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平成 29 年度第 5 回滋賀県協働プラットフォーム 議事要旨 

 

１ 日時 

平成 29年 7月 14日（金） 14時 00分から 16時 30分まで 

２ 場所 

滋賀県大津合同庁舎 6－F会議室（大津市松本一丁目 2番 1号） 

３ テーマ名 

高齢者の特殊詐欺被害防止 

４ 参加者 

(1) NPO・関係団体等関係者 

(株)滋賀銀行 

(一財)滋賀県老人クラブ連合会 

ヤマト運輸(株) 

びわ湖放送(株) 

(株)エフエム滋賀 

(株)まちおこし 

滋賀県国公立幼稚園・こども園長会 

滋賀県コンビニエンスストアセーフティステーションネットワーク 

(2) テーマの提案者 

滋賀県 県民生活部 県民活動生活課 

(3) 県関係各課 

滋賀県 警察本部 

(4) 事務局 

滋賀県県民生活部 県民活動生活課 県民活動・協働推進室 

 

５ 協議内容 

(1) テーマ提案者（県民活動生活課）からのテーマ提出の理由・趣旨を説明 

○滋賀県では（特殊詐欺により）毎年数億円被害が続いている。昨年は、2億 4600万円の金

額が犯人の手に渡っている。高齢者が被害にあう割合が高く、その被害額についてもさら

に高くなっている。特化するということではないが、高齢者に対する特殊詐欺の防止対策

が必要ではないかと思っている。これまで、私たちが考えていたのは水際対策と広報であ

る。これが大切だと考え、広報・啓発等をしてきた。しかし、現状、現実として特殊詐欺

の被害が発生している。5月 6月でみれば 3日に 2件の割合で被害が発生している。 

まず、特殊詐欺とは何か。まず定義されているのはオレオレ詐欺。これは息子だとか警

察官だとか騙って、「オレやオレや」とお金をだまし取る手口である。次に架空請求詐欺で

ある。アダルトサイトとか身に覚えのない請求をメールや電話ですることにより、お金を

だまし取る手口。次に融資保証金詐欺である。これは実際には融資しないのに「お金を貸
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してあげるよ。」と言って、先に手数料名目でお金を振り込ませるという手口である。次に

