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このハンドブックは、サギ被害を防止するためのサポーター養成教材と
してつくられています。まず自らが被害に遭わないよう手口や予防策を
学び、次に家族や周囲の方々が被害に遭わないよう活動を行うサポー
ターの養成を目的としています。

サギ問題は他人事ではありません。いつどこで自分があるいは大切な
家族や知人がサギの勧誘を受けるかわかりません。だます側の手口も
巧妙で悪質化してきているため、誰でも被害に遭う可能性があります。
また、被害阻止には、本人のみならず家族や周囲の力が欠かせません。

このハンドブックは、サギ撃退サポーターの実践に役立つようポイント
をできるだけわかりやすく解説し、また幅広い年齢層の方 に々活用して
いただけるよう、デザインや文字の大きさなども工夫しています。

なお、本執筆の一部は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の
社会技術研究開発センター(RISTEX)の研究プロジェクト(「高齢者の
詐欺被害を防ぐしなやかな地域連携モデルの研究開発」)に参画し行っ
た研究成果の一部でもあります。 是非ご活用いただき、安全で安心な
生活、地域のまちづくりの活動の一助になれば幸いです。

またこのハンドブックの他に、『詐欺被害を防ぐ、しなやかな地域連携の
ためのハンドブック』(URL: https://researchmap.jp/7000009726/
資料公開)も作成しています。地域連携を考えるひとつのヒントとして、
併せてご活用ください。
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サギの手口は、その時代や時々に応じ変化していくのが特徴です。
そのため、その時に流行っている手口を知っておくことが必要になります。
ここでは、主な手口である特殊詐欺と悪質商法について説明しています。

親族、警察官、弁護士等を装い、親族が
起こした事件・事故に対する示談金等
を名目に金銭等をだまし取る

身に覚えのない料金の請求や未払い
料金があるなど架空の事実を口実と
し金銭等をだまし取る

医療費や税金還付等に必要な手続を
装って被害者にＡＴＭを操作させ、
口座間送金により振り込ませる

被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、
指定した預貯金口座へ振り込ませるなどの方法により、不特
定多数の者から現金等をだまし取る犯罪（現金等をだまし取る
恐喝及び隙を見てキャッシュカード等を盗取する窃盗も含む）
の総称。

サギについて知る

①③④⑤は固定電話、
②はメール、ネットやハガキ等の
犯行ツールを使ってきます。
※警察庁のHPより

1. 特殊詐欺

① オレオレ詐欺 ② 架空料金請求詐欺

③ 還付金詐欺

警察官、銀行協会職員等を装い、あな
たの口座が犯罪に使われていますなど
といって、キャッシュカード、クレジット
カード、預貯金通帳等をだまし取る

④ 預貯金詐欺
警察官や銀行協会、百貨店店員など
を名乗りキャッシュカード等をすり替
えて持ち去る（窃取する）。 平成３０
年以降、被害が多発している

⑤キャッシュカード詐欺盗

主 な 手 口（　　　　　　　　　）
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電話勧誘や訪問販売によるものが多く、日中自宅にいる時間
が長い高齢者がターゲットとして狙われる傾向があります。
下記はその主な手法です。

2. 悪質商法

無料で点検などといって、屋根・
床下工事・シロアリ駆除・浄水
器などの契約をさせる

原野などの価値の無い土地をだまして売りつける。
最近は「高値で買い取ります」などといって山林の
所有者がだまされる二次被害が増加している

景品を進呈などといって人を集め、閉め切った会場で
冷静な判断ができないようにして、高額な布団や電
位治療器などを販売する

注文していない健康食品、海鮮、生鮮
食品等を勝手に送り付け、代引きな
どで支払わせる

株、公社債、暗号資産や投資用マンションなど、もうか
るなどといって投資や出資を勧誘する

不用品を買い取るといって訪問し、貴金属などを強引
に安価で買い取る

点検商法

訪問購入

利殖商法

送り付け商法

SF 商法
（催眠商法）

原野商法
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サギについて知る



だまされる人は、特定の人だけ？ 迂闊だから?

