
2017/8/22

県 住　　　所 CD 消防本部名 CD 物品種別 内容 不正の手口 業者

1 H29.1.11 1 岡山市北区 538 岡山市消防局 3 防災グッズ 送付
高齢者への防災
グッズ送付

ナオハ
ラ

高齢者の女性宅に「岡山市役所のナオハラです。今、地
域限定で防災グッズを無料で送付していますので住所を
教えてほしい。」と電話がかかり、その場で送付をお願い
した。

2 H29.1.30 1 岡山市北区 538 岡山市消防局 3 防災グッズ 送付
高齢者への消火
器、消防設備の
送付

キクチ

高齢者の男性宅に「消防署の防災センターのキクチで
す。今、７０歳過ぎの方限定で消火器や消防設備を無料
で送付していますので住所を教えてほしい。」と電話がか
かったが断った。

3 H29.3.1 1 岡山市東区 538 岡山市消防局 3 防災グッズ 送付
高齢者への書類
送付

不明

高齢者の女性宅にフリーダイヤルで「消防署の者です。
災害等があった場合、一番に避難してもらえるよう、パン
フレットを送付したい。家族は何人か。」と電話がかかり、
家族の人数を伝えた。なお、２月２３日にも同じフリーダ
イヤルで岡山市東区で同様の事案があったとのこと。

4 H29.4.14 1 岡山市北区 538 岡山市消防局 3 防災グッズ
問い合わ
せ

家族構成の質問 不明

消防を名乗るものから家族構成の質問する電話がかか
り、不審に思ったので消防に問い合わせがあったもの。
通報者は「消防の名前を語っているのだから、不審電話
があることをもっと住民に知らせた方がいい」と言い、電
話を切った。

5 H29.5.3 1 岡山市中区 538 岡山市消防局 3 防災グッズ
問い合わ
せ

家族構成の質問 不明

高齢夫婦世帯に消防を名乗るものから電話があり、地震
で被災した場合、国から補助金が出る旨の説明及び家
族構成を質問された。不審に思ったので消防に問い合
わせがあったもの。

6 H29.6.28 1 岡山市北区 538 岡山市消防局 3 防災グッズ
問い合わ
せ

高齢者への防災
グッズ送付

不明

消防職員を名乗る者から一人暮らしの人に防災グッズを
送るために、一人暮らしかどうか確認のための電話があ
り、すぐ近くに家族が住んでいる旨を伝えると、手違い
だったと電話をきられたもの。不審に思い消防署に問い
合わせがあった。

7 H28.10.3 1 倉敷市 539 倉敷市消防局 3 防災グッズ 送付
高齢者への防災
グッズ送付

不明
高齢者の女性宅に「倉敷の消防署です。消防署の方で
防災グッズを送っています。」と電話がかかったが家族に
代わったら、電話を切られた。

防災グッズ配布等不審事案一覧表（消防本部別）
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場　　所 管轄消防本部 広   聴　　の　　内　　容

概　　　　要
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8 H29.2.10 1 倉敷市 539 倉敷市消防局 3 防災グッズ 送付
高齢者への書類
送付

不明

高齢者の女性宅に「こちらは消防署です。７０歳以上の
一人暮らしの方を災害からサポートするために書類を送
くらせてください。」と電話がかかったが、２人暮らしのた
め不審に思い、電話を切った。

9 H29.6.27 1 玉野市 541 玉野市消防本部 3 防災グッズ
問い合わ
せ

家族構成の質問 不明

消防職員を名乗る者から「７５歳以上の方が災害時に避
難できるよう家族構成を聞かせてもらっています。」とい
う電話が入り、「夫と孫がいます。」と回答すると一方的
に電話を切られた。不審に思い、たまたま消防車が近く
をとおりかかったので確認したが、消防署ではそのような
調査は実施していないと回答した。

10 H28.5.10 1 笠岡市 542 笠岡地区消防組合 3 防災グッズ 送付
高齢者への防災
グッズ送付

不明
「今、消防から一人暮らしの高齢者に防災グッズを送っ
ています。」と電話がかったが、非通知であったため、不
審におもい問い詰めると電話を切られた。

11 H29.7.2 1 浅口市 542 笠岡地区消防組合 3 防災グッズ
問い合わ
せ

家族構成の質問 不明

消防職員を名乗る者から「災害が発生した際の対応につ
いて、７５歳以上の方のお宅に連絡しています。何人暮
らしですか。」という電話が入り、「３人です。」と回答する
と一方的に電話を切られた。不審に思い、消防署に連絡
したが、消防署ではそのような調査は実施していないと
回答した。

