
ＮＯ．１ 平成２８年３月下旬 笠岡市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所保険課のヤスダと名乗る者から電話があった。内容

は「医療費の還付手続きがされていないので、手続きをお願

いしたい。」というもので、指示通り銀行ＡＴＭの前に行き、

携帯から指定の電話番号に連絡を取った。その後、ＡＴＭの

操作を指示通り行ったが、翌朝通帳を確認すると、２８９，

１４５円残高が減少していた。 

 

被害額 ２８９，１４５円 

 市役所にヤスダという職員はおらず、還付金詐欺だと思わ

れるので、警察に被害届を出して相談するように伝えた。 

  



ＮＯ．２ 平成２８年４月中旬 岡山市北区発生事件 

 

・事件概要 

 

 岡山市保険課と名乗る者から、高額療養費６年間分を還付

すると電話がかかってきた。高額療養費のハガキは届いてい

たため、その事かと尋ねたところ、「それとは別に封筒で送

っており、３月末で期限は切れているが、銀行まで通帳とキ

ャッシュカードを持ってくれば支払う」と言われ、取引先の

銀行を教えるよう言われ、教えてしまった。取引銀行にキャ

ッシュカードを必ず持ってくるよう言われたが、６年間とい

うのを不審に思い、岡山市に確認すると言い、電話を切った

とのこと。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．３ 平成２８年４月上旬 備前市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 番号非通知で市役所の職員ヤスダと名乗る者から電話が

あった。「8 月の夫婦 2 人分の医療費の払い過ぎがあるので

戻ってくるが、手続きは 3 月末で終了した。今なら間に合う

から取引先の銀行を教えてくれ。」と言われた。名前も知ら

れていた。自分は詳しいことはわからないので夫に代わると

伝え、夫は怪しいと思い電話を途中で切った。ヤスダと名乗

る者は「心配なら市役所に確認してもらっても構わない。」

と言っていた。その後、市役所に「市役所から高額医療の還

付金の電話があったが本当か。」という問い合わせをしたが、

市役所から電話をしたということは無かった。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．４ 平成２８年４月下旬 津山市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所の国保係のイドと名乗る男から、番号非通知で電話

があった。１月末に国保の制度が変わったと文書を送り、期

限を３月末としていたが、その書類が返ってこない、書類は

確認したか、３９，５００円の還付があるので近くの銀行窓

口へ行くよう言われ、銀行窓口でまた連絡すると言われた。

連絡先を確認したが、教えてくれなかった。自分は国保加入

者ではなく、後期高齢に該当するほか、電話内容や番号非通

知であることからおかしいと感じ、銀行には行かなかった。

確認のために市役所国民健康保険係へ電話した。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．５ 平成２８年４月下旬 笠岡市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所の者と名乗る男性から電話があり、「保険料の払い

戻しが３５，０００円ほどある。中国銀行に振り込んで返す

ので、また中国銀行の担当から連絡がある。」と言われた。

中国銀行からの電話がなく、市役所方面に来る用事があった

ため、確認のため市役所窓口へ立ち寄り確認した。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．６ 平成２８年５月上旬 岡山市北区発生事件 

 

・事件概要 

 

 自宅の固定電話に市役所保険課の者と名乗る男性から電

話があった。市役所から書類が届いていると思うが、払いす

ぎている医療費３６，５８０円が戻ってくる。還付期限は本

日中と言われ、コンビニのＡＴＭへ向かうよう指示された。

コンビニに着いたら、「０１２０－８７６－８８０」へ電話

するよう指示された。コンビニへ行き、上記フリーダイヤル

へ電話したところ、男性の声で「マサミです。」と言われた。

不審に思いながらも、指示されるままコンビニのＡＴＭから

４９９，５２５円を埼玉りそな銀行東浦和支店の普通預金口

座へ振り込んでしまった。岡山市の還付金なのに、埼玉りそ

な銀行とはおかしいと思ったが、「医療費は厚生労働省だか

ら」と言われて信じてしまった。 

 その後不審に思い国保年金係に問い合わせたが、該当する

還付金はなかった。 



 

被害額 ４９９，５２５円 

詐欺にあった可能性が高いので、すぐに警察と市消費者セン

ターへ電話するように伝えた。市役所から埼玉りそな銀行東

浦和支店へも連絡したが、警察からの指示がないと、口座凍

結などの対応はできないとのことだった。 

  



ＮＯ．７ 平成２８年５月中旬 岡山市南区発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所のコマツと名乗る者から電話があり、健康保険の割

り戻しの通知をブルーの封筒に入れて送ったと言われた。ほ

かに、還付金は４万円くらい、０１２０－１１３－７８２に

電話してほしいと言われた。聞かれたので、名前と生年月日、

口座番号を教えてしまった。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．８ 平成２８年５月中旬 岡山市南区発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所福祉課のオオクチと名乗る者から電話があった。今

年２月に医療費の還付の通知をブルーの封筒に入れて送っ

たと言われ、まだ手続きをしていない場合は期限が切れてい

るので、福祉課ではなく、社会保険事務所の電話対応課（０

１２０－１１３－７８２）に電話してくださいと言われた。

怪しいと思い、岡山市に確認の電話をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．９ 平成２８年５月下旬 津山市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所年金課の白木 強（シラキ ツヨシ）と名乗る者か

ら電話があった。平成２３年～２５年分の国保料の還付金が

あり、１月６日に水色の封筒で送っている。５月２０日が期

限になっているが、手続きをまだしていないので銀行に行く

ようにと言われた。話し方、内容などから怪しいと思い、折

り返し電話をかけるのでと電話番号を聞き返すと電話を切

られた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．１０ 平成２８年５月下旬 岡山市北区発生事件 

 

・事件概要 

 

 平成２３年度から２７年度の国保料過払い金があるので

支払うと電話があり、妻が対応した。夫が電話を代わったと

ころ、電話を切られた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．１１ 平成２８年度５月下旬 岡山市北区発生事件 

 

・事件概要 

 

 岡山市役所のホンダと名乗る者から電話があった。保険料

の還付の通知を５月１３日に送付したがまだ返ってきてい

ない。期限が過ぎたので銀行で手続きしてもらわないといけ

ないと言われた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．１２ 平成２８年６月上旬 岡山市東区発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所の国民健康保険課のタキグチと名乗る者から、妻あ

てに電話があった。２３年に法改正があり保険料の還付のお

知らせハガキを送ったが、まだ手続きをしていないので連絡

をしたと言われた。妻が「覚えがない」と答えると、こちら

から中銀に連絡して手続きをするので、中銀から電話がある

と言われた。しばらくして、中銀のハヤシと名乗る者から電

話があり、３万くらいの還付があり、キャッシュカードがあ

れば手続きができると言われ、明日１０時にキャッシュカー

ドを持って西大寺のコープのキャッシュコーナーで待ち合

わせをすることにした。携帯電話番号も教えた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．１３ 平成２８年６月上旬 岡山市東区発生事件 

 

