
過去に大阪狭山市内で発生したアポ電一覧

発生日時 内容

令和３年１２月２３日
午後３時５０分頃

大阪狭山市池尻中にお住いの高齢者宅に、市役所介護保険課の職員を騙
る人物から「介護保険の過払いがあります。お金が返ってくるので、今
すぐに通帳とキャッシュカードを持って銀行まで行ってください。銀行
に着けば、コールセンターに電話をしてください。」という内容の電話
がかかってくる事案が発生しました。
これは詐欺のアポ電です。
だまされないように注意しましょう。
 不審な電話がかかってくれば、一旦電話を切って、家族や警察に相談し
ましょう。

令和３年１２月３日
午後４時４０分頃

大阪狭山市半田２丁目にお住いの高齢者宅に、市役所介護保険課を名乗
る男性から、「介護保険料に変更が生じています。平成２７年から平成
３１年までで金額は３万６千円になります。還付通知を送っているが手
続きが出来ていないのでお知らせの電話をしています。金融機関を教え
て下さい。」等といった電話がかかってきました。
このような電話は全て詐欺です！！
 焦ってすぐに対応せずに、まずは電話を切って、家族の方や警察に連絡
して下さい！！

令和３年１２月３日
午後２時１８分頃

大阪狭山市内にお住いの、高齢者の携帯電話に対して、ＮＴＴサポート
センターを騙り、料金の未払いを伝える内容のメールが送られてきたこ
とから、高齢者がメールに記載されていた電話番号へ電話をかけたとこ
ろ、電話に出た男から「令和２年の有料動画の料金が未払いのため裁判
にします。」等と言われ、銀行口座やキャッシュカード、通帳の有無等
に関する情報を聞き出されるという事案が発生しました。
これは架空請求詐欺の手口です。このようなメールが届いても無視して
下さい。
また不審なメールが届いた場合は、メールに記載の電話番号へ電話をか
けることなく、家族や警察へ相談するようにして下さい。

 令和３年１１月３０日
午後５時頃

大阪狭山市茱萸木４丁目にお住いの高齢者宅に、市役所の職員を名乗る
男性から、「５、６月頃に書類を送りましたが、返信用の請求書が届い
ていないので電話しました。市役所では請求書の再発行が出来ないので
銀行が後ほど電話します。」等といった内容の不審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です！！
 不審電話がかかってくれば、1人で判断することなく、電話を切って、
家族や警察へ相談して下さい。

令和３年１１月３０日
午前８時５０分頃

大阪狭山市池尻北にお住いの高齢者宅に、市役所健康保険課の職員を名
乗る人物から「還付金があります。５０万円以上預金がある銀行はあり
ますか。」等といった内容の電話がかかってくる事案が発生しました。
これは還付金詐欺のアポ電です。
 不審な電話がかかってきたら、一旦電話を切って、家族や警察に相談し
ましょう。

1



過去に大阪狭山市内で発生したアポ電一覧

発生日時 内容

令和３年１１月２７日
午前１１時１０分頃

大阪狭山市内に居住する高齢者方に対して、市役所職員を騙り、「医療
費の還付金がある」と告げる不審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電話です。市役所の閉庁日に、このような電話
がかかってくることはありません。
 不審な電話がかかってくれば、一人で判断せず、家族や友人、警察に相
談しましょう。

令和３年１１月２４日
午後０時頃

大阪狭山市大野中にお住いの高齢者宅に、厚生労働省の職員を名乗る人
物から「累積医療費の還付申請書を送付しましたが、返信がなかったの
で連絡しました。手続きをするので通帳、キャッシュカード、印鑑を
持ってお近くの銀行へ行ってください。」等といった内容の電話がか
かってき、その後本日１１月２５日に、非通知の電話が連続してかかっ
てくるという事案が発生しました。
これは還付金詐欺のアポ電です。
 不審な電話がかかってきたら、一旦電話を切って、家族や警察に相談し
ましょう。

