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令和３年度 第１回 南陽警察署協議会の開催

南 陽 警 察 署

日 時 令和３年６月23日(水) 午後３時から午後５時まで

場 所 南陽警察署 大会議室

公安委員会委員：１名
出 席 者 協 議 会 委 員：７名

南 陽 警 察 署：10名

協議テーマ 「特殊詐欺被害等の犯罪に遭わないための高齢者対策」について

委員からの意見等 警察署の回答

・ コロナ禍により、高齢者宅 今月からＮＴＴドコモ高畠店において、やまがた110
への訪問等が難しい状況であ ネットワークのチラシを店内に掲示していただくととも
ると思うので、やまがた110 に、利用客にやまがた110ネットワークの登録を働き掛
ネットワークの周知に工夫が け、登録の希望者には店員の方がその場で登録をサポー
必要であると考えるが何か予 トするという活動をお願いしております。今後、他の携
定していることがあるのか。 帯電話販売店でも実施していただけるよう働き掛けてま

いります。

・ 特殊詐欺の最新の情報を知 令和３年５月末における県内の特殊詐欺の被害状況
りたい。 は、認知件数９件、被害金額合計約733万円となってお

ります。昨年同期と比較して、件数は同数、被害金額は
増加しております。
被害の主な特徴については、65歳以上の高齢者の被害

が５件となっており、高齢者の被害が全体の５割以上を
占めております。また、手口別では

・オレオレ詐欺 １件
・架空料金請求詐欺 ４件
・還付金詐欺 ４件

となっており、架空料金請求詐欺と還付金詐欺の手口に
集中しております。
架空料金請求詐欺では、30歳代から70歳代までの幅広

い世代で被害が発生しており、被害の端緒はＳＭＳ（シ
ョートメッセージサービス）が75％と高く、携帯電話に
「未納料金がある」などのメッセージが送られて、記載
された電話番号に電話を掛けて被害に遭っています。
還付金詐欺は、被害者が全て65歳以上の高齢者です。

被害の端緒は全て固定電話となっており、固定電話に掛
かってきた電話に出て被害に遭っています。
続いて、当署管内の特殊詐欺の被害状況ですが、５月

末における認知件数は０件で、昨年同期と同数となって
おります。

・ 65歳以上の高齢者に対して ７月31日実施予定の南陽市の新型コロナワクチン集団
ワクチン接種が始まってお 接種会場において、南陽市、南陽市防犯協会、南陽市交
り、接種会場で待機している 通安全対策協議会と共同で啓発物を配布しながら、特殊
高齢者に特殊詐欺関連の広報 詐欺等の犯罪被害防止と交通事故防止を呼び掛ける広報
をしてはどうか。 活動を計画中です。
また、県警のホームページ 会場内での特殊詐欺関連動画の放映、特殊詐欺クロス

に載っている「パズル de 撃 ワードパズルチラシの配布については、大変素晴らしい
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退！特殊詐欺クロスワードパ アイデアですので、実施に向けて自治体に働き掛けをい
ズル」を印刷して配布しては たします。
どうか。

・ 詐欺の電話は標準語でかか 特殊詐欺のアポ電は、関東圏などから掛かってくるこ
ってくると思うが、「息子」 とが多く、電話を掛けている者も、もしかしたらまれに
であれば置賜弁は当然通じる 山形県出身の者もいるかもしれませんが、その大部分は
はずなので、べたべたの置賜 山形県出身以外の者と考えられます。
弁で会話すると犯人は話が通 そのようなことから、御指摘のとおり、方言で話せば、
じないので降参して電話を切 犯人は言葉を理解できないため、何度も聞き返してくる
るのではないか。また、家族 かもしれません。そのとき、おかしいと気付くかもしれ
内であらかじめ合い言葉を方 ませんし、会話が進まず犯人側から電話を切ってしまう
言で決めておけば良いのでは ということも考えられますので、今後の被害防止対策の
ないか。 １つとして参考にさせていただきます。

・ 「やまがた110ネットワー やまがた110ネットワークにおいて、最近では、「交
ク」は、詐欺（未遂）事案の 通安全４コマ漫画の YouTube 掲載」、「警察官募集ガイ
公開で情報共有できるのは抑 ダンスの開催」を周知するメールや６月９日の「ロック
止に役立っていると思うが、 の日」にちなんで鍵掛けを呼び掛けるメールを配信する
文面がワンパターンで目をひ など、情報発信の場としても活用しているところです。
かなくなっているので、積極 今後も、事件事故の発生メール以外にも、有益となる
的な情報発信の場として活用 情報は、積極的に配信し、配信する際は、分かりやすい
したらどうか。 簡潔・明瞭なメール内容となるよう努めてまいります。

