小田原市社協イメージキャラクター
「夢・咲き福ちゃん」
小田原の風景・
「コスモスと富士山」

題字：障がい者の自立のための生活・作業訓練等を行っている
「なぎさ作業所」利用者の皆さん（６人による合作）
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社会福祉協議会は、略して ｢ 社協（しゃきょう）｣ と言い、誰もが安心して暮らすことのできる
福祉のまちづくりを進めるために設置されている民間の福祉団体です。
ホームページは 小田原市社協 で

キャッシュカード

暗証番号

編集発行
小田原市社会福祉協議会広報編集委員会
〒
小田原市久野１１５―２
250-0055
電話０４６５
(
35
４
) ０００
ファックス０４６５ (
35

神奈川

県警察
察

神奈川県警

あなたの 大切な

６
) ９０２

お金 が 狙われている。

Ｅメール

オレオレ詐欺、架空請求詐欺、キャッシュカードすり替え（窃盗）など

odawarashakyou@ybb.ne.jp

62 件
被害金額は 約 1 億 1,300 万円

今年の被害状況は

（※前年同期比＋ 28 件）

※件数、金額は今年の１月から９月末時点で、小田原警察署管内で認知されたもの
被害者に電話をかけるなどして、対面するこ

小田原警察署管内でも被害に遭われる人は、

となく信頼させ、指定した預金口座に振り込

右のグラフのように 60 歳以上の女性が多い

みをさせる「オレオレ詐欺」、警察官などを

傾向となっています。

装い、キャッシュカードをだまし取る窃盗な

本号では、多い犯罪手口の傾向や、被害に遭

ど、特殊詐欺による被害が増えています。

わないための対応方法などを紹介します。

この広報紙は、赤い羽根共同募金の配分金と広告料により発行しております。

被害者の傾向（小田原警察署管内）

ホームページは 小田原市社協 で

令和元年１２月１日 第１２３号

＆ 被害に遭わないための対策
犯人と電話で話さない
３つの「ない」 キャッシュカードをわたさない
暗証番号を教えない

小田原で多く発生している手口

こんなハガキが届いたら…

還付金詐欺

●とにかく、無視。電話しない！

約１割

架空請求詐欺

キャッシュカードすり替え型（窃盗）

約１割

オレオレ詐欺①
キャッシュカード交付型

キャッシュカード
すり替え型（窃盗）

約４割

約２割

オレオレ詐欺②
現金手交付型

約２割

●手口

警察官などを装い高齢者宅を訪れ、キャッシュカードを封筒に入れ
させ、隙を見て偽物とすり替えて盗む手口です。

●こんな電話は詐欺です。

「○○警察です。あなたのキャッシュカードが偽造されている可能性
があるので、金融庁の職員を自宅に向かわせます」

●犯行の流れ

キャッシュカード交付型詐欺

まずは、ご家庭の電話を留守番電話が作動する状態にしましょう。
さらには、迷惑電話防止装置などの活用も効果があります。
この機器を取り付けた電話機に電話をかけると、着信前に「この電話は
振込め詐欺などの犯罪被害防止のため、会話内容が自動録音されます」
というようなアナウンスが流れます。
証拠が残ることを嫌がる犯人の多くは、その場で電話を切ります。

法務省管轄支局といった
名をかたり、裁判や差し
押さえを通告してくる
このようなハガキは、絶
対に相手にしてはいけま
せん。電話もしないでく
ださい。
正式な訴状は、「特別送
達」と記載された、裁判
所の名前入りの封書で直
接手渡すことが原則と
なっています。郵便受け
に投函されることや、ハ
ガキで送られることはあ
りません。
このようなハガキが届い
たら小田原警察署に連絡
しましょう。