・事件概要 

 

 「市役所の者です。」と妻あてに電話がかかってきた。「医

療費が返ってきます。通知書が届いていますか。」と聞かれ、

「届いていません。」と答えると、「手続きが必要です。２３，

３６８円が返ってきます。なお、中国銀行に５０万円以上の

預金がありますか。なければ手数料が必要です。」と言われ

た。 

 翌朝、「市役所の者です。（氏名を名乗らず）」と再度電話

があった。「昨日の件で、中国銀行に連絡しました。」と言わ

れた。５分後、中国銀行のヤマモトと名乗る者から電話があ

り、「キャッシュカードを持参しＡＴＭに出向いてください。

着いたら０１２０－５０１－７９２中国銀行のヤマモトへ

電話をいれてください。」と言われた。妻が「中国銀行本店

に行きます。」と伝えると、相手は「本店では機器対応がで

きません。」と言い、他の支店はどうかと聞くと「だめです。」



と言われ、相手は「コープ店」を指定してきた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．１４ 平成２８年５月下旬 倉敷市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所の国民健康保険課のホンダと名乗る男から電話が

あった。還付金２１，３００円があるので、５０万円以上残

高がある口座を教えてほしいと言われた（手数料２，１００

円が安くなるのでとも）。口座番号は教えなかったが、妻の

携帯番号と他に口座のある金融機関を教えてしまった。不審

に思い、金融機関と市役所に連絡した。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．１５ 平成２８年６月上旬 倉敷市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所保険課のホンダと名乗る男から電話があった。保険

料の還付金の書類を５月２７日までに返送するようお願い

していたが、いまだ手続きされていないので、市役所に来て

手続きしてほしいと言われた。本人は還付金について身に覚

えがなく、不審に思ったため市役所に連絡した。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．１６ 平成２８年６月上旬 倉敷市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所職員を名乗る男から電話があった。保険料の還付金

が２万円あるので書類をお願いしていたが、いまだ手続きさ

れていないようなので、金融機関に通帳とキャッシュカード

を持っていくようにと電話があった。不審に思いコールセン

ターへ問い合わせをしたところ、市役所に電話するようにと

言われたため電話した。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．１７ 平成２８年６月上旬 井原市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所年金保険の係のシミズと名乗る男から電話があり、

「過去３年間に遡って、還付するお金が３９，５００円ある

ので、今日にも銀行で手続きをして欲しい。」と言われた。

自分では車を運転できず、今日中に手続きをすることは不可

能である旨を伝え、電話を切った。その後不審に思い、市役

所に電話した。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．１８ 平成２８年６月上旬 岡山市北区発生事件 

 

・事件概要 

 

 岡山市健康保険課のヤマイエと名乗る男から、名前をフル

ネームで確認する電話がかかってきた。健康保険の還付金が

あるが、まだ手続きがされていないので、銀行の口座と携帯

電話の番号を教えるように言ってきた。郵貯の口座があるこ

とは伝えたが、口座番号や携帯番号は教えていない。ほかの

銀行に口座を持っていないか、一千万くらい預金している口

座がないか、などを聞いてきたが、持っていないと答えると

すぐに電話が切れたため、怪しいと思い情報提供をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．１９ 平成２８年６月上旬 岡山市東区発生事件 

 

・事件概要 

 

 自宅の留守番電話に「岡山市の料金課の者です。国民健康

保険料の件で支払いを振り込みにしていただけませんか。」

と入電されていた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．２０ 平成２８年６月上旬 岡山市中区発生事件 

 

・事件概要 

 

 岡山市の職員と名乗る者から国民健康保険料の還付金に

ついてとのことで自宅に電話があった。国保の還付金につい

て申請書を送ったが、手続きがされていない。１３，６００

円の還付金があるので、受け取りのためにローソンへ行くよ

うに言われ、携帯で相手と話をしながらＡＴＭを操作し、す

でに振り込み処理をしてしまったとのこと。 

 

被害あり（金額不明） 

また相手から電話がかかってくる予定だと言っており、こち

らからそれは詐欺であると伝えるまで、被害にあったことを

気付いていなかった。すぐに警察へ伝えるよう伝えた。 

  



ＮＯ．２１ 平成２８年６月中旬 岡山市中区発生事件 

 

・事件概要 

 

 中区市民保険年金課のタナカと名乗る者から、国民健康保

険料の還付金のことでと自宅に電話があった。国保の還付金

について申請書を送ったが、手続きがされていない。１３，

６００円の還付金があるので、受け取りのためにローソンへ

行って東京三菱ＵＦＪ銀行の口座へ振り込むようＡＴＭを

操作するよう言われた。今すぐには行けないと言ったところ、

また１２時ごろに電話するからその頃にローソンに行くよ

うに言われた。電話を切った後、今日は時間がなくて行くの

が難しいので、タナカの携帯電話に電話したが、ずっと話し

中で繋がらないので、中区市民保険年金課に電話した。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．２２ 平成２８年６月中旬 岡山市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 岡山市職員と名乗る者から国民健康保険料の還付金につ

いてのことで自宅に電話があった。国保の還付金について申

請書を送ったが、手続きがされておらず期限が切れているの

で、受け取りのためにコンビニに行ってＡＴＭを操作するよ

う言われた。金額がわずかだったので、「面倒くさいからい

らない。」と言って電話を切ったが、よく考えるとおかしい

と思い、市役所に電話した。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．２３ 平成２８年６月中旬 備前市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所の職員を名乗る者から電話があった。「平成２７年

１０月診療分の医療費の払い過ぎがあるので、還付手続きの

文章を送ったが、手続きがまだできていない。取引先の銀行

名を教えてくれ。」と言われた。怪しいと思い、「還付金はい

りません。」と言い、電話を切った。その後、市役所に問い

合わせをした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．２４ 平成２８年６月中旬 岡山市北区発生事件 

 

・事件概要 

 

 知人から相談を受けたという方から市役所に相談。「市民

保険年金課のゴトウ」と名乗る者から電話があり、「還付が

あるので口座を教えてほしい。連絡先は０８０－２２９１－

４１８０」と告げられた、とのこと。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．２５ 平成２８年６月中旬 岡山市東区発生事件 

 

・事件概要 

  

 保険課オグラと名乗る者から「５年分の医療保険の過払い

がある」と電話があった。銀行名・携帯番号を聞かれ、窓口

で印鑑・通帳・身分証明書が必要と言われた。「支所に行っ

て申請手続きをします。」と言って電話を切り、東区役所市

民保険年金課へ確認の電話をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．２６ 平成２８年６月下旬 岡山市北区発生事件 

 

・事件概要 

 

 「北区役所のフクダ」と名乗る男から電話があり、保険料

の還付があるというので、不審に思い「折り返しかけ直すの

で、電話番号を教えてほしい」と告げたところ、相手が電話

を切った。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．２７ 平成２８年７月上旬 岡山市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 女性から医療費を返したいと電話があり、詳しいことは後

