」等の不審な電話がありました。
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
25

東警察署 令和3年5月24日（月） 12時32分

５月２４日午前１１時３０分ころ、大阪市中央区玉造１丁目付近のお宅に区役所職員を名乗る者から、「給付金
の還付金があるのでATMで手続きができる」等の不審な電話がありました。
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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東警察署 令和3年5月24日（月） 16時32分

５月２４日午後３時４０分ころ、大阪市中央区上町地区のお宅に対し、区役所職員を名乗る者から「還付金があ
ります」等の不審電話が発生しております。
このような電話は特殊詐欺のアポ電です。
本日は玉造地区においてもアポ電があり、連続発生しています。
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
27

東警察署 令和3年5月24日（月） 18時10分

５月２４日午後５時２２分ころ、大阪市中央区粉川町のお宅において、区役所職員を名乗る者から「還付金が
返ってくる」等の不審電話が発生しております。
このような電話は特殊詐欺のアポ電です。
本日は玉造地区や上町地区においてもアポ電があり、連続発生しています。
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
28

南警察署 令和3年5月29日（土） 17時07分

令和３年５月２９日午後３時１５分ころ、大阪市中央区上本町西２丁目の高齢者宅に、区役所職員シミズと名乗
る人物から「厚労省からの給付金があります。」等という、不審な電話がありました。
このような電話は、特殊詐欺の被害に繋がります。
身に覚えのない「お金の話」や「あなたの個人情報を聞き出す電話」には注意し、家族や警察に相談しましょ
う。

― ―

防犯対策情報
29

南警察署 令和3年5月31日（月） 20時03分

５月３１日午後４時３０分ころ、大阪市中央区上本町西２丁目付近の高齢者宅に、区役所職員を名乗る者から
「保険料の還付金手続きがある」「通帳、印鑑を持って最寄りのATMで手続きをしてください」等の不審な電話が
ありました。
区役所職員を名乗る者から、お金の返還がある等という電話があれば、それは詐欺を疑いましょう。
電話の相手が、お金に絡む話を始めれば、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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南警察署 令和3年5月31日（月） 20時06分

５月３１日午後５時１０分ころ、大阪市中央区中寺１丁目付近の高齢者宅に、区役所職員を名乗る男性から、
「医療費の還付金がある。」「銀行で手続きをしてもらう。後ほど銀行員から電話がある。」等の不審な電話が
ありました。その後銀行員を名乗る男からも複数回電話がかかってきています。
区役所職員、銀行員を名乗る者から、お金の返還がある等という電話があれば、それは詐欺を疑いましょう。
身に覚えのない不審な電話は一旦電話を切って、家族に相談し、警察に通報しましょう！

― ―

防犯対策情報
31

東警察署 令和3年6月3日（木） 15時15分

６月３日午前１１時２０分ころ、大阪市中央区谷町３丁目の高齢者宅に銀行員を名乗る者から、「あなたのカー
ドが偽造されているので、この電話に電話してほしい」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のアポ電です。
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
32

南警察署 令和3年6月17日（木） 13時58分

６月１６日午後１時頃、大阪市中央区谷町６丁目付近の高齢者宅に、警察官を名乗る男から、「あなたの通帳と
キャッシュカードがここにあります。」「銀行に行って手続きして欲しい。」等の不審な電話がありました。
このような電話は、特殊詐欺の被害に繋がります。
相手が警察官を名乗っていても、不審に思えば一度切断し、家族等に相談しましょう。
また、このような不審電話は同じ地域で連続してかかってくるおそれがあります。声をかけ合い、注意しましょ
う。

― ―

防犯対策情報
33

南警察署 令和3年6月17日（木） 16時19分

６月１７日午後１時３０分ころ、大阪市中央区瓦屋町１丁目付近の高齢者宅に対し、警察官になりすました犯人
の男から「南署です、フクダカズヤという男をご存知ですか。」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。
不審な電話には、慌てて対応せず、家族や警察に相談しましょう。

― ―

https://youtu.be/atDSD8BOvEA


防犯対策情報
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南警察署 令和3年6月20日（日） 16時48分

令和３年６月１９日午後０時ころ、大阪市中央区東心斎橋１丁目１５番付近の高齢者宅に区役所職員を名乗る者
から「みどりの保険の還付金がある」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
35

