
これが
特殊詐欺だ！
これが

特殊詐欺だ！

「私は大丈夫」が一番危ない電話でお金の話は
要注意！！

電話相談窓口

必ず、知人や家族に
相談してください

非通知

兵庫県・兵庫県警察

消費者ホットライン

留守番電話
内容が確認できるまで応答しない

知らない相手には、

に設定し、

の電話には応答しない

会話を録音すると警告する

発行者

188警察相談専用電話＃9110

兵庫県・兵庫県警察

皆さんから

お父さん・お母さん
おじいちゃん
おばあちゃんにも
教えてあげてください

皆さんから

お父さん・お母さん
おじいちゃん
おばあちゃんにも
教えてあげてください空メールで簡単登録！

support@police.pref.hyogo.lg.jp

登録無料
ご登録いただいた方に、兵庫県警察本部から犯罪情報や防犯情報などを
メールでお知らせします。　※ウェブ接続料・メール受信料は別途かかります。

兵庫県警察の防犯情報等配信システムの紹介兵庫県警察の防犯情報等配信システムの紹介

ひょうご防犯ネット

空メール送信後、しばらくすると「ひょうご防犯ネット」からメールが返信されますので、受信画面
の案内にそって登録手続きを行ってください。※メールの受信指定を設定されている方は、
hbnet@police.pref.hyogo.lg.jpからのメールが受信できるように設定をお願いします。 



防犯ポイント

◎警察、金融機関職員が
キャッシュカードを預かる
ことは絶対にありません。

◎「暗証番号を教えて」は
詐欺です！

◎絶対に「キャッシュカー
ド」を他人に渡してはい
けません！。

◎必ず誰かに相談する！

キャッシュカードを預かります
カード手交の詐欺

1

2

3

カードが古くて還付金
を支払えません。後ほ
ど金融機関から連絡が
あります。

還付金の件ですが今の
キャッシュカードが古いの
で新しいカードに切替え
が必要です。担当が伺い
ますので古いカードを渡
してください。

古いカードの
暗証番号を教
えてください。

はい。
暗証番号は
●●●●です。

本当ですか？
わかりました。

わかりました。

警察官を騙る手口
「詐欺犯人を逮捕したら、あな
たの個人情報を知っていた」
「個人情報を悪用されて、現金
が不正に引き出された」
「被害に遭わないように、今す
ぐキャッシュカードを預かる」
等と電話する。

市役所職員等を騙る手口
「払いすぎた医療費の還付金がある」
「口座番号を教えてください」
「暗証番号を教えてください」
「あなたのキャッシュカードは古
いので、作り直さなければいけ
ない」
等と電話する。

「キャッシュカードが偽造されている
可能性がある。警察官や金融機関の職
員を向かわせる」「キャッシュカード
を止めるので、暗証番号のメモと一緒
に封筒に入れて」等と電話する。
警察官や金融機関職員をかたって訪問
し、「封筒に割り印をするので印鑑を
持ってきて」と言う。被害者が離れた
隙にすり替えて、偽物のカードが入っ
た封筒を渡す。「３日間保管するよう
に」等と被害者に伝えて立ち去る。

家電量販店、
百貨店職員を騙る手口
「あなたのカードで高額な買い
物をしようとしている不審者
がいる」等と電話する。
次に、警察官を騙り「あなた
のキャッシュカードが偽造さ
れた」「今持っているキャッ
シュカードも被害に遭うおそ
れがあるので預かる」等と電
話する。「警察官や金融機関を
かたって訪問しキャッシュ
カードをだまし取る。」

 【預貯金詐欺】具体的な手口

 【預貯金詐欺】具体的な手口

 【預貯金詐欺】具体的な手口  【キャッシュカード詐欺盗】具体的な手口 詐欺に注意
！！

詐欺に注意
！！

電話で暗証番号を教えて

お金がない！
老後の為に貯め
ていたのに～！
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具体的な手口 1