12 H29.6.12 1 井原市 545 井原地区消防組合 3 防災グッズ
問い合わ
せ

家族構成の質問 不明

高齢者の一人暮らしの女性宅に消防署員と名乗るもの
から「個人情報や家族構成を聞かれたり、何かあった際
にサポートするので資料を送くります。」と電話があった
もの。消防署からそのような電話や個人宅に資料を送付
していないことを説明した。

13 H29.6.22 1 高梁市 546 高梁市消防本部 3 防災グッズ
問い合わ
せ

家族構成の質問 不明

消防職員を名乗る者から「地震時に助ける活動をするた
めの調査として家族構成等を教えてください。」という電
話が入り、「２人暮らしで、若いものと一緒です。」と回答
すると一方的に電話を切られた。不審に思い、消防署に
確認したが、消防署ではそのような調査は実施していな
いと回答した。
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14 H29.1.29 1 新見市 547 新見市消防本部 3 防災グッズ 送付
高齢者への書類
送付

不明

「消防署ですが、一人暮らしの老人にボタンひとつで消
防に繋がる機械を無料で配布しています。パンフレットを
送るので見てほしい。」と電話がかかった。消防からの電
話なので疑わなかったが、１時間後に自分の息子を語っ
て、交通事故の示談の電話があったため、同じグループ
の手口ではと不信に思った。

15 H29.6.11 1 新見市 547 新見市消防本部 3 防災グッズ
問い合わ
せ

家族構成の質問 不明

「消防署の○○という者ですが、地震が発生した時など
に消防の助けが必要かどうか、また住所、氏名、年齢、
家族構成などを教えてください。」という内容の電話が
あった。不審に思ったので消防に○○という人物は存在
するのか問い合わせがあったもの。

16 H28.10.11 1 赤磐市 550 赤磐市消防本部 3 防災グッズ 送付
高齢者への防災
グッズ送付

不明

高齢者宅に「消防署のものです。今、消防署の方で一人
暮らしの高齢者避難用グッズを送っています。」と電話が
かかり、「一人暮らしではない」と答えると、一方的に電
話を切った。

17 H29.5.2 3 広島市佐伯区三筋 555 広島市消防局 3 防災グッズ 送付
一人暮らしへの
防災グッズ送付

不明
男性から「消防から一人暮らしのお宅に防災グッズを配
付している。」という電話が入ったが、氏名、家族構成等
をどこから入手したのかを尋ねると電話を切られた。

18 H29.5.12 3 広島市南区宇品東 555 広島市消防局 3 防災グッズ 送付
高齢者への防災
グッズ送付

キクチ

消防署のキクチと名乗る男性から「高齢者の一人暮らし
のお宅に防災グッズの提供について話がある。」という
電話が入ったが、管理組合の理事会を通すように伝える
と電話を切られた。

19 H29.5.29 3 広島市南区西旭町 555 広島市消防局 3 防災グッズ 送付
高齢者への防災
グッズ送付

不明

消防署と名乗る男性から「高齢者の一人暮らしのお宅に
防災グッズを無料で配付している。」という電話が入った
が「私は一人暮らしではない。」と伝えると突然電話を切
られた。怪しいと思い、管轄の消防出張所に消防署が防
災グッズを無料で配布しているか確認に来所した。
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20 H29.6.2 3 広島市西区己斐西町 555 広島市消防局 3 防災グッズ 送付
高齢者への防災
グッズ送付

不明

広島市消防局と名乗る男性から「高齢者の一人暮らしの
お宅に防災グッズを無料で配付している。」という電話が
入った。この電話番号は一人暮らしの親から引き継いで
いたため怪しいと感じたが、一人暮らしではないと伝える
と電話を切られた。

21 H29.6.9 3
広島市安佐南区山本
四丁目

555 広島市消防局 3 防災グッズ 送付
高齢者への防災
グッズ送付

不明

消防署と名乗る男性から「お年寄りのお宅に防災グッズ
を無料で配付している。」という電話が入った。わかりまし
たと電話を切ったが、怪しいと思い、管轄の消防出張所
に消防署が防災グッズを無料で配布しているか確認の
電話をかけたもの。