・ 怪しいメールは削除して受 商品・サービスの宣伝などを内容とする「広告宣伝メ
信拒否しても別なアドレスか ール」や、簡単な副業で高額収入が得られるなどと謳っ
ら次々と入るので、なんとか た「お金儲けのメール」、お金や情報を盗み取ろうとす
ならないか。 るメール等、受け取る人の意思に関わらず勝手に送りつ

けてくる、いわゆる迷惑メールについては、メールを送
りつけただけで、すぐに事件として取締りができるとい
うことはまれな状況にあります。
そのようなことから、警察としては、設定の変更など、

迷惑メール防止方法を教示するなどして、自衛策を講じ
ていただいているところです。

・ 高齢者が最も銀行、ＡＴＭ 年金支給日には、これまでも金融機関の店舗出入口や
を利用するであろう年金受給 ＡＴＭ設置箇所前等において、広報啓発グッズの配布等
日に窓口付近での注意喚起を 広報活動を行っています。窓口付近で注意喚起を行うと
行うのはどうか。 なりますと、店内での活動となり、金融機関の許可がな

ければ実施できないことですので、手続きの待ち時間に
声掛けをさせていただくなど、金融機関の意見を踏まえ
ながら実施できるか検討してまいります。
なお、警察では、金融機関に対して、高齢者の方が窓

口で高額の出金や振込みをされる際に、出金・振込みの
理由等を確認する声掛けや詐欺被害が疑われるなど、不
審と感じた場合に通報するよう依頼しております。
また、金融機関からは、様々な観点で不審点を見抜き、

特殊詐欺の被害を水際で阻止していただいております。

・ 電話による接触が50％以上 特殊詐欺の被害者の中には、詐欺の手口を知っている
あるということから留守番電 のに、電話に出たことにより騙され、気付いたときには
話設定とともに非通知電話に 被害に遭ったという人が多くいます。
出ないことも推進していった 警察では、これまで電話対策として
ら良いのでないか。 ・在宅時でも常時留守番電話の設定

・自動通話録音機等の防犯機能を備えた迷惑電話防
止機能付き電話機の設置

とともに



- 3 -

・番号通知サービスの設定
を促し、非通知番号の電話に出ないよう呼び掛けており
ます。引き続き、留守番電話設定、迷惑電話防止機能付
き電話器の設置とともに、非通知の電話には出ないよう
広報してまいります。

・ 高齢者対策に対する意見は 警察では、地域警察官が巡回連絡により高齢者世帯を
高齢者に聞く方が良いのでは 訪問した際、高齢者の方から意見要望等を聴取しており
ないか。 ます。

また、特殊詐欺の被害者等に対してアンケート調査を
実施して、調査結果を分析しています。
あわせて、金融機関の職員、コンビニエンスストアの

店員等に対しても、被害者へ声掛けしたときの状況等に
ついても調査しています。
さらに、当署独自の施策として、過去５年間に当署管

内で特殊詐欺の被害に遭われた方や金融機関の職員、コ
ンビ二エンスストアの店員からの声掛けにより被害に遭
わなかった方等を対象に巡回連絡を行って、被害後、ど
のような被害防止対策をとったか、どのような対策が有
効かなどについて調査を実施しております。
これら調査結果や巡回連絡を通じて把握した意見等を

踏まえ、高齢者の被害防止対策を推進してまいります。

・ 必ず留守電にしておくとい 犯人は、電話を掛けても、留守番電話設定でつながら
う対策は大変効果的と感じた ない状態であれば、騙すことができませんし、犯人は声
ので、継続して行うのはどう を録音されることを嫌がります。
か。 さらに、犯人に「この家は防犯対策をしている」と警

戒心を与え犯行を諦めさせる効果も期待できます。
留守番電話対策は、犯人に犯行を断念させることも期

待できます。
昨年、令和２年中における県内の特殊詐欺の被害件数

は、前年より20件減少し、被害金額も約１億8,185万円
減少しました。犯行予兆電話、いわゆるアポ電の件数に
ついても前年より347件減少しております。この成果は、
留守番電話対策を強力に推進したことが一因と考えられ
ますので、大変効果のある対策であると言えます。

・ ナンバーディスプレイはオ ナンバーディスプレイ機能を利用するには、基本の通
プションではなく標準機能と 話料金のほかに別途料金がかかる上、固定電話に標準機
して固定電話につけてほし 能として付けるかどうかは、各メーカーの考えによると
い。 ころとなりますが、警察では、迷惑電話防止機能を有す

る機器の設置を呼び掛けております。この電話機は、電
話に出る前に電話を掛けてきた相手に対して通話を録音
することを伝え、電話に出ると通話内容が自動的に録音
するなどの機能が付いているものです。
犯人は、通話内容を録音されることを嫌がることから、

迷惑電話防止機能付き電話機による抑止効果は高いと考
えております。

・ １度請求メールがきたこと 犯人側は、知っている番号又は無差別な数字の羅列で
がありましたが無視し、その ある電話番号に無差別かつ大量のメールを送り、それに
後はなにもなかった。 不安を感じて電話を掛けてくる相手を待ち受けていま