還付金詐欺。よくあるのが税金とか医療費等を「過払いがありますのでお返しします。」と

いって ATMに誘導し、そのまま ATMを操作させ、知らぬ間にお金を振り込ませてしまう

という手口である。次は金融商品詐欺という手口。ほとんど価値のない有価証券や株式等

を紹介し、「これは 3 倍になる、数倍になる、儲かる。」と言ってお金だけをだまし取る手

口である。次の異性交際詐欺というのが、「女性を紹介してあげるよ、誰々を紹介してあげ

るよ。」と言って、お金だけを騙し取る手口である。次にギャンブル詐欺、ギャンブル必勝

法詐欺とも言うが、「絶対勝てる方法がありますよ。競馬で儲かる。パチンコで儲かる。」

といった謳い文句でお金を振り込ませるという手口である。これらを、総称して「特殊詐

欺」という。警察等の犯罪統計ではこれに該当するものを計上している。次に特殊詐欺の

過去 4 年の統計のデータについて説明する。総数のグラフを見ると 133 件、121 件、114

件、141 件と推移し、昨年は過去最多となった。このなかで、どういった詐欺が増えてい

るのかというと架空請求詐欺が年々増えている。これは、アダルトサイト等の手口である。

そういう謳い文句でお金を振り込ませる。結果的にコンビニなどに行って電子マネーの番

号を教えさせるという手口が増えている。 

次に被害額である。これについては 5億円、5億円、4億円、2億円と減少している。被

害件数は増えているのに金額が減っている。ただ、今年の現状は、6 月末の統計データに

なるが、94件と被害件数が増えている。被害額もほぼ倍くらいになっている。このままの

ペースで行くと、188 件、被害額についても 4 億円になる。このままでは、30 年 31 年に

なると、右肩上がりに増加していく。去年のデータでは被害額が減っているといえども、

今後増える可能性はある。対策が必要だと考えている。また、一件あたりの件数でみると、

だいたい百数十万円という金額になっている。他の窃盗などの犯罪をみても、百数十万円

も被害があるような犯罪は少ない。これは特殊詐欺の特徴だと思う。したがって、全体の

刑法犯認知件数からみると少ない割合ですが、被害額からみると、喫緊に対策しなければ

いけない。次に、高齢者の特殊詐欺被害の 6 月末現在の数字である。ここで注目して頂き

たいのは、オレオレ詐欺と還付金詐欺の二つは被害者における高齢者の割合が高いこと。

還付金詐欺にあっては 100％である。確かに手口が医療費を返すであるとかそういう手口

であり、高齢者に偏るのだろうと思う。統計にみても、被害件数は 4 割、被害額にすると

約半分が高齢者である。ここから、1 件あたりの高齢者の被害額が大きいということがわ

かる。今後右肩上がりに増加する可能性がある。次に送金方法。その手口は振り込みをさ

せる、電子マネーを購入させ番号を教えさせるという手口。「手渡し」という手口はそのま

ま手渡しすることであり、キャッシュカードを渡したり、現金を渡したりといった手口で

ある。次が被害場所である。銀行の ATMの件数、銀行以外の量販店などにある ATMコー

ナーでの件数、コンビニでの支払いや振り込み、電子マネー等による被害件数、自宅や路

上等での被害はほとんど手渡しである。このような場所で、被害が発生している。逆に言

えばこのような場所で被害を抑えることができる可能性がある。 

（資料 5p）犯人が電話やメールで被害者にアプローチをする。被害者が信じ込んで、振

り込みやもしくは手渡し、手交という手口でお金を渡すことなる。そうすると犯人は逃げ、
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（犯罪は）完結してしまって、お金は取り戻せなくなる。ではどこで、アプローチができ

るのか。1 点目のアプローチが広報・啓発である。防犯力の向上だと思っている。県民に

広く伝え、被害に遭わないために自らの力をつけるというアプローチが必要である。2 点

目が水際対策。この信じ込んだときから、振り込むまでの間でのアプローチである。例え

ば、声かけ、お店や銀行で声かけをしてもらうといったアプローチである。 

被害が減少せず増加しており、今後も増加する懸念がある。この理由として、広報・啓

発が足りないからと考えている。反対の意見もあるが、広報・啓発がマンネリ化している。

これは広報・啓発する側もマンネリ化していると思っている所もある。新しい手口が現れ

ると、後手になっていっている部分はあると思う。広報・啓発がうまくいっていないのが

原因かもしれないが、個々の防犯力が低下していることもあると思っている。 

今まで私たちが広報してきたのは、街頭でティッシュやちらしを配って、キャッフィー

やうぉーたん、県警のけいたくんなどで集客をしての広報であるとか、防犯ブースを設け

て、企業等がするフェスタに参加させて頂いて、子どもに塗り絵をしてもらい、身近な人

からのアプローチという観点で、啓発等をしてきた。しかし、現状として、被害件数は減

っていない。アプローチの仕方、もしくは、もっと効果的な方法があるのではないかと思

っている。 

 

(2) 対話・協議の内容 

○提案者が広報・啓発と水際対策に当たりをつけておられるが、それ以外にもこの現状と課

題についてご意見を頂きたい。 

○滋賀銀行は、県内の預金高が一番であり、県民の皆さんの財産を守らなければなら責任を、

頭取以下、皆がひしひしと感じている。当行だけではないが、銀行として県警等と連携し

ながら、お客様へのお声掛けをしている。特に高額引き出しの方、あるいは ATM コーナ

ーでうろうろされている方、携帯電話を持ちながら ATM コーナーにお越しのお客様に対

しては、すぐにフロア担当者が声を掛けている。かなりの確率で（詐欺被害を）止められ

てはいるが、相当な抗議も受けている。毎日のように、「自分の金を自分が引き出すのに、

なぜ銀行が色々聞くのか、放っておいてくれ。」というお叱り、抗議を承っている。私ども

としては、「お客様の預金を守るためです。」と窓口でご説明させて頂いている。しかし、

なかなかご納得はいただない。喜ばれる方もいるが、制止を聞かず押し通して被害に遭わ

れた方もかなりおられる。例えば、警察官が来て 2 時間説得しても、1,000 万円下ろして

帰り、そのまま犯人に渡してしまったお客様がいる。警察官が来て 2 時間説得したけど聞

かず、「家のリフォーム代だ。」というので、「どこに払うのだ。」という話もした。しかし、

最後は私どもとしても、お客様に払い戻し請求権があるので、警察も仕方ないということ

で、払い戻しをした。数日後に被害に遭ったという連絡が入った。そういうことが毎日、

銀行では起きている。あの手この手、いろんなポスター等で注意喚起している。しかし、

最近では行員がいない出先、つまり大型店舗であるとか、駅などの無人の ATM コーナー

に犯人が誘導していくということもある。ポスターやリーフレット、そういったものを配

置するが、実はそういった場所は、ポスターを掲示する場所が非常に少ないということも
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あり、小さなスペースを見つけて掲示しているが、なかなか目に止まらない。今、悩んで

