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　被害額・件数ともに年を追うごとに増加して
います。特に2017年の被害は前年に比べて大幅
に増加しています。
　オレオレ詐欺が被害額・件数ともに突出して
多く、還付金詐欺の被害額・件数が続いていま
す。また架空請求詐欺は前年に比べ被害額が減
少したものの、被害件数は増加しています。

◎オレオレ詐欺
　子や孫を装い、仕事や金銭問題などのトラブ
ル解決のためにお金を要求します
◎還付金詐欺
　行政機関などを名乗り、還付の手続きを装っ
て無人のATMでお金を振り込ませます
◎架空請求詐欺
　はがきやメールを送りつけて、身に覚えのな
い料金を請求します

◎常に留守番電話機能をオンにする
　留守番電話機能を使うことで、相手の名前と用件を確認
してから電話に出ることができます
◎キャッシュカードと暗証番号は誰にも渡さない
　警察や金融機関がキャッシュカードを入手し、暗証番号
を聞き出そうとすることはありません
◎ATMに行くよう誘導されたら還付金詐欺を疑う
　ATMでお金が還付されることはないので、行政機関な
どに事実確認しましょう
◎家族とコミュニケーションを取る
　気軽に家族に相談できる環境を作ることや、家族の近況
を把握しておくことが大切です。日頃から家族とコミュニ
ケーションを取るように心掛けましょう

ただいま留守に

しております

　神奈川県警察や各警察署のホームページでは、県内や警察署管内における振り込
め詐欺の発生状況や対策などの情報を発信しています。

　振り込め詐欺の犯人は、巧妙な話術を駆使し、実際にありそうな話を作り込んで
電話をかけてきます。最近では家族を装ったものだけでなく、警察や保健所、金融
機関の職員などを名乗り、現金を持って来させたり、キャッシュカードと暗証番号
を入手して犯人がお金を引き出したりするなど、手口が多様化しています。

　市民一人一人が｢自分にも振り込め詐欺の
犯人から電話がかかってくる｣という意識を
持ち、常に最新の情報に触れ、自分や家族を
守る地道な対策を心掛けることが大切です。

◎振り込め詐欺前兆電話の情報配信
　市内で振り込め詐欺の前兆電話(振り込め詐欺の犯人が下準備として
かけてくる電話)がかかっているという情報が寄せられた際、防犯対策
システムの登録者へ電話がかかっている地区や手口などの情報をメール
で配信しています。 bh@fuji-anshin.netまたは右記のQRコードを読み
とって空メールを送信し登録してください
◎青パトによる注意喚起
　前兆電話がかかっている地区で、防犯パトロール隊所有の青色回転灯装備車両(青パ
ト)による注意喚起の呼び掛けを行っています

◎警察と連携した情報提供
　毎年開催する｢防犯市民のつどい｣や高齢者を
対象としたイベントなどで、警察官が最新の振り
込め詐欺の手口などを伝えています
◎商業施設での情報発信
　市内の商業施設では館内放送で振り込め詐欺へ
の警戒を呼び掛けたり、一部の店舗ではレシート
に注意喚起のメッセージを印字したりしています

被害が増え続けています

犯行の手口を知りましょう 被害に遭わないための対策

　近年、振り込め詐欺の被害が急増

しています。被害に遭わないよう日

頃から対策をするように心掛けま

しょう。

　問い合わせ　
　防犯交通安全課☎内線2531、薨(50)

8438

「自分は大丈夫」と思っていませんか？

振り込め詐欺の被害を防ぐために

特 集

●振り込め詐欺被害防止に向けた取り組み
　市では、市民が振り込め詐欺の被害に遭わないよう、防犯団体や民間事業者などと連携し、さまざまな取り
組みを行っています。

｢防犯市民のつどい｣での警察職員ら
による寸劇の様子

　事例1　息子をかたる男から電話で｢仮想通貨の取引で失敗した。弁護士事務
所で300万円の補てん金を払わないといけないので、駅の近くの公園まで持って
きてほしい｣と言われた。被害者が現金を用意して駅まで行くと、息子をかたる
男から再び電話があり、｢弁護士に捕まっているので、代わりに知り合いに取り
に行かせる｣と言われた。被害者は公園に現れた息子の知り合いと名乗る男に現
金を渡してしまった。

　事例2　デパートの従業員を名乗る男から電話で｢あなた名義のカードで宝石
を購入しようとした女性がいました。偽造カードが使用されているようです。警
察に通報したので連絡があると思います｣と言われた。その後、警察官を名乗る
男から電話で｢カードを止めたので新しいカードを送ります。うちの署員が古い
カードを取りに行きます｣と言われた。被害者は自宅に来た銀行協会職員を名乗
る男にキャッシュカードを渡してしまった。