で担当より電話があると言われた。１時間後にムラカミと名

乗る男より電話があり、医療費３０，８９８円を返還したい

ので通帳とキャッシュカードを用意してほしいと言われた。

不審に思い、キャッシュカードはないと答えると、銀行名を

聞かれた。銀行名は教えてしまったが、支店名・口座番号は

教えていない。相手の電話番号を聞くと、また電話すると言

い切られた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．２８ 平成２８年７月上旬 笠岡市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所職員キムラマサカズを名乗る者から電話があり、

「医療費の還付があるので手続きを行ってほしい。手続きに

ついては、銀行の者が別に電話する。」と言われた。その後、

銀行員のヤマモトを名乗る者から電話があり、「市役所前の

ＡＴＭに行き、着いたら電話（０１２０－１３１－０８２）

をしてください。」と言われた。近くまで来たので、キムラ

マサカズさんが本当にいるのかを確認に来られた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．２９ 平成２８年７月中旬 岡山市中区発生事件 

 

・事件概要 

 

 自宅に番号非通知で電話がかかってきた。「平成２１年～

２６年の医療費の負担額が変更になり、３７，０００円程の

還付金が発生している。時効になっているので、直接銀行で

の手続きが必要。３０分後に中銀から電話があるので、手続

きをするように。その際、携帯電話を持っておくように。」

と言われた。番号非通知でかかるのはおかしいのでは、と聞

くと、パソコンから電話をしているので、すみませんと言わ

れた。相手は１０年ほど前に住んでいた住所を知っていた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．３０ 平成２８年７月中旬 笠岡市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所職員を名乗る者から電話があった。「３年間医療費

を払いすぎているため、４２，５００円の還付金があり、３

月に通知を送っている。口座などを教えてもらわないといけ

ないので、書類を出してもらわないといけない。」と言われ

たため、「念のため録音をしていいか。」と言うと電話が切れ

た。不審に思い、市役所に確認を取った、 

 

被害なし 

  



ＮＯ．３１ 平成２８年７月中旬 岡山市中区発生事件 

 

・事件概要 

 

 自宅に岡山市職員と名乗る者から電話があった。「国保の

医療費の払い戻しが３７，２００円程ある。また電話します。」

と言われたが、その後相手からの連絡がないので、市役所に

確認の電話をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．３２ 平成２８年７月中旬 岡山市中区発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所職員を名乗る者から電話があった。「２７，０００

円還付金がある。５月末締め切りで書類を送ったが届いてい

るか。何人かまだ受け取っていない人がいるから電話した。

２週間たったら書類を送るから銀行へ行ってください。」と

言われた。２週間経過したが、何も書類が来ないので市役所

に問い合わせた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．３３ 平成２８年７月中旬 笠岡市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所職員を名乗る男から電話があった。「医療費還付の

手続きがまだされていないので、ＡＴＭで手続きをしてほし

い。」と言われ、取引している金融機関を伝えると、その後

その金融機関職員を名乗るヤマモトという男から電話がか

かってきた。不審に思い、市役所へ問い合わせた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．３４ 平成２８年７月下旬 笠岡市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所職員を名乗るコバヤシという男から、「保険料の払

い戻しが４０，０００円程ある。通知を青色の封筒で送って

いるが、まだ手続きをされていない。」という連絡があった。

そのような通知を見た覚えがないと伝えると、「郵便局の職

員から連絡する。」と言われたが、待っても連絡が来なかっ

たので市役所に問い合わせた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．３５ 平成２８年７月下旬 里庄町内発生事件 

 

・事件概要 

 

 町役場職員を名乗る男から、「去年〇月から〇月までの医

療費に返還がある。５月までに返事が欲しかったが、返事が

なかったので電話した。」との電話が自宅にあった。「医療費

を今日振り込むので口座のある銀行を教えてほしい」と言わ

れ、銀行名を伝えた（口座番号は伝えなかった）。 

 その後再び電話があり、「預金が１００万円以上無いと手

数料がかかるので、他に口座はないか」と言われ、郵便局に

口座があることを伝えた（口座番号は伝えなかった）。併せ

て携帯電話の番号も教え、「また郵便局から電話がある」と

言われ、電話を切った。 

 その後、郵便局の口座に１００万円預金がないことに気づ

き、役場に電話した。 

 

被害なし  



ＮＯ．３６ 平成２８年７月下旬 井原市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所年金保険係を名乗る男から電話があった。「以前通

知しているが、医療費について還付するお金が３万程度ある

ので手続きをしてほしい。ハピーズのＡＴＭコーナーにキャ

ッシュカードを持ってくるように。そこで手続きをする。」

と言われた。前日は夫が同じような電話を受けていて、怪し

く思い市役所に問い合わせた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．３７ 平成２８年７月下旬 岡山市東区発生事件 

 

・事件概要 

 

 複数の市民より不審電話を受けたとの問い合わせがあっ

た。 

 いずれも「〇日を過ぎたので、保険料を還付する。振込先

の口座を教えてほしい。」という内容だった。電話の名乗り

についてはそれぞれ異なっていたようだったが、岡山市役所

国民健康保険課を名乗った者もいたとのこと。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．３８ 平成２８年７月下旬 岡山市南区発生事件 

 

・事件概要 

 

 岡山市役所のイトウを名乗る者から「平成２１年～２６年

の国民健康保険料の還付金が発生しているが、いまだに申請

されていない。３０分後に担当者から電話する。」と電話が

あった。公衆電話からの電話だったために不審に思い、３０

分後にかかってきた電話には出ていないが、本当に還付があ

るのかと思い市役所に確認した。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．３９ 平成２８年８月上旬 笠岡市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所の職員を名乗る男性から電話があった。「４月７日

付で平成２５年～２７年分の医療費の過払いについて、６月

末までに還付手続きをするようにという通知を送付した。約

３９，０００円の還付があるが、未手続のままなので、手続

きをするように。」と言われた。口座のある銀行を聞かれ、

口座のある金融機関を答えたが、口座番号は教えていない。

キャッシュカードと携帯を持ってＡＴＭへ行き、指示通り６

桁の番号を打つように言われたが、不審に思い、市役所に来

た。電話がかかってきているが、その番号には出ない。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．４０ 平成２８年８月上旬 笠岡市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所の保険課を名乗る男から電話があり、「以前青色の

封筒でお知らせしたが、２万円くらい還付があるが、手続き

がまだで、締切が７月末までだ。」と言われた。有している

金融機関の口座を聞かれ、いくつか答えたが、手続きはどこ

でもできるわけではないと言われ、井原のハローズのＡＴＭ

へ携帯とキャッシュカードを持って行けと言われた。しかし

不審に思い、市役所に確認の電話をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．４１ 平成２８年８月上旬 岡山市東区発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所保険年金課を名乗る電話があった。名前は名乗らな

