
◆ 特殊詐欺認知件数と被害金額の推移（確定値）

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

件数 553 1,110 791 1,170 1,633 1,596 1,622

被害金額（千円） 2,029,075 3,219,144 3,602,481 4,173,686 5,261,211 3,760,201 3,575,456
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昨年中、１日およそ 

1,000万円の被害！！ 

1,622件 

約36億円 

特殊詐欺とは？ 

犯人が、電話やメール、手紙などで様々な人のふりをして、相手を焦らせたり不

安に陥れるなどして、現金やキャッシュカードをだまし取る犯罪のことです。 
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◆ 特殊詐欺被害者の性別・年代別件数 
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◆ 令和元年（１～７月）特殊詐欺の認知件数 

◆ 今年の特殊詐欺の特徴 

             

     

 市（区）役所、百貨店、銀行などの職員、警察官な
どのふりをして、電話をかけ、 

  「キャッシュカードを保護します」 

  「新しいカードに交換します」 

などと言って、キャッシュカードをだまし取る手口が

多発しています。（事前に聞き出した暗証番号で預

金が引き出されてしまいます。） 

 また、 

  「キャッシュカードを確認させてください。」 

と家を訪れ、スキを見てキャッシュカードをすり変え

て盗む手口も多発しています。 

 市（区）役所や銀行が 

「消費税の増税に伴い還付金があります」 

「増税後、キャッシュカードが使えなくなるので、交換します」 

などと連絡してくることは絶対にありません！ 

を だまし取る詐欺が多発！ 

   ～被害件数の約半数を占める～ 

             

     
に便乗した詐欺に注意！ 

多発 

手口 

    参    考    
最新 

手口 

（件） 



◆  特殊詐欺の主な手口（１）

            を名乗るオレオレ詐欺 

            を名乗るオレオレ詐欺 

             等を名乗るオレオレ詐欺 

   「カゼをひいて声がおかしい」          

   「携帯電話の番号が変わった」  

「変わった」と言われる前の

息子さんの電話番号にかけ

直して、確認してください。 

 息子や孫を名乗り､声が違うことをごまかします。

後日、 「友人と会社の金で株を買ってバレた」、「不

倫相手を妊娠させた」などと不安をあおり、「すぐに

お金を返せばクビにならない」、「示談金が必要だ」

などと親心につけ込んでお金をだまし取ります。 

 「詐欺の犯人がなぜか 

    あなたの通帳を持っていた」 

 「犯人が持っていた名簿に 

        あなたの名前がある」 
 

警察官が 電話で現金を 

要求することはありません。 

 警察官を名乗り、ウソの事件をでっちあげて、

不安をあおります。そして、「金融機関にも犯人

がいる」、「預金を守るため全額引き出して」、

「キャッシュカードを保護します」、「捜査のために

警察官が預かります」などと警察活動のふりをし

てお金やキャッシュカードをだまし取ります。 

 「クレジットカードが使用されています」 

 「警察や銀行協会に連絡しておきます」 

警察や銀行員がキャッシュ

カードを取りに行くことは絶対

にありません!  

また、電話で暗証番号を聞く

ことも絶対にありません! 

 百貨店や家電量販店の店員を名乗り、「あなたの

クレジットカードが不正に使用されている」などと不

安をあおります。 

 次に、店員から連絡を受けた警察や銀行協会を

名乗る電話があり、「キャッシュカードも悪用され

る」、「職員が訪問するのでキャッシュカードを預けて

ください」、「暗証番号を変更するので今の番号を教

えてください」などとキャッシュカードをだまし取り、コ

ンビニなどのＡＴＭからお金を引き出します。 

「払いすぎた保険料等を返金します」 

「今日中にATMで手続きをしてください」 

ＡＴＭで保険料や医療費

は戻ってきません。 

 市役所職員などを名乗り、「保険料、医療費の過

払い金を返金します」、「締め切りは過ぎています

が、今日中ならＡＴＭで手続きができます」などと焦

らせます。 

 その後、金融機関の職員を名乗り、「××のＡＴＭ

に行ってください」、「ＡＴＭに着けば、機械の操作を

教えます」などと誘導し、携帯電話で操作を指示し

て、犯人の口座へお金を振り込ませます。 

 また、「キャッシュカードを新しくしないと還付金が

受け取れません」「職員が訪問するのでキャッシュ

カードを預けてください」などとキャッシュカードをだ

まし取ります。 
 

             を名乗る還付金詐欺など 

キャッシュカードは渡さない!! 
暗証番号は誰にも教えない!! 