東警察署 令和3年6月23日（水） 17時47分

６月２３日午後２時３０分ころ、大阪市中央区農人橋のお宅に、区役所職員を名乗る者から「４月中の還付金が
あります」等の電話があり、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。
ATMで保険料や医療費は戻ってきません。
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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東警察署 令和3年6月26日（土） 18時43分

６月２６日午後５時１５分ころ、大阪市中央区粉川町付近のお宅に、区役所保険局職員を名乗る男から電話があ
り、「封筒が届いていませんか。来期から医療費が上がります」「銀行の本店から連絡があります」等と告げた
うえキャッシュカード、印鑑、身分証を準備しておくよう指示する不審電話がありました。
役所、自治体がキャッシュカード等貴重品を直接預かることはありません。
このような不審な電話があ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
37

南警察署 令和3年6月29日（火） 13時20分

６月２９日午前１１時ころ、大阪市中央区島之内２丁目の高齢者宅に、「あなたの口座からお金が不正に引き出
されている」「お金を回収できる方法を教える」等のアポ電がかかってきました。
このようなアポ電は、同じ地域で連続発生する傾向にあります！
電話でお金の話が出れば、詐欺を疑い、すぐに電話を切って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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東警察署 令和3年7月9日（金） 12時37分

７月９日午前１１時３０分から１１時３７分ころにかけ、大阪市中央区玉造１丁目及び上町１丁目付近のお宅に
警察官を名乗る男から「捕まえた犯人があなた名義のキャッシュカードを持っていた」「あなたのカードはどう
なっていますか」等と聞いてくる不審な電話がかかってくる事案が連続して発生しました。
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旦電話を切り警察へ通報してください。
不審電話は同じ地区で連続して発生する傾向がありますので注意してください。

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和3年7月9日（金） 16時22分

７月８日午後７時ころから７月９日午前９時３０分ころにかけて、大阪市中央区谷町７丁目２番付近の高齢者宅
に、息子になりすまし「風邪をひいてしまって喉の調子がおかしい」「会社とトラブルになり保証金１千万円が
必要になった」等の不審な電話がありました。
電話の相手が、お金に絡む話を始めれば、それは詐欺です！
一旦電話を切って、家族や警察の相談しましょう！

― ―

防犯対策情報
40

南警察署 令和3年7月14日（水） 16時23分

7月１４日午後２時頃から、大阪市中央区東心斎橋１丁目２番周辺や谷町８丁目１番周辺の高齢者宅に、警察官を
名乗る男から「あなたの口座から不正出金されています。」「詐欺グループを捕まえています。」等の、いわゆ
るアポ電が連続で発生しました。
電話の相手がお金や金融機関口座の話を始めれば詐欺を疑い、家族や警察等に相談しましょう。
また、このような不審な電話は、同じ地域に連続してかかってくるおそれがあります。
声を掛け合い、注意しましょう。

― ―

防犯対策情報
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東警察署 令和3年7月14日（水） 16時25分

７月１４日午後２時３５分ころ、大阪市中央区淡路町１丁目１番付近のお宅に、警察官を名乗る男から「捕まえ
た詐欺グループがあなた名義のカードを持っていました」「すでに出金されているので通帳を見てください」等
と聞いてくる不審な電話がありました。
このような電話は特殊詐欺の可能性があります。
一旦電話を切り警察へ通報して下さい。

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和3年7月14日（水） 19時27分

７月１４日午後５時３０分頃、大阪市中央区谷町６丁目１４番周辺の高齢者宅に、警察官を名乗る男から「ゆう
ちょ銀行の口座から不正に出金されている、口座の暗証番号を変えないといけない。」等の、いわゆるアポ電が
発生しました。
電話の相手がお金や金融機関口座の話を始めれば詐欺を疑い、家族や警察に相談しましょう。
また、このような不審な電話は、同じ地域に連続してかかってくるおそれがあります。
声を掛け合い、注意しましょう。

― ―

防犯対策情報
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東警察署 令和3年7月15日（木） 11時36分

７月１５日午前１０時３０分ころから１１時ころにかけ、大阪市中央区玉造及び上町周辺のお宅に警察官を名乗
る男から「詐欺の犯人を捕まえている」「通帳やキャッシュカードはありますか」「口座にお金はありますか」
等と聞いてくる不審な電話がかかってくる事案が連続で発生しています。
この様な電話は詐欺の虞があります。この様な電話があれば一旦電話を切り警察へ通報して下さい。
また、詐欺目的の不審電話は同じ地区で連続して発生する傾向があるので注意して下さい。

