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新型コロナウイルスに便乗した
詐欺にご注意を！
被害にあわないために！
○電話で ATM の操作を求められたら絶対に応じない！
○暗証番号は絶対に教えない！
○キャッシュカードは絶対に渡さない！
新型コロナウイルスに便乗した詐欺の事例
・「コロナの関係で給付金・助成金が出る」などと言い、個人情報を
聞き出そうとする。
・
「マスクを配布する」
「検査キットを送る」などと言い、個人情報を
聞き出そうとする。
・「費用を肩代わりするので、検査を受けるように」などと言い、個人
情報を聞き出そうとする。
・
「補助金が○○万円出る。キャッシュカードと印鑑登録証明書を用意
しておいて」などの電話があった。

※個人情報を聞かれるなど少しでも怪しいと感じ
たら、その場で対応せず、すぐに警察や区役所等
の担当部署に相談しましょう！

地域の皆さんの見守りや防犯活動により、着実に犯罪件数が減っています。
これからも地域一丸となって、より安全で快適なまちを目指していきましょう！
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江戸川区では「えどがわメールニュース」、警視庁では「メールけいしちょう」
を通して、防犯に関する情報をいち早く配信しています。犯罪被害にあわないため
に、下記の QR コードからぜひメール登録をしましょう！

（地区ごとに不審者情報などの防犯情報が配信されます。）
江戸川区公式ホームページ、または左の QR コードから登録できます。

⇒⇒⇒

（犯罪発生状況や犯罪を防ぐために必要な情報が配信されます。）
警視庁公式ホームページ、または右の QR コードから登録できます。

⇒⇒⇒

ご自宅の固定電話機に接続することにより、相手側に警告メッセージが流れ、
通話を録音するため、詐欺防止に役立ちます。※受付場所で直接お渡しします。

・対象
区内に 75 歳以上の方だけでお住いの、給付を希望する世帯

・受付場所
なごみの家９か所、消費者センター(グリーンパレス１階)、
環境推進課推進係(江戸川区役所本庁舎北棟３階)

・必要なもの
本人確認書類(保険証、マイナンバーカード、運転免許証など)
※郵送での受付も行っています。 詳しくは区のホームページをご覧ください。
右の QR コードから自動通話録音機のホームページへ移動できます。
⇒⇒⇒
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（64 件中 46 件）71.8％

区内の不審者目撃数（時間別）

(件)

※令和 2 年 1 月〜令和 2 年 9 月
えどがわメールニュース不審者情報より
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通報内容
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小学校低学年女子
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遭遇した場合には、「大声を出す」、「交番、
近くのコンビニに助けを求める」、
「防犯ブザー
を使用する」等の対処法が効果的です。
また、おかしいなと思ったらためらわずに
１１０番通報をしてください。

（地区ごとに不審者情報などの防犯情報を受信できます。）
江戸川区公式ホームページ、または右の QR コードから登録できます ⇒⇒⇒

区内では、今年 1 月から 8 月にかけて特殊詐欺が７３件発生しており
被害額は 1 億 4 千万円以上にのぼっています。ご自身やご家族が
被害にあわないよう、あやしい電話はすぐ切る、家族間での合言葉を
決めておく、個人情報を答えない等、気を付けましょう。

手口その１

「預貯金詐欺」

「口座が犯罪に利用されているのでキャッシュカードの交換が必要
です」と言って暗証番号を聞き出した上でキャッシュカードをだ
まし取る

手口その２

「東京ガス社員を装った訪問や不審電話」

・ガスの点検を装い、宅内に侵入し現金を奪う
・アンケートと称して家族構成や個人情報を聞き出す
・ガス警報器を取り付けた代金を請求し、支払った後に姿を消す
・ガス漏れやガス機器の検査と偽り、宅内に入り、金品を盗み取る
※東京ガスの作業員は、左胸に東京ガス・ライフバル・エネスタのロゴが入った制服を
着用し、身分証を携行しています。不審な場合は身分証の提示を求めてください。

ご自宅の固定電話機に接続すると、相手側に警告メッセージが流れ、通話が録音
されるため、詐欺防止に役立ちます。郵送での申し込みもお受けしております。

・対象 75 歳以上の方だけで区内にお住いの、給付を希望する世帯
・受付場所 なごみの家９か所、消費者センター(グリーンパレス１階)、
環境推進課推進係(江戸川区役所本庁舎北棟３階)
・必要なもの 本人確認書類（保険証、マイナンバーカード、運転免許証など）