かった。Ｈ２０～２５年までの医療費の還付金があると言わ

れ、３月に申請書を送ったが、申請がないので連絡した。振

り込みをするので金融機関を教えてほしい、口座に１００万

円以上無いと振込手数料が１，０８０円かかる、と言われた。

怪しい電話だと思って何も答えなかったが、念のため市役所

に確認の電話をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．４２ 平成２８年 8 月上旬 岡山市中区発生事件 

 

・事件概要 

 

 中区国民保険係カトウと名乗る男から電話があった。Ｈ２

２～２７年の国民保険の還付金２７，３８８円が残っている。

春頃申請書を送ったが、いまだ手続きがされていない。今日

中に手続きをすれば還付できると言われた。キャッシュカー

ドを持っているか何度も尋ねられたが、病院自体あまりかか

っていないので、還付金が発生するはずがないと繰り返すと、

電話が切れた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．４３ 平成２８年 8 月上旬 岡山市北区発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所国民年金課を名乗る男から電話があった。「4 月に

還付の書類を送ったが、手続きをされていないので期限が切

れる。今日中にＡＴＭに来れば還付できる」と言われた。怪

しいと思い相手にせず、市役所に連絡した。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．４４ 平成２８年８月上旬 岡山市中区発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所年金保険課ゴトウと名乗る男から電話があった。国

民健康保険の還付金３６，２００円が残っている。いまだ手

続きをされていないので、今日の１５時までに中銀か郵便局

のキャッシュカードを持って、すぐに手続きしてほしい、と

言われた。電話を切った後も、おそらく同一人物と思われる

人間から、中国銀行や郵便局の職員を名乗って、早く手続き

をするよう電話があった。怪しいと思い市役所に連絡した。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．４５ 平成２８年８月中旬 岡山市東区発生事件 

 

・事件概要 

 

 自宅に市役所職員を名乗る男から電話があった。留守だっ

たため、家族（高齢者）が電話対応しメモを書きとっていた

が、内容が不審なため、市役所へ相談した。 

 メモ内容は、健康保険の還付金が１９，５９３円発生して

いるが、還付可能な期限が迫っている。至急０５０－３８２

２－３８８８へ電話してほしい、とのことだった。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．４６ 平成２８年８月下旬 岡山市中区発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所職員を名乗る者から電話があった。２３年度から国

民健康保険料の還付があり、昨年１０月にお知らせを送った

が、返信がないため連絡したと言われた。金融機関のことや、

携帯電話を持っているか聞かれ、携帯は持っていないと答え

たところ、電話を切られた。本当に還付金があるのか確認し

たく、市役所へ連絡した。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．４７ 平成２８年８月下旬 岡山市中区発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所市民保険年金課ナカノを名乗る男から電話があっ

た。「〇〇さん（３年前に死亡）の保険料の払い戻しがある。

３月に青い封筒で書類を送ったが、返事がないので電話し

た。」と言われた。払い戻し金額と、相手の電話番号は、聞

くと答えた。おかしいとおもい、「調べてみます。」と言って

電話を切った。電話の相手からの具体的指示は、何もなかっ

た。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．４８ 平成２８年８月下旬 笠岡市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所職員を名乗る男から電話があった。医療費の還付が

あるので、手続きをするようにと言われた。口座のある銀行

を聞かれ、おかしいと思ったので、「すぐにはわからないの

で、確認する。」と伝え、電話を切った。本当に市役所から

の連絡なのかどうか確かめるために電話をかけた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．４９ 平成２８年９月上旬 岡山市中区発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所保険年金課ウエノと名乗る男から電話があり、「平

成２０年から２５年の５年間の医療費で払い過ぎの分があ

る。金額は２万円ほどだが、手続きに手数料がかかるため、

少し少ない額での返還になる。銀行に知らせて、あとは窓口

で手続きの案内をするので、それに従ってほしい。」と言わ

れた。不審に思ったので、確認すると言って電話を切った。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．５０ 平成２８年９月上旬 笠岡市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所のマエダを名乗る男から電話があった。「過去５年

分の医療費が２９，８００円ほどある。７月末が手続きの締

切だったが、まだ手続きをされていない。今手続きしたらお

返しできる。」という連絡があった。その後、電話で指示さ

れた通り、マルナカ内の広島銀行のＡＴＭを操作した。 

 その後、広島銀行から連絡があり、詐欺と判明し、マエダ

という職員がいるか確認のため市役所に電話をした。 

 

被害あり（被害額不明） 

相手が言っていた部署名が存在しないこと、ＡＴＭの操作を

お願いすることはないことをお伝えし、今後不審な電話があ

れば確認してくださるようお願いした。警察にはすでに相談

済み。 

  



ＮＯ．５１ 平成２８年９月上旬 井原市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所年金係の職員を名乗る男から電話があった。「払い

戻しがある旨の手紙を送ったが見ていないか。８月３１日が

締め切りだったが、今日ならまだ手続きができる。書類を紛

失していても再発行ができるので、銀行へ行って手続きして

ほしい。」と言われた。しかし会話の途中で電話が切れてし

まった。その後、払い戻しについて問い合わせるため、市役

所に電話した。口座を持っている銀行の名前は教えたが、口

座番号は「個人情報なので聞きません。」と言われたため伝

えていない。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．５２ 平成２８年９月上旬 笠岡市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所職員を名乗る者から電話があった。「以前８月ごろ

に封筒で通知した医療費の過払いの関係で２６，０００円ほ

ど返せるが、まだ手続きをしていない。市役所から銀行に連

絡して手続きができる。」と言われたので、「これから用があ

って市役所に行くので、手続きします。」と伝えたら電話が

切れた。念のため市役所で確認をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．５３ 平成２８年９月下旬 倉敷市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所職員を名乗る男から電話があり、保険料の還付があ

ると連絡があった。今年は市役所で介護保険などいろいろま

とめて支払ったのに、なぜそんなことになっているのか詳し

く聞こうとしていたところ、突然電話を切られた。腹が立っ

たので、確認のため市役所に電話をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．５４ 平成２８年９月下旬 倉敷市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所の職員を名乗る者から電話があり、還付金があると

言われた。通知を送ったが届いていないか、市役所からまた

連絡するからと言われ、「届いていない」というと突然電話

を切られた。おかしいと思い、確認のため市役所に電話をし

た。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．５５ 平成２８年９月下旬 倉敷市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所職員を名乗る者から電話があり、保険料の還付があ

ると言われた。笠岡信用組合の口座に振り込むからと言われ

た。口座番号などは伝えていない。確認のために市役所に電

話をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．５６ 平成２８年９月下旬 岡山市中区発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所職員を名乗る者から「２万円程還付金がある。案内

を送ったがまだ手続きされていない。」と電話があった。妻

が夫に代わろうとすると、電話が切れた。銀行口座などは聞

かれていない。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．５７ 平成２８年９月下旬 倉敷市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所の国民健康保険課職員を名乗る男から電話があっ

た。保険料の払い戻しがあるので、口座番号などを教えて欲

しいと言われた。不審に思い、教えず電話を切った。市役所

へ確認のため電話をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．５８ 平成２８年９月下旬 倉敷市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 朝９時１５分ごろ市役所のモリを名乗る男から高額医療