22 H29.6.9 3 広島市佐伯区 555 広島市消防局 3 防災グッズ 送付
高齢者への防災
グッズ送付

ウツノミ
ヤ男性

関係者宅に地域消防センターのウツノミヤと名乗る男性
から、「一人暮らしのお宅に防災グッズを配布している」
との電話があり、一人暮らしでないことを伝えたところ、
電話を切られた。不審に思い、念のため消防署（出張
所）に連絡した。

23 H29.7.4 3
広島市安佐北区白木
町

555 広島市消防局 3 防災グッズ 送付
高齢者の防災の
ための調査

消防署
のキム
ラ

消防署のキムラと名乗る者から電話で，「消防署です
が、災害があったら消防署が助けにいく規定になってい
るので、準備しておいてほしい。後日、書類を贈る」と言
われ、家族構成や年齢を聞かれた関係者が不審に思
い、１１９番で指令室に問い合わせたもの。

24 H29.7.5 3
広島市安佐北区安佐
町

555 広島市消防局 3 防災グッズ 送付
高齢者の防災の
ための調査

消防署
の職員

消防署の職員と名乗る者から電話で「消防署ですが、災
害があったら消防署が助けにいく規定になっているの
で、準備しておいてほしい。後日、書類を贈る」と言わ
れ、家族構成や年齢を聞かれた関係者が不審に思い、
出張所に問い合わせてきたもの。

25 H29.7.5 3 広島市安芸区矢野 555 広島市消防局 3 防災グッズ 送付
一人暮らしの防
災のための資料
送付

消防署
の職員

消防署の職員と名乗る者から電話で「ひとり暮らしを優
先的に助けにいく法律ができた。子供は近くに住んでい
るか。後日、資料を送付する」と言われ、電話を切られ
た。関係者が不審に思い、消防署に問い合わせてきたも
の。
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26 H29.7.5 3 広島市安芸区矢野 555 広島市消防局 3 防災グッズ 送付
一人暮らしの防
災のための資料
送付

消防署
の職員

消防署の職員と名乗る者から電話で「ひとり暮らしを優
先的に助けにいく法律ができた。子供は近くに住んでい
るか。後日、資料を送付する」と言われ、電話を切られ
た。関係者が不審に思い、消防署にこのような調査をす
ることがあるのか問い合わせてきたもの。

27 H29.7.15 3 広島市安芸区上瀬野 555 広島市消防局 3 防災グッズ
問い合わ
せ

高齢者の防災の
ための調査

消防署
の職員

通報者宅に『消防署ですが、これから大きな地震が発生
するので、７５歳以上の方を救助するために、一人暮らし
されているのかを調べています。名前はカジワラミツエさ
んで、ご主人と二人暮らしですか。』との電話が入り、「は
い。そうです。」と答えると電話を切られた。不審に思った
通報者が消防署に問い合わせたもの。

28 H29.7.16 3 広島市安佐北区 555 広島市消防局 3 防災グッズ
問い合わ
せ

高齢者の防災の
ための調査

消防署
の職員

通報者宅に消防署の職員と名乗る男性から『消防署で
すが、災害が発生した場合、７５歳以上の方が何人住ん
でいるのか教えてほしい。』との問い合わせがあり、住ん
でいないと答えると電話を切られた。不審に思った通報
者が消防署に問い合わせたもの。

29 H29.7.18 3 広島市安芸郡海田町 555 広島市消防局 3 防災グッズ
問い合わ
せ

高齢者の防災の
ための調査

消防署
の職員

通報者宅に『消防署です、カズコさんですか？災害が
あった場合は独居老人の方を一番に助けるため、お宅
は何人お住まいですか。』との電話が入り、「なんで言わ
ないといけないのか」と答えると電話を切られた。後で不
審に思い、消防署に問い合わせがあったもの。

30 H29.4.2 3 福山市北吉津町 556 福山地区消防組合 3 防災グッズ 送付
高齢者へ救助の
ための書類を送
付

不明

「消防署のものですが、７５歳以上の一人暮らしの方で
災害があった場合に救助にいきます。救助するために必
要な書類を送ります。」と電話がかったため、消防署に電
話相談した。