いる。 

無人の ATM に誘導するのに加えて、キャッシュカードそのものを騙し取って持って行

ってしまうケースもある。警察官あるいは銀行、銀行協会等を名乗って、キャッシュカー

ドそのものをお客様から騙し取る。その際に暗証番号を聞きだす。限度額が 1日 50万円で

あり、その日に 50万円引き出し、日の明けた深夜 0時半頃に 50万円を引き出す。これで、

計 100 万円引き出される。翌日に、警察あるいは当行に届けがあって調べてみると、100

万円は引き出されてしまったことが判明する。後の被害は防止できるが、100 万円は返っ

てこないという事例が多数ある。参考までに、ATMコーナーの防犯カメラの画像等を取り

寄せると、犯人は 99％マスクあるいはフルフェイスのヘルメット、中には、お面みたいな

のをかぶって操作している。警察としてもなかなか犯人を特定するのは難しい。そんな中、

新たにネットバンキングの乗っ取り等が増えている。ご高齢の方に電話し、口座番号と暗

証番号と残高と必要事項を聞き出す。犯人は勝手にその情報に基づいて、当行にそのお客

様のネットバンキングの契約をしてしまう。お客様のところにはネットバンキングの IDと

パスワードが当行から送られる。ちょうどその頃を見計らって、「銀行から郵便物が届いた

でしょう。ID 番号とパスワードを教えてください。」と言い、ネットバンキングでお金を

引き出す。こういう事件も発生している。当行としても、システム部あるいは業務統括部

をはじめ全ての部門が連携しながら、そういった問題に対処していかねばならないと考え

ている。 

滋賀県でも既に信用金庫が取り組んでおられるが、他府県では、70歳以上の高齢者で 3

年間 ATM による振り込み等をされなかったときは、自動的にキャッシュカードで振り込

みができないよう制限をかけることを他行では実施している。滋賀銀行でも今、それに向

けてシステムを改良中である。しかし、これを実施することについては、今悩んでおり、

これから高齢化が進む中、金融機関としては高齢者に優しい金融機関である必要があるの

に、振り込み制限をかけることは高齢者に厳しい取引を強いることになり、矛盾が生じる

からである。どの程度の塩梅で制限をかけるのがいいのか思案している。年内にはなんら

かの形で、高齢者による ATMによる振り込みを制限することを考えたいと思う。 

○「ATM（銀行以外）」というのは大規模ショッピングモールの様な所を指すのか。 

○そうである。 

○そうすると、そういった所も呼びかけていく必要があると思う。実際イオンとかはそうい

うところには呼びかけておられるのか。 

○大型店舗のほうには、そういった団体もある。事務局は平和堂がされている。 

○老人クラブ連合会の女性部が主となって、消費者被害対策に当たっている。高齢者の総合

支援として研修会を開催し、そういった機会に講師を呼んでいる。去年も消費生活センタ

ーの方をお呼びして講話をして頂いた。その都度、各市町の老人クラブにファックスして、

注意喚起している。ただ、こちらには老人クラブの会員が被害に遭われた等の情報は入っ

てこないので、実際にどこまで有効なのかは分からない。 

○振り込みによる被害件数が結構多いがどのように考えておられるか。 
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○9割が電子マネー系である。ATM自体での振り込み機能は、使っている銀行によって違う。