●迷惑電話防止機器による撃退の流れ

実際に送られてきたハガキ

電話に対策を講じると安心
●留守番電話の設定と迷惑電話防止機器などの活用
「犯人は留守番電話を嫌います」
「常に留守番電話設定を」
「留守番電話が作動する前に受話器を取らないで」
「迷惑電話防止機器（後付の装置や機能付き電話など）の購入検討を」

●手口

警察官や金融機関などの職員を装って訪問し、キャッシュカードを
受け取る（だまし取る）手口です。

一人で抱え込まない！

●こんな電話は詐欺です。
「○○警察です。あなたのキャッシュカードが不正に使用されている
ようです。止める必要があるので暗証番号を教えてください」
「○○銀行です。キャッシュカードの交換手続きが必要です。係員が
行きますので、現在使用中のカードを渡してください」

●犯行の流れ

電話で上のような話をしてくる。
その会話の中でキャッシュカードの暗証番号を聞き出す。
その後、お宅に訪問し、カードを提出させ、受け取る（だまし取る）。

●今までに犯人がなりすました職業

警察官、市役所職員、銀行員、デパート従業員、家電量販店従業員
など、さまざまな人物を装って電話をしてきます。

現金交付型詐欺
●手口

息子や孫などを装って電話をし、現金やキャッシュカードを要求す
る手口です。

●こんな電話は疑いましょう。

「会社の大事なお金が入ったカバンをなくした」
「会社のお金を使いこんでしまった」
「株で損失を出してしまった」
「痴漢でつかまり、示談金を支払わなければいけない」

●犯行の流れ

①家族や親族になりすまして電話をしてくる。
②声が違う説明をしてくる。（風邪をひいたなど）
③電話番号が違う説明をしてくる。（会社から電話をかけている・携
帯電話を変えたなど）
④何らかのトラブルに巻き込まれて、お金が必要だと言ってくる。
⑤犯人指定の口座にお金を振り込ませる。もしくは「同僚の○○（偽
物）
」に受け取りに行かせる。

●小田原警察署管内でも被害多数

小田原ではこの手口による被害が多く、県内でワースト５位内に入っ
ています。

迷惑電話防止機器については、今ある電話に
取り付けるものや、最初から機能がついてい
る電話機など、いろいろな種類、価格の機器
が家電量販店などで取り扱われています。
また、公益財団法人全国防犯協会連合会の
ホームページ「トップページ・防犯推奨機器」
→「優良防犯電話」→「推奨品目録 PDF」
で 40 種類ほどの機器がご覧になれます。
http://www.bohan.or.jp/suishou/pdf/telmokuroku0101011.pdf

架空請求詐欺

近所の人から口コミで情報が得られたことや、身近に相談できる人がいた
ことで、被害を未然に防げたということもあります。
「何かおかしいな」と思ったら、一人で悩まず、親族や知人、近くの消費
生活相談窓口、警察に相談しましょう。
日頃から、身近で何でも相談できる人がいると良いでしょう。

小田原警察署から
これから、年末年始を迎え、何かとお金の出費が
多くなりますが、自宅に現金を保管していたり、
大金を手で持ち歩かないように注意しましょう。
また外出も多くなり、空き巣や
ひったくりといった犯罪が発生
しやすくなりますので、
注意をしてください。
詐欺に遭わないための講話
何かお困りごとがありました をする川瀨小田原警察署長
ら、小田原警察署の生活安全
課まで、ご連絡ください。