31 H29.4.11 3 府中市栗柄町 556 福山地区消防組合 3 防災グッズ 送付
高齢者への防災
グッズ送付

不明
高齢者宅に「府中市消防署のものです。一人暮らしの高
齢者に防災グッズを無料で送っています。」と電話がかっ
たが、一人暮らしでないことを伝えると電話を切られた。
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32 H29.4.12 3 府中市中須町 556 福山地区消防組合 3 防災グッズ 送付
高齢者への防災
グッズ送付

不明
高齢者宅に「府中市消防署のものです。一人暮らしの高
齢者に防災グッズを無料で送っています。」と電話がかっ
たが、一人暮らしでないことを伝えると電話を切られた。

33 H29.6.1 3 福山市瀬戸町 556 福山地区消防組合 3 防災グッズ
問い合わ
せ

高齢者へ火災防
災について

不明

高齢者女性宅に消防署の職員を名乗る者から「火災防
災について」という内容の電話があった。相手の話しがよ
く聞き取れなかったので聞きなおすと一方的に電話を切
られた。不審に思い消防署に問い合わせがあったもの。

34 H29.6.27 3 福山市藤江町 556 福山地区消防組合 3 防災グッズ
問い合わ
せ

家族構成の質問 不明

高齢者宅に消防署の職員を名乗る者から「消防署です
が、家族の人数を教えてください」という内容の電話があ
り、家族の人数を伝えたところ電話を切られた。不審に
思い消防署に問い合わせがあったもの。

35 H29.6.27 3 福山市鞆町 556 福山地区消防組合 3 防災グッズ 送付

高齢者への書類
送付と偽り、高額
な化粧品代を請
求

不明

高齢者宅に消防署の職員を名乗る者から「避難訓練の
書類を送ります。名前と家族構成を教えてください。」と
いう内容の電話があり、名前と一人暮らしであることを伝
えた後、相手が明日送りますと言い電話を切った。次の
日、同一人物であると思われる相手から電話があり、
「昨日注文された化粧品を送りますので９０万円払ってく
ださい。」と言われたが、「そんなものは注文していな
い。」といって電話を切った。近所の友人に相談し、消防
に連絡があったもの。
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防災グッズ配布等不審事案一覧表（消防本部別）

番号 発生日時

場　　所 管轄消防本部 広   聴　　の　　内　　容

概　　　　要

36 H29.7.7 3 福山市 556 福山地区消防組合 3 防災グッズ
問い合わ
せ

高齢者避難のた
めの調査

消防署
のキム
ラ

消防署のキムラと名乗る者から、「災害時の避難のた
め高齢者の一人暮らしの家を調査している。」と電話が
あったのでどこの消防署か尋ねたところ「駅家消防署に
決まっているだろうが。」と言われ、公務員らしからぬ発
言を不審に思いつつ一人暮らしではないことを伝えた。
次に家族の人数を聞かれ「お答えできない。」と回答した
ところ、電話を切られた。後で不審に思って消防署に問
い合わせをしたもの。消防署では、そのような電話はして
いない旨を伝えた。

37 H29.7.21 3 福山市神辺町 556 福山地区消防組合 3 防災グッズ
問い合わ
せ

家族構成の質問 不明

消防署の職員を名乗る者から「災害時に使用できるグッ
ズを知っていますか？」との連絡があり、また「一人暮ら
しのお宅に電話していますが、家族構成を教えてくださ
い。」と尋ねられたので「５人暮らしです。」と伝えたところ
電話を切られた。不審に思い消防署に問い合わせが
あったもの。

38 H29.7.27 3 福山市大門町 556 福山地区消防組合 3 防災グッズ
問い合わ
せ

家族構成の質問 不明

消防署の職員を名乗る者から「災害時の避難誘導の関
係で家族構成を調べています。一人暮らしですか？」と
尋ねられたので「６人暮らしです。」と伝えたところ電話を
切られた。不審に思い消防署に問い合わせがあったも
の。

