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BANANANEWS 
2021年 4月号 

ホームページにも情報満載！ 

 

バナナ園  
 

 

川崎市地域安全推進課「安全･安心町づくり対策員」の樋渡さんに伺いました 

最近の特殊詐欺の傾向と対策について 
 

April 
 

 

偽物の警察官や銀行員が、ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞの提示を求めます。封

筒にｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞと暗証番号を書いた紙を入れさせ「使えない

よう封印をするから印鑑を持ってきてください」などと言

い、その場から離れさせます。離れたすきに、ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞを

封筒ごとすり替え、封筒に封印をし、「これで安心です、し

ばらく封筒を保管してください」などと言って返します。 

＜詐欺被害の推移：被害額はいずれも約表示:報道より＞↓ 

 

 

件数 被害額 件数 被害額 件数 被害額

全     国 17,844 382.9億円 16,851 315.8億円 13,526 277.8億円

神奈川県 2,774 61億円 2,793 53.9億円 1,772 33.4億円

川 崎 市 397 8億円 384 5.8億円 310 4.93億円

中 原 区 72 1.1億円 56 9200万円 33 5100万円

2018年 2019年 2020年

 

迷惑電話防止機器：電

話回線と電話機の間に

機器を接続するだけ。

電話がかかってくると

自動的に通話内容録音

のﾒｯｾｰｼﾞが流れ、1 時

間余りの録音が可能で

す。 
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新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大で、自宅滞在中心の「新生活様式」が浸透している高齢者をﾀｰｹﾞｯﾄにして言葉巧み

にｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞを騙し取るｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ詐欺盗や還付金等に目を付けた詐欺が横行しています。特殊詐欺の「代

表格」とされるｵﾚｵﾚ詐欺と合わせ、昨年はｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ詐欺盗が増加傾向で被害総額は全国で 277 億円以上

になっています。川崎市だけでも昨年 310 件、約 4 億 9300 万円の詐欺被害が発生しています。今回は川

崎市地域安全推進課の「安全･安心まちづくり対策員」の樋渡さんに、横行する「特殊詐欺の傾向と対策」

についてお話を伺いました。 

Q：本来は 3 月 22 日川崎市中原区の「ｴﾎﾟｯｸなかはら」にてこのﾃｰﾏでｾﾐﾅｰを開催する予定でしたが、緊急

事態宣言の延長でやむなく中止とさせていただき、ご迷惑をお掛け致しました。今回はｾﾐﾅｰでのお話をこ

の紙面でご紹介させて頂きます。 

樋渡：市内では 2018 年に 397 件、約 8 億円もの被害があった特殊詐欺の被害が昨年は 310 件、約 5 億円

に減ってきています。これは警察による検挙率が上がったことも事実ですが、実はﾀｺの足切りのように

「出し子」等末端の検挙にとどまっている感もあり、逆に新手の手口が広がってきています。 

Q：さて、最近の特殊詐欺にはどんなｹｰｽや手口があるのでしょうか？ 

樋渡：なぜそんな手口に騙されてしまうのか不思議に思う人がほとんどだと思いますが、やはり主流は

「ｵﾚｵﾚ詐欺」になります、「女性を妊娠させた。痴漢や盗撮で捕まった。恥ずかしい話だから人に話して

はﾀﾞﾒ」等と被害者が第三者に相談しないよう、単独で判断するようﾏｲﾝﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾙしてきます。被害者の多

くは女性です、「母親が息子を思う気持ち」に付け込むｹｰｽが後を断ちません。心理的にﾌﾟﾚｯｼｬｰを与えて

被害者をﾊﾟﾆｯｸ状態にし、冷静な判断を出来なくしてしまうのです。次に多いのが「還付金詐欺」です。

「医療費の還付金があるので手続きをして下さい。」等と言って、機械に疎い高齢者を巧みに ATM に誘導

し、携帯電話で指示しながら還付金を振り込むのではなく、逆に犯人の口座に振込ませるため、預金残高

である振込金額を聞き出します。騙しの手口としては警察官、銀行協会等を騙り、東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸや年金情

報流出等、時流に乗った理由をつけ、お金やｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞを騙し取ります。また、新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽのﾜｸﾁﾝ接種に

関連し「予約金が必要です。10 万円を振り込んで下さい」「ﾜｸﾁﾝの開発に投資が出来ます」等のｱﾎﾟ電(詐

欺の前兆電話)が掛かってくる可能性があります。最近はｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ詐欺盗の手口も巧妙になってきてい

ます。警察官や銀行職員になりすました犯人が「このｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞは悪用されているから使えないようにし