いいえ、そうではありません。
国内外においてこれまで多くの調査や研究が行われてきましたが、
未だ明確な被害者の特性は明らかになっていません。
つまり、誰でもだまされる可能性があるということです。

だまされる人は、特定の人だけ？ 迂闊だから?

いいえ、そうではありません。
国内外においてこれまで多くの調査や研究が行われてきましたが、
未だ明確な被害者の特性は明らかになっていません。
つまり、誰でもだまされる可能性があるということです。

誰でもだまされる
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では、だまそうとする側は
どんなテクニックを使って

くるのでしょう？

※悪質商法に騙される心理的プロセス(平成２５年版消費者白書 )を参考

①感情をゆさぶる

だましの心理テクニック

（不安、恐怖、喜び、嬉しさなど） （冷静な判断ができなくなる）

（誤った思い込みを正当化する）（警察、行政職員などをかたる）

②時間的切迫感を与える

③信用させる ④確証バイアス

　　　身内の危機、銀行口座
の不正利用や停止あるいは、
思わぬ返金や報酬など

例 　　　すぐにしないと大変、
今しかできないなど焦らせる
例

　　　気持ちを落ち着かせる
ため、疑わしきを確認せず解決
策に飛びつく

例　　　複数の人物が役回りを
演じる劇場型勧誘など
例

自分について知る

サギ対策をする上で、まず自分を知ることは大切です。
ここでは２つの心理テスト「サギ抵抗力しんだ～ん」と「断る力」でご自身を
チェックしてみましょう！
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QRコード

まず、あなたのサギ抵抗力についてのチェックです。あなたの認知タイプ（あ
なたがどのような考え方をする人か）を診断して、それによってどんなサギに
遭いやすいかを調べるものです。

いかがでしたか？すべて「安心」の方でも油断は禁物です。
最新の手口情報を確認するなど、注意していきましょう。
「危険」「注意」の出た方、サギ撃退サポーターに相談しましょう。

わたなべ教授の「サギ抵抗力しんだ～ん」

上記表の該当する欄に、あなたの結果を記入してください。

・質問数　：46 問　
・所要時間：5分前後（個人差があります）

https://app.defrec.jp
ウエブサイト

にアクセスして診断してみましょう。

※途中で簡単な診断が出ますが、より詳しい診断に進み、最後まで回答してください。

●あなたの抵抗力診断結果

類     型 危  険注  意安  心

オ レ オ レ 詐 欺
架空料金請求詐欺
融資保証金詐欺
還 付 金 詐 欺



次は、あなたの「断る力」についてのチェックです。
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自分について知る

断りたいのに相手に押されて買ってしまい、後悔することはないですか？
相手の気持ちを大切にしたり、断るのは悪いと思ったり、あいまいな返事をし
てしまうこともあるのではないでしょうか？
ここでは、あなたの「断る力」をチェックしてみましょう。

結果は次ページへ

あなたの「断る力」チェック

あなたにあてはまるものに〇をつけてください。

１．関心がない勧誘は、キッパリと断ることができる

２．購入した品物が不良品だと思ったら、クレームを入れる

３．強く勧められると断るのが申し訳なくなる

４．とりあえず話を聞いてから考えようと思う

５．店員のミスに気づいたら、小さなことでも指摘する

６．自分に落ち度があっても、とりあえず自分の要望を
　　店員に伝えてみる

あなたの「断る力」チェック！続き

怪しい電話には、話を聞きこまないで早い段階で電話を切ることが大切です。

出典：公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会（NACS)「自立する消費者のススメ」
作成者：大工泰裕（大阪大学）/上野大介（京都府立医科大学）