す。被害に遭わないために何よりも重要なのは、犯人と
話をしないことです。そのためには、メールに表示され
た電話番号に電話を掛けずに無視することです。
もし、このまま無視してよいかなどと不安に感じたら、

表示された電話番号に電話を掛ける前に警察に相談して
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ください。

・ 家の近くに一人暮らしの老 警察では、高齢者をはじめ多くの顧客と接する「ヤク
人がいます。週１～２回ヤク ルトレディ」の方たちに防犯活動で協力していただくた
ルトレディがきているので何 め、令和２年11月30日に山形県ヤクルト協会と「地域安
かあったら相談ができない 全活動に関する覚書」を締結しております。この覚書に
か。 よりヤクルトレディの方たちからは、配達や営業活動中

に特殊詐欺等の各種犯罪被害防止を目的とした声掛けや
広報啓発活動等、地域の見守り活動を実施していただい
ておりますので、ぜひ相談してみてください。

・ 近くの民生委員の方が月に 民生委員については、警察の所管ではありませんが、
１～２回、回っているので何 厚生労働省のホームページによりますと、民生委員の職
かあったら相談できないか。 務は、民生委員法第14条に規定されており、その職務の

１つとして「生活に関する相談に応じ助言その他の援助
を行うこと」とあります。また、政府広報オンラインの
ホームページにおいても、「民生委員は、地域住民の身
近な相談相手となり、支援を必要とする住民と行政や専
門機関をつなぐパイプ役」である旨の記載がありますの
で、ぜひ相談してください。

・ 高齢者の場合、ＡＴＭの送 高齢者が一律にＡＴＭで送金・振込をできなくするこ
金、振込が出来ないようにし とは困難であると思われますが、警察では、金融機関に
て、必ず、窓口を利用するよ 対し、ＡＴＭでの引出制限を導入するよう働き掛けを行
うにすれば、被害を防げるの っております。県内では、きらやか銀行が、令和２年３
ではないか。 月16日からＡＴＭ引出制限を導入し、70歳以上の顧客を

対象にキャッシュカードによるＡＴＭでの利用限度額を
１日あたり20万円と設定しております。
警察といたしましては、引き続き、県内の金融機関に

対しＡＴＭ引出制限導入を働き掛けてまいります。
このほか、警察では、金融機関に対して高齢者が窓口

で高額の出金や振込みをされる際には職員による声掛け
や警察への通報をお願いして特殊詐欺の被害防止を図っ
ております。こうした金融機関との連携した取組により、
山形県内では、令和２年中27件の被害が未然に防がれて
おります。

・ 高齢者の場合、携帯電話の ＮＴＴドコモ等の各携帯電話会社では、ホームページ
機能等を使いこなせず、メー 等において迷惑メールを防ぐための設定方法等を掲載し
ル等が入った時など、間違っ ておりますが、高齢者の方は、自分で設定変更の作業を
たボタン操作をしてしまうよ 行うことは困難と思われます。そこで、迷惑メールを防
うだ。 止することができる方法の教示や携帯電話販売店へ案内
迷惑メールが横行している して設定の変更を促していきたいと考えております。

ので、メーカー等とタイアッ また、今後は、携帯電話販売会社と情報交換する場を
プした対策がとれないもの 設けること等も検討してまいります。
か。

・ 高齢の方が留守番電話機能 留守番電話に設定したのに、留守番電話に切り替わる
やナンバーディスプレイの機 前に電話に出てしまったり、留守番電話設定を解除して
能があっても、上手く使いこ 電話に出て被害に遭うケースがありますので、引き続き、
なせないので、電話機能を上 留守番電話機能やナンバーディスプレイ機能設定の働き
手く使うように、広報を徹底 掛けと併せて、電話が掛かってきたときの対応要領につ
する必要があるのではない いても具体的に説明し、これらの機能が有効活用される
か。 よう広報してまいります。

また、警察では、高齢者世帯に巡回連絡を実施し、留
守番電話設定を行ってまいりましたが、設定済みの高齢
者方にも再訪問して設定を確認し、被害防止の指導を継
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続して行っております。

・ 各地区の公民館や集会所等 これまでも公民館等において、高齢者を対象とした特
を利用しての高齢者への犯罪 殊詐欺の防犯講話を行っており、昨年から今年にかけて
や詐欺の事例等を話してもら も、南陽市社会福祉協議会の介護予防事業「ゆったりく
える場を設けてもらいたい。 らぶ」、高畠町の「高齢者講座」などにおいて実施して

おります。昨今はコロナ禍で、講話等を行うことができ
ない状況ではありますが、依頼があれば積極的に赴き、
特殊詐欺の手口や防犯対策等、被害防止に役立つ情報を
届けてまいります。


