
o 令和 2年 12月 30～31日、石狩市浜益区、増毛町、羽幌町の住宅街で

車の窓ガラスを割られ、車内から財布を盗まれるなどの被害が連続発

生。荷物は車内に放置せず、自宅などに持ち帰りましょう。不審者・不

審車両を見たら110番！

o 現在、厚別区の一般家庭に「警察官を名のる者」からの「詐欺電話」が

次々とかかってきており、付近に「受取役の犯人」が潜んでいると思わ

れます！付近にお住まいの方は、このような電話があっても絶対に「お

金・通帳・キャッシュカードは渡さない」「暗証番号や個人情報は教えな

い」を徹底してください！厚別区にお住まいのご家族、ご友人等には

「至急、このメールを転送」するなど、情報をお伝えください！あなた

の協力が大切な方の財産を守ります！配信：北海道警察本部生活安全企

画課

o 正月など連休中は不在となる住宅や事務所を狙った侵入窃盗の発生が予

想されます。在宅中でも施錠を徹底し、センサーライト等の防犯機器を

活用してください。また、初詣などにおける車上荒らし被害防止のた

め、短時間でも荷物を放置しないようにしてください。（配信：北海道警

察本部生活安全企画課）

o 今年の12月 17日、個人のパソコンメールに「貴方のデバイスに完全に



アクセスできるのです。」「なぜならマルウエアに感染されていらっしゃ

るからです。」などとだまして、ビットコインという電子マネーを購入さ

せてお金をだまし取ろうとする不審なメールが送りつけられました。幸

い受け取った方は詐欺だと気づいて被害には遭っていませんが、このよ

うなメールにはくれぐれも注意してください。ほかに、携帯電話のショ

ートメールに料金を請求するメールや、パソコンでインターネットをし

ている最中に急に警告画面が表示された後、コンビニなどで電子マネー

カードを購入させてお金をだまし取る詐欺が発生しているので、すぐに

連絡をとったりはしないで必ず警察や家族に相談してください。

o 11月 25日から 12月 1日までの間、富良野市及び上富良野町の工事現

場などからトラクターショベル等の重機や発電機などが相次いで盗まれ

ました。重機や保管場所には確実に施錠の上、センサーライト・アラー

ム等の防犯機器を設置して被害を防ぎましょう。【配信：旭川東警察署】

o 例年、冬場は灯油・除雪機盗難が多発します。灯油タンクには盗難防止

器具を設置しましょう。除雪機の保管場所は確実に施錠し、除雪機はチ

ェーンなどで柱などに結束しておきましょう。周囲にセンサーライトや

警報機を設置することも効果的です。（配信：北海道警察本部生活安全企

画課）



o 例年、タイヤ交換時期にはタイヤ盗難被害が増加する傾向にあります。

大切なタイヤを守るため、1．車庫や物置等、鍵のかかる場所に保管する

2．チェーン等で連結して保管する 3．保管場所付近にはセンサーライ

ト・アラーム等の防犯機器を設置する 4．タイヤ保管サービスを活用す

るなど防犯対策の徹底をお願いします。

昨年は、一般住宅やアパートで無施錠の車庫や物置からタイヤを盗ま

れる被害が多く発生したため、保管場所には確実に鍵をかけるようにし

てください。（配信：北海道警察本部生活安全企画課）

o 本年 10月 26日、金融機関の職員を名のる男から被害者宅に、「キャッ

シュカードが使えなくなっています。」「キャッシュカードの再発行手続

きをするのでカードを取りに行きます。」などと電話があり、同日、被害

者宅を訪れた金融機関の職員を名のる男にキャッシュカード 6枚をだま

し取られ、合計約 700 万円の現金を引き出されるという事件が発生しま

した。警察官や金融機関職員などを装ってキャッシュカードを取りに行

くという電話は詐欺です。この犯行手口は全道で多発しているので「キ

ャッシュカードは渡さない」「暗証番号は教えない」の合言葉を遠方に住

むご家族にも知らせて、家族の絆で大切な財産を守りましょう。

o 現在、旭川市の一般家庭に「警察官を名のる者」から「詐欺電話」がか



かってきており、付近に「受取役の犯人」が潜んでいると思われます！

付近にお住まいの方は、このような電話があっても絶対に「お金・通

帳・キャッシュカードは渡さない」「暗証番号や個人情報は教えない」を

徹底してください！旭川市永山地区付近にお住まいのご家族、ご友人等

には「至急、この内容を転送」するなど、情報をお伝えください！あな

たの協力が大切な方の財産を守ります！配信：北海道警察本部生活安全

企画課

o 総務省を装ったメールアドレスから「2回目特別定額給付金の特設サイ

トを開設した」との不審メールが届いたという相談が寄せられていま

す。メールのリンクにアクセスすると偽サイトに誘導され、個人情報を

盗まれる可能性があります。不審メールによる被害を防ぐため、○メー

ル等でうまい話が来たら犯罪を疑う ○関係する公的機関の正確な情報

を確認する ○不審なサイトで個人情報を入力しない ○不審点がある

場合は警察等に相談するなどの防犯対策をお願いします。（配信：北海道

警察本部生活安全企画課）

o 9月 28日～30日まので間、札幌市内、苫小牧市内等で警察官や市役所

職員等をかたりキャッシュカードをだまし取る事件が 3件発生している

ほか、同種手口の詐欺電話が十数件確認されていることから、10月 1日



～14日までの間、道内全域に特殊詐欺警報を発令します！「自分は大丈

夫」と思っている人も要注意です。警察官や市役所職員、金融機関職員

を名のる者から電話が来ても「キャッシュカード」「暗証番号」というキ

ーワードが出たらすぐに電話を切って110番通報してください！「キャ

ッシュカードは渡さない」「暗証番号は教えない」を徹底しましょう！

旭川中央署でも、9月中、警察官をかたる者に、キャッシュカードを

だまし取られる被害が 2件発生していますので、ご家族にも北海道内に

おいて特殊詐欺警報が発令されていることをお知らせいただき、詐欺被

害を防ぎましょう！

o 関東地方などでガス、消防設備、電気点検等を装って住宅に侵入し、住

民を縛って現金やキャッシュカードを奪い、暗証番号を聞き出す手口の

強盗事件が発生しています。被害を防ぐため、○在宅時でも施錠を徹底

○家族構成や資産状況等を尋ねる電話は無視 ○玄関ドアを開ける前に

訪問者の身分確認 ○訪問時や訪問を告げる電話を受けた際は、ガス会

社等に事実確認 ○不審点がある場合は 110 番通報するなどの対策をお

願いします。また、不審電話を受けないようにするため、電話防犯機器

の設置等も有効です。（配信：北海道警察本部生活安全企画課）

o 現在、旭川市東光地区の一般家庭に「警察官のふりをした者」からの



「詐欺電話」が次々とかかってきており、付近に「受取役の犯人」が潜