令和３年１１月８日か
ら１１月１６日にかけ
て

大阪狭山市大野台付近にお住いの高齢者宅に、市役所職員や銀行員を名
乗り「黄緑の封筒ありますか」「医療費の還付があります」「振り込み
先の銀行を教えて」「ＡＴＭ機で手続きして」などの不審な電話がか
かってきて、実際にＡＴＭ機まで誘導されるという還付金詐欺事案が連
続で発生しています。市役所がＡＴＭ機まで誘導してお金を還付するこ
とはありません！不審な電話がかかってくれば、一人で判断せず家族や
友人、警察に相談してください。携帯電話で話しながらＡＴＭ機を操作
する高齢者をみかけたときは、積極的な声掛けをお願いします。

令和３年１１月１２日
午前１０時５分頃

大阪狭山市大野台４丁目付近にお住いの高齢者宅に男から「緑の封筒届
いていませんか」「医療費の還付があります」「銀行で手続きできま
す」等といった不審な電話がかかってきました。黒山署管内では、連
日、大阪狭山市大野台付近に詐欺の電話がかかってきています。不審な
電話がかかってくれば、一人で判断せず、家族や友人、警察署へ相談し
てください。

令和３年１１月１１日
午後３時５分頃

大阪狭山市大野台にお住いの高齢者宅に、市役所職員を名乗る男から
「紙包を送りました。返信がきていません。医療費の還付金が先月中に
期限切れとなっていますが、申し込みされてませんよ。再度銀行から連
絡されます。」等といった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、詐欺の電話です。
 不審な電話がかかってくれば、家族や警察へ相談しましょう。
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過去に大阪狭山市内で発生したアポ電一覧

発生日時 内容

令和３年１１月１０日
午後３時５０分頃

大阪狭山市西山台５丁目付近にお住いの高齢者方に、市役所職員を騙る
男から、「４月ころに緑色か青色の封筒を送っていますが届いてます
か」「医療費が戻ってくる可能性があります」「取引先の銀行を教えて
ください」等と告げる不審な電話が架かってくる事案が発生しました。
 ＡＴＭで還付金は受け取れません。
 不審な電話が架かってくれば、すぐに対応せず、一旦電話を切断し、警
察に連絡してください。

令和３年１１月１０日
午前１１時３０分頃

大阪狭山市大野台に住む高齢者方に、市役所医療課の職員を名乗る男か
ら「過去３年間の医療費と年金の負担額の減額がある。」「医療給付金
が還付される。」「還付金として２万３３６８円ある。」「１０月末ま
でに還付請求をしなければならない。」等と説明され、続けてこの男か
ら、取り引き先の金融機関を聞かれるという電話がかかってくる事案が
発生しました。
 現在大阪狭山市内では、市役所の職員を騙り、取り引き先の金融機関な
どを聞き出そうとする電話が複数かかってきています。
 このような電話がかかってくれば、いったん電話を切り、必ず家族や警
察に相談して下さい。

令和３年１１月９日
午後６時５０分頃

大阪狭山市大野台に居住する高齢者方に、市役所の職員を名乗る若い男
の声で「緑の封筒そちらに届いていますでしょうか」という不審な電話
がかかってくる事案が発生しました。
 不審な電話がかかってきたら、一旦電話を切り、家族や警察に相談しま
しょう。

令和３年１１月９日
午後５時４０分頃

大阪狭山市池尻中３丁目付近にお住いの高齢者方に、警察官を騙る男か
ら、「詐欺グループを捕まえた」「名簿の中に奥さんの名前があった」
「１９時に訪問します」等と告げる不審な電話が架かってくる事案が発
生しました。
 不審な電話が架かってくれば、すぐに対応せず、一旦電話を切断し、警
察に連絡してください。

令和３年１１月５日
午前９時４５分頃

大阪狭山市に在住の高齢者宅に銀行員を名乗る男から「あなたのキャッ
シュカードで１０万円おろそうとしている男がいた」「カードを止める
ためにカード協会に電話してください」等といった不審な電話がかかっ
てきました。不審な電話がかかってくれば一人で判断せず、一旦電話を
切って、家族や友人、警察署へ相談してください。