実際に市内で発生した事例

　振り込め詐欺の犯人は、特定の地域に集中して電話をかけて
きます。振り込め詐欺が疑われる電話がかかってきたら、すぐ
に藤沢警察署☎︎(24)0110、 藤沢北警察署☎︎(45)0110へ情報を寄
せてください。
　警察から市民へ呼び掛けを行ったり、情報を集約したりして
被害の防止に役立てられます。

●振り込め詐欺の電話がかかってきたらすぐに警察へ連絡を 
凡
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●先着順●当日会場へ●午前8時
30分から受け付け●費用は無料
●持ち物はお問い合わせください
※電話番号などは間違いのない
ようおかけください

市 民 会 館
問（公財）藤沢市みらい創造財団

芸術文化事業課☎（28）1135、薨（25）1525
休館日＝月曜日、 祝日の翌日

◆㋐HA’ AHEO Japan Tour 2018〜ハ
ワイアン・ミュージック＆フラ・コン
サート　6月1日㈮午後7時。大ホール。
出演＝ハーブ・オオタ・ジュニアほか。
費5500円 (全席指定)。
◆㋑えつこの部屋Ｘ　4月29日㈷午後2
時30分。第2展示集会ホール。出演＝福
井敬(テノール)ほか。120人。費2500円。

申 ㋐は2月25日㈰、㋑は28日㈬ともに
午前9時(電話は午前11時)から市民会
館で販売開始〈湘南台文化センター市
民シアター☎︎(45)1550でも販売〉。※未
就学児はご遠慮ください。
◆市民俳句春の大会作品募集　4月29
日㈷午後1時〜5時。第1展示集会ホー
ル。費500円。申 4月6日㈮〈消印有効〉
までにはがきに｢俳句｣と朱書きの上、
住所・氏名(ふりがな)・電話番号と当
季詠草(未発表・1人2句)を楷書で書い
て、(公財)藤沢市みらい創造財団芸術
文化事業課〈〒251-0026鵠沼東8-1〉へ。
◆市民短歌春の大会作品募集　4月22
日㈰午後1時〜5時。第2会議室。講演｢さ
くらに魅せられて〜西行と牧水｣〈講師
＝太田博氏〉。 費500円。申 3月23日㈮

〈消印有効〉までにはがきに｢短歌｣と朱
書きの上、住所・氏名・電話番号と雑
詠(未発表・1人1首)を楷書で書いて、

(公財)藤沢市みらい創造財団芸術文化
事業課〈〒251-0026鵠沼東8-1〉へ。

少 年 の 森
☎（48）7234
薨（48）7249 休所日＝月曜日

◆森のようちえん　3月22日㈭午前10
時30分〜正午。散策、クラフトほか。
市内在住・在勤の2歳以上の子と保護
者20組。 費1人200円。 申 3月1日 ㈭ 午
前9時から電話または来所で。

長久保公園都市緑化植物園
☎（34）8422、 薨（36）6700
◎管理事務所休所日＝月曜日、祝日の翌日

【緑化講習会】
◆はじめてのナガイモ栽培に挑戦！　
3月16日㈮午後1時30分〜3時30分。市
内在住の方24人。 費200円。 申 3月9日
㈮から電話または来園するか、ファク
スに住所・氏名・電話番号を書いて、
長久保公園都市緑化植物園へ。

【みどりの展示会】
◆雪割草展　3月3日㈯、4日㈰午前10時
〜午後4時。
◆春蘭展　3月10日㈯、11日㈰午前10時
〜午後4時。

【みどりの相談受付】
◆樹木や草花などみどりに関するさま
ざまな相談をお受けします　休園日を
除く毎日午前9時〜正午、午後1時〜4時
30分(電話も可)。

こ ぶ し 荘
☎（45）3121
薨（45）3126 休館日＝月曜日

◆健康づくり運動講座「サーキットエ
クササイズ」　3月29日㈭午前9時30分
〜11時30分。市内在住の60歳以上の方
30人(抽選)。申 3月13日㈫〈必着〉までに
往復はがき(1人1通)に講座名・住所・
氏名(ふりがな)・年齢・性別・電話番
号、利用者カードの有無を書いて、こ
ぶし荘〈〒252-0807下土棚800-1〉へ。
◆水中運動体験レッスン　3月28日㈬
午前10時15分〜11時30分。講師＝日本
健康運動指導士会講師。市内在住の60
歳以上で、初めて受講する方または
2017年2月以降に同講座を受講してい
ない方15人。 申 3月7日㈬から電話ま
たは来館で(午前9時〜午後4時)。