ます。封筒にｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞと暗証番号を書いた紙も入れてください。使えないよう封印をするから印鑑を持

ってきてください。」などと嘘を言い、隙を見てｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞを封筒ごとすり替え「封印したからこれで安心

です、しばらく封筒を保管してください。」と伝えます。（写真参照）また「あなたの口座が犯罪に利用さ

れています。ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞの交換が必要です。このｶｰﾄﾞを使えなくします。」などと言って、ﾊｻﾐでｶｰﾄﾞに切

り込みを入れ、使用できなくなったよう安心させ騙し取りますが、実は磁気ﾃｰﾌﾟや IC ﾁｯﾌﾟの部分を避け、

すぐに ATM で現金を引き出します。暗証番号は別の犯人が「解約には暗証番号が必要です。」等と言葉巧

みに電話で聞き出し、ｶｰﾄﾞ入手者に暗証番号を連絡します。 

 

 

 

Q：殆ど手品師やﾏｼﾞｼｬﾝのようですね？ 

樋渡：基本的に様々な言葉で注意を引き付け、高齢者を思考停止の状態にしてしまうのが常套手段です。 

Q：さて、どのような対応策があるのでしょうか？ 

樋渡：電話で「お金、ATM、ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ、暗証番号」と言われたら、詐欺と判断してください。また銀行ではｷ

ｬｯｼｭｶｰﾄﾞの交換が必要な場合は、「行員が自ら出向くことは無く、逆に『銀行に来てください。』と指導して

いる。」と聞いています。とは言え、皆「私は絶対大丈夫」と思っている人が騙されるのは、高齢者は思い込

みが激しく、犯人から「こういう理由だから、こうだ。」などと理論づけられると直ぐに納得してしまう傾向

があるからです。ですから、犯人の言動に惑わされることなく、息子の携帯電話に連絡したり、家族に相談

したり、警察に相談をすることが肝要です。 

Q：とは言っても、電話がかかってくると騙されてしまう･･･ 

樋渡：ほとんどの方が、特殊詐欺や悪質商法の種類や手口を知っていますが、電話に出て騙されるのが実態

です。ひとつ大きなﾎﾟｲﾝﾄがあります。特殊詐欺の最初の接触は殆どが固定電話からのｱﾌﾟﾛｰﾁです。そのため

には「迷惑電話防止機器」の利用が大変有効です。この機器は、「ﾙﾙﾙﾙ･･･」と電話のｺｰﾙ音がする前に「この

電話の通話内容は、防犯のため会話内容を自動録音します。予めご了承ください。」と、ﾒｯｾｰｼﾞが流れる構造

になっており、1 時間余り会話が録音されます。犯人は「録音する。」と聞き、自分の声、つまり声紋が証拠

として残るため、録音されるのを嫌がり電話を切ります。 

Q：なるほど、特殊詐欺だけでなく、固定電話にかかってくる様々な勧誘、ｾｰﾙｽ、悪質商法等にも有効そうで

すね。これは市販されているのですね？ 

樋渡：市販もされていますし、同様の機能が付いた電話機も販売されています。 昨年川崎市では、高齢者等

に対する特殊詐欺被害の未然防止を図るため、迷惑電話防止機能を有する機器（迷惑電話防止機器）を 70 歳

以上の方に無償で貸与する事業を実施しました。本年度(2021 年 4 月～)も同様の事業を実施予定ですので、

詳細が決まりましたら、市政だより等でお知らせします。また、例え機器がない場合でも在宅中でも留守電

にしておく、ﾅﾝﾊﾞｰﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲを利用することも有効です。そして、普段から電話で財産を聞かれても答えない。

玄関にはﾄﾞｱﾁｪｰﾝ等をかけ、ｲﾝﾀｰﾌｫﾝで身分証明証を確認する。不審な場合はすぐに 110 番通報を心がけ、自

分の身は自分で守る考えで対応しましょう。 

Q：今回はどうもありがとうございました。次回は是非ｾﾐﾅｰ会場でお願いいたします。 

BANANA NEWS 3 月号にて告知いたしました「ｺﾛﾅ

対応ｾﾐﾅｰ:ｴﾎﾟｯｸ中原」3 月 22 日開催は、緊急事

態宣言の延長により中止といたしました。お申込み

いただいた皆様、関係各位におかれましては深くお

詫び申し上げます。 

 



★介護はｱｲﾃﾞｨｱ～未経験だからこそのｱｲﾃﾞｨｱが必要です! 
■募集要項 
★職種：ｹｱ･ｽﾀｯﾌ<①正社員/②非常勤職員>★無資格･未経験からｽﾀｰﾄ/年齢不問 