― ―



防犯対策情報
44

大阪府警察本部 令和3年7月19日（月） 17時27分

【安い、日本語がおかしい等は偽サイトの可能性大！騙されないで！】
正規サイトそっくりに作られた「偽サイト」に誘導されて、個人情報や商品代金を騙し取られる等の被害が急増
中です！
・ＳＭＳに記載されたURLリンクは絶対にクリックしない！
・個人情報等の入力を要求されたら、公式サイトを調べて、正規のサイトか確認！
・他社と比べ格安の販売価格が表示されている、日本語がおかしい等の場合には、特に要注意！ＵＲＬ等で公式
サイトであるか確認！
以上の３点に注意し、偽サイトによる詐欺被害を防止しましょう。
詳しくは、こちら↓↓
https://twitter.com/OPP_seian/status/1417036643626676224

― ―

防犯対策情報
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東警察署 令和3年7月19日（月） 17時43分

７月１９日午後５時ころ、大阪市中央区玉造２丁目付近のお宅に若い男の声で「保険金をお返しします」「封筒
を送っています」「期限があり返信がありません」等の内容の不審な電話がありました。
この様な電話は詐欺の手口です。一人で判断せず家族に相談し、警察に通報して下さい。
また詐欺の不審電話は同じ地区で連続して発生する傾向がありますので注意して下さい。

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和3年8月16日（月） 14時28分

８月１６日午後０時３０分ころ、大阪市中央区上本町西３丁目付近の高齢者宅に区役所職員を名乗る男から「４
月に累積医療費の返還の案内を緑色の封筒で送っている。」「締切は７月末だったが、返事がない、どうなって
いますか。」等の不審な電話がありました。
電話の相手がお金の話を始めれば詐欺を疑い、一度電話を切って、家族や警察に相談しましょう。
また、このような不審な電話は、同じ地域に連続してかかってくるおそれがあります。
声を掛け合い、注意しましょう。

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和3年8月20日（金） 11時49分

８月２０日午前９時５０分ころ、大阪市中央区谷町６丁目付近の高齢者宅に、区役所職員を名乗る男から「保険
の書類は出来ていますか。」「家族構成はどんなもんですか。」等の不審な電話がありました。
このようなアポ電は、同じ地域で連続発生する傾向にあります。
また、電話でお金に絡む話があれば、詐欺を疑い、すぐに電話を切ってご家族やご近所の方に相談するか、１１
０番通報してください。

― ―

防犯対策情報
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大阪府警察本部 令和3年8月31日（火） 14時57分

自衛隊大規模接種センターの概要　予約サイトの案内」等の件名で新型コロナウイルスのワクチン接種予約手続
きの案内を装った偽メールが確認されています！
メール本文のURLリンクをクリックすると、厚生労働省のワクチン接種予約サイトに酷似した偽サイトに誘導さ
れ、氏名住所等の個人情報に加え、クレジットカード情報を入力させられ、情報を盗み取られてしまいます！
防衛省・自衛隊や大規模接種センターから、予約確認や問い合わせのメールを送信することはありません！
また、新型コロナワクチンの接種は無料であり、クレジットカードの情報を求めることはありません！
他の自治体等での予約サイトでも、クレジットカードやキャッシュカード等の情報を求められた場合は、偽サイ
トである可能性が高いので、注意してください！
不審なメールのURLリンクはクリックせず、予約サイトを使う場合には、個人情報を入力する前に、正規のサイト
であるかよく確認しましょう！

― ―

防犯対策情報
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大阪府警察本部 令和3年9月1日（水） 14時53分

９月１日午後１時１５分ころ、大阪市中央区付近にお住いの複数のお宅に、警察官を名乗る者から「捕まえた犯
人があなた名義のキャッシュカードを持っている」等の不審な電話がありました。
このような電話は詐欺の手口です。一人で判断せず家族に相談し、警察に通報してください。
また、詐欺のアポ電は同じ地区で連続して発生する傾向がありますので注意してください。

― ―

防犯対策情報
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東警察署 令和3年9月8日（水） 16時18分
９月８日午後２時２０分ころ、大阪市中央区船越町１丁目付近のお宅において、区役所職員を名乗る者から、
「緑色の封筒届いていませんか」等の不審な電話がありました。
このような電話は詐欺の手口です。一人で判断せず、家族に相談し、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3年10月4日（月） 16時31分