息子 
警察官 

百貨店の 

店員 

市役所 

職員 

アドバイス 

アドバイス 

アドバイス 

アドバイス 

様々な手口があります。 

あなたはいくつご存じですか？ 



◆

◆

 特殊詐欺の主な手口（２）

 被害防止のために、すぐに電話に出ない！！

                     架空請求詐欺                      架空請求詐欺 

 「有料サイトの未払い料金がある」          

 「法的手続きに移行する」  

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。 

「老人ホームの入居権が当たりました」 

「あなただけ未公開株が買えます」 
 

「名義貸しは犯罪」、 

「宅配便で現金送れ」 

は詐欺です。 

 サイト管理者などを名乗り、「有料サイトの利用料金が

未払いです」、「今日中に連絡がなければ、法的手続き

に移行します」などとのメールを送り付けます。 

 相手に連絡をすると、「××万円未払いになっていま

す。支払いがなければ、裁判になります」、「利用実績な

しと判明すれば返金するので、一旦支払いをお願いしま

す」などと要求します。そして、「コンビニで電子マネーを購

入して、その裏面の番号をこちらに伝えてください」などと

言って、お金をだまし取ります。 

 老人ホームの運営会社や証券会社を名乗り、老人

ホームの入居権や株の購入権が当たったように電話

をかけ、断られると、「必要とされる方に名義を貸して

ください」、「あなたに迷惑はかけません」などと求め

てきます。 

 それに了承すると、その後、弁護士などを名乗って、

「名義貸しは犯罪です。逮捕されます」などと不安をあ

おり、「解決するので、宅配便で現金を送ってください」

などと言って、お金をだまし取ります。 

留守番電話の活用 
 在宅中でも留守番電話に設定し、知らない人

からの電話には出ないようにしましょう。 

 設定を変更して留守番電話に切り替わるコー

ル数を減らしておきましょう。  

 番号表示サービスを利用すれば、電話に出

る前に相手の電話番号を確認できます。非通

知や知らない電話番号には出ないようにしま

しょう。  

番号表示サービスの利用 

防犯機能付電話機等の使用 
 電話に出る前に、迷惑電話防止のメッセー

ジや注意喚起のアナウンスを流したり、通話

内容を自動で録音する電話機等も販売されて

います。このような機器も被害防止に効果が

あります。  

電話番号の変更 
 詐欺の犯人は様々な名簿を持っています。 

 あなたの電話番号が知られていて、だます電

話がかかってくるかもしれません。生活に支障が

ないのなら、電話番号を変更しましょう。 

自宅の電話に防犯対策を！ 

 自動録音機 

 特殊詐欺の犯行グループは、まず自宅の固定電話に電話してきます。 

 電話対策をして、電話にはすぐに出ないようにしましょう。  

身に覚えのない請求は無視! 
家族や警察に相談しましょう。 

アドバイス アドバイス 

料金請求の 

メールを送り付ける 

名義貸しは犯罪だと 

解決費用を要求する 

一、お金の電話、それアポ電！ 

一、アポ電、すぐ切り１１０番！ 

一、アポ電対策、留守電設定！ 



 アポ電対策三箇条クイズ 

一、○○の電話、それアポ電！ 

一、アポ電、すぐ切り○○○○！ 

一、アポ電対策、○○○○○！ 

ア、夜中     イ、仕事  ウ、お金 

ア、１１９番  イ、１１０番  ウ、現金準備 

ア、留守電設定  イ、エグザイル 

ウ、必要なし！ 

犯行の入り口は 

特殊詐欺犯人からの電話。 

それが です！！ 

 
 ○○に当てはまる 

ものを選んでね！ 

答え～ウ、     イ、    ア、  

http://svnhps001.opnet.local:8080/kouhou_illust/image/keiji/sa/ke_sa07.gif
http://svnhps001.opnet.local:8080/kouhou_illust/image/keiji/sa/ke_sa28.gif


◆ 付　録

１ 昨年の大阪府内での被害の総額は、３０億円以上である。 

                                

  特殊詐欺○×クイズ 

２ 特殊詐欺の被害者の８０％以上は６５歳以上である。 

                                

４ 自分が被害に遭うかもしれないと思っている人は被害に遭い

やすい。                           

６ 金融機関で高額の出金をすると、警察に通報される場合があ

る。                           
 

３ 特殊詐欺の手口を知っていれば、絶対に被害に遭わない。 

                                

５ 自宅の電話をいつも留守番電話にしておくだけで、被害防止

の効果がある。                         

正解と解説 
１ ○ 大阪での被害総額は約３５億８０００万円です。 

     平均すると１日に１０００万円の被害が出ている計算になります。 
 

２ ○ 特殊詐欺の被害者の８５％が、６５歳以上の高齢者です。 

     また、被害者の約８割が女性です。 
 

３ × 特殊詐欺の手口を知っていても、詐欺と気づかずだまされる可能性があります。 

     相手の口調が丁寧で本物のようであったり、日々新しい手口が出ているからです。 

     だまされないためには電話の対策をすることが必要です。 
  

４ × 被害に遭った人の９割以上が、被害に遭わない自信を持っていました。 

     被害に遭う前までは「私は大丈夫。被害には遭わない。」と思っていました。 

     自分は大丈夫だと思っていても、電話の対策をお勧めします。 
 

５ ○ 留守番電話になっていると、詐欺の犯人は声が残るのを嫌がり、電話を切ります。 

     留守番電話にしておけば、被害に遭いにくくなります。 
 

６ ○ 府内の金融機関は、高額の出金があった場合に警察に通報します。 

     これは、警察から金融機関に対して依頼しているものです。 

     ご協力をお願いします。 

 
正解が０個～２個の方  このクイズで特殊詐欺のことを知っていただき、ありがとうございます。電話対策をぜひしましょう！ 

正解が３個～５個の方  特殊詐欺について、関心を持っていますね。電話の対策もされていますか？ 

正解が６個の方      素晴らしいです！電話の対策をすれば完璧です！ 

留守じゃないけど 

留守やで～ 

大丈夫や！ 

（       ） 

（       ） 

（       ） 

（       ） 

（       ） 

（       ） 