いわゆる県内の銀行、信用金庫のカードでは、直接コンビニの ATM から振り込みがほと

んどの機械でできない。一部、銀行が直接置いている機械に関しては、振り込みができる

場合がある。それも、滋賀銀行に少しあるくらいである。あと銀行で機械を直接設置して

いるのは、りそな銀行や都銀系である。セブン銀行の場合は自前の銀行であり、ATMから

の振り込みはあまりない。引き出しの限度額も銀行と同様に設けられているので、一度に

たくさん引き出すということもあまりない。ただ、キャッシュカードを搾取したケースで、

コンビニは 24時間開いているということで、引き出しの場所としては使われやすい。量販

店等の ATM ですと 21 時とか 22 時で閉まってしまう。ただし、コンビニの場合は人の目

があるので、フルフェイスのヘルメットで入り、あまりにも怪しい格好をしていると今度

は強盗だと思われる。不審な格好で入りにくいという面では使われにくいと思う。 

〇電子マネーで 2万円、3万円、5万円の金額の架空請求を入り口にして、そこから、架空請

求をさらに繰り返していくことが多い。最初に一旦取り消し料名目で支払わせて、次は訴

訟になりそうだからと言って、それを取り消すための弁護士費用を請求する。そこから先

は、一回騙し取った犯人は、その騙された相手に対して直接振り込みを要求してくること

が多いと聞いている。そういう意味で、入り口、ゲートウェイになっている可能性がある。

特に、架空請求で多いのが、アダルトサイトを利用した架空請求である。画面をさわって

いたら、パっと画面が変わって、電話してしまう。そうすると、言葉巧みに振り込むよう

誘導される。店員に「詐欺じゃないですか。」と声をかけられた時の対応の仕方まで教える。

銀行なら「リフォーム費用だ。」とか「孫の入学資金だ。」と言わす。そういう所までレク

チャーしてくる。したがって、水際で止めるのは難しいが、声はとにかくかけなければい

けない。 

声かけでは、手元に極力残るものを渡すのがよい。売り場での対策は（滋賀県県民活動

生活課の）消費生活係に昨年ご協力いただいて作成した。今はティッシュを渡す。ティッ

シュは手元に残っているので、「そういえばそうだった。」と、気づいてもらえて、手元に

とどまる。件数を減らすのは難しいかもしれないが、被害の拡大を食い止める。アダルト

サイトで被害にあう方の場合は（被害に遭ったと）言われない。まわりに話さない。ここ

が問題だと思う。 

○ヤマト運輸さんは悪用されることもあるか。 

○私、2 月に滋賀に来て、不審な配達物の配達を防止できた結果、悪用されたのだと分かっ

た事例があった。実は 2 件防止できた。滋賀県から発送した荷物が東京都内の 2 人のドラ

イバーによって配達されたものであった。江戸川区と中野区のドライバーに対し、その荷

物の配達時に突然電話がかかってきて、「どこどこの場所へ行っていってくれ。どこどこの

宅配ボックスに置いてくれ。」という指示があった。この電話に対して、非常に不信感を持

って、中野区の場合はドライバーが管理者に電話をした。そして、荷物を発送したお客様

の電話番号に電話してみることになった。それが高齢の方で、言っていることが若干わか

らないので、ご家族の話しを聞くと詐欺が起きていることがわかった。そして、警察に届

けて、警察の指示の元にお客様にお金を戻したという事件があった。こういう事件が今年
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に入って 2 件あった。ヤマトとしては配達する先に正しく届けるのが仕事であるが、トレ

ーニングし不審な点があったら、お知らせすることもできる。この 2 件の事例は、誰かに

教わってする仕事ではない。しかしトレーニングする必要があると思うようになった。 

もう一点は、直接訪問する町には高齢者が多いので、例えば（啓発のため）皆さんが作

成された物を、配達する時に、例えば、ポケットティッシュを高齢者に一緒に配るとかい

う協力はできると思う。 

○BBCでは、今、金曜日 13時 30分から 15時の間の番組で、県民に対して特殊詐欺をはじ

め、インターネット利用における注意点、メディアリテラシー等の啓発をしている。この

番組は滋賀県警と組ませてもらって制作している。一番の問題は、みなさん受け手側が情

報を自分のことだと思っていないこと。私たちメディアとしては、発信するだけでなく、

こういう場（意見交換できるような場）を県民の方と持てるのが一番良いと思う。一方的

に聞いたとしても、流れていってしまう。テレビ番組やラジオ番組が増えている中での、

こういう被害の増加なので、たとえば老人ホームにいってそういう啓発の場を設けたりと

か、高齢者の方を呼んで、お話合いの場を設けたりとかが必要だと思う。 

○メディアとしては情報発信が大切だが限界もある。ニュース一つにしても、「今日どこどこ

でこんな詐欺がありました。」というのは発信できても、見た人がそれをどう感じるかとい

うのは人それぞれあると思う。いろんな詐欺の例を知れば知るほど、普通の人なら「これ

は詐欺だ。」と思う可能性が高くなると思う。先ほど滋賀銀行さんのお話に 2時間説得して

も駄目だった例がある。詐欺の話を聞いた体験があれば、それに似た話を、自分が言われ

たときに、もしかしたら詐欺なのではと思い至る可能性もあると思う。だからできる限り

情報発信というのは必要だと思う。銀行などの窓口でも、ATMを使うときにかならず該当

ボックスが表示されるが、使い慣れると文字も読まずに押してしまう。 

○（該当ボタンについて）「はい」「はい」「はい」でいいパターンもあるし、「はい」「はい」

「いいえ」「はい」とか、そうしないことにはたどり着かないように、最近プログラムを変

えた。 

○泉ピン子の政府広報の CMがあるが、泉ピン子が「私なんか騙されないわよ。」「騙されて

いるわ。」といった台詞の CM は良い。ここに来る前にいろいろ考えて、あれもこれもと、

今アイデアは色々ある。でも我々は民間であり、日々利益を上げることに一生懸命で、そ

ういうアプローチはなかなかできない。でももっとできるだろうと思う。メディアのアプ

ローチは多いのではなくて足りないのではないかと思う。もっともっと目に留まるような

活動ができればいいと思う。 

○私には、家に 70代 80代の父母がいる。父母の会話を聞いていると、ご近所でたくさんそ

ういう電話がかかっているという情報が夕食の話題に上ってくる。「騙されたのだけど、言

ってないようだ。」という話があると、そういう話は市の機関とか警察に言っておいた方が

いいと父母と話をしている。表面化している被害は、統計として件数に出ているが、表面

化していない被害もたくさんあると思う。私は今、勤務先が幼稚園なので、おじいちゃん、

おばあちゃんが 9 月になると祖父母参観で来られる。講演会では少しだけ詐欺の話も出る

が、「私のことじゃない。」という感じで聞いておられる方が多い。どうすれば、高齢者の
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心に届くような伝え方ができるのかいつも考えている。幼稚園の様子を映像で見せると、