★給与：① 月給：224,781 円～<18歳資格なし夜勤 6日含む> 

② 時給 1020<無資格>～1170円<介護福祉士>   
※夜勤 1回 18,000～20,000 円＜介護福祉士＞①②処遇改善加算交付金含 

★時間：9：00～17：00 17：00～翌 9：00 

★待遇：社保・有休・交通費規定内支給：月額 50,000円迄 

★勤務場所：当社各施設 10 箇所の中から通勤し易い 

 場所を選べます。 

●問合せ：㈱ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ 採用担当まで   

☎044-455-6117 

2022 年 3 月新卒社員募集中 

会社説明会随時開催中      
ｴﾝﾄﾘｰはこちらから→ 

        

 

 

 

 

 

        

 

川崎市宮前区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田の杜」より 

ﾚｽﾄﾗﾝ「ﾊﾞﾅﾅ」へようこそ！ 

月刊 MONTHLY BANANA NEWS （毎月 1 日発行） 

通算第 196 号   編集：株式会社アイ・ディ・エス 

川崎市中原区新丸子町 734-2  ☎044-455-6119 
＜ＨＰ＞ http://www.bananaen.com/ 

グループホーム空室情報 
空室情報、入居に関するお問い合わせは右記    

の各施設もしくは総合案内 

044-455-6119      
 

バナナ園グループ 
【グループホーム】                                               
●川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園 ☎ 044-280-2386   ●第 2 ﾊﾞﾅﾅ園 ☎044-587-1773      

●ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉 ☎044-863-7101    ●ﾊﾞﾅﾅ園ほりうち家 ☎044-722-5361   

●のんびりーす等々力 ☎044-750-9203   ●のんびりーす ☎044-422-2295       

●ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ ☎044-911-1599 ●バナナ園生田の杜 ☎044-789-5691/5692   

●ﾊﾞﾅﾅ園生田の泉 ☎044-789-5693  ●ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手 ☎ 045-264-9634 

  
    

              
 

 

 

 

