
発生場所 内容等

11月19日午後4時ころ 佐太東町

　警察官を名乗る者から「元行員の男２人が逮捕され
た。押収した携帯電話にあなたの家の電話番号があっ
た。空き巣に入られたりしていませんか。」等というアポ
電発生。

11月19日午後2時38分ころ 八雲北町
　警察官を名乗る者が「郵便局で空き巣の犯人を捕まえ
た。郵便局へ行きましたか。その時ATMを使いました
か。」等というアポ電発生。

11月16日午後4時ころ 八雲北町

　11月16日午後4時ころ、ショッピングセンター職員を名
乗る女から「あなたのクレジットカードが使われている。
銀行協会に電話してください。」等という電話があり、11
月17日午前11時ころ、警察官を名乗る男から「クレジット
カードを使った犯人を取り調べている」「他にカードはあり
ませんか」等というアポ電発生。

11月11日午前10時15分ころ 平代町
　警察官を名乗る者が「詐欺が多発しています。あなた
の名前が名簿に載っていた。キャッシュカードの番号を
確認してください。」等というアポ電発生。

11月2日午後4時55分ころ 南寺方中通
　警察官を名乗る者が、「守口警察署です。保険証が見
つかりました。」などというアポ電発生。

10月21日午後0時ころ 菊水通 　警察官を名乗るアポ電発生。

10月18日午後5時30分ころ 南寺方中通
　警察官を名乗る者から「窃盗犯の男を捕まえました。男
は２，３０枚のカードを持っていて、その中にあなた名義
のキャッシュカードがありました。」等というアポ電発生。

10月13日午前9時35分ころ
日吉町、滝井元町、
早苗町

　警察官を名乗る者から「犯人を捕まえた。」などというア
ポ電発生。

10月11日午後4時3分ころ 寺内町2丁目

　国民年金機構の職員を名乗る者から「年金を振り込む
はずのお金を他人の口座に振り込んだ。もう一度あなた
の銀行支店名と口座番号を教えて下さい。」等というアポ
電発生。

10月7日午後1時ころ 西郷通
　銀行員を名乗る者から「あなた名義のキャッシュカード
を使おうとしている人がいます。」等というアポ電発生。

10月7日午後0時30分ころ 本町２丁目
　銀行員を名乗る者から「通帳とめないとえらい目みます
よ。すぐに止めてください。」等というアポ電発生。

10月3日午後7時ころ 豊秀町
　息子を名乗る男から「携帯電話を落として金がない、
困っている。」等というアポ電発生。
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10月2日午前9時17分ころ 東光町
　銀行職員を騙る者から「医療費の返還手続きをして下
さい。」等というアポ電発生。

9月30日 橋波東之町

　警察官を名乗る者から「詐欺の被害に遭った人がい
る。あなたも被害に遭っていませんか。」「お金を盗まれ
ていないか確認したい。」等と電話があり、自宅に来た犯
人にキャッシュカードを騙し取られる被害が発生。

9月30日午後4時ころ 橋波東之町
　警察官を名乗る者から「犯人を捕まえている。犯人が
持っていた名簿にあなたの名前が載っていた。」などとい
うアポ電発生。

9月29日午後0時25分ころ 京阪本通
　市役所職員を名乗る者から「累積医療費の返還があ
る。今ならまだ間に合うので銀行のＡＴＭへ行ってほし
い。」等というアポ電発生。

9月14日午後0時20分ころ 八雲中町
　市役所職員を名乗る者から「保険料の払い戻しがあ
る。封筒を送ったが、手続きがまだです。」などというアポ
電発生。

9月13日午前10時ころ 西郷通２丁目
　市役所職員を名乗る女から「保険書類を送った。」等と
いうアポ電発生。

9月6日午後3時ころ 菊水通３丁目
　市役所職員を名乗る者から「介護保険の還付申請期
限が切れている。今日中に手続きしてください。今からＡ
ＴＭに行ってください。」等というアポ電発生。

9月2日午後5時18分ころ 本町
　男の声で「保険金が返ってくる制度があるが、請求され
ていませんね。」等というアポ電発生。

8月30日午前10時30分ころ 神木町
　市役所職員を名乗る者から「過去５年間の介護保険料
を還付します。４月ころに通知を送った。今日が締切で
す。」等と言い、ＡＴＭに誘い出すアポ電発生。