費の払い戻しが２４，０００円ほどあると連絡があった。妻

がいないので、折り返し電話をさせるというと、９時３０分

に電話すると言われ電話を切られた。不審に思い市役所へ電

話をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．５９ 平成２８年９月下旬 倉敷市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所職員を名乗る男から電話があった。青い封筒が届い

ているはずと言われたが、今日市役所へ行くと伝えると電話

を切られた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．６０ 平成２８年９月下旬 笠岡市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所の保険年金課職員を名乗る男から電話があった。

「平成２０～２５年の保険料を還付するための書類を送る

ので、必要事項を記入し至急返してほしい。なお、この旨は

４月５日頃に通知していた件です。」と言われた。心当たり

がなかったため、詐欺ではないかと聞いたところ、電話を切

られた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．６１ 平成２８年９月下旬 倉敷市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所健康保険課モリと名乗る男から電話があった。保険

料の払い戻しがあるので、銀行名を教えてもらえないかと言

われた。不審に思ったため、国保課の電話番号を教えてくだ

さいと言ったら電話を切られた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．６２ 平成２８年９月下旬 倉敷市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所国民健康保険課のモリと名乗る男から電話があっ

た。保険料の払い戻しがあるので、通帳やキャッシュカード・

銀行名を教えてもらえないかと言われた。また、５０万円以

上お金がある口座だと手数料がかからないとも言われた。不

審に思い市役所へ電話をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．６３ 平成２８年１０月上旬 美作市内発生事件 

 

・事件概要 

 

電話にて「慰謝料（と言った）の返金があるが、申請して

いないので３３，６００円ほどお返しする金額が残っている。

口座番号を教えてください。」と言われた。名前を尋ねると

カトウと名乗った。医療費の戻りや保険料の還付は農協で登

録しており、連絡があるとしても文書で届くはず、と不審に

思い、少し待ってと伝えると向こうから電話を切った。どう

すればよいかと思い市役所に連絡した。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．６４ 平成２８年１０月中旬 赤磐市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所の職員と名乗る男から電話があった。「保険料の

還付金が３３，０００円ほどある。以前に青い封筒で通知を

送っていたが、手続きができていない。中国銀行か郵便局の

どちらかで受け取りが良いか。」と聞かれ、「郵便局のほうが

いいです。」と答えると、「ではまた１０時ごろに電話します。」

と言われ切られた。なかなか電話が来ないので、市役所に電

話をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．６５ 平成２８年１０月中旬 岡山市北区発生事件 

 

・事件概要 

 

 北区役所のオオシマと名乗る男から電話があった。「医

療費に誤りがあったので還付金が出ます。通知を見られまし

たか。」というので、不審に思い逆にいろいろ質問をすると

答えることができず、腹が立ったので声を荒げて自分から電

話を切った。その後、そんな職員がいるのか確かめようと思

い市役所に電話をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．６６ 平成２８年１０月中旬 岡山市北区発生事件 

 

・事件概要 

 

 県の職員のナカシマと名乗る者から電話があった。「医

療費の還付があるので、銀行に行くように」と電話がかかっ

てきた。中銀の大元支店に行くと伝えると、大元支店ではな

く、マルナカにある中銀のＡＴＭに行くように言われ、ナカ

シマの連絡先の携帯番号を伝えられた。マルナカの中銀ＡＴ

Ｍへ行き、ナカシマの携帯電話にかけると繋がった。しかし

最後まで指示通りに操作したが、お金を振り込んでしまった

かは、よくわからなくなってしまったとのこと。帰宅して、

何かおかしいと思い、市役所へ連絡した。 

 

被害不明 

詐欺だと思われるため、至急警察へ連絡していただくよう

にお願いした。 

  



ＮＯ．６７ 平成２８年１０月中旬 笠岡市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所の国保年金担当を名乗る者から電話があり、以前

封筒で通知した、医療費の払い過ぎたお金の返金手続きがま

だされていないので、ＡＴＭに行くように言われたが、もう

いいと言って電話を切った。確認のため市役所に電話をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．６８ 平成２８年１０月下旬 岡山市北区発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所職員を名乗る者から電話があった。「社会保険料

と介護保険料の法改正があり、還付金が発生している。９月

末が締め切りだったが、これから申請書を送るので、申請し

てください。」と言われた。普段利用している銀行を聞かれ、

ＪＡ足守と答えたところ、手続きはＪＡ本店でするよう言わ

れ、キャッシュカードを持っているか聞かれた。詐欺につい

ての講習を受けたばかりで、内容も酷似していたし、市役所

の部署名も言わなかったため、「キャッシュカードなんか知

らん。」と言って電話を終えた。その後、１週間ほどたつが、

申請書は送られてきていない。やはり詐欺なのだろうかと市

役所に電話確認をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．６９ 平成２８年１０月下旬 笠岡市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所職員のサトウと名乗る者から電話があった。「年

金の書類を送ったが、まだ手続きがされていない。今すぐ手

続きに来るように。」と言われた。そういった書類は見てい

ないというと、年金の状況を詳しく聞かれた。怪しいと思っ

たので、こちらからかけ直すために番号を聞くと、「６２－

０７２１」と言った。この番号に電話する前に、市役所の年

金課にサトウという職員がいるかどうか確認の電話をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．７０ 平成２８年１１月上旬 岡山市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 昼頃、市役所の国民年金課の職員を名乗る者から電話がか

かってきた。「３月から制度が変わって…」などといろいろ

説明をされたが、よく分からないため、「よく詐欺にひっか

かるから…」と言ったところ、電話を切られた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．７１ 平成２８年１１月上旬 岡山市中区発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所保険年金課スズキと名乗る男から電話があった。

「国保の過払い金が３５８，０００円あり、６月に書類を送

付したが返信がない。書類は確認したか。本来１０月末が期

限だが、知らない方が多いので、１１月末まで期間延長して

いる。」と言われた。書類を見ていないと答えると、こちら

で手続きするので確認して再度電話をするとのこと。金融機

関名とキャッシュカードを持っているか確認され、中国銀行

と答え、ゆうちょ銀行はだめか確認すると、取り扱いがない

と言われた。連絡先を尋ねると、市役所に電話してほしいと

言われた。話の内容、話し方から不審に思い確認のため電話

連絡した。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．７２ 平成２８年１１月中旬 岡山市北区発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所国民健康保険課と名乗る者から電話があった。「９

月末までにしないといけない手続きができていない。今すぐ

手続きすれば、過去５年間の支払金額３３，６５０円を受け

取ることができるので、口座番号を教えて欲しい。」と言わ

れた。不審に思い、「市役所に電話してみます。」と答えたと

ころ、電話を切られた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．７３ 平成２８年１１月下旬 岡山市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 区役所職員のオオシマと名乗る者から電話があった。「国