桜が咲き始め春のおとずれを感じる季節となりました。だんだんと明るく

なる太陽を見ると冬から春へ季節が移っていくのを感じます。近くの生田

緑地ではｿﾒｲﾖｼﾉ、山桜、しだれ桜など約 1500 本の様々な桜が楽しめます。

升形山展望台からの眺めは人気で、満開時には山全体がﾋﾟﾝｸ色に包まれて

幻想的な風景が広がります。ｺﾛﾅ禍でなければお花見の計画を立てなければ

なりません。外出を見合わせねばならない川崎市宮前区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ

園生田の杜」1 階では「お楽しみ食事会」を計画しました。ﾒﾆｭｰはｵﾑﾚﾂとﾊﾔ

ｼﾗｲｽを組み合わせたｵﾑﾊﾔｼです。普段はご飯と味噌汁以外は配食ｻｰﾋﾞｽに頼

っていますがこの日は手作りﾒﾆｭｰです。1 階は「常食」「ｿﾌﾄ食」「ﾑｰｽ食」と

食事形態が異なるので普段はなかなか同じﾒﾆｭｰを皆で食べられませんせん

が今日は特別！調理するｽﾀｯﾌの腕にも力がはいります。そしていよいよ調

理ｽﾀｰﾄ。玉ねぎをじっくりと炒めている時間がありません。ﾚﾝｼﾞで加熱し、

しんなりとしたところでﾊﾞﾀｰで炒め大幅に調理時間を短縮。さらにﾍﾞﾃﾗﾝ主

婦ｽﾀｯﾌのｱｲﾃﾞｨｱで、玉ねぎの上に牛肉を敷いて炒めると鍋に焦げ付かない

などﾎﾟｲﾝﾄを教えて頂きました。そして目玉の牛肉は、何と！九州鹿児島の

黒毛和牛をたっぷりと贅沢に使わせて頂きます。驚いたのは煮込む時ほと

んど灰汁がでなかったこと。調べてみるとｽﾗｲｻｰの刃で切っている限りは、

どうしても灰汁がでるのですが、よく手入れをされたｽﾗｲｻｰで、肉をよく知

っている技術者が切ると灰汁が出にくいそうです。そうこうしているうち

にｸﾞﾂｸﾞﾂと煮えてきてﾊﾔｼﾗｲｽのﾙｰを入れてよく煮込みます、それにｵﾑﾚﾂを

作りご飯の上にｵﾑﾚﾂとﾊﾔｼﾗｲｽをのせればｵﾑﾊﾔｼの完成です！出来上がったｵ

ﾑﾊﾔｼに「お肉がたっぷりですね!!」とさっそく目を輝かせてＨ様が大喜びし

て下さいました。皆様夢中で召し上がって下さりほとんどの方が完食です。

Ｈ様は海外生活の経験もありいろいろなたべものを召し上がってきたと思

いますが、召し上がってから暫くたっても「あのﾊﾔｼﾗｲｽの味覚えている

よ！」とおっしゃって下さいました。とっても嬉しかったです。なかなか外

食も出来ないこのご時世、少しは洋食屋さんに来た気分で楽しまれたでし

ょうか？ｺﾛﾅ禍が落ち着いたら皆でﾚｽﾄﾗﾝにいきたいですね。それまでは、ｽ

ﾀｯﾌが頑張ります!美味しくご飯を食べてｺﾛﾅ禍を乗り切ましょ～！ 

 

ｵﾑﾊﾔｼ＝ｵﾑﾗｲｽにﾊｯｼｭﾄﾞﾋﾞｰﾌｿｰｽをかけたもの、ﾊﾔｼﾗｲｽにｵﾑﾚﾂを添えた

もの･･･、と色々な種類が?? どちらにしても、日本で生まれた美味

しい「洋食」です！ 

バナナ園ｸﾞﾙｰﾌﾟで働きｽﾃｯﾌﾟ・アップをしませんか？ 

介護スタッフ募集中 

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症が確認されてから 1 年が経過しました。川崎市宮前区の

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田の泉」でも施設内への立ち入りはｽﾀｯﾌと医療関係者

に限らせて頂く「新しい生活様式」を実践、少しずつですがその生活にも慣

れてきたように思います。しかしながら高齢者を多く抱える高齢者施設で

は、少しも気を抜くことは出来ません、ご家族にもお会いするのもｵﾝﾗｲﾝの

みの日々が続きます。ｲｳﾞｪﾝﾄやﾎﾞﾗﾝﾃｨｱさんの活動も自粛せざるおえない状

況で、入居者様、そしてｽﾀｯﾌもｽﾄﾚｽを抱えがちな日々を送らざるを得ませ

ん。外出も出来ず春を感じることも出来ない中、少しでも季節を感じていた

だこうと、ひな人形をﾘﾋﾞﾝｸﾞに飾りました。そして皆様に季節の花に触れて

いただき、春らしさを感じて頂くため皆で「ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ」を行うことにし

ました。まず下準備ですが、「西洋の生け花」として日本に「ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝ

ﾄ」が入ってきたときから、旧来の剣山と器の代わりをつとめた『ｵｱｼｽ』と

呼ばれる生け花用のｽﾎﾟﾝｼﾞに水を浸み込ませます。仕組みとしては、このｽ

ﾎﾟﾝｼﾞの上に花を挿し、茎の断面から水を吸い取らせるというものです。そ

していよいよ皆様に花を生けていただきます。「桃の花は入っているかし

ら」と入居者様。自由に生けていただくことをｺﾝｾﾌﾟﾄにｽﾀｯﾌは見守りにまわ

りますが、枝の長さを切ってほしい方に寄り添いお手伝いをしていると、花

束をそのままｵｱｼｽにさす方も(笑)、楽しいひとときですね!! 最高齢の S 様

は黙々と生け始め、一番のりで出来上がりました、微笑むお顔が印象的でし

た。実はこうして皆でﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄを楽しむｱｸﾃｨｳﾞｨﾃｨが少しづつですが高

齢者の間で広がっているそうです。特に、桃の節句や端午の節句、七夕など

の昔ながらの行事に合わせると、高齢者の皆様にとってとても馴染み深い

ものなので、思い出話に“花が咲く”と言います。効果としては「生のお花

に触れると元気をもらえる」というのが一番。そして花の香りには副交感神

経活動を活性化し、脳をﾘﾗｯｸｽさせる効果があると言います。更に一つの作

品をつくりあげるまでの一連の作業によって、身体機能のﾘﾊﾋﾞﾘ効果や意思

決定など思考力の維持にもつながるそうです。この日は、各々活けた「ﾌﾗﾜ

ｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ」を玄関に置き記念撮影。ﾌﾛｱには一気に春が訪れました。 

 

 

 

 

 

 

 

川崎市宮前区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「ﾊﾞﾅﾅ園生田の泉」より 

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄで明日あたりはきっと春 

 

 
 

 

 

 

 

 

ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ

(ﾌﾗﾜｰｾﾗﾋﾟｰ)に

は「高齢者の認

知症予防・認知

症進行抑制」

「高齢者のﾘﾊ

ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ」「高

齢者の生活の

質の向上(ｸｵﾘﾃ

ｨ･ｵﾌﾞ･ﾗｲﾌ)」の

三つが期待さ

れるという。 

 

 

 