8月26日午前11時30分こ
ろ
同　　日午後 0時10分ころ

京阪本通
藤田町

　市役所職員を名乗る者から「還付金があります。後ほ
ど銀行から連絡があります。」等というアポ電発生。

8月25日午前10時30分ころ 守口市内

　市役所職員を名乗る者から「医療費の還付金がある。
青色の書類届いていませんか」等という電話があり、そ
の後ＡＴＭに誘い出された被害者がお金を振り込み、騙
しとられる被害が発生。

8月24日午後4時ころ 東郷通３丁目
　市役所職員を名乗る者から「過払いのお金が返ってき
ます。」等というアポ電発生。
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8月24日午後2時30分ころ 守口市内

　市役所職員を名乗る者から「累積医療費があります。
銀行に行ってください。」等という電話があり、ＡＴＭに誘
い出された被害者がお金を振り込み、騙しとられる被害
が発生。

8月24日午前9時30分ころ 大枝北町
　市役所職員を名乗る者から「保険の還付金がある。」等
というアポ電発生。

8月11日午前11時ころ 新橋寺町
　厚生労働省を名乗る男から、「医療費の還付金の書類
が送り返されていません。取引銀行はどちらですか。」等
というアポ電発生。

8月2日午前10時40分ころ 大久保町
　警察官を名乗る者から「犯人を逮捕した。犯人が持って
いたメモにあなたの住所、氏名が載っていた。」等という
アポ電発生。

7月31日午後1時ころ 馬場町
　「守口市役所介護保険課ですが、保険の過払い金の返
金があります。キャッシュカードを持って、守口郵便局に
行ってください。」などというアポ電発生。

7月27日午後0時50分ころ 寺方錦通
　守口警察署の警察官を名乗る男から「犯人を捕まえた
ところ通帳やキャッシュカードが多数出てきた」等というア
ポ電発生。

7月21日午後3時ころ 馬場町
　市役所職員を名乗る者から『還付金があります。口座
はどこですか。」等と電話があり、さらに銀行員を名乗っ
た者からの不審電話も発生。

7月14日午前11時50分ころ 高瀬町
　守口警察署の警察官を名乗る者から「キャッシュカード
を持っていますか。」などというアポ電発生。

7月13日 守口市内
　市役所職員を名乗る者から「介護の過払い金がある。」
等という電話があり、ＡＴＭに誘い出された被害者がお金
を振り込み、騙される被害が発生。

7月9日午後1時３0分ころ 大日町
　警察官を名乗る者から「犯人を捕まえた。通帳あります
か。」などというアポ電発生。

7月8日 守口市内

　警察官を名乗る者から「不正にカードが使われている。
今から行きます。」等という電話があり、自宅にきた犯人
にキャッシュカードを手渡し、お金を引き出され、騙される
被害が発生。

7月8日午前9時30分ころ 大久保町
　守口警察署の生活安全課を名乗る者から「犯人を捕ま
えた。通帳やカードを紛失してませんか。」などというアポ
電発生。
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7月7日午後1時50分ころ 梅園町、平代町
　警察官を名乗る者から「犯人を逮捕した。あなた名義の
クレジットカードがでてきた。」などというアポ電発生。

7月3日 守口市内

　市役所を名乗る者から「累積医療費があります。ＡＴＭ
で手続きしてください。」等という電話があり、ＡＴＭに誘
導され、お金を犯人に振り込ます手口で騙し取られる還
付金詐欺の被害が発生。

6月30日午後0時ころ 日吉町
　警察官を名乗る者から「窃盗犯人を逮捕した。犯人は
あなた名義のキャッシュカードを持っていた。」などという
アポ電発生。

6月29日午後2時30分ころ 金田町１丁目
　市役所の職員を名乗る者から「介護保険の過払い金が
あります。後から銀行から電話があります。」などというア
ポ電発生。