んでいると思われます！特に、その付近にお住いの方は、このような電

話があっても絶対に「お金・通帳・キャッシュカードは渡さない」「暗証

番号や個人情報は教えない」を徹底してください！また、旭川市東光地

区や付近にお住まいのご家族、ご友人等には「この内容を転送」するな

ど、情報をお伝えください！あなたの協力が大切な方の財産を守りま

す！配信：北海道警察本部生活安全企画課

o 9月 17日、美瑛町内の飲食店駐車場において、無施錠で駐車していた車

両の後部座席から現金が入った財布が盗まれる車上ねらいが発生しまし

た。その他付近の地域でも無施錠の車内から現金の入った小銭入れが盗

まれるなどの被害が発生しています。車を離れる際は貴重品を車内に放

置せず、確実に施錠をしてください。【配信：旭川東警察署】

o 9月 9日、上川総合振興局管内居住の女性の携帯電話に実在する企業名

を使用した詐欺の電子メールが届き、電子マネーカードをだまし取られ

る架空料金詐欺が発生しました。

電子メールの内容は、「ご利用料金の確認が取れません。お客様サポー

トまで連絡ください。」という内容で、連絡先電話番号が記載されていま

す。このような身に覚えのない電子メールが届いたら、開かないように



しましょう。

メールを開いてしまっても、記載の連絡先には連絡しないようにしま

しょう。電子マネーカードを買うよう指示された場合は、詐欺ですので

ご注意ください。このようなメールが届いた際には、家族や警察に相談

してください。【配信：旭川東警察署】

o 9月 18日以降、旭川市内や札幌市内及び近郊の高齢者宅に警察官や官公

庁職員、金融機関職員をかたったサギ電話が多数かかってきており、札

幌市手稲区及び千歳市ではキャッシュカードをだまし取られる被害が発

生しています。あなたの家族の元にいつかかってくるか分かりません。

「逮捕した犯人があなたの通帳（キャッシュカード）を持っていた」「キ

ャッシュカード（保険証）を落としていないか」「還付金がある」「キャ

ッシュカードが古いので交換が必要」というキーワードが出たらすぐに

電話を切って警察に通報してください！配信：北海道警察本部生活安全

企画課

o 現在、旭川市永山地区のご家庭に、「警察官のふりをした者からの「詐欺

電話」が次々とかかってきており、付近に「受取役の犯人」が潜んでい

ると思われます！特に、旭川市永山地区や付近にお住いの方は、このよ

うな電話があっても、「キャッシュカードは渡さない」「暗証番号は教え



ない」を徹底してください！また、旭川市永山地区や付近にお住まいの

ご家族、ご友人等には「この内容を転送」するなどして、情報をお伝え

ください！あなたの協力が大切な方の財産を守ります！配信：北海道警

察本部生活安全企画課

o 現在、旭川市緑町の一般家庭に「警察職員のふりをした者」からの「詐

欺電話」が次々とかかってきており、付近に「受取役の犯人」が潜んで

いると思われます！特に、その付近にお住まいの方は、このような電話

があっても絶対に「お金・通帳・キャッシュカードは渡さない」「暗証番

号や個人情報は教えない」を徹底してください！また、旭川市緑町や付

近にお住まいのご家族、ご友人等には「至急、このメールを転送」する

など、情報をお伝えください！あなたの協力が大切な方の財産を守りま

す！配信：北海道警察本部生活安全企画課

o 9月 10日午後 2時ころ、旭川市内に居住男性のスマートフォンに、携

帯電話事業者をかたったものから「利用料金の訴訟最終通知のお知ら

せ」などというショートメールが届き、男性が電話をしたところ自身が

契約している携帯電話事業者と異なり、更に個人情報を聞き出そうして

きたことから不審に思い、かけ直すと言ったところ、電話を切られると

いう事案が発生しました。男性が実際の携帯電話会社に確認したとこ



ろ、偽のメールであることが判明しています。同様の事案がほかにも当

署管内で発生していますのでこのようなメール等があった際には、まず

は家族や警察に相談してください。（旭川中央警察署）

o 9月 5日、札幌市東区の高齢者宅に区役所職員や金融機関職員をかたる

者からウソの電話があり、その後、自宅を訪れたそれぞれの職員をかた

る者にキャッシュカードをだまし取られる事件が 2件発生しました。区

役所職員をかたったものは「介護保険料の還付」、金融機関職員をかたっ

たものは「キャッシュカードの切り替え」を名目にだまし取られていま

す。8月以降、札幌市内や近郊で週末の発生が続いていることから、休

日も警戒心を保ち、「キャッシュカードは渡さない」「暗証番号は教えな

い」を徹底しましょう。不審な電話はすぐに 110 番通報を！配信：北海

道警察本部生活安全企画課

o 道内において、NTTドコモをかたったメール（SMS）が確認されていま

す。内容は「NTT docomoカスタマーサポートセンター」をかたり、

「利用料金に関する訴訟最終通知」と称して連絡を求めるものです。こ

のメールは無視してください！電話をしてしまうと、架空の料金請求を

受け、現金や電子マネーなどをだまし取られる可能性があります。判断

がつかない場合は、最寄りの警察署やNTTドコモお客様相談室（0570-



073-030）へ相談を。配信：北海道警察本部生活安全企画課

o 9月 6日、上川町居住の方の携帯電話に実在する企業名を使用した詐欺

の電子メールが届き、犯人が指定した口座に現金を振り込んでしまう架

空料金請求詐欺が発生ました。電子メールの内容は「ご利用料金の確認

が取れていません。〇〇〇に連絡をください。」という内容で、記載の連

絡先電話番号に電話をすると、実在する企業の職員になりすました犯人

が「アプリの利用料金が未納になっています。指定口座に振り込んでく

ださい。」と指定の口座に現金を振り込ませようとします。携帯電話等に

身に覚えのない電子メールが届いた際には、安易に開かないようにしま

しょう。身に覚えのない電子メールなどに記載の連絡先には、一切連絡

をせず家族や警察に相談しましょう。【配信：旭川東警察署】

o 9月 3日午後 4時 15分頃、深川市納内町字納内において発生した傷害

事件については、本日 9月 6日に犯人を逮捕しています。ご協力ありが

とうございました。(旭川方面本部生活安全課 TEL 0166－35－0110)

o 9月 3日午後 4時 15分頃、深川市納内町字納内において、犯人の男が

女性を切りつけ怪我を負わせる傷害事件が発生しました。犯人はその場

から逃走していることから、外出の際などご注意して下さい。また、何

かお気づきのことがあれば 110 番通報をお願いします。(旭川方面本部



生活安全課 TELL 0166－35－0110)