民健康保険の保険料を納めすぎているので返還する。書類は

届いているか。１１月１５日が期限だったが、今日なら特別

に手続きができる。こちらから銀行に連絡をするので、取引

している銀行を教えて欲しい。」と言われた。銀行名くらい

は伝えてもよいだろうと思い、「トマト銀行を利用している。」

と言ったが、おかしいと思ったので、「オレオレ詐欺か。」と

言ったところ、「詐欺ではない。」と答えられた。「口座番号

は言わない。お金もいらない。」と言ったところ、電話を切

られた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．７４ 平成２８年１１月下旬 倉敷市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 保険課のモリと名乗る者から電話があった。「平成２３年

～２７年の保険料の還付金が２４，２６８円ある。」と言わ

れ、手紙を送ったとも、５０万円以上お金がある口座じゃな

いと手数料がかかる、とも言われた。振り込みする口座を教

えて欲しいと言われたので、水信中島店と答えた。市役所の

窓口に行きましょうかと言ったら、水信本店から連絡がある

ので待ってほしい、と言われ電話を終えた。その後連絡がな

く、水信本店に連絡をしたら、そのようなことは知らない、

市役所に確認してはどうかと言われたので連絡をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．７５ 平成２８年１１月下旬 倉敷市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所国民年金保険課の職員と名乗る男から２３，６００

円の還付金があると電話があった。４月に手紙を送っている

とも言われた。また相手の電話番号を聞いたら適当な番号を

言ったので、追及すると一方的に切れた。不審に思い市役所

へ電話をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．７６ 平成２８年１１月下旬 倉敷市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所国民健康保険課の職員を名乗る男から電話があっ

た。還付金があると言われ、吉備信用金庫のＡＴＭに行くよ

うにとも言われた。本当に還付金があるのか不審に思い、吉

備信に電話をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．７７ 平成２８年１２月上旬 岡山市南区発生事件 

 

・事件概要 

 

 南区役所のイノウエと名乗る者から「平成２１年～２５年

で２万何千円か還付金がある。５月に文書を送った。これか

ら銀行から電話があります。」と番号非通知で電話がかかっ

てきた。その後、銀行職員と名乗る者から非通知で電話がか

かってきたので、「なぜ銀行が非通知でかけてくるのか」と

問いただしたところ、「非通知でかけていないんだけど。そ

んな口調で話すならやめましょう。」と言い出した。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．７８ 平成２８年１２月上旬 倉敷市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所国民健康保険課のオオシマと名乗る男から電話が

あった。平成２１年～２６年までの間に発生した還付金が２

３，４６０円あるとのこと。オオシマの下の名前を問うと、

回答を拒否された。１１月１５日までが期限なので、金融機

関などを教えて欲しいとも言われた。最初から明らかに詐欺

の電話と思ったが、確認のため市役所に電話をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．７９ 平成２８年１２月上旬 岡山市中区発生事件 

 

・事件概要 

 

 区役所のタケダと名乗る男から電話があった。「平成２５

年、２７年の医療費の戻りがあるが、締切を過ぎている。口

座を教えてくれたら還付できる。」と言われた。不審に思っ

たので口座は教えていない。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．８０ 平成２８年１２月上旬 岡山市北区発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所健康保険課を名乗る男から、「５年前からの累積で

２２，９８７円払い過ぎになっている。通知を送ったが、返

信がないので電話した。今日が還付の期限で、銀行から電話

がありますから待っていて下さい。」と言われた。その後、

中銀のヒカワと名乗る人から電話があった。「ＡＴＭでない

と返せない。どこのＡＴＭでもいいというわけではなく、市

民病院のＡＴＭでなければならない。市民病院のＡＴＭに着

いたら電話をください。ＡＴＭの前で操作の仕方を教えま

す。」と言われた。個人の携帯にかけてきたので不審に思い、

「市に確認してからにします。」と言って電話を切った。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．８１ 平成２８年１２月上旬 岡山市南区発生事件 

 

・事件概要 

 

 岡山市健康保険課を名乗る者から電話があった。国保の保

険料を払いすぎているが、還付のための用紙の提出期限が切

れているとのこと。次に、貯金をしている銀行を尋ねられ、

郵便局にしていると答えると、郵便局から連絡があると言っ

て切れた。その後、郵便局を名乗る人物から電話があり、キ

ャッシュカードを持っているか聞かれ、持っていると答える

と番号を聞かれた。普段は窓口を利用しているので覚えてな

いと言うと、また連絡すると言って切れた。その後いくら待

っても連絡が来ないため、市役所に連絡した。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．８２ 平成２８年１２月上旬 赤磐市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所の職員イトウを名乗る者から電話があった。「国保

の医療費の還付金が３３，３５０円あるが、締切を過ぎてい

る。」と言われ、取引銀行を聞かれた。中国銀行と答えると、

「後で中国銀行から連絡がある。」と言われた。３０分ほど

して、中国銀行の職員を名乗る者から電話があり、残高・通

帳に定期預金があるか・キャッシュカードはあるか・暗証番

号は覚えているか、を聞かれた。すべて答えたが、それ以上

は何もなかった。何かおかしいと思い市役所へ電話した。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．８３ 平成２８年１２月上旬 倉敷市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所国民健康保険課のオオシマと名乗る男から還付金

があると番号非通知で電話があった。４月に書類を送ってい

るとも言っていた。詐欺の電話だと思ったが、確認のため市

役所へ電話をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．８４ 平成２８年１２月上旬 岡山市中区発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所の保険年金課の職員を名乗る者から電話があった。

５年間の医療費の還付があるから今日中に手続きをしてほ

しいと言われた。銀行口座を聞かれ、金融機関名まで答えた

が、口座番号など個人情報については答えなかった。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．８５ 平成２８年１２月上旬 津山市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所の健康増進課の職員を名乗る者から電話があった。

夫が対応したが、国保料１０年分の払い戻し金２２，９８０

円があるので、今日の２時までに大橋ストアーのＡＴＭへ行

って手続きをしてくださいといった内容だった。内容がおか

しいと思い、勝北支所に確認の電話を入れた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．８６ 平成２８年１２月中旬 津山市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所の保険年金課の職員のイトウと名乗る者から電話

があった。還付金が発生したので、取り扱いのある金融機関

を教えて欲しいといった。金融機関名を答えると、今日は忙

しいので、明日９時から１０時ごろに改めて銀行から電話が

あるといって切れた。不審に思ったため、家族に連絡し、市

役所へ報告した。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．８７ 平成２８年１２月中旬 岡山市北区発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所の国保係のイノウエと名乗る者から電話があった。

「保険について書類を送ったが届いているか」と聞かれた。

夫に代わり、書類が届いたらその時に対応すると言って電話

を切った。不安になり国保年金課へ電話確認をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．８８ 平成２８年１２月中旬 赤磐市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所の職員を名乗る者から電話があった。「以前に通知