令和３年１１月３日
午後４時１０分頃

大阪狭山市大野台５丁目にお住いの方に、市役所職員を名乗る男から、
「医療費の還付の件で、緑色の封筒を送っているが届いているか」「１
０月３０日で提出期限が切れているが、今回は特別に手続きを行う」等
といった電話がかかってきました。この様な電話は詐欺の電話です。不
審な電話がかかってくれば、家族や警察へ相談してください。
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過去に大阪狭山市内で発生したアポ電一覧

発生日時 内容

令和３年１１月２日
午前１１時４０分頃

大阪狭山市大野台５丁目にお住まいの高齢者宅に、市役所職員を名乗る
男から「緑色の封筒が届いていませんか」「３年間の医療費の書類が返
信されていない」「今後は地元の銀行が対応しますので口座のある銀行
を教えて下さい」等といった電話がかかってきました。このような電話
は詐欺の電話です。不審な電話がかかってくれば一人で判断せず、家族
や友人、警察署へ相談してください。

令和３年１０月２９日
午前１１時３０分頃

【被害あり】
大阪狭山市東茱萸木１丁目付近にお住まいの高齢者方に、孫を騙る人物
から「ビットコインで預けてた金を友人と３人で割ろうと引き出した」
「税金を払っていないので、払うように言われた」「税金の分のお金を
貸してほしい」との電話があり、その後自宅を訪問した法律事務所の職
員を騙る人物に現金を手渡すオレオレ詐欺が発生しました。
  電話でお金の話がでれば、まずは詐欺を疑いましょう。
  不審な電話があれば、すぐに対応せず、一旦電話を切断し、警察に連絡
してください。

令和３年１０月１９日
午後５時頃

大阪狭山市大野台にお住まいの高齢者宅に、市役所の介護保険課の職員
を名乗る男から、「介護保険料を払い過ぎています。」「３万７２００
円をお返しします。」「銀行はどちらですか。」といった内容の不審な
電話がかかってきています。
  これは詐欺の手口です。
  このような電話がかかってくれば、いったん電話を切り、家族や警察へ
相談して下さい。

令和３年１０月１５日
午後４時４５分頃

大阪狭山市大野台に居住する高齢者方に、市役所職員を名乗る男から
「還付金があります。」との電話があり、その後続けて、銀行員を名乗
る男から「近くのＡＴＭ機まで行ってください。」などと銀行まで誘導
するような内容の不審な電話がかかってくる事案が発生しました。
  これは詐欺のアポ電です。
  大阪狭山市内では、連日このようなアポ電が連続して発生しています！
  不審な電話がかかってくれば、一旦電話を切断し、家族や警察へ相談し
てください。

令和３年１０月１４日
午後５時１０分頃

大阪狭山市半田に居住する高齢者方に、市役所職員を名乗る男から「医
療費の還付金があります。すぐに銀行員から連絡があるので、指示に
従ってください。」などという電話がかかってきて、さらに銀行員を名
乗る男から「近くのＡＴＭ機まで行ってください。」などといった不審
な電話がかかってくる事案が発生しました。
  「還付金」「ＡＴＭ機」という言葉を聞けば、詐欺を疑いましょう。
  不審な電話がかかってきたら、一旦電話を切り、家族や警察に相談しま
しょう。
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過去に大阪狭山市内で発生したアポ電一覧

発生日時 内容

令和３年１０月１３日
午前９時３０分頃、
午前１０時３０分頃

大阪狭山市内の高齢者方に連続してアポ電がかかってきています！
 １件目は１０月１３日午前９時３０分頃、「市役所です。」と名乗る者
から電話があり、「厚生労働省から保険料の見直しの通知を送ったが届
いているか。」、「市役所で申請ができる。２０分程で訪問する。」等
の電話がありました。
 ２件目は１０月１３日午前１０時３０分頃、大阪狭山市役所保険年金課
職員を名乗る者から「６月に厚生労働省から緑色の封筒を送っている
が、手続きをしていない人に連絡をしている。法律が改正され３年前ま
での還付ができるようになったので、銀行に行って還付の手続きをして
もらえる。」等の電話がありました。
これらの電話は全て詐欺です！
このような電話があれば、一度電話を切り、すぐに警察に連絡下さい。