o ネット通販サイトで家具・家電等を注文後、商品が届かないなどのトラ

ブルに巻き込まれたという相談が多く寄せられています。市場価格より

も極端に安い価格で商品が売られていたり、支払方法や日本語表記に不

自然な点がある場合などは詐欺サイトの可能性があります。また、本物

のサイトそっくりに作られた偽サイトもあるようです。クレジットカー

ド番号等を入力すると、情報が盗まれてしまう可能性もあります。利用

前にサイトのＵＲＬ等をよく確認し、不審なサイトを利用しないように

しましょう。（配信：北海道警察本部生活安全企画課）

o 8月下旬、旭川市内及び当麻町内に居住する方の携帯電話に対し、身に

覚えのない郵便物の不在通知がショートメールで送られる事案が多発し

ました。ショートメールは「お荷物をお届けにあがりましたが、不在の

ため持ち帰りました。ご確認ください。」と書かれており、電話番号とサ

イトのURLが添付されているものです。このようなメールは、フィッシ

ングサイトなどに誘導する詐欺メールの可能性があります。記載されて

いる電話番号に電話をかけたり、むやみにURLを開いたりせずに家族や

警察に相談してください。【配信：旭川東警察署】

o 現在、札幌市厚別区青葉町の一般家庭に、「警察職員のふりをした者」か



らの「詐欺電話」がかかってきており、付近に「受取役の犯人」が潜ん

でいると思われます！特に、その付近にお住まいの方は、このような電

話があっても絶対に「お金・通帳・キャッシュカードは渡さない」「暗証

番号や個人情報は教えない」を徹底してください！また、厚別区や付近

にお住まいのご家族、ご友人等には「至急、このメールを転送」するな

ど、情報をお伝えください！あなたの協力が大切な方の財産を守りま

す！配信：北海道警察本部生活安全企画課

o 8月 22日、札幌市手稲区及び北区の複数のご家庭に区役所職員などをか

たる者から、「還付金がある」などの不審電話がありました。また、本日

は、札幌市厚別区で警察官をかたる者から、「名簿に名前が載っている」

などの不審電話がありました。8月 21日には、小樽市内で金融機関職員

をかたる者から「カードが変わります」などと電話があった後、自宅を

訪れた男にキャッシュカードをだまし取られる詐欺被害が発生してお

り、これらの電話は全て詐欺電話と思われます。人ごとではありませ

ん。このような電話はすぐに切り、警察に通報してください。配信：北

海道警察本部生活安全企画課

o 8月 14日午後 2時 50 分ころ、旭川市西神楽 1線美瑛川河川敷で熊1

頭が目撃されているほか、同日午後 8時ころ、旭川市神楽岡 14条 9丁



目先路上で道路を走行中の車両が熊と接触しました。現在のところ住民

の方への被害はありませんが、熊の目撃が相次いでいますので、付近の

住民の方は、不要不急の外出を避け、充分注意してください。この付近

に居住する親戚・知人がいる方は、注意喚起の連絡をお願いします。【配

信：旭川東警察署】

o パソコン等でウエブサイトを閲覧中、「ウイルスに感染した」などと表示

させ、お金を騙し取る詐欺が多発しています。これは架空料金請求詐欺

の1つで、偽の警告画面に表示された連絡先に電話すると、ウイルス除

去費用を電子マネー等で支払うよう要求されます。このような画面が出

ても、安易に電話せず警察に相談してください。また、お盆帰省等の機

会にご家族や知人等で話題にしたり、「本メールを転送」するなど、皆さ

んの大切な人にも、この情報をお伝えください！家族や地域の絆で詐欺

から身を守りましょう。（配信：北海道警察本部生活安全企画課）

o 7月 20日、旭川市内に居住する女性に対し、出会い系サイトに勧誘する

迷惑メールが送られ、そのサイトで知り合った男から、「ポイントを現金

化してプレゼントしたいが、手続きとして現金を振り込んでもらう必要

がある」などと言われ、現金を騙し取られました。迷惑メールに添付さ

れているURL は安易に開かず、現金の振り込みを依頼されたときは詐欺



を疑い、すぐに家族や警察に相談してください。【配信：旭川東警察署】

o お盆時期を迎え、車でお墓参りに行かれる方も多いと思いますが、霊園

駐車場などにおいて車上ねらいの発生が予想されます。車を駐車する際

は、短時間であっても必ずドアロックをして、車内にバッグや財布など

を放置しないように注意してください。（配信：北海道警察本部生活安全

企画課）

o 蒸し暑い日が続いていますが、就寝中も窓を開けたままにしていると泥

棒などに入られるおそれがありますので、戸締まりをしっかりと行い、

補助錠やセンサーライトなどの防犯機器を活用して被害防止に努めまし

ょう。（配信：北海道警察本部生活安全企画課）

o 不在家屋や会社事務所における盗難、観光地や商業施設等での車上荒し

が発生するおそれがあります。不在時は戸締りをしっかりと行い、補助

錠やセンサーライトを活用するとともに、車内には荷物を積んだままに

しないよう注意してください。（配信：北海道警察本部生活安全企画課）

o 不在となる住宅や窓・ドアを開放したままの住宅を狙った窃盗事件の発

生が予想されます。1．全てのドア・窓に施錠 2．照明をつけたままに

するなど不在を悟られない工夫 3．窓に補助錠・センサーライト等の防

犯機器を設置するなどの防犯対策をお願いします。また、行楽地等にお



ける車上ねらいの発生も予想されます。1．車内にバッグ・財布等を放置

しない 2．ドア・窓の確実な施錠 3．管理された駐車場の利用 4．

