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広 報

「在宅時でも留守番電話
を利用する」などの予防対
策がとても効果的です。
　東淀川警察署では防犯
機能付き電話機「★（ホシ）ゲ
キタイでんわ」の普及促進
に取り組み始めました。特
に固定電話を使い続けた
い高齢者の方はぜひ設置
してほしいと思います。特
殊詐欺被害ゼロをめざし、警察官が「★ゲキタイで
んわ」の購入（費用は自己負担）・設置・設定のお手
伝いを行っています（▼下記）。
　また、東淀川区では区役所、警察署、消防署が
「オール東淀川」として安全安心なまちづくりに関す
る協定を締結。東淀川区住みます芸人の福人（ふく
んちゅ）さんも出演する特殊詐欺被害防止のための
動画を作成しました。“One for all, All for one” 
(一人はみんなのために、みんなは一人のために) 
の精神で一丸となって、特殊詐欺の撃退に努めま
す。皆様もぜひ動画を見て防犯意識を高め、少しで
もあやしいと感じたら警察にご相談ください。
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サ ギ 歳末警戒実施中！

c東淀川警察署 a6325-1234
安全安心 1階8番 a4809-9819

　師走に入り、あわただしい時期になりました。年
末年始を迎えるこの時期は、例年、犯罪や交通事
故が増える傾向にあります。
　特に、昨今、増加している特殊詐欺に対して、
「他人事、自分は大丈夫」と思わないことが大切で
す。日ごろから「防犯機能付き電話等の使用」、「在
宅時でも留守番電話の活用」、「一旦電話を切って、確認・相談」など、
対策をしっかり行ってください。
　東淀川区では、各事業所等と連携した「オール東淀川で取り組む特
殊詐欺被害防止対策」をはじめとした防犯活動や交通安全対策に取り
組み、「安全で安心して暮らせる東淀川区」をめざしてまいりますので、
今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。
　区民の皆さんにとって今年は「コロナ禍」で大変な1年だったと思いま
すが、来年が良い1年になりますようお祈りいたしまして、歳末のご挨拶
とさせていただきます。

「安全で安心して暮らせる
東淀川区」をめざして

東淀川区長
西山 忠邦

こんなケースがありました

 例年、年末年始は犯罪が増える傾向にあります。
特に最近注目されている特殊詐欺については警戒
が必要です。東淀川区での特殊詐欺被害件数は昨
年とほぼ変わりませんが、届け出られていない
ケースが多いと考えています。
　特殊詐欺はますます手口が巧妙化しています。
例えば「キャッシュカードを狙った詐欺」では、百貨
店や区役所職員になりすまし、「新しいキャッシュ
カードと交換する必要がある」などと言葉巧みに
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。「オレオレ詐欺」でも、入手した名簿で家族構
成を把握し、息子や孫を名乗って電話をかけてきて
親心につけこみます。他人事のように「自分は大丈
夫」と思わず、常に用心することが特殊詐欺対策で
は肝要になります。

　詐欺の電話は自宅の固定電話にかかってきま
す。そのため、「知らない人からの電話に出ない」

大阪府東淀川警察署
生活安全課 防犯係

警部補  服部 幸平さん

手口が複雑化する特殊詐欺

オール東淀川で特殊詐欺を撃退！

東淀川警察署・東淀川消防署・東淀川区役所では、独自の取り組みを進めています

アポ電ゲキタイのための、こんな機能があります
▶相手に警告
着信音が鳴る前に、相手に通話を録音すると
警告します

▶注意喚起のアナウンス
着信中に「迷惑電話にご注意くだ
さい」とお知らせします

▶自動録音
通話内容を自動で録音します

※一例であり、メーカー及び機種によって機能は異なります。

ゲキタイでんわの購入・設置・設定のお手伝いゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲ
被害者から金品を直接受け取る「受け子」、犯罪に利用され
た預金口座から現金を引き出す「出し子」は、いずれも犯罪
です。高齢者宅の玄関先やインターホンに貼っていただく
「受け子お断り」、コンビニや銀行ATMに貼っていただく
「終日出し子出禁」ステッカーを配布しています。

「受け子お断り」「終日出し子出禁」
ステッカー配布

安まちメール登録のお手伝い
安まちメールは、ひったくり、路上強盗、子供や女性に対する被害情報、特殊
詐欺等情報、公開手配情報、重大事件発生情報、犯罪等注意報を、警察署から
リアルタイムにお知らせする情報提供サービスです。
特殊詐欺の被害を防止するために、タイムリーなアポ電情報や手口
情報を受け取り、警戒いただくことが重要ですが、メールの設定は苦
手という高齢者の方は少なくありません。そこで、安まちメール登録
のお手伝いをしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

…

「★（ホシ）ゲキタイでんわ」とは、「防犯機能付電
話機」のことで、東淀川警察署が独自に命名し
た愛称です！ 特殊詐欺の犯人からの電話（アポ
電）は、ご自宅の固定電話にかかってきます。
そのため、アポ電をゲキタイするためには、
「★ゲキタイでんわ」が最も効果的です！ 警
察官がご自宅に伺い、「★ゲキタイでんわ」
の購入（費用は自己負担）・設置・設定のお手
伝いをします。購入・設置・設定のお手伝い
は、東淀川警察署だけの取り組みです！

消防職員が住宅用火災警報器や住宅用消火器などを
訪問販売することはありません！
「あやしいな」と思ったら絶対に押印・サインしない！！

不適切な訪問販売等にご注意ください

「おかしいな」と思ったり、
 被害にあった時は、すぐに相談を
大阪市消費者センター a6614-0999
大阪府警察本部悪質商法110番 a6941-4592
大阪産業創造館あきない・えーど a6264-9838
（事業主の方による取引上のトラブルに限る）

大阪市消費者センター a6614-0999
大阪府警察本部悪質商法110番 a6941-4592
大阪産業創造館あきない・えーど a6264-9838
（事業主の方による取引上のトラブルに限る）

キャッシュカード
を狙った詐欺

「口座が不正利用され

ている」などと不安を

あおります。警察官や

金融機関職員がキャッ

シュカードを預かるこ

とはありません。

役所職員を名乗る還付金詐欺
保険料や医療費の還付を「今日中にATMで手続して」と言って焦らせます。ATMで保険料や医療費は戻ってきません。

息子を名乗る
オレオレ詐欺

「風邪をひいて声がお
かしい」などと言って電
話がかかってきます。
ご家族の電話番号にか
け直してください。

架空料金
請求詐欺

サイト管理者を名乗

りメールを送り付け

てきます。有料サイト

の未払い料金の支払

いを求めるメールは

詐欺の手口です。

動画もぜひ
ご覧ください

広 告