39 H27.2.23 3 呉市焼山 557 呉市消防局 3 防災グッズ 送付
高齢者への防災
グッズ送付

不明
呉市消防局と名乗り、高齢者に防災グッズを送付すると
の連絡があったもの。

40 H29.2.22 3 呉市宮原 557 呉市消防局 3 防災グッズ 送付
高齢者への書類
送付

不明

「消防署ですが、一人暮らしの老人にボタンひとつで消
防に繋がる機械を無料で配布しています。パンフレットを
送るので見てほしい。」と電話がかかった。消防からの電
話なので疑わなかったが、その後に警察に電話したとこ
ろ、消防に連絡した方がいいといわれたため、西消防署
に連絡した。
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2017/8/22

県 住　　　所 CD 消防本部名 CD 物品種別 内容 不正の手口 業者

防災グッズ配布等不審事案一覧表（消防本部別）

番号 発生日時

場　　所 管轄消防本部 広   聴　　の　　内　　容

概　　　　要

41 H29.3.15 3 呉市焼山本庄 557 呉市消防局 3 防災グッズ
問い合わ
せ

高齢者へ家族構
成を尋ねる

不明

「消防本部の者ですが、防災マップを配付します。一人
暮らしの老人から順番に配付しますので、名前と一人暮
らしかどうか教えてください」と電話がかかり、教えてし
まったった。

42 H29.4.10 3 呉市焼山政畝 557 呉市消防局 3 防災グッズ 送付
高齢者への防災
グッズ送付

不明
「一人暮らしの方に５月末に防災準備品を送ります。一
人暮らしですよね。」と電話があり、住所を教えたが、近
所にかかったかを確認したがかかっていなかった。

43 H29.4.28 3 呉市安浦町 557 呉市消防局 3 防災グッズ 販売
高齢者への防災
グッズ斡旋

不明
一人暮らしの高齢者宅に「消防の職員ですが、防災グッ
ズを買ってください。」と電話があったが、不審に思い電
話を切った。

44 H29.5.11 3 呉市長谷町 557 呉市消防局 3 防災グッズ 送付
一人暮らしへの
防災グッズ送付

不明

「消防署の○○（聞き取れなかった）ですが、防災用品を
一人暮らしの老人に配付しています。」という内容の電話
がかかった。一人暮らしではないことを伝えたところ電話
を切られたため、不審に思い消防署に連絡した。

45 H29.5.25 3 呉市神原町 557 呉市消防局 3 防災グッズ 送付
一人暮らしへの
防災グッズ送付

不明

「一人暮らしの方に防災グッズを配付しています。２週間
後にはお送りします。もし、分からないことがあればお送
りした中に電話番号を入れておきますので、電話をかけ
てください。」という内容の電話がかかった。不審に思い
消防署に連絡した。
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2017/8/22

県 住　　　所 CD 消防本部名 CD 物品種別 内容 不正の手口 業者

防災グッズ配布等不審事案一覧表（消防本部別）

番号 発生日時

場　　所 管轄消防本部 広   聴　　の　　内　　容

概　　　　要

46 H29.6.2 3 呉市警固屋 557 呉市消防局 3 防災グッズ
問い合わ
せ

一人暮らしの調
査

不明

「消防署の者ですが、点検をしたいので自宅を訪問した
いのですが、お宅は一人暮らしですか。」という電話があ
り、「一人暮らしですが、点検のことはよく分からない。」と
回答した。相手は「２，３日後に訪問します。」といって電
話を切られたため、民生委員に相談し、そこから消防署
に連絡があったもの。

47 H29.6.26 3 呉市焼山 557 呉市消防局 3 防災グッズ
問い合わ
せ

防災訓練のため
一人暮らしの調
査

不明

「消防署ですが、防災訓練があるのですが、一人暮らし
でしょうか。」という電話があり、「二人暮らしです。」と伝
えたところ電話を切られたため、不審に思い消防署に連
絡したもの。

48 H29.6.29 3 呉市吾妻町 557 呉市消防局 3 防災グッズ 送付
高齢者の防災の
ための調査

消防署
のキム
ラ

「消防署のキムラと申します。市役所から消防署へ家族
構成についての調査依頼があって電話しました。一人暮
らしですか。」「防災に関する書類を送付します。読むだ
けでいいです。」と電話があった。通報者は，市発行の広
報誌に同様の事案に対し注意する記事があったことを思
い出し，一人暮らしか否かの回答はしなかった。その後，
書類が送付されないことから不審に思い，消防署に電話
相談したもの。消防署では，そのような電話はしていない
ことを説明した。