「急にお金が必要、用意して」と言ってくる息子は、本人ですか？

●手口

「キャッシュカードを預かります」という銀行員は、いません！

●こんなハガキはウソです。

「法務省管轄支局」は、存在しません！

未納料金の支払いなどについて、メールやハガキで通知し、不安に
なって連絡先に連絡すると、違法な名目でお金を要求する手口です。

「ＡＴＭで医療費を還付する」という役所は、ありません！

「法務省管轄支局」「民事訴訟管理センター」など、あたかも公的機
関であるような名称をかたり、訴訟最終告知などの脅し文句が印刷
されたハガキは、すべて偽物です。

地域での取り組み① 小田原市自治会総連合・環境福祉部会
還付金詐欺
●手口

市役所、税務署などの職員を装って医療費や税金の還付が受け取れ
ると話し、言葉巧みにＡＴＭを操作させ、犯人の口座にお金を振り
込ませてしまう手口です。

●こんな言葉は詐欺です。

「携帯電話を持ってＡＴＭへ」と言われたら還付金詐欺です。
還付金をＡＴＭで返還することは絶対にありません。

こんなことがあったら、すぐに小田原警察署の生活安全課（☎ 32-0110 代表番号）に連絡を！

振り込め詐欺被害の防止のため、自治会総連合の
環境福祉部会で啓発ステッカーを作成し、配布し
ました。
既に回覧板でまわっていると思いますが、振り込
め詐欺被害に遭わないよう、このステッカーを電
話機に貼るなどしてご活用下さい。
問い合わせ
小田原市自治会総連合事務局
（小田原市地域政策課自治振興係）
電話 ３３－１４５７

３２−０１１０( 代表番号 )

地域での取り組み② 飯泉１区自治会
飯泉１区自治会（加藤純一会長）では、高齢者を狙う詐欺の防止・啓発
になればと、役員が素人劇団「飯泉赤ちょうチン」を結成し、敬老会の
中で振り込め詐欺を
題材にした寸劇を披
露しました。
豊川駐在の協力もい
ただきながら、脚本、
演出、出演にいたる
まで、すべて自治会
の役員が一丸となっ
て取り組みました。
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どうもありがとうございました

冬の寒さに備えて

（令和元年８月１日～１０月 31 日）

冬の寒さが本格的になる 12 月～ 2 月にかけて、起こりやすい
ことと、その対策をまとめました。
これらのことに注意して、年末年始を楽しく過ごしましょう。

寒さが高齢者の身体に与える影響
身体が冷える
⇒ 血行不良を招く ⇒ 肩こり、ひざの痛みなどを
誘発する
体温が下がる
⇒ 免疫力低下を
⇒ インフルエンザなどの感染症に
招く
かかる危険性が高まる
急激な温度変化 血圧の急激な
⇒ 変動を招く
⇒ 脳卒中や心筋梗塞を引き起こす
がおこる
危険性が高まる

お名前（敬称略）

金

100,000 円

小田原遊技場組合
円蔵院

18,580 円

磯崎

34,532 円

曻

30,000 円

明治大学校友会小田原地域支部

300,000 円

㈱ユニバーサル技研
合

対策のポイント

483,112 円

計

お名前（敬称略）

●血行不良を防ぐ
外出時は、マフラーや手袋、帽子などを着用して身体を冷やさないようにしましょう。

額

品

物

JA かながわ西湘女性部
タオル・布切れ類
JA かながわ西湘助け合い組織すみれ会
丹治律子

布団

イントです。また、身体をしめつける衣類は避けます。

島野慶子・山本優子

洗濯用洗剤

食事では、身体を温める大根や人参、ごぼうなどの根菜類を摂り、身体を冷やす夏野
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布団類