令和３年１０月１２日
午後５時５４分頃

大阪狭山市大野台の高齢者方に対して、市役所健康保険課の職員を名乗
る男から「６月中ごろに封書を送ったが、返送が無かった。」「厚生省
で見直しがあり、２万３千円が還付されます。」「今から窓口で出来ま
す。」「また明日電話します。」等といった内容の電話が架かってくる
という事案が発生しました。
このような不審な電話がかかってくれば、いったん電話を切り、一人で
判断せずに、家族や友人、警察へ相談して下さい。

令和３年１０月７日
午前９時頃

大阪狭山市大野台２丁目にお住いの方宅に対して、市役所の職員と名乗
る男性から「今年６月に青っぽい封筒を渡していますが、返信されてい
ません。」等といった内容の不審な電話がかかってくるという事案が発
生しました。
 不審な電話がかかってくれば、一人で判断することなく、いったん電話
を切り、家族や警察へ相談して下さい。

令和３年９月３０日
午後０時３０分頃

大阪狭山市大野台の高齢者方に対して、市役所の職員を名乗る男から
「４月に保険料の見直しがあった。」「書類を送ったが返信がなかった
ので電話した。」「２万円位返ってきます。」等といった内容の電話が
かかってくるという事案が発生しました。
このような電話がかかってくれば、一人で判断せず、必ず家族や警察へ
相談をするようにして下さい。

令和３年９月２６日か
ら２７日にかけて

大阪狭山市茱萸木１丁目の高齢者方に、甥を騙り、「マスクいるか」
「マスクまだ届かないのか」「３,０００万円で何かを買ってお金を処分
したい」「口座番号を教えてほしい」等と告げる不審な電話が連続して
かかってくる事案が発生しました。このような電話はアポ電の一種であ
り、高齢者が在宅していることを確認し、詐欺につなげる電話です。
 不審な電話がかかってくれば、すぐに対応せず、一旦電話を切断し、警
察に連絡してください。
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過去に大阪狭山市内で発生したアポ電一覧

発生日時 内容

令和３年９月２４日か
ら９月２７日にかけて

大阪狭山市池尻中３丁目付近にお住いの高齢者宅に、市役所職員を名乗
る男から「介護保険料の還付金があります」「はがきがなくてもＡＴＭ
機で手続きできます」「ＡＴＭ機に行き電話をしてくれたら操作方法を
教えます」「１３時までに手続きしてください」等といった不審な電話
がかかってきました。ＡＴＭ機で医療費等の還付手続きをすることはあ
りません！不審な電話がかかってくれば、一人で判断せず、家族、友
人、警察へ相談してください。

令和３年９月２６日
午後６時５５分頃

大阪狭山市池尻中３丁目付近にお住まいの高齢者宅に、甥の名前を騙る
男性から「俺やけど」「マスクが手に入ったので明日持っていく」「ま
た明日電話するわ」等の電話がかかってきました。このような電話はア
ポ電の一種であり、高齢者が在宅していることを確認し、詐欺につなげ
る電話です。今後も同じ地域に集中してかかってくる可能性がありま
す。不審な電話がかかってくれば、家族や友人、警察署へ相談してくだ
さい。

令和３年９月１４日
午前１０時３６分頃

大阪狭山市大野台１丁目付近にお住まいの高齢者宅に、息子の名前を騙
る男性から「２～３０００万円の仮想通貨をして問題になった」等の電
話がかかってきました。またこの高齢者宅には、前日にも息子の名前を
騙る男性から「マスクはいるか」「扁桃腺が腫れて声がおかしい」等の
不審な電話がかかっていました。このような電話は詐欺の電話であり、
今後も同じ地域に集中してかかってくる可能性があります。不審な電話
がかかってくれば、家族や友人、警察署へ相談してください。

令和３年９月４日
午後２時４５分頃

【被害あり】
大阪狭山市に居住する高齢者方に市役所職員を騙る男から「保険金の還
付があります。ATMで手続きをとることができます。」等といった内容
の電話があり、現金を振り込まされる還付金詐欺が発生しました。
  市役所が電話で還付金の案内でATMへ誘導することはありません。
  不審な電話を受けたら、一旦電話を置き、警察や家族へ知らせましょ
う。