ドライブレコーダー・警報機等の防犯機器を活用するなどの防犯対策を

お願いします。（配信：北海道警察本部生活安全企画課）

o 道内各地において、中国語の音声ガイダンスが流れる不審電話が複数の

携帯電話機に架かってきています。日本語訳すると、「こちらは日本の中

国大使館です。あなたのビザに問題があります。〇番を押してくださ

い。」などという内容です。このような電話に応じてしまうと、個人情報

を取られたり、様々な理由をつけてお金をだまし取られる可能性があり

ます。犯人は、携帯電話の番号順など、ランダムに架けていると思われ

ますので、もし自分に架かってきても絶対に応じないでください。配

信：北海道警察本部生活安全企画課

o 7月 11日午前 9時 30 分ころ、旭川市旭神町忠別川付近においてレジャ

ー中の女性が見知らぬ男（70歳代、170センチメートルくらい、やせ

型、水色ポロシャツ、黒色ズボン、黒色スニーカー、白髪交じりの短

髪、眼鏡着用）から身体を着衣の上から触られる痴漢の被害に遭いまし

た。一人の時は特に注意し、万が一被害に遭った時はすぐに 110番通報

してください。



【配信：旭川東警察署】

o 今年の5月 13日から 6月 19日までの間に、旭川市内に居住する70歳

代女性のスマートフォンに「お金を支援します。」という内容のメールが

届き、これを信じた女性がメールに載っていたＵＲＬからサイトに登録

し、高額なお金をもらうための手数料として、電子マネーカードを購入

して犯人に番号を教えたり、銀行口座に振り込む等して合計約 576 万円

をだまし取られるという高額特殊詐欺被害が発生しました。なんの理由

もなく高額当選金がもらえる。高額な支援をするという話は詐欺です！

このような電話には騙されないようにしてください。

o 海外の軍人、パイロット、実業家、モデル等を装い、ＳＮＳで知り合っ

た相手に対し、結婚話などを演出して金銭をだまし取るロマンス詐欺と

よばれる被害が増加しています。インターネット上の人間関係を安易に

信用せず、金銭の要求を受けたら詐欺を疑い、警察などに相談しましょ

う。ロマンス詐欺は、1．ネット上の相手に対して突然親密なやり取りを

してくる、2．好意をうかがわせる言葉を発したり結婚の約束をしたりす

る、3．信頼関係を築いてから理由をつけて金銭を要求するなどの特徴が

ありますので注意してください。（配信：北海道警察本部生活安全企画

課）



o 現在、札幌市白石区北郷及び栄通の一般家庭に、「国民情報生活センター

職員をかたる者」からの「詐欺電話」がかかってきており、付近に「受

取役の犯人」が潜んでいると思われます！特に、その付近にお住まいの

方は、このような電話があっても絶対に「お金・通帳・キャッシュカー

ドは渡さない」「暗証番号や個人情報は教えない」を徹底してください！

また、白石区や付近にお住まいのご家族、ご友人等には「至急、リツイ

ートや添付のデータを転送」するなど、情報をお伝えください！あなた

の協力が大切な方の財産を守ります！

o 本年 7月 4日午後8時頃、旭川市亀吉1条 3丁目付近において、女性が

入浴中、浴室の窓から盗撮される事案が発生しました。連続しシャッタ

ー音が聞こえたのみで、行為者の人相着衣については不明です。入浴中

は浴室の窓を閉めるようにし、被害防止措置を講じましょう。関連情報

があれば、旭川中央警察署までご連絡下さい。配信：旭川中央警察

(0166-25-0110)

o 「ネットで購入したマスクが届かない」「サイトが閉鎖されている」とい

った相談が相次いでいます。ネット上には悪質なショッピングサイトが

存在しますので、信頼のおける業者であることを十分確認し、被害防止

に努めて下さい。（悪質サイトを見分ける主な注意点）1意図しないサイ



トに転送されていないか 2サイト事業者の名称等が記載されているか 3

不自然な日本語の記載はないか 4通信内容は暗号化されているか 5支

払方法の説明と決済画面の内容に不自然な点はないか 6どこのショップ

でも売り切れの限定商品なのに在庫がある等（配信：北海道警察本部生

活安全企画課）

o 7月 1日月曜日に旭川中央警察署に英語のＦＡＸが届きました。内容

は、カナダの弁護士から個人名あてに亡くなったクライアントがかけて

いた約1、100万ドルの生命保険金を一緒に保険請求しないか、100パ

ーセントリスクはありません、というものでした。このＦＡＸは海外か

ら送られてきたもので、旭川市内にも多数送られている可能性がありま

す。このようなＦＡＸは詐欺になりますので絶対に連絡などはしないで

ください。このようなＦＡＸを受けた場合には警察に通報してくださ

い。

o 警察庁のウェブサイトを模倣した偽サイトを確認しています。この偽サ

イトにアクセスすると、金融機関の偽サイトに誘導し、口座情報等を入

力させようとします。不正なアドレスにはアクセスせず、口座情報等の

入力はしないでください。 配信：北海道警察生活安全部生活安全企画

課 011-251-0110



o 本年 6月 23日午後 2時ころ、旭川駅付近の店舗内において、女性が男

性とすれ違った際に身体を触られる事案が発生しました。男性の特徴は

年齢 40歳くらい、身長 180 センチメートルくらい、やせ型、黒色短

髪、上衣白色ワイシャツ、下衣黒色スラックス、白色マスク、黒縁眼

鏡、茶色のポーチを所持しています。被害に遭った際はすぐに助けを求

め、110番通報をして下さい。関連情報があれば旭川中央警察署までご

連絡下さい。配信：旭川中央警察署(0166-25-0110)