菜などは控えめにするとよいでしょう。

三浦

冷蔵庫・電子レンジ・洗濯機

報徳食品支援センター

食品

石けんを使い、しっかりと手洗いをし、外出時はマスクを着用しましょう。

江藤常雄

衣類

部屋は加湿器を使用したり、室内に洗濯物を干したりして加湿し、適切な湿度（50 ～

日本競輪選手会神奈川支部
小田原競輪場

車イス

吸湿性のよい素材の衣服を重ね着し、こまめに脱ぎ着できるようにしておくこともポ

●感染症を予防する

60％）にしましょう。

匿

●血圧の急激な変動を防ぐ
浴室や脱衣所を暖める

⇒

冷えた浴室で急に熱い湯につかったり、入浴後に寒い脱衣
所に出たりするのは危険なので、脱衣所を暖房機器などで
暖めて、できるだけ温度差をなくしましょう。

食後１時間以内の入浴
を避ける

⇒

食後は血圧が下がりやすいため、食事の直後に入浴すると
血圧の変動を大きくしてしまいます。

入浴するお湯の温度は
40℃程度に設定する

⇒

42℃以上の熱いお湯や長風呂も、血圧変動の原因になる
可能性があります。お湯の温度は 40℃程度に設定し、つ
かる時間は 5 ～ 10 分程度にしましょう。

外出時はしっかりと
防寒する

⇒

暖かい室内から寒い屋外に出るときも血圧は上昇します。
首筋、背中、足元をしっかり保温するよう心がけましょう。

着物・梅干し・洗剤
炊飯器・冷蔵庫

名（4 件）

お名前（敬称略）

金

額

中央労働金庫小田原支店推進幹事会

76,000 円 地域福祉

グランドホール小田原店

36,799 円 地域福祉

合

112,799 円

計

お名前（敬称略）

市 社 協 か ら の ご 案 内

父子世帯のために

交通遺児世帯のために

次の支援をしています。市内在住で交
通遺児世帯の登録がお済みでない人は
ご連絡ください。
【支援の対象】
交通事故により、20 歳未満のお子さ
んの父または母が死亡され、本協議会
に登録された世帯（自動車事故のほか、
列車、船舶、航空機などの交通機関の
まずは、お電話でお問い合わせください。
運行上の事故も含みます）
土日、祝祭日、年末年始を除く
【支援の内容】
8：30 〜 17：15 でお受けいたします。
見舞金や激励金などの贈呈、
コンサートや交流会へのご案内など
詳しくはお問い合わせください。

市内在住で平成 13 年 4 月 2 日から
平成 26 年 4 月 1 日生まれのお子さ
んを養育されている父子家庭に図書
カードを贈呈しています。
【問い合わせ期間】
令和２年 1 月 17 日まで

℡３５−４００９

匿

1,000 円

名（1 件）
合

33,400 円

計

各種寄付金品については、次のように活用させていただいて
います。
〇ボランティアセンター寄付金
ボランティアグループへの助成や、車イスなど貸出し用の
福祉機器の購入費
〇ボランティアセンター寄付物品
福祉施設などに贈呈
〇市民福祉基金（地域福祉）
地域福祉活動を進めるために活用
〇交通遺児援護基金
積み立てた利子を交通遺児への見舞金・支度金・激励金
として支給
ら総合
おだわ 療福祉会館
医

足柄駅

井細田駅
井細田

久野川

小田原市社会福祉協議会

市立病院

おだわら総合医療福祉会館１階

交通アクセス

●バスご利用の場合
（小田原駅西口から約 10 分）
久野車庫行き又は
兎河原循環に乗車
～市立病院前下車

市役所

寺町
税務署

●徒歩の場合
小田原駅から約 20 分
足柄、井細田駅から約 10 分

西口

東海道本線

小田原駅
東口

大雄山線

久野 2391-1
0465ー46ー8 6 5 1
0465ー46ー8 6 5 3

額

32,400 円

小田急線

250-0055

金

神奈川県自転車商協同組合小田原支部

小田原市社会福祉協議会
○法人全体
（総務企画・地域福祉・ボランティアセンター等）
TEL ３５−４０００・３５−４００９
FAX ３５−６９０２
○福祉まるごと相談事業
TEL ３５−４０２０・FAX ３５−６９０２
○ファミリー・サポート・センター
TEL・FAX とも３５−００５３
○ケアプラン作成（介護保険法）
TEL ３５−８１７０・FAX ３２−４１３９
○ホームヘルパー派遣
（介護保険・障害者総合支援法等）
TEL ３５−８１４３・FAX ３２−４１３９

寄付区分

255