あなたの断り方
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断ることはできますが、少し言いすぎてしまう傾向があ
るかもしれません。断る力が強すぎると、逆に相手を怒
らせてしまうこともあります。相手の気持ちを逆なでし
ないよう、穏便に事を収めることを目指してみましょう。

5、6に
〇のついた
あなた

3、4に
〇のついた
あなた

断るときに罪悪感を感じてしまう傾向があります。
販売員はあなたに「申し訳ない」と思わせて買わせ
ようとしてきます。うまく自分の感情を抑えて断れる
ようにがんばりましょう。

1、2に
〇のついた
あなた

自分の意見を正しく表明することができ、断る力を
しっかり持っていると考えられます。怪しい訪問販
売に遭遇してもしっかり断れるでしょう。

自分について知る

あなたの断り方は ?



「自分は大丈夫」と過信せず、「自分もだまされるかもしれない」という危機
意識をもって予防策を講じておくことが大切です。それを自ら実践することに
加え、家族や周囲にも伝えていくことがサギ撃退サポーターの役割の1つです。
例えば、固定電話が犯行ツールとして使われるオレオレ詐欺やキャッシュカー
ド詐欺盗では、迷惑電話防止機能の利用や録音機の設置が有効です。また
最新の手口情報や相談先を伝えておくことも、いざサギの勧誘があった時の
ための防止策になります。

被害が絶えない詐欺は、大きな社会問題です。だます側の手口も巧妙で悪質
化している中、どうやって被害を防止していけばいいのでしょうか？

オレオレ詐欺などの特殊詐欺の被害者の８割が高齢者です(警察庁, 2019）。
本人が詐欺だと気づかない場合も多く、家族、金融機関、地域住民の方々、
そしてサポーターのみなさんの気づきと声がけが被害防止には重要です。

ここでは、被害の予防、水際での被害防止、被害後の対応の３つの場面で、
サギ撃退サポーターができることを学びます。

サギ撃退サポーターの役割と必要性　

１. 被害の予防（勧誘前）
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伝える 気づき 声がけ つなぐ

サギ撃退サポーターの役割

最新の
手口や予防策

様子が
おかしい

勇気を
もって

適切な
機関に

詐欺の勧誘を受け、相手の要求通りにお金を支払おう
としている人を水際で食い止める行動です。一般市民
による水際阻止として多いのが、還付金詐欺や架空料
金請求詐欺の防止です。無人ＡＴＭやコンビニエンスス
トアの機器の前で不慣れに何か手続きをしようとしている人に気がついたら、
勇気をもって声をかけてみましょう。

金銭を支払った後でも、早い段階であれば被害救済ができる可能性があり
ます。警察や消費生活センターなどにつなげていきましょう。また、だます
側は名簿などを悪用してくるため、一度狙われると繰り返し被害に遭うこと
があります。見守りについては、地域包括支援センターにつなげましょう。

１日の利用限度額を必要最低限の金額まで引き下げることができます。
繰り返し被害に遭う場合もあるため、利用銀行等での変更をお勧め
します。

また、近所の家に見慣れない工事業者が頻繁に出入りしているところがあれ
ば、悪質な訪問業者かもしれません。気づいたら、声をかけてみましょう。
声がけが難しい場合は、民生委員の方に相談してみるのも方法です。

３. 被害後の対応

２. 水際での被害防止（勧誘後）
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サギ撃退サポーターの役割と必要性　

被害者が資金を振込んだ後でも、犯罪利用口座に資金が
残っていれば被害回復分配金の支払いが受けられます。

振り込め詐欺
救済法

キャッシュカード利用限度額の変更



サギの手口は、その時の時事や流行りによって変化していきます。古い情報
だけでは、うそを見抜けない可能性があります。
また情報が多過ぎても頭に入りません。できるだけ最新の手口に絞り、その
情報を周囲にも伝えていくことをお勧めします。