o 新型コロナウイルス感染症対策の「特別定額給付金」「持続化給付金」制

度を悪用した詐欺の発生が予想されます。不審電話、メール等に注意

し、自治体等の正しい情報に従って行動するようお願いします。【主な犯

行の手口】1．役場職員や警察職員等を名乗るものから「私が代わりに手

続きしましょうか」「給付金の関係で口座番号と暗証番号を教えて下さ

い」「口座が不正利用されないようにするため、キャッシュカードを預か

ります」と電話があった。2．電話会社から給付金の申請が簡単にできる

というＵＲＬを添付した電子メールが送信されてきた。

o 現在、札幌市厚別区厚別東地区の一般家庭に、「警察官のふりをした女」

からの「詐欺電話」が次々とかかってきており、付近に「受取役の犯

人」が潜んでいると思われます！特に、その付近にお住まいの方は、こ



のような電話があっても、絶対に「お金・通帳・キャッシュカードは渡

さない」「暗証番号や個人情報は教えない」を徹底してください！また、

厚別区や付近にお住まいのご家族、ご友人等には「至急、このメールを

転送」するなど、情報をお伝えください！あなたの協力が大切な方の財

産を守ります！配信：北海道警察本部生活安全企画課

o 現在、札幌市西区山の手地区の一般家庭に、「警察官のふりをした男」か

らの「詐欺電話」がかかってきており、付近に「受取役の犯人」が潜ん

でいると思われます！特に、札幌市西区山の手地区や付近にお住まいの

方は、このような電話があっても、絶対に「お金・通帳・キャッシュカ

ードは渡さない」「暗証番号や個人情報は教えない」を徹底してくださ

い！また、札幌市西区山の手地区や付近にお住まいのご家族、ご友人等

には「至急、このメールを転送」するなど、情報をお伝えください！あ

なたの協力が大切な方の財産を守ります！配信：北海道警察本部生活安

全企画課

o 旭川市内において、架空請求詐欺のはがきや封書、電子メールが複数の

ご家庭に届いております。はがきや封書による詐欺は、裁判所、弁護

士、企業など実在する名を使用して発出され、相談窓口などとして電話

番号が記載されており、そこに電話をさせて金銭をだまし取る詐欺で



す。電子メールによる詐欺は、有料サイトの登録料や使用料の未払金が

発生しているなどと、支払い義務のない金銭の要求をし、お問い合わせ

先などとして電話番号が記載されており、はがきや封書などと同様に、

そこに電話をさせて金銭をだまし取ろうとする詐欺です。このような架

空請求詐欺にだまされることのないようにご注意ください。身に覚えの

ない郵便物や電子メールが届いた際には、記載の連絡先に電話をするこ

とは絶対にせず、ご家族や警察にご相談ください。【配信：旭川東警察

署】

o 現在、北広島市西の里の一般家庭に、「警察官のふりをした男」からの

「詐欺電話」がかかってきており、付近に「受取役の犯人」が潜んでい

ると思われます！特に、北広島市西の里や付近にお住まいの方は、この

ような電話があっても、絶対に「お金・通帳・キャッシュカードは渡さ

ない」「暗証番号や個人情報は教えない」を徹底してください！また、北

広島市西の里や付近にお住まいのご家族、ご友人等には「至急、このメ

ールを転送」するなど、情報をお伝えください！あなたの協力が大切な

方の財産を守ります！配信：北海道警察本部生活安全企画課

o 今年の6月 9日午後7時ころから10日の午後 4時ころまでの間、旭川

市旭町1条 4丁目、6丁目、本町1丁目に所在する、従業員などが不在



中の 3店舗に何者かが侵入し、店内を荒らされたり現金を盗まれる事件

が連続で発生しています。不在にする際には、施錠を徹底し、現金や貴

重品を置いたままにしないに気を付けてください。また、窓やドアに警

報が鳴る防犯補助器具などを設置すると効果的です。事件に関すること

や、不審者や車両などを見かけた際には警察に通報願います。

o 本年 1月以降、札幌市内及び近郊を始めとする道内各地において、建

設・資材会社、工事現場等の事務室内から現金や建設機械等を盗まれる

窃盗被害が多発しています。被害を防止するため、◎無人の事業所には

現金を保管しない、◎出入口だけでなく全てのドアや窓に施錠する、◎

防犯ブザー、センサーライト、防犯カメラなど、犯人が嫌う防犯機器を

事業所内外に設置するなどの防犯対策をお願いします。（配信：北海道警

察本部生活安全企画課）

o 現在、札幌市西区発寒地区の一般家庭に、「警察官のふりをした男」から

の「詐欺電話」がかかってきており、付近に「受取役の犯人」が潜んで

いると思われます！特に、西区や付近にお住まいの方は、このような電

話があっても、絶対に「お金・通帳・キャッシュカードは渡さない」「暗

証番号や個人情報は教えない」を徹底してください！また、西区や付近

にお住まいのご家族、ご友人等には「至急、このメールを転送」するな



ど、情報をお伝えください！あなたの協力が大切な方の財産を守りま

す！配信：北海道警察本部生活安全企画課

o 6月 3日に旭川市内に居住している方の携帯電話に「青山法律事務所」

と名乗る不審なショートメールが届く事案が多数発生しました。ショー

トメールには「有料登録の未納料金が発生しております。本日連絡無き

場合、法定手続きに移行します。」などと記載されているほか、連絡先の

電話番号が記されています。このようなメールが届いた場合は、メール

に記載されている電話番号に連絡することなく、家族や警察にご相談く

ださい。【配信：旭川東警察署】

o インターネットサイト閲覧中に、突然、「ウイルスに感染した」との警告

画面が表示されても慌てないでください！偽のウイルス検知かもしれま

せん。連絡してしまうと、除去費用として電子マネーなどを要求され、

だまし取られる可能性があります。このような表示が出ても安易に信用

せず、警察に相談しましょう。また、インターネットを利用する際は、

パソコンやスマートフォンのOS、ソフト等は最新の状態にアップデー

トしておき、ウイルス対策ソフトを導入するなど必要な対策をしておき

ましょう。配信：北海道警察本部生活安全企画課

o 本年 5月 23日午後 1時 30 分ころから、5月 26日午前 9時 20分ころ



までの間、旭川市市街地中心部の駐輪場から、施錠駐輪中の自転車が盗

まれる被害が発生しました。ツーロックによる盗難被害の防止はもちろ

ん、長期間の駐輪はできるだけ避けましょう。また、旭川駅前広場駐輪

場に、自転車施錠用のワイヤー錠を設置していますので、自転車の盗難

被害防止に役立ててください。

o 本年 2月上旬ころから5月 25 日午後 3時ころまでの間、旭川市大町に

ある空き家に何者かが侵入し、室内が荒らされるという事案が発生しま

した。長期間不在にしている家屋や空き家があれば、今一度点検を行