令和３年９月３日
午後１時頃

大阪狭山市大野台６丁目の高齢者方に、孫を騙る男から「妻に内緒でお
金がいる。」といった内容の不審な電話がかかってくるという事案が発
生しました。
  これは、オレオレ詐欺の手口です。
  このような電話がかかってくれば、必ずいったん電話を切り、家族や警
察に相談するようにして下さい。

令和３年８月２８日
午前１０時頃

【被害あり】
大阪狭山市に居住する高齢者方に市役所の職員を騙る男から「介護保険
の差額に関する還付金があります。３１，８００円返します。りそな銀
行のＡＴＭから手続きできます。」といった内容の電話があり、男と通
話しながらＡＴＭ機を操作させられ、現金を振り込みさせられる還付金
詐欺が発生しました。
 市役所が電話で還付金の案内でATMへ誘導することはありません。
 不審な電話を受けたら、一旦電話を置き、警察や家族へ知らせましょ
う。
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過去に大阪狭山市内で発生したアポ電一覧

発生日時 内容

令和３年８月４日
午前１１時頃から

大阪狭山市の複数の地域にお住いの高齢者宅に、市役所を名乗る男性か
ら「高額医療費で書類届いていませんか」「銀行で手続きできます」
「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。このよ
うな電話は詐欺の電話です。現在、不審電話が連続でかかってきていま
すので注意してください。不審な電話がかかってくれば、一人で判断せ
ず、家族や友人、警察署へ相談してください。

令和3年8月2日

大阪狭山市内に居住している高齢者の携帯電話に、NTTファイナンスサ
ポートセンターを騙り「ご利用料金の支払い確認が取れておりませ
ん。」との内容のメールが届いたことから、高齢者がメールに記載され
ていた電話番号へ電話をかけたところ、「料金が発生しています。」
「振り込みに行って下さい。」等と指示されるという事案が発生しまし
た。
  これは架空請求詐欺の手口です。
  NTTファイナンス社のホームページでも注意喚起しているとおり、同社
ではショートメールサービスによる「ご利用料金の確認が取れていな
い」等の案内はしていませんので、このようなメールが届いても無視し
て下さい。
  不審なメールが届いたら、記載の電話番号へ電話をかけることなく、警
察へ相談して下さい。

令和３年７月１５日か
ら３０日の間

【被害あり】
大阪狭山市にお住いの高齢者に、「大蔵省の機密費から１３名に新型コ
ロナウイルス特定給付金として５億円が支給されます」「あなたは１１
番目です」「手続きにはプリペイド番号を送信して下さい」等のメール
が何度も送信され、複数回にわたり、仮想通貨を購入しプリペイド番号
を送信してお金を騙し取られる詐欺事件が発生しました。
おかしいなと思ったら、家族や警察に相談しましょう。

令和３年７月２３日
午後３時頃

大阪狭山市大野台に居住する高齢者方に、市役所の職員を名乗る男から
「介護保険の還付金があります」「どこの口座を使っていますか」「金
融機関に着いたら電話してください」等という内容の不審な電話がか
かってくる事案が発生しました。
 市役所が電話で還付金の案内をすることはありません。
 不審な電話を受けたら、一旦電話を置き、家族や警察に知らせましょ
う。

令和３年７月１７日
午前１０時頃

【被害あり】
大阪狭山市に居住する高齢者方に市役所の職員を騙る男から「医療費の
還付金があります。どこの銀行をお使いですか、銀行のATMから手続き
ができます」といった内容の電話があり、男と通話しながら指定のATM
から、現金を振り込まされる還付金詐欺が発生しました。
 市役所が電話で還付金の案内をすることはありません。
 不審な電話を受けたら、一旦電話を置き、警察や家族に知らせましょ
う。
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過去に大阪狭山市内で発生したアポ電一覧