相談機関は、P17 を参照してください。

伝えるー最新の手口・予防策・相談機関

①最新の手口

②予防策

③相談機関
10

・迷惑電話防止機能の利用や機能付き電話機に交換
・自動通話録音機を取り付ける
・固定電話を留守電にする
・番号表示サービスの利用
・ドアフォンの利用
・家族間で連絡先や方法を確認しておく
・手口や公的機関の番号を電話周辺に貼っておく

例

最新の手口情報：警察のHPや自治体のSNSなどチェック！

キャッシュカード詐欺盗の最新の手口では、キャッシュカード
に目の前でハサミで小さい切込みを入れ、「悪用防止」と安心
させてだましてきます。
多少の切込みがあっても、現金の引き出しはできます。

※迷惑電話防止機能付き機器の無償貸与や対象機器購入費の補助を行っている
　ところもあります。住所地の市町村や警察にお問い合わせください。

誰に：ご家族、知人、近所の方やサークル活動の方など サギ撃退サポーターとして、気づきと声がけが欠かせません。
ここでは、気づきや声がけのポイント、注意点について学びます。

だまされていることに気がついていない方や、逆に気がついて自分を責めたり
恥じたり、相手の反応を気にして話をしない方もいます。
本人の気持ちを大切にし受容的態度で接することが大切です。サポートを望
んでいなければ無理強いせず、相談先の情報を提供しましょう。非難や否定
的発言は禁物です。

気づきと声がけ
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例 1 例 2 例 3

どうされましたか？
何かお困りですか？

話しかけても
大丈夫でしょうか？

気づき：不審な様子、困っていることに気がつく

声がけ：自尊心を大切に共感しながら聴く姿勢

無人ATMの前で、
携帯電話で話をしながら
操作をしようとしている

高齢者

近所で見慣れない
業者が頻繁に
出入りしている
ところがある

悪質リフォーム
の疑い

還付金詐欺
の疑い

郵便受け周辺に
シールやマークが
付けられている家

訪販のターゲット
の疑い



次に当事者を適切な機関につなぐ支援についてです。本人の同意を得た上
で、状況や必要に応じ下記機関につないでいきましょう。本人が望まない
場合は、無理強いせず情報を伝えるなど、できることをしていきましょう。

○ 利用目的による制限　第 16 条、第 3 項の一、二、四
○ 第三者提供の制限　   第 23 条、第 1項の一、二、四
一　法令に基づく場合
二　人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の

同意を得ることが困難であるとき
四　国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事

務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意
を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

公的機関等につなぐ時は、本人に確認をした上でつなぐのが原則ですが、
生命・身体・財産の保護などの緊急の場合には、本人の同意がなくても
つなぐことができる個人情報保護法の例外規定があります。

つなぐー適切な機関に

警察

消費生活センター

地域包括支援センター

地域の民生委員

相談・通報・被害届など

相談（助言、情報提供、あっせんなど）

相談、見守りなど

相談、見守りなど
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つなぐ：被害救済や次の被害から守るために

機関名 内　容

個人情報保護法：例外規定

被害に遭う方の中には、認知症や障がいがあって人の話を理解するのが難し
かったり、判断力が低下していたりする方もいます。本人が詐欺に気づかず繰
り返し被害に遭う場合もあり、周囲が気づき、声をかけて適切な支援につなぐ
ことが必要です。

認知症も軽度であったり、健常者と認知症の中間といわれる軽度認知障害
（MCI：Mild Cognitive Impairment）の状態は、普段会話していても気づか
ないことが多いのですが、何かおかしい、認知症かなと感じたら、地域包括支
援センターにつなげる援助をしましょう。

手を差し伸べる
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認知症の種類

　①アルツハイマー型認知症

　②脳血管性認知症

　③レビー小体型認知症

　④前頭側頭型認知症

最も多いのが①アルツハイマー型
認知症です。アルツハイマー型認
知症は、発症時期から末期までは
１０年ぐらいの経過年数があると
のことです。その中の発症前期と
初期の２、３年が軽度認知障害
（MCI）の段階といわれています。