6月24日午後1時ころ 大日東町、佐太中町
　警察官を名乗る者から「犯人を逮捕した。キャッシュ
カードはありますか。」などというアポ電発生。

6月22日午後2時15分ころ 寺内町
　警察官を名乗る者から「犯人がキャッシュカードを持っ
ていた。」などというアポ電発生。

6月21日午後5時30分ころ 本町
　市役所職員を名乗る者から「医療費の還付金がありま
す。」などというアポ電発生。

6月15日午後6時ころ 守口市内
　 守口市内の複数の高齢者宅に、警察官を名乗る者か
ら「犯人を逮捕した。」などというアポ電発生。

6月14日 守口市内

　親族を名乗る男から「病院で会社のものや財布が入っ
た鞄を盗まれた、すぐに支払わなければならないので、
お金を貸して欲しい」と電話があり、その後、自宅に来た
犯人に、現金とキャッシュカードを騙し取られる被害が発
生。

6月1日午後0時ころ
大枝西町、大枝東町、
橋波西之町、東光町

   警察官を名乗る者から「窃盗犯を捕まえている。」など
というアポ電発生。

5月31日午後4時25分ころ 梶町    警察官を名乗る女からのアポ電発生。

5月31日午後1時ころ 滝井西町
　 警察官を名乗る女から「犯人を逮捕した。」などという
アポ電発生。
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5月20日午後1時40分ころ 南寺方中通1丁目
   警察官を名乗る者から「犯人を捕まえた。あなたも被
害にあっている。被害届を書き、裁判所に届けるとお金
が還ってくる。」などというアポ電発生。

5月20日午前11時ころ 寺方元町
   警察官を名乗る者から「犯人を逮捕した。犯人はあな
た名義のキャッシュカードを持っていた。」などというアポ
電発生。

5月11日午前11時ころ 梶町
　自治体職員を名乗る男から「年金以外の貯金はありま
すか」「貯金は５００万円ありますか」などと尋ねる不審電
話が発生

5月5日午後0時ころ 大枝東町
   警察官を名乗る者から「犯人が捕まった。あなたの
キャッシュカードを持っていた。」などというアポ電発生。

4月30日午前11時ころ 八雲北町、八雲西町
   警察官を名乗る者から「犯人が捕まった。キャッシュ
カード、通帳はありますか。」などというアポ電発生。

4月27日午後3時10分ころ 守口市淀江町
　「守口市役所ですが、高齢者の還付金があります。の
ちほど、郵便局から電話があります。」などというアポ電
発生。

4月20日 梅園町
   守口警察署の生活安全課員を名乗る女から居住者の
情報を確認するような不審電話が発生

4月20日午前10時30分ころ 馬場町1丁目
   警察官を名乗る者から「詐欺の犯人を捕まえている。」
などというアポ電発生

4月19日午前10時ころ 大日町2丁目
   警察官を名乗る者から「犯人を逮捕した。通帳が偽造
されている。」などというアポ電発生

4月6日午前11時ころ 大日町4丁目
   市役所職員を名乗る者から「還付金の手続きに必要な
ので、キャッシュカードと通帳を用意してください。」などと
いうアポ電が発生

3月25日午前11時ころ
寺方元町、南寺方中
通、
南寺方南通

   警察官を名乗る者から「警察です。犯人があなた名義
のキャッシュカードを持っていた。」などというアポ電が発
生

3月16日午後1時40分ころ 橋波東之町
   市役所職員を名乗る者から「守口市役所ですが、保険
金の還付があります。」などと言い、ATMに誘い出すアポ
電が発生

3月11日午前10時ころ
祝町、大枝北町、寺内
町

   守口警察署員を名乗る者から「名簿にあなたの名前が
載っていた。」などというアポ電発生

3月9日午後6時ころ 守口市内
   警察官を名乗る者から「あなたのカードが盗まれてい
ます。現金100万円を家に置いていますか。」などという
アポ電が発生
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3月8日午前9時40分ころ 大日町
   市役所職員を名乗る者から「守口市健康福祉課の者
です。」などというアポ電が発生

3月6日午前9時20分ころ 佐太中町
   厚生労働省を名乗る者から「返金があります。」などと
いうアポ電が発生

3月4日午前10時40分ころ 大日町3丁目
   市役所職員を名乗る者から「守口市役所保険課の者
です。」などというアポ電が発生

3月4日 大日町

   警察官を名乗る者から「近所の住民がキャッシュカード
からお金を抜かれる被害に遭っている。」「あなたの
キャッシュカードをストップさせたい。」などという電話があ
り、自宅にきた犯人にキャッシュカードを騙しとられる被
害が発生