食い入るように園児の過ごし方を見ている。孫というのは高齢者にとってインパクトの大

きい存在であり、詐欺防止でも、孫を通してできることがあると良いと思う。 

○県行政、警察行政は一生懸命取り組んでおられるが、マンネリ化というより浸透度に問題

があるのかもしれない。例えば、ポスターのデザイン一つとっても、いろんな工夫の余地

があると思う。あと、配布方法や掲示方法も工夫の余地があると思う。今回は「高齢者対

策」であるが、色々な特殊詐欺の内容を見ると、高齢者だけでなく若い世代も当てはまる。

半分は若い世代であることから考えると、高齢者だけの問題ではなく、あらゆる世代に対

する啓発という面からも考える必要があるのではないかと思う。 

そのときに、ポスターを作るだけでもお金がかかる。予算は限られているのが現実であ

る。例えばデータだけを作り、それを関係協力機関のところでプリントアウトしてもらっ

てもいいと思う。先ほどティッシュの中に啓発するものがあればいいという話があったが、

今日お集まりの団体の配布物等に、それをつけて配布してもらうというような協力の依頼

の仕方があってもいいと思う。いろんな観点から後半に皆さんのご意見やアイデアを話し

ていただきたい。行政と民が協働で協力してどういった対策ができるか議論していきたい。 

 

【10分休憩）】 

 

○後半では、特殊詐欺、特に高齢者の特殊詐欺に対してどのような対策が考えられるかご意

見を頂きたい。広報・啓発や水際対策などが焦点になってこようかと思う。行政だけでは

なくどうすれば民と行政が協力していけるかを中心に議論頂きたい。 

○今回、「高齢者対策」という形で提案している。なぜかというと、高齢者が高額な被害を受

けているからである。高齢者というのは世間体もあり、先ほどもお話にあったように、あ

まり周囲の人に相談しない。とくにオレオレ詐欺でいうと、自分の身内、子どものためと

いうことしか頭にないので周囲の人の言うことを聞かない。そして、誰にも相談しないし、

子どもにすら言わない。ある被害者の方は同居している息子には言わないでくれと言われ

た。警察には被害届を出されたが、「息子には言わないでくれ、パトカーでは来ないでくれ、

制服では来ないでくれ、家にはあまり来ないでくれ。」といったところまで気にされていた。

ばれたら息子から怒られ、二次的な精神的な被害も甚だしい。そういう高齢者の対策をし

ていきたいと思っている。 

「他人事」というキーワードがある。後から警察の方から話があると思うが、広報・啓

発に取り組んでもう 15 年になる。しかし、皆さん「知らない。」と言う。いろいろな関係

団体と連携して取り組んでいるが、皆さん知らない。頭に残ってない。それをなんとか頭

に残せる方法、手段を考えてもらいたい。 

○金融機関の立場としては、まだまだお声掛けをしっかりしないといけない。当行では詐欺

防止のための研修会等を通じて、フロアで働く行員を中心として、被害者の方の心理状態

についても共有している。当行だけでなく全金融機関でしっかりとお声掛けできるように

していかなければならないと思っている。もう一つは、物理的に振り込みだとか現金引き
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出しを抑止できないかということ。先ほど申し上げたが、私どもはこれ（現金引き出しの