した医療費の還付の手続きがまだできていないが、そういう

方々が大勢いるので、改めて支払いをすることが決まった」

と言われ、手続きのためにと取引銀行を聞かれた。 

 その後、銀行の職員を名乗る者から電話があり、口座残高

などを聞かれた。「近くの銀行には詳しい者がいないため、

スーパー（店名を指定）のキャッシュコーナーに、手続き方

法を説明する者を向かわせるので、そこに行って待っていて

ください。」と言われた。 

 キャッシュコーナーで待っていると電話があり、「向かう

予定だった者が急用で行けなくなったため、お待たせするの

が申し訳ないので、私が電話で指示します。」と言われた。

待っている時間がなかったため、電話の指示通りに操作した。

途中、金額を入力するところに振込先番号を入力するよう言



われたので、おかしいと思い確認したが、「それで大丈夫」

としっかりした口調で巧みに説明された。この振り込みをし

たらお金が返ってくるという思いがあり、指示通りにした。 

 操作がすべて終わった後に、通帳を記帳したら残高が減っ

ていた。 

 銀行に電話確認をしたが、そのような職員はいないと言わ

れ、確認のために市役所に電話し、だまされたことに気が付

いた。自分はだまされないと思っていたが、金額などはっき

りとした口調で言われたので信じてしまった。 

  



ＮＯ．８９ 平成２８年１２月上旬 総社市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所の職員イノウエを名乗る者から電話があった。「医

療費の還付金があるが書類の提出がない。１１月末が期限だ

った。金融機関情報を教えてもらったら還付できるので教え

て欲しい。」と言われた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．９０ 平成２８年１２月中旬 津山市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 電話があり、保険料（医療費）の還付について３３，６５

０円返すお金があると言われ、通帳とキャッシュカードの揃

っている口座はないですか、と聞かれた。最後に口座から引

き出しをしたのはいつですか、口座の残高はいくらですか、

と聞かれたのでおかしいと思い、市役所に確認しますと言っ

て電話を切り、確認のために市役所へ電話をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．９１ 平成２８年１２月中旬 津山市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所保険課のフジキと名乗る男から、保険料（医療費）

の還付について５年間で３２，０００円ほど返すお金がある

が、手続きをされていないと電話があった。非常に流ちょう

な口調であったため、最初から詐欺ではないかと疑っていた

ため、特に何も答えなかった。還付のようなものがあるのか

確認のため市役所へ電話連絡をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．９２ 平成２８年１２月中旬 岡山市東区発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所職員のタケダと名乗る男から電話があった。内容は

以下の通り。 

・保険料の払い戻しがある。還付の書類を送付したが手続き

が済んでいない。本日中に手続きをしなければ時効になり、

還付できなくなる。 

・近くのＡＴＭへ行ってそこから電話をしてほしい。 

 あやしいと思ったため、すぐに子供に電話連絡し、支所へ

連絡した。ＡＴＭへも行かず、手続きも何もしていない。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．９３ 平成２８年１２月中旬 倉敷市内発生事件 

 

・事件概要 

 

市役所国民健康保険課職員イノウエと名乗る者から保険料

の還付金があると電話があった。５月に手紙を送ったが、ま

だ返事がないので金融機関を教えて欲しいなどと言われた。

不審に思い、市役所へ電話連絡をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．９４ 平成２８年１２月中旬 岡山市中区発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所国民健康保険課の職員と名乗る者から自宅へ電話

があった。国保の還付金について６月に申請書を送ったが、

手続きがされていないとのこと。そのような還付金は心当た

りがないというと、再度書類を送りますと言われた。確認し

たいと思って区役所へ電話をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．９５ 平成２８年１２月下旬 倉敷市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所国民健康保険課職員を名乗る者から、２１年～２５

年度の保険料の還付金が２万円ほどあるとの電話があった。

払い戻しの手続きは水島信用金庫の担当者に聞くようにと

電話番号を教えられた。その後、その番号に電話したところ、

担当と名乗る者から茶屋町のマルナカ内の中銀ＡＴＭでキ

ャッシュカードを使用し手続きをするよう言われ、操作した。

その後、不審に思い、市役所へ確認の電話をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．９６ 平成２８年１２月下旬 岡山市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所の職員ササキと名乗る者から午前中に電話があっ

た。６月に保険料の払い戻しの書類を送ったので確認してほ

しいと言われ、「保険等は主人に任せている。昼には帰る」

と言うと、「昼過ぎにまた電話する」と言って電話を切られ

た。昼を過ぎても電話がかかってこないため、ササキの在籍

を確認するため市役所へ電話をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．９７ 平成２８年１２月上旬 津山市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所健康増進課の職員を名乗る男から「１０月に１０年

間の国保料の払い戻しがある内容の手紙を送ったが、見られ

ましたか。（金額は２２，９８０円）」「期限が切れているが、

今なら還付に間に合うので、振り込みをしたいので電話をさ

せてもらいました。」と電話があった。金額など、職員のよ

うな丁寧な説明があった。最後にその男が「本店から確認の

電話があります。」と言って電話を切った。１０分後、本店

の者ですと名乗る男が電話をしてきて、手数料１，８００円

と、通帳の残高が５０万円以上必要であり、「時間がないの

で２時までに大橋ストアーのＡＴＭへ行ってもらいたい。」

「連絡するので携帯番号を教えてもらいたい。」と話したの

で、「大橋ストアーは２回しか行ったことがないからよくわ

からないが、奈義町にあるのか。」と尋ねると、男は場所が

よくわからないような返事をした。全体的に話がおかしいと



思い、「還付金などいらない」といって電話を切った。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．９８ 平成２９年１月中旬 笠岡市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所の職員を名乗る男から「医療費の還付金が２０，１

０１円ある。１２月２８日が期限だった。」という電話があ

った。期限が切れているから、県に電話するようにと言われ、

教えられた番号（携帯電話の番号）に電話した。その後、金

融機関を聞かれ、口座番号などを教えてしまった。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．９９ 平成２９年１月下旬 岡山市北区発生事件 

 

・事件概要 

 

 岡山市北区役所健康保険課のマツイと名乗る男から、「保

険料の還付が２万円ほどある。昨年８月に手紙を送ったが、

返事をいただいていない。１２月が期限で、１２月にも連絡

をしたが不在だったので、今回連絡した。手続きの期限は過

ぎたが、お金が返ってくる方法がある。銀行に連絡をしてく

れれば手続きができる。」と電話があった。郵便局ではだめ

なのか尋ねたところ、「銀行でないとできない。銀行名を教

えてくれれば、こちらから午前中にその銀行に連絡して、銀

行の者から改めて連絡させる。携帯電話の番号も登録してよ

いか。」と言われた。おかしいと思い、銀行名だけ教えて、

携帯電話の番号は教えなかった。電話をかけてきたマツイの

話し方は、公務員のような丁寧な話し方だったが、信用しき

れなかったので、連絡先を聞いたところ電話番号を教えられ

たので、後で電話をかけてみたところ、区役所ではなく違う



ところにつながり、ぼそぼそした声で何かしゃべられたが、

よくわからず、そのまま電話を切った。不審に思い、区役所

に電話連絡をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．１００ 平成２９年１月下旬 岡山市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 国民健康保険の関係の者を名乗る男から「３万円ほど保険