49 H29.2.14 3 三原市 559 三原市消防本部 3 防災グッズ 送付
高齢者への防災
グッズ送付

不明
高齢者女性宅に「消防署のものです。今、消防署の方で
一人暮らしの高齢者に防災グッズを送っています。」と電
話がかったが不審に思い送付を断った。
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2017/8/22

県 住　　　所 CD 消防本部名 CD 物品種別 内容 不正の手口 業者

防災グッズ配布等不審事案一覧表（消防本部別）

番号 発生日時

場　　所 管轄消防本部 広   聴　　の　　内　　容

概　　　　要

50 H29.3.15 3 世羅郡世羅町 559 三原市消防本部 3 防災グッズ
問い合わ
せ

高齢者へ家族構
成を尋ねる

不明
高齢者男性宅に「消防庁の○○です。この度一人住まい
の方を保護する法律ができたので、家族構成を教えてほ
しい。」と電話がかったが、回答しなかった。

51 H29.4.11 3 三原市 559 三原市消防本部 3 防災グッズ 送付
高齢者への防災
グッズ送付

不明
高齢者女性宅に「三原市消防署のものです。この度一人
暮らしの高齢者の家庭に防災グッズを送っています。」と
電話がかったが、一人暮らしでないことを伝えた。

52 H29.5.9 3 三原市 559 三原市消防本部 3 防災グッズ 送付
高齢者への防災
グッズ送付

不明

高齢者宅に消防職員を名乗る男性から「７０歳以上の高
齢者のご家庭に防災グッズを送りますので、年齢と家族
構成を教えてください。」と電話がかった。不審に思い消
防署に問い合わせがあったもの。

53 H29.7.5 3 三原市 559 三原市消防本部 3 防災グッズ
問い合わ
せ

一人暮らしの防
災のための調査

消防署
のキム
ラ

消防署のキムラと名乗る男性から電話で，「災害が起
こった時に困ったことがあれば消防署が助けにいくので
家族構成を教えてほしい。一人暮らしですか。」との電話
があったが不審に思い電話を切った。」翌朝、同じ男性
から「昨日は電話を切られましたね」という電話があった
ため関係者が不審に消防署に確認の問い合わせをした
もの。
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2017/8/22

県 住　　　所 CD 消防本部名 CD 物品種別 内容 不正の手口 業者

防災グッズ配布等不審事案一覧表（消防本部別）

番号 発生日時

場　　所 管轄消防本部 広   聴　　の　　内　　容

概　　　　要

54 H29.7.5 3 世羅郡世羅町 559 三原市消防本部 3 防災グッズ
問い合わ
せ

一人暮らしの防
災のための調査

消防署
のキム
ラ

一般住宅の高齢の女性に消防署のキムラと名乗る男性
から「災害が起こった時に困ったことがあれば消防署が
助けにいくので家族構成を教えてほしい。一人暮らしで
すか。」との電話があったが不審に思い電話を切った。
翌朝、同じ男性から「昨日は電話を切られましたね」とい
う電話があったため関係者が不審に消防署に確認の問
い合わせをしたもの。

55 H29.7.8 3 三原市 559 三原市消防本部 3 防災グッズ
問い合わ
せ

高齢者の防災の
ための調査

消防署
のキム
ラ

消防署のキムラと名乗る男性から「75歳以上の方を対象
に電話をしています。災害が多いため防災訓練があるの
ですが、家族構成を教えてほしい。一人暮らしですか。」
との電話があり、「なぜ、答えなければいけないのか」と
尋ねると電話を切られたため、関係者が不審に消防署
に確認の問い合わせをしたもの。

56 H28.11.22 3 東広島市 561 東広島市消防局 3 防災グッズ 送付
高齢者への防災
グッズ送付

不明
高齢者の女性宅に「消防署のものですが１２月中に防災
グッズを送るので受け取ってほしい。」と電話がかかり、
その場で「はい」と答えた。

57 H29.4.4 3 東広島市 561 東広島市消防局 3 防災グッズ 送付
高齢者へ避難訓
練の指導

不明
高齢者宅に「東広島消防署です。７０歳以上の方を対象
に避難訓練の指導をしている。」と電話がかったが、娘に
代わると電話を切られた。
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県 住　　　所 CD 消防本部名 CD 物品種別 内容 不正の手口 業者