制限）をあまり機械的にしたくない。機械的な対策をすれば、高齢者に不便を強いること

になる。ATM で振り込みができない場合は窓口に行かなければならない。ATM の振り込

み手数料と窓口の振り込み手数料は窓口の方が高いので、手数料の高い方に高齢者を誘導

してしまうことになる。これはしたくない。 

昨年、滋賀銀行のキャラクター「しがの助」を作った。いろいろなイベント等で「しが

の助」を活用し、当行のアピールはもちろんのこと、こういう特殊詐欺にお客様に気をつ

けて頂けるよう啓発をこれからしていく。 

闇雲にポスターを貼ればいい、ティッシュを配ればいい時代ではない。やはり個別にお

客様とお話をして、接しながら分かって頂けるような取り組みを続けて行かなければなら

ない。 

例えばこの特殊詐欺以外でもいろいろな犯罪でATM機は使われる。ほとんどの犯人が、

マスクをしたりフルフェイスのヘルメットをかぶったりしている。そこで、顔認識システ

ムを導入すれば効果があると考える。なぜなら、顔として 70％以上認識できなかったら、

機械が動かない。今の技術を持ってすればできる話であって、そういったものを国家戦略

的にも、メーカーにも提言していこうと思っている。そういうハイテクを使った対策も考

えなければならないと思う。 

また、交通安全などの高齢者対策で、子どもとセットにすると高齢者はよく言うことを

聞いてくれる。やはり、孫とか近所の子どもに、「おじいちゃん、おばあちゃん。こういう

ことに気をつけて。」と言われたら、絶対言うことを聞いてくれる。実例であるが、ジュニ

アポリスに交通安全の啓発をしてもらったときに、地元の老人会も一緒に出席してもらっ

た。子どもがジュニアポリスの格好をして、そこをおじいちゃん、おばあちゃんが見守る。

そこで、交通安全の啓発をする。すると、高齢者は子どもがしている姿を、自分の孫でも

ないのに写真をバチバチ撮っていた。おかげさまでその地域の高齢者の事故がなくなった。

子どもの力は大きいし、高齢者に子どもはとても有効である。 

マスコミ、広報媒体を使った広報・啓発には三種の神器がある。まず 1 番に子ども。2

番は動物。3 番は着ぐるみ。この三つをいかに使うか。きっちりと子どものときに正義感

を植え付ければ、非行少年は生まれてこない。すこし話が変わるが、そういう根本的な部

分にも県全体で取り組んでいければ、犯罪の無い滋賀というのが、すこしでも実現可能に

なると思う。 

○ここにいるメンバーやここにおられないメンバーも念頭に、何を民と行政が協働していけ

るのか。協働によってどういう対策が練られるのではないかという点に主眼を置いてお話

を頂きたい。 

○老人クラブ連合会の女性部で「取り組もう」と言っても、皆さんマンネリというか聞き飽

きたというか、他人事になっている。提案しても、「それは知っている。」という感じで、

熱意が無くなかなか取りかかってもらえない。各市町の女性部の代表者が集まる会議があ

る。そこで、詐欺被害に遭いそうになった方にお話しいただこうと思っている。実体験を

話していただければ、皆さん身近に思って頂けると思う。まずは、「他人事である。」とい
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う意識を変える方法を考えていけたらと思う。 