例
○ 被害に遭った時の様子や日付が思い出せない
○ 繰り返し説明しても理解してもらえない
○ 会話の中で何か違和感を覚える
○ 誰かに盗まれたという発言などがある



①還付金詐欺
次の事例について、サギ撃退サポーターとしてどのように気づき、声がけしてい
くのかについて、グループでディスカッションをしながら考えてみましょう。
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事例検討

　　　　無人ATMの前で通帳を持ち、携帯電話で何やら話を
している高齢者がいます。焦っている様子で、「操作がわから
ないので、還付金の操作はそちらで教えてくれるのね？」という
会話が聞こえてきました。

事例

気づきーおかしいと気がついたところは？

声がけーどのように？

つなぐーどのように、誰に？

このようなケースを防止する他の方法は？

さあ、あなたはどうしますか？　
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②リフォーム
次の事例について、サギ撃退サポーターとしてどのように気づき、声がけしてい
くのかについて、グループでディスカッションをしながら考えてみましょう。

事例検討

　　　　近所の一人住まいの高齢者宅に、頻繁にリフォーム
業者のような人が出入りしているようです。
また郵便受けのところには、黒いマジックで印がついています。
だまされているんじゃないか心配です。

事例

気づきーおかしいと気がついたところは？

声がけーどのように？

つなぐーどのように、誰に？

このようなケースを防止する他の方法は？

さあ、あなたはどうしますか？　



サギの被害防止には、勧誘を受け付けないことが最善策です。
しかし、もしも勧誘を受けてしまった場合には、金銭を支払う前にうそを見抜
き未然防止することが重要です。

そのために、普段から相談しやすい環境づくりが大切です。
不審な勧誘を受けた時に、すぐに家族や周囲に相談できる関係や環境づくり
です。警察庁の調査でも相談しない人が被害に遭いやすいという結果が出て
います。

周囲に相談しやすくするためには、皆がサギ問題を理解しサギに遭う人への
偏見をなくすことです。不注意で迂闊な人といったネガティブなイメージが社
会の中にあると、相談すること自体を恥ずかしいと思い、自尊心を低下させ、
一人で抱え込んでしまう恐れが考えられるからです。

相談することは、恥ずかしいことではなく被害防止につながります。このことを、
被害者になり得る方だけでなく、相談される側になる家族、周囲や公的機関等、
社会全体で理解していくことが大切です。

養成講座を受講された方は、サギ撃退サポーターの規
約をご確認いただき、登録手続きを行っていただきます。
サポーター規約は、社団のウエブサイトで確認できます。
登録料や費用等はかかりません。

サギ被害への偏見をなくそう

サギ撃退サポーター（のーさぎ隊）入会について
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お問い合わせ

メールアドレス   info@scmimamoriclub.org
ホームページ     http://scmimamoriclub.org/ 

あなたのお住まいの相談機関を知っておくことは大切です。
下記は、詐欺や消費生活に関わる主な相談先です。
本人以外の家族や周りの方も相談できます。

相談機関一覧
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※については、お住まいの機関の番号を確認してください。

相談先 電話番号

188（いやや）
地域のセンターにつながる

110
＃9110（警察相談専用電話）

0570-016-100
（工事やリフォームに関する相談）

0570－078374
（無料法律相談や民事法律扶助業務など）

消費生活センター

警察

警察　犯罪被害相談

地域包括支援センター
（高齢者相談・見守り）

（公財）住宅リフォーム・紛争
処理支援センター／住まいるダイヤル

市区町村
（無料法律相談）

法テラス
（日本司法支援センター）

※

※

※

独立行政法人
情報処理推進機構（IPA)

03-5978-7509
（架空請求やワンクリック詐欺など、

  インターネットに係る相談）