2

3

4

こんな手口もあります

◎会社等を名のり「あなたの名前が複数の
会社に登録されている」と話をする。

◎「名前を消すのに他の人に権利をゆず
る必要がある」と持ちかける。

◎その後「あなた名義で債権が買われて
いる。犯罪になるので逮捕されてしま
う」と脅し、トラブルを回避する名目で
金銭を要求する。

●業者の名簿に名前が載って
おり、削除できず、削除費用
がいる。

●公的機関職員、警察官、弁護
士などを名のる。

防犯ポイント

◎勝手に名義が使われてい
て逮捕されることは絶対
にありません。

◎一人で判断せず、身近な人
や警察に相談しましょう。

数日後…

支払いますので
助けてください。

名義貸しを理由とした
架空料金請求詐欺に注意！！

●●市に特養老人ホームが建
設予定です。●●市にお住まい
のあなたには優先権があります
ので、いかがでしょうか。

それでは仮設住宅にお住みの方が
入居を希望されているので、あなた
の名義を貸していただけませんか。

法律事務所のもの
ですが、名義貸し
は法律違反です。
逮捕され裁判とな
ります。保釈金を
用意して
ください。

子供と同居
するので
けっこうです。

それはお気の毒に。
名義だけなら
お貸ししましょう。

この前、逮捕される
と言われてな。

お父さん…
それって、振り
込め詐欺じゃな
いのかしら…

後日、家族に相談すると…

1

2

3

4

具体的な手口

こんな手口もあります
●役所や社会保険事務所、自治
体職員、税務署職員を装って
医療費、保険料、税金の還付が
ある等、お金が戻ってくるかの
ように偽ります。

防犯ポイント

医療費が返ってくる
還付金詐欺に注意！！

架空料金請求詐欺（トラブル回避） 還付金詐欺

◎役所や社会保険事務所等
がATMの操作をお願い
することはありません。

◎ATMを操作してお金が
返ってくることは絶対に
ありません。

◎役所の職員を名のる者から「医療費を還付
する手続きの締切日だが、手続きを終了し
たのか。今日までなので銀行から連絡があ
る」等の話があります。

◎銀行の行員を名のり「還付金の支払いは今
日までなので、携帯電話とキャッシュカード
を持って近くのATMに行くように」と言わ
れます。

◎ATMに行き、携帯電話で相手の指示通りに
画面を操作すると、振り込み手続きをさせ
られてしまいます。

私の言うとおりに
操作してください。

あれ！？ 残高が
0円になっている。
役所に確認すれば
よかった…

かんぷきん
？

5万円も？

ハイハイ

5万円戻り
ます。今日が期限で
す。今すぐ携帯電話
とキャッシュカード
を持ってATMへ
行ってください。

記帳してみると…

あ、わたくし市役所
のものですが保険
料の還付金があり
ます。

― ５ ― ― ６ ―



なにかしら？

電子マネーを購入後

具体的な手口 1

2

3

4

こんな手口もあります

◎息子や孫を名のり「風邪をひいた。声
がおかしい」と電話する。

◎「携帯電話の番号が変わった」と新た
な番号を登録させる。

◎後日、トラブル解決を名目として金銭
を要求する。

●振り込みではなく、現金を
直接取りに来る。

●「お金を持ってきて欲しい」
と頼み、県外に誘導する。

●実在の名前を名のる場合が
ある。

防犯ポイント

◎必ず息子や孫の、今、知っ
ている電話番号に、かけ直
して確認しましょう。

◎「今日中にお金が必要」
などと急ぐ話には注意し
ましょう。

もしもしオレだけど
電話番号が変わった
から登録しておいて。

た、大変…！！

数日後…

後日、息子から連絡が…

この間の借金は
ちゃんと間に合ったの？

あら、◯◯かい？
わかった。
登録しとくね

うちの息子に
渡してください。

会社の●●と言います。
お金を預かります。

借金？ 何のこと？
それって
オレオレ詐欺じゃ…

息子や孫を名のる
オレオレ詐欺に注意！！

どうしよう、株で損をして
会社の金を使い込んでし
まったよ。会社の人が受け
取りに行くから。お願い！ 
お金を用意して。

1
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3

4

具体的な手口

こんな手口もあります
●携帯電話に「有料サイトの未納料金がある。」
「当選金が受け取れる。」等と記載された身に
覚えのないメールが届く。

●記載された番号に電話すると氏名
等の個人情報を確認され、「確か
に登録されている。今日中に支払
わなければ裁判を起こす。」等と
脅される。

防犯ポイント

サイト利用料を名目とした
架空料金請求詐欺に注意！！

オレオレ詐欺 電子マネー詐欺（サイト利用料）

確認しますので、お名前・ご住所・電話
番号を教えてください。…確かに登録
されています。今日中に支払いがな

い場合は裁判となりますの
で、コンビニで電子マネーを
購入して番号を
教えてください。

番号は
●●●です。

え～！？
だまされた…

それってサギよ。
だまされてるわよ！

◎サイトを閲覧しただけで
料金請求されることは
ありません！

◎「電子マネー（アマゾン
ギフト券、楽天カード等）
の番号を教えて」等と言
うのは詐欺です！
　注意してください！

◎パソコンや携帯電話でインターネット
を閲覧中、「登録完了しました」等と画
面に表示される。

◎コンビニに支払いに行くよう指示され
　「電子マネーを購入し、番号を教えて」
　「番号を言うのでコンビニで決済して」等
と言われる。

登録されました。
下記までご連絡
ください。
電話 ×××-×××

お金が必要な理由は
「借金の返済」、「会社の  お金を横領」、
「妊娠や交通事故の示談金」など様々
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具体的な手口 1