○警察もこれまでに様々な対策をしてきた。なぜ騙されるのかということをお話しすると、

息子が急に病気になったとか、警察を騙る者から電話がかかってくると、一種の催眠術に

かかったようになる。例えば、電車の中でぱっと起きて降りる駅だと思い、慌てて降りた

ら違う駅だった時のように全く周りが見えていない。あるいは、遅刻しそうな時、急いで

いる時は周りの交通状況等が全く目に入ってこない。そういう周囲が見えていない心理状

態で、相手の言われるまま行動する。だから、皆さんが言われているように、銀行等で警

察が声をかけても話が一切耳に入らない。そして、お金を払って一段落したときに、被害

に気がつく。被害にあわれた方にアンケートをとると、そういう特殊詐欺そのものは知っ

ていると回答される。ただ今回のこのケースが詐欺にあっているとは夢にも思わなかった。

やりとりしているあいだは全く気付かなかったとおっしゃる。 

対策として、皆さん言われているように、チラシを配り、メディアを使って広報をして

いるが、しかし不十分で、いまお話のあった実体験の話もそうですし、一人ひとりと色々

な話をして心に響く方法が必要と思う。事業として、私が提案するとすれば、コールセン

ターが一つの手だと思う。被害に遭われそうな高齢者の名簿あるいは警察が持っている全

国から集めた被害に遭われそうな方の名簿を、コールセンターに委託し、被害に遭いそう

な方に電話をして注意を促すというのも一つの手だと思う。今日いろんなマスコミが大勢

おられるので、なにか一つでもここに共有できるようなそういう案があればお伺いしたい。 

○システム的な、インフラ的な整備と精神的、考え方的な抑止の方向が必要だと思う。一つ

インフラ的な詐欺を抑える手法として、銀行の方がおっしゃっていた水際で防ぐようなシ

ステムがあると思う。もう一つは、人を信じるなというのは極端だけれど、何かインパク

トのある啓発、その人が詐欺について考えるきっかけになる啓発を考える必要があると思

う。今、一つ思いついたのが、特殊詐欺を捕まえたらお金がもらえる制度、報奨金制度。

詐欺のような電話がかかってきたら、自分にお金が入るチャンスだと思って、電話対応し

なさいという啓発をする案である。大きな声では言えないが、電話かかってきたらラッキ

ー、これは詐欺だからラッキーみたいなインパクトがあると対応が変わってくると思う。 

○高齢者が対象であるならば、アプローチの仕方として子どもは本当に有効だと思う。祖父

母参観は参加率がいつも 100%である。遠い九州や北海道から孫の顔を見に来て下さる。

祖父母参観の時には、何かプレゼントをお渡ししている。「おじいちゃんおばあちゃん元気

でね。」というような、メッセージでお渡ししている。そういう時に「詐欺にも気をつけて

ね。」みたいなコメントを添えられる物があれば渡せる。県内の幼稚園やこども園では、子

どもから高齢者の方に、何かをお渡しするというアプローチの仕方ができると思う。 

○騙される体験や疑似体験について、いかに口コミで繋げられるのかが大事だと思う。今は

騙されていない人が、情報を発信している感覚がある。 

情報発信としては、インパクトがあるものと、人と人とが対面で会って双方向でやりと

りができること、この二つがあって初めて口コミで繋げられると思う。「双方向」という意

味では、私達はいろんな所に配達しているので、双方向感は出せると思う。例えば、「この

人のところは、少し心配だ。」ということであれば、イベントや企画に対する通知に一言添
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えて届けることができる。 

今、滋賀県では、ヤマトの社員が 350 人、それからパートが 120～130 人で 4 万戸前後

に配達している。配達先の方の年齢は正確には分からないが、いわゆるシニア世代の人た

ちであれば、その配達の住所と名前でどういう人かわかる。これは先ほどの双方向の話に

つながる。毎日走っている町は同じなのでお客様のことはほぼわかる。その信頼関係で我々

は商売している。知らない人に啓発資料を配って話しかけても、受け流されてしまうが、

一対一で知っている人から知っている人へ渡すことはできる。だから、例えば魂がこもっ

たインパクトのある一文があれば、面識のある人に届ける事はできる。そんな協力はでき

ると思う。 

○2 つ思ったところがある。一つは、機運をまず高めていく必要があると思う。高齢者の方

の特殊詐欺に対する機運を高めていくのが大変かつ難しい。官民で機運を高めて行けば、

弊社としてもメディアとしても取り組んでいく価値が出てくると思う。弊社は民間ですの

で、どうしても広報、広告に重きを置いてしまう。それでも、企業レベル、団体レベルで

機運が高まって行けばメディアとしても動きやすくなる。 

もう一つが、騙された人に啓発をしてもらうということは大変有効な手段になると思う。

騙された人が次騙されないように、一緒になって考えてもらえると、より具体的な案とし

て、特殊詐欺を啓発する手法になると思う。 

○皆さんすぐに協働して動きませんか。私は、（特殊詐欺に対して）大変怒っている。4億と

か 2 億とか、犯人にもっていかれている。みんなでノルマを持つのも良い。例えば、2 億

円で抑えるためには毎月被害額をいくらにしなければいけないのか。件数を何件に抑えな

ければいけないのか。これを県民みんなで共有するのがよい。例えば、今月の被害額を県

警と組んでテレビ番組で発信する。「累計で今月は何億円になったよ。」とか「これで近江

詐欺橋がここまでできてしまった。」とかを発信する。毎月そういう CMレポートをガンガ

ン放送したい。そして、このプラットフォームに集まったチームが「悔しい」ということ

を全面に出す。「怒りの共有」を県民みんなで持つことが大事。 

被害に遭った方は絶対に顔を出したくないが、「これだけ被害に遭った」とは言いたいは

ず。「特殊詐欺被害状況ニュース」みたいなものを毎月だすことは臨場感があると思う。メ

ディアも県警も数字で語ることが大切。それがわかりやすいように、「近江詐欺橋」は冗談

ですが、仮に詐欺被害額の金額があったらどれだけのものができるか。「悪の遊園地」とか

ね。特殊詐欺が滋賀県に君臨されていくイメージがわかりやすい。今すぐできることがあ

ると思う。 

○一番問題なのが、それを事業者に伝えたときに実感がないこと。それが私どもの業界の一

番悪い所である。例えば 5万円 10万円の被害に遭う方がいる。「被害に遭っている分、店

で使ってもらったほうがプラスでしょ。」と伝えるが、客を脅すような啓発はしたがらない。

だから一枚岩で動くというのは難しい。ただ、たとえば県全体で啓発しないといけないと

いうような機運が醸成されると、啓発をせざるを得なくなってくる。そもそも、目標は、

「被害ゼロ」である。そのためには、一件でも減らす必要がある。 

ポイントして、まずは入り口。入り口というのは詐欺している側である。ちょうど昨日
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だったか、3人ほど捕まったと報道されていたが、元を絶つ。例えば、（詐欺メールの）送