い、こまめに家屋の確認を行うよう心がけましょう。窓に防犯アラーム

等の防犯補助グッズを取り付けると効果的です。

o 令和 2年 5月 20 日午後 4時 30分ころから、5月 22日午後 4時 30分

ころまでの間、旭川市街地中心部の駐輪場からワイヤー錠で施錠中の自

転車が盗まれる盗難被害が発生しました。ツーロックで盗難防止を合言

葉に、大切な自転車を守りましょう。また、旭川駅前広場駐輪場には、

自転車施錠用のワイヤー錠が設置されていますので、利用してくださ

い。

o 令和 2年 5月 24 日午後 10時ころ、旭川市宮下通付近において、女性

が駅構内にいたところ、近づいてきた犯人に駅外に連れていかれ、わい



せつ行為を受けた事案が発生し、犯人はその場から徒歩で逃走していま

す。犯人の特徴は、年齢50歳代、身長165～170センチメートルくら

い、体格中肉、黒と灰色の縦じまのつなぎ様の服を着用した男性です。

夜間帯における複数での帰宅等を心掛け、不審者を発見した際は、すぐ

に110番通報をしましょう。防犯ブザーを持つことも効果的です。

o 5月 18日、旭川市内に居住する方にＤＭＭ料金管理センターを名乗ると

ころから「有料登録の未納料金が発生しております。本日ご連絡なき場

合法的手続きに移行します。」との不審なメールが届く事案が多数発生し

ています。このメールは架空請求詐欺の可能性が高いため、電話番号が

記載されていても絶対に電話しないでください。もし電話してしまった

ら個人情報を聞き出されたり、お金を振り込むように誘導される可能性

があります。詐欺の被害を防ぐため、身に覚えのない請求には応じず、

家族や警察に相談してください。【配信：旭川東警察署】

o 5月 16日、旭川市内の複数のご家庭に市役所の職員をかたり「後期高齢

者の保険金が払い戻されるので口座番号を教えてください」などと言う

不審な電話がかかってきました。市役所や金融機関の職員などが電話で

銀行の口座番号や個人情報を聞きだしたり、キャッシュカード等を受け

取りに行くことはありません。このような不審電話が来た場合には、相



手の問いかけには答えず、家族や警察に通報してください。【配信：旭川

東警察署】

o 今年の4月上旬ころから 5月 18日午後 1時 30 分頃までの間、上川郡

比布町内の共同住宅通路上で、差込錠をかけて止めておいた自転車が盗

まれる被害が発生しています。これから暖かくなり、自転車を利用する

機会が増え、同時に自転車盗難の発生も増加する傾向にあります。自転

車は、短時間でも自宅に止めていても「ツーロックで盗難防止！」を合

言葉にカギを二つ以上かけて盗難被害を防止しましょう。

o 省庁や地方自治体、民間企業のホームページに偽装した偽サイトが大量

に発見されています。これら偽サイトの目的は不明ですが、不正に個人

情報を抜き取られるなどの被害が予想されますのでＵＲＬのドメイン名

を必ず確認して不審なサイトにはアクセスしないようにしてください。

（配信：北海道警察本部生活安全企画課）

o 5月 11日午前 11時 50分ころから午後9時 30 分ころまでの間に、旭

川市中心市街地の駐輪場で、ワイヤー錠で施錠中の自転車が盗まれる被

害が発生しました。カギは 1つだけでは被害に遭っていることから、「ツ

ーロックで盗難防止！」を合言葉にカギは二つ以上つけて大切な自転車

を守りましょう。



o 5月 8日午前 11時 20 分ころから約 10分間、旭川市末広1条 1丁目付

近に駐車中の普通乗用自動車の助手席に置いていた現金等在中の財布が

盗難被害に遭っています。盗難被害に遭わないように、短時間でも鍵を

かけ、車内に物を置かないよう気を付けてください。

o 5月 7日午後 0時 30分ころ、旭川市内に居住する 70代女性の自宅に警

察官を名のる男から「昨日の夜に詐欺の犯人を逮捕した。」「犯人が持っ

ていた名簿にあなたの名前があった。」「手元に通帳、キャッシュカード

はありますか。」との電話がありました。このような電話が来た場合はす

ぐに電話を切って警察に通報してください。【配信：旭川東警察署】

o 警察官や役所職員、金融機関職員などを装ったうその電話をきっかけと

してキャッシュカードをだまし取るなどの特殊詐欺被害が後を絶ちませ

ん。5月だけでも、札幌市やその近郊都市において6件の被害を認知し

ています。被害につながる電話もたくさんかかっており、決して人ごと

ではありません。1本の電話であなたやあなたの大切な人の財産が奪わ

れます。公的機関の職員などをかたっていても安易に信用しないでくだ

さい。「キャッシュカードは渡さない」「暗証番号は教えない」で詐欺ブ

ロック！ 配信：北海道警察本部生活安全企画課

o 5月 5日、旭川市内において、身に覚えのないマスクが送り付けられる



事案が数件発生しました。身に覚えのないマスクが届いた際は、商品を

送り付けた後に高額な代金を請求する「送り付け商法」の恐れがあるの

で受け取らないでください。もし受け取ってしまったら、送り主には連

絡しない、代金を払わない、届いたものを使わないようにして、消費者

センター又は警察に相談しましょう。なお、家族間においてマスクを送

付する際には事前に連絡をしましょう。【配信：旭川東警察署】

o 去年 11月中旬ころから今年の5月 2日までの間、上川郡鷹栖町におい

て、長期不在となっている一般住宅の窓ガラスが割られ、室内に侵入さ

れる被害が発生しています。連休中、様々な理由で長期不在にされる方

が多いと思いますが、くれぐれも注意してください。防犯対策として、

センサーライトの設置や、窓ガラスに振動アラームを設置することが効

果的です。

o 本年 4月 17日から 5月 1日までの間、旭川市中心市街地の駐輪場に鍵

をかけて駐輪していた自転車が盗難被害に遭いました。施錠していても

長期間駐輪していると盗難被害に遭う可能性が高くなります。現在の社

会情勢から長期間乗らないで自宅以外で駐輪している自転車は、一度自

宅に持ち帰るなどの盗難対策をお願いします。

o 4月 29日、30日深夜、釧根地区内の一般住宅等に男が侵入する事件が



連続発生しています。中には男から殴打され、負傷する被害者も確認さ

れていますので、夜間はもちろん、昼間であっても自宅の玄関、窓等は

確実に施錠をお願いします。男の特徴は、年齢 30～50歳位、身長170

～180ｃｍ位、体格痩せ型、黒色系上衣、ニット帽を着用しています。

不審者・不審車両を目撃した際は、110番通報をお願いします。（配信：

北海道警察本部生活安全企画課）

o 旭川中央警察署では、本年 4月中、高額当選金名目のメール等をきっか

けにエラー料金、解約料金等と称して電子マネーを購入させる架空料金