今年１０月、自動通話録音機利用者にアンケートを行いました。
●録音機を取り付けてから電話で詐欺被害に遭いましたか？
ある

０％

ない

１００％

●録音機を取り付けて安心感は高まりましたか？
かなり高まった

６２％

やや高まった

３１％

変わらない

７％

勧めたくない

１％

●録音機を家族や知人の方に勧めたいと思いますか？
勧めたい

６７％

どちらでもない

３２％

ご好評いただいております。 防犯効果のある自動通話録音機、どうぞご利用ください。
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対

象：区内に７５歳以上の方だけでお住いの世帯

受付場所：なごみの家、消費者センター、
環境推進課推進係（次ページを参照）
必要なもの：本人確認書類
（保険証、マイナンバーカード、運転免許証等）
幅 115 ㎜、高さ 30 ㎜、奥行 70 ㎜
手のひらサイズです。

工具不要！取付けは簡単！

①電話機につながっている
電話線をはずします

④ AC ア ダ プ タ ー の 端 子 を
〔DC9V〕につなぎます

②はずした電話線を録音機の
電話回線のところにつなぎます

⑤電源スイッチを〔入〕にします

③録音機から伸びているもう一本
の電話線を電話機につなぎます

⑥右上の電源が緑色に点灯すれば
接続完了です

小学校
校

なごみの家（9か所）
なごみの家 北小岩
☎03‑3672‑7753

なごみの家 小岩
☎03‑3658‑4753

なごみの家 鹿骨
☎03‑3670‑4753

なごみの家 瑞江
☎03‑5636‑7753

なごみの家 松江北
☎03‑3652‑4753
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☎03‑5661‑6753
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鹿本
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なごみの家 葛西南部
☎03‑5659‑0753

なごみの家 小松川平井
☎03‑5858‑9753
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（平井1‑9‑6)

千
葉

西小松川
小学校

街
道

第三松江小学校
松江三丁目公園

江戸川区消費者センター
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江戸川区
グリーン
パレス

江戸川区役所本庁舎
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大杉
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小学校
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（松島1‑38‑1)
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受付窓口一覧（月曜休館）

京 葉 道 路

区内では今年 10 月末までに、車内・自転車
の前かご等から金品を狙う『車上ねらい』が
１１８件発生しており、２３区内でワースト
１位となっています。皆さんの財産を守る
ため、普段から気を付けましょう。

有効な対策として・・・
◎車内に金品を置かない
◎人目や防犯カメラがあるところに駐車する
◎警報装置などを使用する
◎自転車前カゴに貴重品を入れたまま離れない

区内では今年 10 月末までに『侵入
窃盗』（空き巣等）が１０６件発生
しています。年末年始の自宅を留守
にする機会が狙われます。戸締り
などの対策をしっかりしましょう。
旅行などで長く留守にする場合は・・・
◎自宅の窓・玄関・自転車などにカギをかける
◎新聞や郵便物の配達を止める
◎留守電のメッセージに留守の期間をいれない

小松川警察署 ０３−３６７４−０１１０
葛 西 警 察 署 ０３−３６８７−０１１０
小 岩 警 察 署 ０３−３６７１−０１１０

この表彰では、都が目指す「誰もが安全安心を実感できる社会」の実現に向けて、長年に
わたり防犯活動を行っている団体の功績がたたえられ、表彰状または感謝状が贈られます。

この度はおめでとうございます！！
環境をよくする葛西地区協議会
（千倉 嘉一会長）
防犯パトロール等の安全・安心まちづくり活動
に取組み、自転車盗・特殊詐欺等の犯罪が減少する
よう地域ぐるみで広く注意を呼びかけ、安全で
安心な住みよいまちづくりを推進しています。

青少年育成瑞江地区委員会
（栗山 利宏会長）
夏休み期間、毎週夜間パトロールを積極的に
行っています。また、地域の中学生が参加する
「自転車盗ゼロ作戦」に参加する等、地域の防犯
に大きく貢献しています。

江戸川区しんきん協議会
（髙橋 桂治会長）
「ATM で還付金は戻りません」と書かれた啓発マグ
ネットの全 ATM への設置協力や、熟年者への声かけ等を
行い、身近で起こっている振り込め詐欺から熟年者の
大切な資産を守る活動を継続しています。

江戸川区熟年者福祉施設連絡会
（林 義人会長）
送迎車に「安全・安心パトロール」のステッカーを
装着し、利用者の送迎の際に熟年者から児童まで
広い年代を対象に見守り活動を行い、地域の防犯
意識の向上に繋げています。

地縁法人

平井西町会
（松浦 冨美子会長）

花の手入れをしながら登下校を見守る「花いっぱい
運動」の取組みに力を入れています。この活動を通し
て近隣同士や住民と児童がより身近となり、助け合い
の輪に繋げています。