料の取りすぎがあった。手紙を郵送したが、手続きを取られ

ていなかったので連絡した。今手続きをしてもらわないと払

い戻せない。銀行から連絡させるので、利用している銀行名

と連絡先を教えて欲しい。」と電話があった。金融機関名を

答え、連絡先を教えると、「では担当者から連絡させる」と

言われ、話を終えた。少し怪しんだが、もしかしたら自分が

手紙を紛れさせているのかもしれないと思い探してみたが、

相手が言っていたような手紙は見つからなかったので、詐欺

か確認のため市役所に電話をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．１０１ 平成２９年１月上旬 笠岡市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所国保係を名乗る男から電話があった。内容は早口で

よくわからなかったが、「２万円多く取りすぎたので、還付

します」というものであった。電話に出た夫が、よくわから

ないのでもう一度確認したいというと、一方的に電話を切ら

れた。その後電話はかかってきていない。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．１０２ 平成２９年１月中旬 津山市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市の保険年金課を名乗る者から電話があり、１２月末まで

に提出してもらう用紙が届いていると思う。３万円ほど国保

が安くなっている。キャッシュカードがあるかないかと言う

ので「無い」と答えた。銀行は中国銀行か信用金庫かとも聞

かれた。後日書類を送ると言っていた。還付金詐欺の類では

ないかと思い、電話を切った。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．１０３ 平成２９年１月下旬 岡山市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所の国保係ナカタと名乗る男から電話があり、「保険

料の払い戻しがある。９月に封書を送ったが、１２月末まで

に手続きがなかったので電話した。」と言われた。連絡先と

して電話番号を教えられたが、国保料の還付について電話が

かかってくるのはおかしいと思い、この番号が本当に国保の

関係の電話番号なのか確認したいので、市役所に連絡した。

口座番号などは教えなかった。電話番号は国保担当課の電話

番号ではなかった。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．１０４ 平成２９年１月下旬 津山市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 医療保険から１９，５８３円出ます、と電話がかかってき

たが、電話に出た父親はこのようなことが分からないので、

２階にいた娘に取り次ごうとしている間に電話が切れてし

まったとのこと。警察から不審電話に注意するよう言われて

いたので、不審に思い市役所へ連絡した。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．１０５ 平成２９年２月上旬 岡山市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 「平成２３年分と２４年分の医療費の還付が２３，５６０

円ある。９月にハガキを送ったが、連絡がなかった。これか

ら振り込むので、カードと携帯を持って近くのＡＴＭへ行っ

てほしい」と電話があった。家で銀行のカードを探していた

ら、１０分後くらいにまた電話がかかってきた。すぐ行くと

答えたが、不安になり国保年金課まで連絡した。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．１０６ 平成２９年２月中旬 岡山市中区発生事件 

 

・事件概要 

 

 健康保険課アベを名乗る男から電話があり、１０月に還付

通知を送っているが、まだ返信がないため電話をしたとのこ

と。後で、中国銀行本店職員から電話があるので、指示に従

うよう言われたとのこと。文書に覚えがなく、市役所に問い

合わせをしてみた。岡山市に健康保険課という課は無いこと、

中国銀行の職員と連携をとって還付事務をすることはない

ことから、詐欺の可能性が高いと伝えた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．１０７ 平成２９年２月中旬 総社市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 総社市役所の健康保険課を名乗る者から自宅へ電話がか

かってきた。医療保険の保険料が２万円ほど還付されるとい

うこと、去年の７月ごろに手紙を送っている、時間がない、

トマト銀行でしか支払えない、などと言われた。しばらくし

て再び電話がかかってきて、生協にトマト銀行のＡＴＭがあ

る。そこに行って、操作するように指示された。指示に従っ

て操作したら、お金が送金されてしまった。その後不審に思

い、市役所を訪れた。 

 

被害あり 

消費者センターの職員と事情を伺い、詐欺について説明した。

電話で名乗られた部署名は無く、電話での案内はしないこと

などを説明した。警察へ被害届を出すよう話をした。 

  



ＮＯ．１０８ 平成２９年２月中旬 岡山市中区発生事件 

 

・事件概要 

 

 風邪で寝込んでいるときに、市役所の国保担当の職員を名

乗る男から電話がかかってきた。「お金が返ってくる」とい

うようなことを言っていた気がしたが、風邪で頭が回らず、

話もよく分からなかったので、書類でも送っておいてくれれ

ば見ておくと言ってそのまま電話を切った。その後相手から

連絡もなく、書類も送られて来ない。そもそも後期高齢者で、

国保に加入していないのになぜ国保の担当から電話がかか

ってきたのかも含め、詳細が知りたくて市役所に連絡をした。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．１０９ 平成２９年２月下旬 赤磐市内発生事件 

 

・事件概要 

 

市役所の職員カトウを名乗る男から電話があり、「医療費

の還付金が２万円程あるが、今日中に手続きをしてほしい。

以前書類を送っている。」と言われ、取引銀行と口座番号を

聞かれた。不審に思い、いったん電話を切り、市役所に電話

をした。以前にも同じような内容で若い男から電話があった。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．１１０ 平成２９年２月下旬 津山市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 市役所の職員を名乗る者から電話があり、保険料につい

て理解しているか、保険料について理解してもらうために地

域を回っている。水曜日・金曜日に〇〇地区を回るが、都合

はどうかと尋ねられた。今回は都合が悪いと言って断った。

市役所に問い合わせると、そのような活動はしていないとの

こと。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．１１１ 平成２９年２月下旬 備前市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 シマムラと名乗る男から電話があり、「還付金の期限が

過ぎているので、銀行へ行って手続きをするように」と言わ

れたが、振り込め詐欺ではないかと怪しんでいたので、口座 

番号などは教えず電話を切り、そういう職員がいるか確認の

電話をかけた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．１１２ 平成２９年２月下旬 備前市内発生事件 

 

・事件概要 

 

 備前市国民健康保険課のタカギと名乗る男から電話が

あり、妻の名前を電話口で言って「奥様に手続きをしてもら

いたいものがあるが、まだ済んでいない。在宅か？」と聞い

てきた。不在であることを伝えると、それ以上何も言わず電

話を切った。市役所が手続きについて電話をしてくるのは不

自然だと思い、市役所へ確認の電話をかけた。 

 夫婦とも後期高齢者で、国保の手続きは何もない。市か

らは文書で案内を送るので、今回のように慎重に対応してく

ださるよう伝えた。 

 

被害なし 

  



ＮＯ．１１３ 平成２９年３月上旬 岡山市北区発生事件 

 

・事件概要 

 

 国民健康保険ウエダを名乗る男から電話があった。国保

料の還付があると言われた。不審電話だとすぐにわかったの

で、電話を切ったが、情報提供のために市役所へ連絡した。 

 

被害なし 