発生日時 内容

令和３年７月１３日か
ら１５日にかけて

大阪狭山市にお住いの高齢者宅に、銀行員を名乗る男から複数回にわた
り、「狭山で投資の話がある。」「興味がないならあなた名義の口座だ
け貸してほしい。」等の電話があり、その後金融庁の職員を名乗る男か
ら「名義貸しは犯罪になります。」「お金で解決するので、警察や家族
には言わないでください。」等とお金を支払うよう指示され、騙しとら
れそうになる事案が発生しました。
  これは、詐欺の手口です。
  犯人は、言葉巧みにあなたが犯罪者になると言って恐怖心を与え、現金
を用意させたり、口座番号や暗証番号を聞き出そうとします。
  おかしいな、と思ったら一旦電話を置き、家族や警察に相談しましょ
う。

令和３年７月１５日
午後３時頃

大阪狭山市内に居住する高齢者方に、市役所の職員を騙る男から、「医
療保険の還付金がある。」「携帯電話番号を教えてほしい。後ほど他の
者が連絡する。」等と告げる不審な電話がかかってくる事案が発生しま
した。
このような不審な電話がかかってきたら、すぐに対応せず、一旦電話を
切断し、警察や家族に相談しましょう。

令和３年７月１２日
午前１１時頃

大阪狭山市内の高齢者方に、市役所国民健康保険課の職員を騙る男か
ら、「封筒を送った」、「お金が返ってくる」等と告げる不審な電話が
かかってくる事案が発生しました。不審な電話がかかってきたら、すぐ
に対応せず、一旦電話を切断し、警察に連絡してください。

令和３年７月１日昼頃

【被害あり】
黒山署管内の複数の高齢者方に、市役所職員を名乗る男から、「介護保
険の返金がある」「携帯電話をかけながらATMに行くように」といった
内容の電話があり、男と通話しながら、指定のATMに誘導された高齢者
が、現金を振り込まされる還付金詐欺が発生しました。
 市役所が電話で還付金の案内でATMへ誘導することはありません。
 おかしいなと思ったら、一旦電話を置き、家族や警察に連絡してくださ
い。

令和３年３月３０日
午前１０時３０分頃

大阪狭山市内の複数の高齢者方に対して、黒山警察署の警察官を名乗る
男から、「犯人を逮捕したら、リストが出てきた。」「そのリストにあ
なたの名前があった。」等といった内容の不審な電話がかかってきてい
ます。
  これは特殊詐欺のアポ電です。
  このような電話がかかってくれば、対応することなく、一旦電話を切断
し、すぐに警察へ通報して下さい。

令和３年３月１１日
午前１０時頃

大阪狭山市に居住の複数の高齢者方に、警察官を騙る人物から「詐欺事
件がありキャッシュカードが見つかった」「行員が偽物を作った」「こ
のカードを廃棄していいか」等と告げる不審な電話がかかってくる事案
が連続して発生しています。
  不審な電話がかかってくれば、電話を切断し、すぐに警察に連絡してく
ださい。
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過去に大阪狭山市内で発生したアポ電一覧

発生日時 内容

令和３年３月３日
午後０時３０分頃

大阪狭山市大野台に居住する高齢者方に対して、黒山警察署の警察官を
騙る男から、「落とし物のことで連絡をした。」等といった内容の電話
がかかってくるという事案が、連続して発生しています。
  これは特殊詐欺のアポ電です。このような電話がかかってくれば、対応
することなく、一旦電話を切断し、すぐに警察へ通報して下さい。

令和２年１２月１２日
から１３日にかけて

黒山警察署管内の大阪狭山市、堺市東区内において、警察官を名乗るア
ポ電が連続して発生しました。
その手口は、黒山警察署の署員を名乗って、「特殊詐欺の犯人を捕まえ
ている。」「犯人はあなたの住所を知っている。」等と言葉巧みにあな
たを信用させようとします。
そして、「警察署まで来れますか。」と言って、あなたの返事を確認
し、「行けない。」と答えると、犯人は、あなたの自宅までやってきて
キャッシュカードを騙し取り、お金を引き出すという方法で現金を騙し
取るのです。
 犯人は、歳末の忙しい時期を狙って、あの手この手と手口を変化させ
て、あなたや家族の大切な財産を騙し取ろうとします。
 少しでも不審だなと思ったら、一旦電話を切断しましょう。そして、家
族や警察に相談しましょう。