請求詐欺が複数発生しています。これらの詐欺では、高齢者だけでな

く、老若男女幅広い年齢層の方が被害に遭っています。犯人からの甘い

話や身に覚えのない利用料金の請求には応じることなく、家族や警察に

相談しましょう。また、北海道警察では、「渡さない、教えない」で詐欺

ブロックキャンペーンを実施しています。金融庁やその他官公庁の職員

がキャッシュカードを自宅に受け取りに行くことはありません。その様

な電話がかかってきた際には、110番を！

o 4月 21日、旭川市内及び上川管内の多数のご家庭に、架空請求詐欺の封

書が届いています。

差出人の記載は「法務省管轄支局管理部」、内容物は「訴状」となってお



り、身に覚えのない訴状内容と相談窓口の電話番号が記載されたものと

なります。身に覚えなのない郵便物が届いた際には、決して慌てて記載

の連絡先に電話をすることなく、家族や警察に相談してください。【配

信：旭川東警察署】

o 4月 18日に旭川市内や美瑛町内に居住している方の携帯電話に、実在す

る宅配業者を装った不審なショートメールが届く事案が多数発生しまし

た。ショートメールには、宅配業者とは無関係なURL が添付され、その

URL を開くと偽サイトに誘導されます。そこに個人情報等を入力する

と、悪用されるおそれがありますので、ショートメールによる宅配業者

からのメッセージにはご注意ください。【配信：旭川東警察署】

o 暖かくなり、これからタイヤ交換をされる方が多いと思いますが、これ

からの時期は、タイヤ盗難の増加が予想されるので、保管には十分注意

をしてください。タイヤを保管する際は、鍵のかかる物置や車庫にしま

うこと、タイヤを 4本まとめて鎖で連結したり、自分のタイヤだと分か

るようタイヤに印をつけておくなどの対策をお願いします。また、防犯

カメラやセンサーライトを設置して、泥棒が入りにくい環境を整えるこ

とも防犯上効果的です。●配信：旭川東警察署

o 道内において、NTTファイナンスをかたったメールが多数確認されてい



ます。同社では、メールで「料金の支払いがない」旨の案内は行ってい

ません。このようなメールが届いても、記載された電話番号には絶対に

連絡しないでください！記載された連絡先に連絡してしまうと、現金や

電子マネーなどを要求されてだまし取られます。このようなメールが来

ても無視してください。判断がつかない場合は、最寄の警察署や警察相

談電話＃9110に相談しましょう！配信：北海道警察本部生活安全企画

課

o 本年 4月 20日午後 5時 30 分ころから午後6時 20分ころまでの間に、

旭川市川端町 7条 10丁目付近店舗の駐車場内で、無施錠の自転車が盗

まれる事案が発生しました。これからの時期、自転車を利用する機会が

増え、自転車の盗難被害が増加傾向にあります。ツーロックで盗難防

止！！を合言葉に鍵を二つ以上つけて大切な自転車を守りましょう

o 4月 15日午後 0時ころから約 20分間、旭川市8条西 4丁目先路上に

無施錠で駐車中の軽四輪乗用自動車の助手席に置いていた、マスク約

370枚、除菌シート16パックなどが盗難被害に遭っています。盗難被

害に遭わないように、短時間でもカギをかける、車内に物を置かないよ

う気を付けてください。また今後も新型コロナウイルスの関係でマスク

などの対策用品が盗難被害に遭う可能性が大きいことから、保管場所に



は施錠を徹底するなどして被害に遭わないよう気を付けてください。

o 4月 13日、上川総合振興局管内にお住まいの方に実在する事業者名を名

乗って「契約内容が確認できない、本日中に連絡が欲しい」などという

メールが届き、指定された電話番号に連絡したところ、インターネット

サービス料金が未納であるなどとして30万円分の電子マネーを要求さ

れ、だまし取られました。同様のメールは道内で複数件確認されてお

り、あなたや家族のもとにも届く可能性があります。実在する事業者か

らのメールでも心当たりがなければ、最寄りの警察署に相談するなど慎

重な行動を取ってください。配信：北海道警察本部生活安全企画課

o 本日、旭川市内の複数の高齢者方に、警察官を名乗る男から「詐欺の犯

人が捕まりました。」「捜査した結果、あなたが被害者となっている可能

性があります。」「自宅にキャッシュカードありますか。」などという予兆

電話がありました。

警察官や官公庁職員を名乗られても、絶対にキャッシュカードを渡した

り、暗証番号を教えないでください。不審な電話は会話の途中であって

も切って、警察に通報するか家族等に相談してください。

【配信 旭川方面本部生活安全課】

o 例年、タイヤ交換時期にはタイヤ盗難被害が増加する傾向にあります。



大切なタイヤを守るため、1．車庫や物置等、鍵のかかる場所に保管す

る、2．チェーン等で連結して保管する、3．保管場所付近にはセンサー

ライト・アラーム等の防犯機器を設置する、4．タイヤ保管サービスを活

用するなど防犯対策の徹底をお願いします。昨年は、一般住宅やアパー

トで無施錠の車庫や物置からタイヤを盗まれる被害が多く発生したた

め、保管場所には確実に鍵をかけるようにしてください。（配信：北海道

警察本部生活安全企画課）

o 例年、雪が解けて自転車を利用する機会の増える 4月頃から、自転車の

盗難被害が増える傾向にあります。鍵をかけていない自転車は被害に遭

いやすいため、短時間の駐輪でも必ず鍵をかけましょう。鍵をかける際

は、鍵を 2個以上かけるツーロックがおすすめです。また、自転車の防

犯登録も忘れずにしましょう。（配信：北海道警察本部生活安全企画課）

o 今年は雪解けも早く、自転車の利用がいつもより早く増えてきていま

す。それに伴い自転車の盗難が急増する時期でもあります。一つだけの

施錠では盗難被害に遭ってしまうことから旭川中央警察署では、自転車

盗難防止のため、駐輪時の自転車の複数施錠を推進しています。すでに

無施錠の自転車が盗難被害に遭っています。ツーロックで盗難防止を合

言葉に、カギを二つ以上つけて大切な自転車を守りましょう。配信：旭



川中央警察署

o 北海道内において「いのうえ」と名乗る男から非通知の不審電話がかか

っています。旭川東警察署においても「いのうえ」に関する電話相談を

数多く受けており、このような不審電話を受けないためには、在宅中で

も留守番電話に設定し、相手を確認してから電話に出ることが大切で

す。配信：旭川東警察署

o 令和 2年 3月 26 日から 28日にかけて、道内各地で、施錠せず、エン

ジンキーを車内においた状態の車が盗まれる事案が発生しております。

車を停める時は、エンジンキーを車内に置いたままにせず、短時間であ

っても必ず施錠をして下さい！(配信：北海道警察本部生活安全企画課)