付先にメールを打ち続けて、それを運用しているサーバをダウンさせてしまえばいい。架

空請求はショートメールがほとんどである。 

次に、「こういう手口で被害に遭いました。」ということを、もっと伝えて行かないと行

けない。声をボイスチェンジャーで変えて、被害のインタビューの事例をたくさん集めて

もらうのも一つだろうと思う。 

次に、最近、LINE の乗っ取り被害が増えている。高齢の方の被害が多い。分かってい

る手口だからこそ、それを共有する必要がある。詐欺とかそういう話はみなさん自分から

情報を取りに行かない。だからこそ、知らしめる手段が必要になる。 

○印象的だったのは、行政側は、これまで「啓発とか広報をしています。」という話あったが、

民間側の意見としては、「まだまだ足りない。」のではないかという話。実は両面あると思

っている。行政は、毎年予算を取って、同じような定型で実施している。量としては実施

していても種類とか手段の豊富さという点では足りないところがある。おじいちゃんおば

あちゃんには、お孫さんを介してという話もあったが、高齢者ご自身だけでなく、家族と

か地域を通して届けるようなアプローチが必要と考える。あらゆる主体に対してアプロー

チしていくことで、結局高齢者にも届いていくことになると思う。私はゆるキャラに被害

状況を報告させるのは、ブラックなノリではあるが、割とインパクトがあって面白いと思

う。 

アプローチする対象とか内容のインパクトという点では行政が弱い。そこは民間が担っ

て頂く場面だと思う。とくにコンテンツ作りとかは行政は下手なところがある。 

もう一点思ったのは、事業者の方にいろいろ負担して頂くだけではなくて、そういった

消費者に優しいことをして頂いている事業者がいるということを消費者にも理解してもら

う必要があると思う。そうすることで、事業者としても消費者に優しい、被害に遭いそう

な方々に優しい取り組みがしやすくなり、また消費者としてもそういうことに取り組んで

いる事業者を選んで貢献できるような、好循環がうまれていくような取り組みが必要だと

思う。 

○確かに、行政は少し堅く、民間の柔軟な発想が必要と思う。一方で、民間の方も、全部ボ

ランティアではなく、やはりWIN－WINの関係でなければ協力できない面もあると思う。 

○県民活動生活課消費生活係では消費者教育に取り組んでいる。幼稚園、小学校、中学校、

高校、大学、その次が社会人で高齢者と、それぞれの世代に合わせた消費者教育に取り組

んでいる。しかし、どうしても被害が出てしまう。ネット犯罪など、どんどん新しい手口

がでてきて、どうしてもイタチごっこになってしまう。消費者教育としては騙されない消

費者を作って行こうとしている。今日、話を聞かせてもらっていて、行政から「これをや

ってください。やりなさい。」としても、なかなか伝わらないと思う。知っている人から、

例えば孫とかから「こういうのに気をつけて。」と言ってもらうと心に残るのだろうと思う。 

 

○教育が重要だと思う。もう一つは行政が全面に立つと、押し付けがましいところがある。

民と行政の協働による中間的な組織があるといいと思う。そういう組織を立ち上げること
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ができればいいと思う。 

○やはり「高齢者にいかにインパクトを与えるか。」という言葉がそのままだと思う。しかし、

行政から働きかけてもなかなか伝わらない。警察もガンガンいろいろ実施した。関係機関

集まっての官民会議を開いたり、バスにラッピングをして走ってもらったり、いろんな事

をした。銀行で止めてもらう。預金小切手にしてもらう。現金ではなくて、預金小切手で

払ってもらう。通報してもらう。いろんなことを半強制的に実施した。しかし、そういう

取り組みを人は知らないし、響いていないところがあったと思う。 

滋賀県は、平成 14 年当時、被害が 3 万 2000 件になって、条例を作った。そして、「県

民みんなで考えてやっていきましょう。」といろんな防犯のボランティア団体が各地域で作

られた。県民の皆さんが率先して、犯罪を減らそうと動いてくださった。それで、被害が

ぐんと減って 3 万 2000 件だったのが、今 1 万件を切っているという状況になっている。

滋賀県というところは、一般の方が先頭になって一生懸命やって下さる県である。しかし、

特殊詐欺についてはまだ響いていないと思う。知事に先頭に立っていただき、皆さんと連

携しながら取り組んで行かないといけないと思っている。 

○特殊詐欺が目立つようになり、対策を考えたときに、次第に啓発しても全然響かなくなっ

てきた。「関係ない。」、「私にはお金がない。」と言われて終わってしまう。私は、警察官の

ときに防犯教室をしていた。その 3 日 4 日後くらいに被害に遭ったという事例があって、

いったい何をしていたのだろうとむなしくなった。これはどうすればいいのかと思った時、

うちには二人子どもがいるのですが、下の子がある番組の歌を歌っていた。でたらめの歌

詞であったが、3 歳でこんなに心に残ることがあるのかと思った。歌が良いのか映像がい

いのか分からないが、そういった心に残る、心に浸透するようなものを是非ともつくりた

い。 

悔しいという思いがあり、県としてなんとかしていかないといけないという思いがある。

子どもから、あるいはメディアからというアプローチで協働していきたい。アイデア等の

足りないところは民間に頼らないといけないところがたくさんある。そういうところにつ

いては皆さんのご意見等を頂いて、一緒に今後取り組んで頂けるとありがたい。 

 

（終了） 