令和２年１１月２３日
から１１月２４日にか
けて

大阪狭山市大野台の高齢者方に対し、自動音声で「こちらは環境事業局
です。」等と団体名を告げ、「コロナのアンケートにご協力下さい。」
などといった説明を流し、年齢や家族構成、外出頻度を尋ねて、プッ
シュホンでの回答を求める内容の不審電話が連続してかかっています。
このような電話がかかってきても、個人情報に関することに答えること
なく、電話を切り、家族や警察に相談をして下さい。

令和２年１１月５日
午後２時頃

大阪狭山市大野台２丁目の高齢者方に、市役所職員を名乗り、「保険の
還付金手続きをするから電話番号を教えてほしい」との電話があり、そ
の後、銀行職員を名乗る男から最終記帳日や残高を聞かれ、「ATMが１
９時まで開いているので急いで行ってください」と指示する不審な電話
がかかってくる事案が発生しました。
ATMで還付金の手続きはできません。
 不審な電話がかかってくれば、すぐに対応せず、一旦電話を切断し、警
察に連絡してください。

令和２年９月８日
午後２時４０分頃

大阪狭山市大野台１丁目付近の高齢者方に、市役所職員を騙り、「後期
高齢者保険を払いすぎている」「期限が切れるので大急ぎで手続きをし
てほしい」「ATMに向かってくれ」等と告げる電話があり、高齢者が
ATMに向かうと再度電話があり、指示に従いATMを操作したところ、お
金がとられる還付金詐欺が発生しました。
ATMで還付金は戻ってきません。
 不審な電話があればすぐに対応せず、一旦電話切り、すぐに警察に連絡
してください。
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過去に大阪狭山市内で発生したアポ電一覧

発生日時 内容

令和２年８月２１日
１３時３０分頃

大阪狭山市西山台６丁目の高齢者宅に、市役所職員を騙る人物から「還
付金があります。口座番号を教えてください」などの電話がかかってき
ています。このような電話はすべて詐欺です。詐欺の被害にあわないた
めにも他人に「キャッシュカードを渡さない・暗証番号を言わない」よ
うにしましょう。
不審な電話がかかってくれば、すぐに対応せず、一旦電話を切断し、黒
山警察署（電話：362-1234）へ電話しましょう。

令和２年８月１９日
１３時１０分頃

大阪狭山市西山台５丁目付近の高齢者方に、市役所職員を騙り「介護保
険料の払戻しがある。書類の締切りが過ぎている。書類は届いている
か。」等と告げる不審な電話が架かってくる事案が発生しました。

令和２年８月１４日
１１時頃

黒山警察署生活安全課の警察官を騙り、「１８人の詐欺グループを捕ま
えた」「ご主人のカード手元にありますか」などと告げる電話が架かっ
てくる事案が連続して発生しています。　警察官がキャッシュカード等
を預かったり、暗証番号を聞くことはありません。他人が自宅に来て
も、絶対にキャッシュカードは渡さず、暗証番号も言わないようにしま
しょう。

令和２年６月２３日
１０時頃

警察官を騙り、「詐欺のグループが捕まった。あなたのカードが使われ
ている。」と告げる不審な電話が、狭山５丁目、半田、金剛地区周辺に
多数かかってきています。

令和２年６月１７日
午後４時頃

大阪狭山市西山台５丁目の高齢者宅に三井住友銀行の職員を名乗る男か
ら「キャッシュカードを交換する必要がある」「暗証番号を教えてほし
い」「今から大阪狭山市内を巡っている別の職員に向かわせる」との電
話があり、その後、自宅を訪問してきた銀行職員を名乗る男にキャッ
シュカードを手渡す事案が発生しました。
 犯人の男は、身長１６０センチくらい、年齢２０歳から３０歳くらい、
黒っぽいスーツ、マスク着用の男です。
 銀行職員が口座の暗証番号を聞いたり、キャッシュカードを取りに行く
ことはありません。
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