１０月４日午後３時４０分ころ、大阪市中央区南新町２丁目付近のお宅に、区役所職員を名乗る男より「介護保
険の手紙を送ったが確認してますか」「保険の払い戻しがあります」「別の者が書類の作成について教えるの
で、１０分後に電話します」等と申した上、利用する銀行について聞いてくる不審電話がありました。
この種の電話は詐欺の虞があります。不審な電話があれば一旦電話を切り警察や家族等に相談して下さい。

― ―

防犯対策情報
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南警察署 令和3年10月9日（土） 12時26分

１０月９日午前８時４５分ころ、大阪市中央区上本町西２丁目付近の高齢者宅に、区役所保健課職員を名乗る若
い感じの男から「累積医療制度申請書を緑色の封筒でご自宅に送っています。」「還付金があるので、提出して
ください」等の不審な電話がありました。
このようなアポ電は、同じ地域で連続発生する傾向にあります。
また、電話でお金に絡む話があれば、詐欺を疑い、すぐに電話を切ってご家族やご近所の方に相談するか、１１
０番通報してください。

― ―
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南警察署 令和3年10月9日（土） 15時49分

令和３年１０月９日午前１１時ころ、大阪市中央区上本町西二丁目の高齢者宅に、銀行員を名乗る男性から「通
帳を持って銀行まで来て下さい。」等と無人ＡＴＭに高齢者を呼び出そうとする不審な電話がありました。
このような電話は、特殊詐欺の被害に繋がります。
身に覚えのない「お金の話」や「あなたの個人情報を聞き出す電話」には注意して下さい！
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ましょう！

― ―

https://twitter.com/OPP_seian/status/1417036643626676224
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南警察署 令和3年10月14日（木） 14時56分

１０月１４日午前８時５０分ころ、大阪市中央区上汐２丁目付近の高齢者宅に、区役所職員を名乗り「累積医療
制度の関係で返金できる。」「９月が手続きの期限でしたが、本日までなら銀行で手続きできます。」等の不審
な電話がありました。
区役所職員を名乗る者から、お金の返還がある等という電話があれば、それは詐欺を疑いましょう。
このようなアポ電は、同じ地域で連続発生する傾向にあります。
電話の相手が、お金に絡む話を始めれば、それは詐欺です！
一旦電話を切って、家族や警察の相談しましょう！

― ―
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南警察署 令和3年10月15日（金） 14時07分

１０月１５日午前９時３０分頃、大阪市中央区上本町西１丁目５番付近の高齢者宅に、「中央区役所の健康保険
課」を名乗り「還付金があるので取引先の銀行名を教えてください。また銀行の者から連絡します。」等と電話
がかかってきました。
その後、午前１１時３０分頃「銀行のコールセンター」を名乗る者から「谷町６丁目のＡＴＭに来てください。
携帯電話番号は何番ですか。」等と電話がありました。
今回は、すぐ家族に相談したことで被害を未然に防止しています。
このような電話は同じ地域で連続発生する傾向にあります。
「電話でお金の話」は、まず詐欺を疑い電話を一度切って、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3年10月20日（水） 18時17分

１０月２０日午後５時８分ころ、大阪市中央区森ノ宮中央１丁目付近のお宅に、警察官を騙る男より「キャッ
シュカードと通帳もってますか」等と尋ねる不審な電話がありました。
このような電話は詐欺の手口です。一人で判断せず家族に相談し、警察に通報してください。
また、詐欺のアポ電は同じ地区で連続して発生する傾向がありますので注意してください。

― ―
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東警察署 令和3年10月23日（土） 9時32分

１０月２３日午前８時３５分ころ、大阪市中央区玉造１丁目の高齢者宅において、区役所職員を名乗る男から、
「保険料の還付金があります。緑色の封筒が届いていませんか」等の不審な電話がありました。
このような電話は詐欺の手口です。
一人では判断せず、家族に相談し、警察に通報してください。
また、詐欺のアポ電は同じ地区で連続して発生する傾向にありますので注意してください。

― ―
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東警察署 令和3年10月23日（土） 10時21分

１０月２３日午前９時２５分ころ、大阪市中央区玉造１丁目の高齢者宅において、区役所職員を名乗る男から、
「累積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。
このような電話は詐欺の手口です。
一人では判断せず、家族に相談し、警察に通報してください。