3月4日午後1時30分ころ 金田町
   警察官を名乗る者から「捕まえた犯人が、あなたの電
話番号を持っていた。」などというアポ電が発生

3月3日 大日町
   市役所職員を名乗る者から「還付金がある。明日電話
をする。」などという電話があり、翌日、ＡＴＭに誘い出さ
れた被害者がお金を振り込み、騙される被害が発生

3月3日午前11時30分ころ 藤田町
   市役所保険課職員を名乗る者から「保険金の還付金
があります。銀行から連絡があります。」などというアポ
電が発生

2月27日午前10時ころ 文園町
   守口市役所の職員を名乗る者から「守口市役所です。
医療費の還付金があります。」「口座番号を教えてくださ
い。」などというアポ電が発生

2月25日午後1時ころ 大日町４丁目
   警察官を名乗る者から「犯人を逮捕した。キャッシュ
カードを盗まれてませんか。」などというアポ電が発生

2月24日午後3時ころ 寺方本通、南寺方東通
   警察官を名乗る者から「犯人を逮捕した。犯人はあな
た名義のキャッシュカードを持っていた。」などというアポ
電が発生

2月23日午後1時30分ころ 佐太西町2丁目
   市役所職員を名乗る者から「医療費の還付の手続き
が終わっていません。」などというアポ電が発生

2月23日午前9時20分ころ 金田町1丁目
   市役所職員を名乗る者から「医療費の返還がある。ど
この銀行を使っていますか。」などというアポ電が発生

2月17日 守口市内
   警察官を名乗る者から「あなたのキャッシュカードが悪
用されています。」などという電話があり、自宅に来た犯
人にキャッシュカードを騙しとられる被害が発生
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2月17日午前9時30分ころ
大久保町、金田町、
藤田町、平代町

   警察官を名乗る者から「犯人を捕まえたら、あなたの
個人情報が出てきた。」などというアポ電が複数発生

2月15日 守口市内

　 高齢者の携帯電話に「ＮＴＴファイナンス」を名乗って
「未納料金がある。」などのショートメッセージを送り付け
られ、折り返し電話をしたところ、コンビニで電子マネーを
購入して支払うように要求される事案が発生

2月8日午前1１時30分ころ 梶町１丁目
   市役所職員を名乗る者から「医療費の還付金がある。
期日が過ぎているので、銀行に行ってほしい。」などとい
うアポ電が発生

2月4日午後１時ころ 守口市内

   市役所保険課職員を名乗る者から「累積医療費があり
ます。銀行に行ってください。」などという電話があり、ＡＴ
Ｍに誘い出された被害者がお金を振り込み、騙される被
害が発生

2月4日午前1１時40分ころ 南寺方南通2丁目
   市役所職員を名乗る者から「守口市役所保険課の者
です。」などというアポ電が発生

2月3日午前1１時ころ 文園町
   警察官を名乗る者から「警察で捕まえた犯人があなた
の名前が載った名簿を持っていました。」などというアポ
電が発生

1月28日午後１時30分ころ
平代町、滝井西町、
橋波西之町

   守口警察署の警察官を名乗る者から「犯人を捕まえ
た。」「犯人の持ち物にあなたの名前があった。」などとい
うアポ電が複数発生

1月25日 藤田町
   守口警察署の警察官を名乗る者から「犯人を捕まえた
ら、あなた名義のキャッシュカードを持っていた。」などと
いうアポ電が複数発生

1月13日午後3時ころ 金田町
   警察官を名乗る者から「オレオレ詐欺の犯人を捕まえ
た」「キャッシュカードを確認させてください。」などというア
ポ電発生

1月13日午前9時40分ころ 佐太中町
   銀行職員を名乗る者から「あなたのキャッシュカードを
他人が使おうとしているのでとめている。」「全国銀行協
会に電話してください。」などというアポ電発生

1月12日午前10時50分ころ 長池町、滝井元町
　 警察官を名乗る者から、「警察署にこれますか。」「銀
行取引はありますか。」などというアポ電発生