市 民 ギ ャ ラ リ ー
☎（26）5133
薨（26）5144 休館日＝月曜日

2月27日㈫〜3月4日㈰の展示
　☆絵画ぐる〜ぷ紫音展(油彩・水彩)
　☆四季の鼓動XII〜善行写友会写真展
　☆第16回Blumeトールペイント作品展
3月6日㈫〜11日㈰の展示
　☆第37回藤沢書道展

藤沢駅北口地下道展示場

◆〝ザ・職人〟 技能展　3月8日㈭〜12日
㈪。

辻 堂 青 少 年 会 館
☎（36）3002
薨（36）3988 休館日＝第3月曜日

◆みんなで遊ぼう〜子育てひろば　3
月1日㈭、15日㈭午前10時〜正午。保
育士による子育て相談ほか。未就学児
と保護者。
◆学習応援　3月14日㈬午後4時〜5時
30分。学習相談。講師＝ジブンラボラ
トリスタッフ。小・中学生。
◆絵本と音楽の世界〜リトルバンビ　
3月24日㈯午前11時〜11時45分。ピア
ノや歌を交えた絵本の読み聞かせほ
か。6歳まで子と保護者10組。 申 3月2
日㈮午前9時から電話または来館で。

湘 南 な ぎ さ 荘
☎（36）2315
薨（36）1171 休館日＝月曜日

◆表現体操〜童謡などの音楽にあわせ
て行う体操　3月18日㈰◎午前10時10分
〜11時40分◎午後1時10分〜2時40分。
市内在住の60歳以上の方各25人。申 3
月4日㈰から電話または来館で(午前9時
〜午後4時)。

や す ら ぎ 荘
☎（81）6068
薨（83）4624 休館日＝月曜日

◆健康測定をして、健康づくりに役立
てよう　3月21日㈷午前10時〜正午。
骨密度・血管年齢測定。講師＝(公財)
かながわ健康財団職員。市内在住の60
歳以上の方30人。申 3月7日㈬から電話
または来館で(午前9時〜午後4時)。

1
湘南台文化センタ−

休館日＝月曜日、祝日の翌日

☎（45）1500
薨（45）1503こ ど も 館

■宇宙劇場
◎宇宙劇場は、番組入れ替えおよび展
示ホールの展示替えのため、3月13日
㈫〜16日㈮は休館します。　
◆一般向けプラネタリウム番組「ぼく
は宇宙にいる〜星空の距離感」(有料)　
3月11日㈰まで。
◆キッズプラネタリウム「たいようと
ブカブカ」(有料)　投影中。　
◆全天周映画番組「小さな世界はワン
ダーランド」(有料)　投影中。
◆「ドラえもん　宇宙ふしぎ大探険2
〜太陽系のひみつ」(有料)　毎週水曜
日午後3時。

　「ふじさわこどもカルタ」
　お披露目会
　　と　き　3月21日㈷
　　　　　　午後1時〜3時
　宿場寄席
　　と　き　3月23日㈮
　　　　　　午後2時〜3時30分
　　出　演　三遊亭萬橘ほか
　　 申し込み　当日正午からふじさ

わ宿交流館で整理券を配布(1人
1枚)

　藤沢宿無料ガイド
　　と　き　3月24日㈯
　　　　　　午前10時〜午後3時
　　案　内　 江の島・藤沢ガイドク

ラブ

　宿場ミニコンサート
　「春休みふれあいコンサート」
　　と　き　3月24日㈯
　　　　　　午後2時〜3時30分
　　出　演　山本佳代ほか

　宿場ミニコンサート
　「西洋楽器と和楽器の魅惑の競演」
　　と　き　3月31日㈯
　　　　　　午後2時〜3時15分
　　出　演　大寺マリコほか

　　ところ　 いずれもふじさわ宿交
流館　　

　　問い合わせ　 郷土歴史課☎︎内線
6731、薨(27)0201

　と　き　 3月17日㈯〜4月4日㈬

　　　　　〈3月19日㈪、 22日㈭、

　　　　　4月2日㈪を除く〉

　　　　　◎午前10時

　　　　　◎午後1時30分

　対象・定員　 小・中学生と保護者

同伴の幼児各回50人

　費　用　1人200円

　問い合わせ　湘南台文化センター

こども館☎︎(45)1500、薨(45)1503へ

ふじさわ宿交流館イベント 春休みワークショップ

ビンの中の小さな宇宙〜ギャラ
クシーボトルを作ってみよう！

振り込め詐欺による被害認知状況（県内）

年 2015 2016 2017
被害額 約33億5,600万円 約42億3,500万円 約52億7,300万円
件数 993 1,285 2,305
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振り込め詐欺による被害認知状況（市内）

2017年12月31日現在

年 2015 2016 2017
被害額 約5,600万円 約9,700万円 約1億9,800万円
件数 23 27 96
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