― ―

防犯対策情報
59

大阪府警察本部 令和3年10月27日（水） 15時43分

【動画を見て還付金詐欺を防ぎましょう】
https://youtu.be/xcgQ5wXrSl0
↑被害防止対策はコチラ！！
松竹新喜劇の皆さんが還付金詐欺の被害防止を呼びかけています。
〇ATMで還付金を受け取る手続きはできません。
〇携帯電話で通話しながらATMを操作している高齢者を見かければ、声かけと警察への通報をお願いします。
※動画の内容を高齢のご家族や知人にお伝えし、被害を未然に防ぎましょう！

― ―
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大阪府警察本部 令和3年10月28日（木） 13時57分

銀行協会や金融機関等を名乗り、「口座が悪用されている。新しいキャッシュカードと交換します。」等と騙
し、『キャッシュカードを封筒に入れて、自宅ポストに投函しておいてほしい。職員が取りに行きます。』等と
言って、被害者が犯人と顔を合わすことなく、キャッシュカードを騙し取られる被害が９月以降、複数件発生し
ています。
電話で、キャッシュカードや口座、お金等の話をされた場合は、すぐに対応せず、一旦電話を切り、公表されて
いる金融機関や役所の電話番号等を確認のうえ、連絡・相談してください。
【併せて多発中の還付金詐欺にも注意!!】
https://www.youtube.com/watch?v=fwS_z2_d5p4　←動画を見て防ごう!
杉良太郎特別防犯対策監が還付金詐欺の被害防止について秘策を伝授!!

― ―
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大阪府警察本部 令和3年10月28日（木） 17時21分

令和２年６月に発生し公開捜査中であった、持続化給付金詐欺事件の被疑者については１０月２７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、大阪府警察ホームページに掲載している指名手配被疑者に関して、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、こちらから↓↓
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/index.html

― ―
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東警察署 令和3年11月1日（月） 12時42分

１１月１日午前１１時５５分ころ、大阪市中央区谷町５丁目の高齢者宅において、区役所職員を名乗る男から、
「緑色の封筒を送りました。見ましたか？」等の不審な電話がありました。
このような電話は詐欺の手口です。
一人では判断せず、家族に相談し、警察に通報してください。
また、詐欺のアポ電は、同じ地区で連続して発生する傾向にありますので注意してください。

― ―
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東警察署 令和3年11月10日（水） 21時05分

１１月９日午後３時ころ、大阪市中央区玉造１丁目に居住する高齢者宅に対し、警察を名乗る者から「詐欺の犯
人を捕まえたが、あなたの家の電話番号が書かれたものを持っていた。何か変わったことはないか」等と不審な
電話がかかってくる事案が発生しました。
このような電話は詐欺のおそれがあります。
一人では判断せず、家族に相談し、警察に通報して下さい。

― ―

https://youtu.be/xcgQ5wXrSl0
https://www.youtube.com/watch?v=fwS_z2_d5p4
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/index.html
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南警察署 令和3年11月16日（火） 17時49分

本日午後３時ころから大阪市中央区日本橋二丁目、谷町六丁目・七丁目の高齢者宅に、南警察署員を名乗る男か
ら電話がかかってきています。
男は「空き巣の犯人を捕まえた。」「犯人が持っていた携帯電話にお宅の名前と電話番号がありました。」など
と言い、一方的に電話を切断しています。
警察官を名乗る不審な電話が多くなっています。
この様な電話は、すぐに答えることなく、いったん切断し、家族や身近な方に相談しましょう。

― ―

防犯対策情報
65

東警察署 令和3年11月18日（木） 17時12分

本日午後３時３０分ころ、大阪市中央区上町地区の高齢者宅において、警察官を名乗る男から、「詐欺グループ
を捕まえました。通帳を取られていませんか。住所等を教えてください」等の不審な電話がありました。
このような電話は詐欺の手口です。
一人では判断せず、家族に相談し、警察に通報してください。
また、詐欺のアポ電は同じ地区で連続して発生する傾向にありますので注意してください。

― ―
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東警察署 令和3年11月23日（火） 18時19分

令和３年１１月２３日午後６時ころ及び午後６時２０分ころ、大阪市中央区上町１丁目及び中央区玉造１丁目に
居住する高齢者宅に対し、警察官を名乗る者から「詐欺グループを逮捕した。あなたの名前が出た。キャッシュ
カードと通帳を確認して下さい。」等と不信な電話が掛かってくる事案が発生しました。
この様な電話は詐欺の手口で、今回は連続して発生しています。
一人で判断せず、家族や警察に相談して下さい。