2

3

4

こんな手口もあります

◎会社等を名のり「あなたの名前が複数の
会社に登録されている」と話をする。

◎「名前を消すのに他の人に権利をゆず
る必要がある」と持ちかける。

◎その後「あなた名義で債権が買われて
いる。犯罪になるので逮捕されてしま
う」と脅し、トラブルを回避する名目で
金銭を要求する。

●業者の名簿に名前が載って
おり、削除できず、削除費用
がいる。

●公的機関職員、警察官、弁護
士などを名のる。

防犯ポイント

◎勝手に名義が使われてい
て逮捕されることは絶対
にありません。

◎一人で判断せず、身近な人
や警察に相談しましょう。

数日後…

支払いますので
助けてください。

名義貸しを理由とした
架空料金請求詐欺に注意！！

●●市に特養老人ホームが建
設予定です。●●市にお住まい
のあなたには優先権があります
ので、いかがでしょうか。

それでは仮設住宅にお住みの方が
入居を希望されているので、あなた
の名義を貸していただけませんか。

法律事務所のもの
ですが、名義貸し
は法律違反です。
逮捕され裁判とな
ります。保釈金を
用意して
ください。

子供と同居
するので
けっこうです。

それはお気の毒に。
名義だけなら
お貸ししましょう。

この前、逮捕される
と言われてな。

お父さん…
それって、振り
込め詐欺じゃな
いのかしら…

後日、家族に相談すると…

1

2

3

4

具体的な手口

こんな手口もあります
●役所や社会保険事務所、自治
体職員、税務署職員を装って
医療費、保険料、税金の還付が
ある等、お金が戻ってくるかの
ように偽ります。

防犯ポイント

医療費が返ってくる
還付金詐欺に注意！！

架空料金請求詐欺（トラブル回避） 還付金詐欺

◎役所や社会保険事務所等
がATMの操作をお願い
することはありません。

◎ATMを操作してお金が
返ってくることは絶対に
ありません。

◎役所の職員を名のる者から「医療費を還付
する手続きの締切日だが、手続きを終了し
たのか。今日までなので銀行から連絡があ
る」等の話があります。

◎銀行の行員を名のり「還付金の支払いは今
日までなので、携帯電話とキャッシュカード
を持って近くのATMに行くように」と言わ
れます。

◎ATMに行き、携帯電話で相手の指示通りに
画面を操作すると、振り込み手続きをさせ
られてしまいます。

私の言うとおりに
操作してください。

あれ！？ 残高が
0円になっている。
役所に確認すれば
よかった…

かんぷきん
？

5万円も？

ハイハイ

5万円戻り
ます。今日が期限で
す。今すぐ携帯電話
とキャッシュカード
を持ってATMへ
行ってください。

記帳してみると…

あ、わたくし市役所
のものですが保険
料の還付金があり
ます。
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防犯ポイント

◎警察、金融機関職員が
キャッシュカードを預かる
ことは絶対にありません。

◎「暗証番号を教えて」は
詐欺です！

◎絶対に「キャッシュカー
ド」を他人に渡してはい
けません！。

◎必ず誰かに相談する！

キャッシュカードを預かります
カード手交の詐欺

1

2

3

カードが古くて還付金
を支払えません。後ほ
ど金融機関から連絡が
あります。

還付金の件ですが今の
キャッシュカードが古いの
で新しいカードに切替え
が必要です。担当が伺い
ますので古いカードを渡
してください。

古いカードの
暗証番号を教
えてください。

はい。
暗証番号は
●●●●です。

本当ですか？
わかりました。

わかりました。

警察官を騙る手口
「詐欺犯人を逮捕したら、あな
たの個人情報を知っていた」
「個人情報を悪用されて、現金
が不正に引き出された」
「被害に遭わないように、今す
ぐキャッシュカードを預かる」
等と電話する。

市役所職員等を騙る手口
「払いすぎた医療費の還付金がある」
「口座番号を教えてください」
「暗証番号を教えてください」
「あなたのキャッシュカードは古
いので、作り直さなければいけ
ない」
等と電話する。

「キャッシュカードが偽造されている
可能性がある。警察官や金融機関の職
員を向かわせる」「キャッシュカード
を止めるので、暗証番号のメモと一緒
に封筒に入れて」等と電話する。
警察官や金融機関職員をかたって訪問
し、「封筒に割り印をするので印鑑を
持ってきて」と言う。被害者が離れた
隙にすり替えて、偽物のカードが入っ
た封筒を渡す。「３日間保管するよう
に」等と被害者に伝えて立ち去る。

家電量販店、
百貨店職員を騙る手口
「あなたのカードで高額な買い
物をしようとしている不審者
がいる」等と電話する。
次に、警察官を騙り「あなた
のキャッシュカードが偽造さ
れた」「今持っているキャッ
シュカードも被害に遭うおそ
れがあるので預かる」等と電
話する。「警察官や金融機関を
かたって訪問しキャッシュ
カードをだまし取る。」

 【預貯金詐欺】具体的な手口

 【預貯金詐欺】具体的な手口

 【預貯金詐欺】具体的な手口  【キャッシュカード詐欺盗】具体的な手口 詐欺に注意
！！

詐欺に注意
！！

電話で暗証番号を教えて

お金がない！
老後の為に貯め
ていたのに～！

4
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