o 3月 14日、旭川東警察署管内のご家庭に東京地方裁判所をかたる特殊詐

欺の封書が届きました。封書には、訴状、提訴の告知、訴訟管理番号な

どと書かれた書類が3枚同封されており「民事訴訟として訴状が提出さ

れた」と記載されています。また、封書が届く数日前には「自宅に封書

が届いたか？」という特殊詐欺の予兆電話がきていました。このような

届け出を道内の警察署でも把握しており、今後も同様の発生が予想され

ます。在宅中でも留守番電話に設定し、封書に書かれた番号には絶対に

連絡しないことで特殊詐欺の被害を防ぎましょう！配信：旭川東警察署



o 3月 10日の午後から、旭川市内のご家庭に警察官を装った特殊詐欺の予

兆電話が相次いでかかっています。在宅中でも自宅の電話機を留守番設

定にするなどして犯人からの不審電話に十分注意してください。配信：

旭川東警察署

o 3月 4日午前 10時ころ、旭川市内に居住する80歳代女性宅に市役所介

護保険課をかたる犯人から「医療保険の払い戻しがある。元号が変わり

カードが使えない。カードを交換する。」などと言われて口座番号と暗証

番号を伝え、自宅に訪れた犯人にキャッシュカードを渡した後、現金を

引き出される特殊詐欺事件が発生しました。3月 4日には旭川市内で同

様の被害を受理しており、犯人が市内に潜んでいる恐れがあります。口

座番号や暗証番号を絶対に教えてはいけません。在宅中も留守番電話に

設定し、犯人からの不審電話には十分注意してください。配信：旭川東

警察署

o 3月 4日午後 2時ころ旭川市内に居住の 70歳代女性宅に市役所の職員

を名乗る男から電話で「後期高齢者で支払った過去のお金が戻ります。」

などと言われた後、郵便局の職員を名乗る女から電話で「令和に変わっ

て通帳を変えなければなりません。キャッシュカードの番号も変わるの

で、暗証番号を教えてください。」などと言われている間に、郵便局職員



を装った男が訪問してきて通帳とキャッシュカードをだまし取っていく

預貯金詐欺が発生しました。官公庁職員等を名乗って、利用している銀

行や預貯金額などを聞いてきたら、それは詐欺です！キャッシュカード

の提出を求めたり暗証番号を聞くことはありません！もしこのような電

話があった時には、警察に通報してください。【旭川中央警察署】

o 現在、旭川中央警察署管内の複数のご家庭に旭川中央警察署の警察官を

かたる男から「詐欺グループが捕まった。犯人が使っていた名簿にあな

たの名前が載っていた。どこの銀行口座を持っていますか？」という内

容の不審電話がありました。今のところ、旭川東警察署では不審電話に

関する届け出はありませんが、今後、各ご家庭に同様の電話があるかも

しれません。警察官が電話で銀行口座を尋ねることはありません。この

ような不審電話があった場合は、冷静に判断し、犯人の言葉にだまされ

ることがないよう十分に注意してください。配信：旭川東警察署

o 令和 2年 2月 13 日、旭川市内の複数の個人宅に『旭川中央警察署』の

警察官を名のる男から「詐欺グループが捕まって、犯人が使っていた名

簿にあなたの名前が載っていた」「どこの銀行口座をお持ちですか」など

と話す不審な電話がありました。『警察官』を名乗り銀行口座やキャッシ

ュカードの暗証番号を聞き出そうとする特殊詐欺の手口であり、相手が



『警察官』を名乗る場合でも安易に相手の質問に答えることなく、一度

電話を切り、最寄りの警察署又は110番へ連絡して確認してください。

また、自宅に不審な者が訪ねてきたり、不審な者を見かけた場合にはす

ぐに 110 番通報してください。発信：旭川中央警察署

o 2週間前の1月末から、旭川市内のご家庭に、市役所職員をかたる者か

ら「保険金を返金します」という内容の不審電話がかかってきていま

す。電話でお金に関する話やキャッシュカード、通帳の話が出たら詐欺

だと思ってください。このような電話があった場合は、決して一人で判

断することなく、詐欺と疑って家族や警察に相談してください。【配信

旭川方面本部生活安全課】

o 1月 31日の午前10時すぎころ、旭川市内の高齢男性の自宅電話に、市

役所福祉課をかたる男から「奥さんに手当てが出ている。このあと銀行

協会から電話がくる。」と言われ電話が切れた後、銀行協会をかたる男か

ら電話が来て、通帳を持っている銀行、口座番号、暗証番号を聞かれ、

これに答えてしまい、「後日会って話がしたいのでまた電話する」と言わ

れる特殊詐欺の予兆電話がありました。幸い被害には遭っていません

が、暗証番号などは絶対に教えないでください。また石狩振興局管内で

は、キャッシュカード詐欺盗が発生し特殊詐欺警報が発令されていま



す。不審な電話があった際には、すぐに通報してください。【旭川中央警

察署 0166-25-0110】

o 1月 30日午後 4時 40 分ころ、旭川市内の高齢女性の自宅電話に市役所

の保険課を名乗る男から「払いすぎた保険金を返金します。口座番号を

教えてください。」という内容の不審電話がありました。さらに男から

「何冊通帳をもっていますか？暗証番号はすべて同じですか？」などと

質問されています。過払いの保険料が返金される！という電話は還付金

詐欺です。絶対に口座番号や暗証番号を教えてはいけません。このよう

な電話があった場合は、決して一人で判断することなく直ちに警察に通

報してください。配信：旭川東警察署

o 本年 1月 29日午後 4時ころ、旭川市健康保険課をかたる男から「保険

料の還付金があるが、令和になってキャッシュカードが使えなくなって

いる。再発行手続きが必要。銀行協会から電話がある。」との電話の後、

銀行協会をかたる者から「口座番号、キャッシュカード暗証番号、預金

残高を教えて。取りに行く。」との預貯金詐欺の予兆電話がありました。

幸い用事があり断ったことから被害にあいませんでしたが、このような

電話は連続発生しますのでくれぐれも注意してください。また予兆電話

があった際は警察署に通報をお願いします。【旭川中央警察署】0166-



25-0110

o 1月 29日午後 2時ころ、旭川市内のご家庭に、金融機関職員を名乗る

男から「まもなくキャッシュカードと通帳が使えなくなる。カードと通

帳を砂川まで持ってきてほしい。」と電話がありました。砂川まで行けな

いことを伝えると、「職員が自宅まで取りに行くので、キャッシュカード

と通帳を封筒に入れて準備してほしい。」と言ってきました。今回、電話

を受けた方は、おかしいと思ったため、相手を問いただしたところ、一

方的に電話が切れてしまい被害に遭うことはありませんでした。金融機

関職員や警察官が自宅にキャッシュカードを取りに行くことは絶対にあ

りません。このような電話が来ても相手にすることなく、すぐに電話を

切って警察に通報してください。●配信：旭川東警察署

o 旭川東警察署管内のご家庭に、実在する債権会社に酷似する名前を使っ

た詐欺はがきが届いています。詐欺はがきには「アイワール債権株式会

社」と「アビリス債権株式会社」の名前が使われており、この二社は実

在する会社ではありません。過去に郵送された詐欺はがきには「有効期

限が過ぎると訴訟になる」などと不安にさせる記載がありましたが、こ

のはがきには「何らかの手違いかもしれない。期日までに支払いができ

ないと契約を利用できない。」などと「訴訟」の文言はなく、ソフトな印



象で電話をかけさせようとしています。身に覚えのないはがきが届いた

場合は、決して一人で判断することなく、ただちに警察に通報して下さ

い。配信：旭川東警察署

o 本格的な冬を迎え、道内でホームタンクなどから灯油が盗まれる事件が

発生しています。被害を防止するため、灯油タンクには給油口や送油管

などを守る盗難防止器具の設置をおすすめします。また、灯油タンクの

周囲にセンサーライトや警報機などの防犯機器を設置することも効果的

です。犯行に時間をかけさせ、光や音で人目に触れさせるなど、犯人に

犯行を諦めさせることが大切です。（配信：北海道警察本部生活安全企画

課）

o 強盗致傷事件の発生について

1 認知日時 令和2年 1月 7日 午後 1時 59 分ころ

2 場所 旭川市神楽岡12条 3丁目付近路上

3 犯人 男性1名 年齢等不詳 上衣黒色フード付きダウンジャ

ケット、白色マスク着用

4 概要 犯人は、歩行中の被害者に対して刃物様の物で切りつけ

「金を出せ。」と金銭を要求したが、何も取らずに現場から逃走したも

の。●配信：旭川東警察署