― ―
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南警察署 令和3年11月26日（金） 7時48分

１１月２５日午後３時ころ、大阪市中央区上本町西３丁目付近の高齢者宅に、南署の警察官を名乗り「あなたの
口座が犯罪に巻き込まれている。」「今から金融庁の者があなたの家に行くから指示に従ってほしい。」等の不
審な電話があり、後刻金融庁を名乗るスーツ姿の２０代の男が現れ、被害者のキャッシュカードをだまし取る事
案が発生しました。
警察官を名乗る者から、「お金の話」等という電話があれば、それは詐欺を疑いましょう。このような電話は、
同じ地域で連続発生する傾向があります。
電話の相手が、お金の絡む話を始めれば、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！

― ―
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南警察署 令和3年11月26日（金） 18時47分

本日午後３時頃から大阪市中央区東平、谷町六丁目、南船場四丁目の高齢者宅に、南警察署員を騙る男から電話
が掛かってきています。
男は「詐欺の犯人を捕まえた。」「あなたのカードが出てきた。」等の不審な電話がありました。
電話の相手がお金や金融機関口座の話を始めれば、詐欺を疑い、家族や警察等に相談しましょう。
また、このような不審な電話は、同じ地域に連続して掛かってきているおそれがありますので、注意しましょ
う。

― ―
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東警察署 令和3年11月26日（金） 19時17分

１１月２６日午後５時ころ、大阪市中央区北浜東付近高齢者宅において、警察官を名乗る人物から「あなたの偽
のキャッシュカードが出回っている。暗証番号を教えてください」等と騙る電話があり、その後、金融庁を名乗
る人物が同宅に訪れ、キャッシュカードを騙し取る事件が発生しました。
キャッシュカードを騙し取った犯人は、年齢３０代、身長１５５センチくらい、ぽっちゃり体形で、紺色のスー
ツ上下を着用していました。
キャッシュカードの暗証番号を聞き取る電話は詐欺です。
不審な電話があれば家族や警察に相談するようにしてください。

― ―
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大阪府警察本部 令和3年11月29日（月） 11時03分

【通信事業者を装ったフィッシングに注意！】
日本サイバー犯罪対策センター（JC3）では、ショートメッセージサービス（SMS）を利用して、通信事業者を
装って不正アプリをインストールさせる手口が増加しているのを確認しています。
不正アプリをインストールしてしまうと、暗証番号等の入力を要求され、個人情報を盗み取られる被害に遭うお
それがあります。
「ウイルスに感染しているおそれがある」「要求通りに操作しないと、通話機能が停止される」等と不安をあ
おって、不正アプリのダウンロードへ誘導する手口も確認されており、注意が必要です！
被害に遭わないために、次の点に注意！
(1)メールのメッセージ内に含まれるリンク先は安易にクリックしない！
(2)アプリのインストールは、正規のアプリ配信サイトや信頼できるサイトから行う。
(3)ID・パスワードを入力する際は、公式アプリ、サイト等の信頼できるものであることを確認した上で入力す
る！
さらに詳細な手口について、JC3のホームページにおいて注意喚起情報が公開されています。
参照の上、被害防止に努めましょう！
JC３「通信事業者を装ったフィッシング（不正アプリに注意）」
https://www.jc3.or.jp/threats/examples/article-409.html

― ―

https://www.jc3.or.jp/threats/examples/article-409.html
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大阪府警察本部 令和3年12月8日（水） 11時09分

厚生労働省を騙り、個人情報を窃取する詐欺のメールに関する情報が寄せられています。
犯人は新型コロナウィルスの対策を装い、メールに記載のＵＲＬから個人情報を入力するエクセルをダウンロー
ドさせ、個人情報を入力したエクセルを返信するよう指示します。
これらにより
〇個人情報の流出
〇クレジットカードの不正使用
等の被害に遭う可能性があります。
被害に遭わないために、次の点に注意！
(1)メールのメッセージ内に含まれるリンク先は安易にクリックしない！
(2)通知内容の確認は、公式サイト等から確認する！
(3)メールに添付された文章などに個人情報を安易に入力しない！
以上を守って、被害防止に努めましょう！

― ―


