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今、詐欺の犯人に道民が
狙われている !

道内での本年の特殊詐欺の

被害額は、3月末で約 3億円と
昨年同期の約 4倍 と危機的な
状況です。

自治体職員な どをかた り、
「還付金がある」などと嘘の電
話をかけ、その後、通話させた
状態で指示を出してATMを操作
させ、お金をだまし取る還付金
詐欺が発生 しています。

そのほか、銀行員などをかた
る者が、「還付金を受け取るた
めにキャッシユカー ドを新 し
くしなければならない」等 と嘘
の電話をかけ、その後に自宅を
訪問 し暗証番号を聞き出 し被
害者が 目を離 した隙にキャッ
シュカー ドをす り替えて盗む
手日の被害 も発生 しています。

他にも、警察官をかたる者か
ら「あなたのキャッシュカー ド
が使われ、現金が引き出されて
いる」「お宅にキャッシュカー

ドを受け取 りに行 く」との電話
をして、カー ドをだまし取るよ
うな手口もあります。
FF、 費所、

爵層庁層月 をかたつて一

カード夜女崚する

カードな封饉に入れて憾警する

カード曖餞鷲する

還付金名日でインターネット
バンキングを悪用 した ATMを使
わずに電話だけで現金をだまし
とる新手の詐欺の被害が 5月
13日 (金)から5月 20日 (金)

までの間に道内で 6件確認され
ています。

市役所や金融機関の職員をか
たる者から『還付金がある。電
話で手続きができる』『名前 と
口座番号、暗証番号を教えて く
ださい』などと電話があり、伝
えるとネットバンキングアプリ
の登録手続きを行なわれ、さら
に犯人か ら銀行の電話番号を教
えられ、ここに電話 して音声ガ
イダンスに従って操作 したとこ
ろ、ネッ トバンキングの登録の
承認が行われた。

犯人にこのネッ トバンキング
アプリを操作され、不正送金で
預金をだまし取 られた。

このような、電話を受けたら
す ぐに電話を切つて#9110へ !
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代引き料金の詐欺に注意
4月 27日 (水)に札幌市内で、 |

運送会社の配送員を装 った男 |

が、一般住宅に「着払いの荷物 |

がある」などと嘘の電話をした |

後に訪問 し、荷物の代引き料金
|

として支払いを要求 して代金を
|

だまし取る詐欺が連続発生 しま |

した。            |
犯人が近 くに潜んでお り、近 |

隣の地域に拡大する恐れがあり |

ます。身に覚えのない代引きの
|

荷物が届いたら詐欺の可能性が |

あります。お金を払わずに警察
に通報 して下さい。

詐欺電 きた ら
#9110

(警察相談ダイヤル)

大手通販サイ トのふ りを
) 、』L
し′7こ メールに

『誰かがあなたのアカウン ト
で購入 しようとしました』とい
うメールを送り、偽サイ トに誘
導 して IDとパスワー ドなどを
盗み取ろうとする手 日が確認
されています。

不審なメールや リンクは開
かずに、公式アプリや通販サイ
トの公式サイ トか らアクセス
し確認 して ください。
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千歳市内で 4月 24日 (日 )か
ら5月 24日 (火)の間に未遂を
含めた車上ねらいが 12件発生
しています。

未遂の 2件は車の窓ガラス
を割 られ内部を物色 された案
件で、被害発生の 10件は、 ド
アのガラスを割 られて車内に
おいたバッグや財布、カバン等
が盗まれています。

発生地域は、東郊:3件、信
濃:2件、美々、寿、大和、清流、
あずさ、富丘、富士で各 1件と
市内の広範囲に渡ります。

近 くに犯人が潜んでいる可
能性があります。車両の周りに
いる不審者を見たら警察に連
絡して下さい。

千歳市内で 4月 21日 (木)か
ら5月 24日 (火)の間に 12件の
自転車盗難が発生しています。
このうち 10件が鍵を掛けない
で駐輪 していて盗まれていま
す。

発生場所は長都駅前駐輪場
で 4件、千歳駅駐輪場で 3件、
栄町で 2件、その他、北栄、北
斗、住吉で各 1件 となっていま
す。
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