防災グッズ配布等不審事案一覧表（消防本部別）

番号 発生日時

場　　所 管轄消防本部 広   聴　　の　　内　　容

概　　　　要

58 H29.5.1 3 東広島市安芸津町 561 東広島市消防局 3 防災グッズ 送付
高齢者への防災
グッズ送付

不明
高齢者宅に「東広島市消防署のものです。独居老人を対
象に防災グッズを届けることになりました。６月下旬まで
には送ります。」と電話がかったので消防署に連絡した。

59 H29.6.11 3 竹原市 561 東広島市消防局 3 防災グッズ
問い合わ
せ

独居老人の調査 不明

消防署と名乗る男性から「６５歳以上の独居老人を対象
とした調査を実施している。」という電話が入り、年齢、家
族構成、近隣親族の有無を確認された。後日書類を送
付するので返送するように言われた。怪しいと思い、管
轄の消防出張所に確認したが消防署ではそのような調
査は実施していないと回答した。

60 H29.7.1 3 東広島市高屋町 561 東広島市消防局 3 防災グッズ その他
高齢者の防災の
ための調査

消防署
のキム
ラ

消防署のキムラを名乗る男性から、「７５歳以上を対象と
した防災のための聞取りをしている」と電話があったも
の。家族構成を聞かれたので、息子と同居していると回
答すると、息子は何歳かとか聞かれ、答えると電話を切
られたため、不審に思い消防署へ確認の電話をしたも
の。

61 H29.3.11 3 三次市四拾貫町 562 備北地区消防本部 3 防災グッズ
問い合わ
せ

高齢者への防災
グッズ送付

不明
高齢者女性宅に「消防署のものです。お年寄りの方に災
害時の防災マップを送ります。」と電話がかったが、消防
署に問い合わせたところ嘘であった。

62 H29.6.10 3 庄原市東城町 562
備北地区消防組合
消防本部

3 防災グッズ
問い合わ
せ

高齢者へ家族構
成を尋ねる

不明

　高齢者住宅に消防署の職員を名乗る者から，「高齢者
に対する防災規程が定められた。これにより，あなた方
を守ることができるようになった。ご主人(関係者)は居ら
れますか，お元気ですか。」と言って電話が切れたため，
女性が不審に思い消防署に問合せを行ったもの。消防
署では，そのような電話はしていないことを説明し，個人
情報を伝えないように指導しました。
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県 住　　　所 CD 消防本部名 CD 物品種別 内容 不正の手口 業者

防災グッズ配布等不審事案一覧表（消防本部別）

番号 発生日時

場　　所 管轄消防本部 広   聴　　の　　内　　容

概　　　　要

63 H29.6.26 3 庄原市西条町 562 備北地区消防組合 3 防災グッズ
問い合わ
せ

高齢者の防災の
ための調査

不明

関係者宅に消防署を名乗る者から「防災関係の調査で
お聞きしたいのですが，現在ひとり暮らしですか。」との
内容で電話があり，「そうです。」と答えたら，電話をきら
れた。不審に思った関係者が近隣の交番に問合せ，管
轄の消防署に連絡があったもの。

64 H29.7.2 3 庄原市川手町 562 備北地区消防組合 3 防災グッズ
問い合わ
せ

高齢者の防災の
ための調査

消防署
のキム
ラ

消防署のキムラと名乗る者から電話で，「防災関係の調
査でお聞きしたいのですが，現在ひとり暮らしですか。」
との問い合わせがあり，「消防署を謀る詐欺ではないで
すか。」と問うと，不機嫌に「防災の調査です。」と返答し
た。「後日，書類を送付する。」と言われ，関係者が不審
に思い，消防署に問い合わせてきたもの。現在のところ，
書類の送付等は発生していない。

65 H28.10.14 3 廿日市市 563 廿日市市消防本部 3 防災グッズ 送付
高齢者への防災
グッズ送付

不明
高齢者の女性宅に「廿日市消防署です。１１月初旬に消
防署から防災グッズを送るので住所を教えてほしい。」と
電話がかかり、その場で答えた。

66 H29.3.10 3 廿日市市 563 廿日市市消防本部 3 防災グッズ
問い合わ
せ

高齢者へ家族構
成を尋ねる

不明
高齢者女性宅に「廿日市消防署のものです。災害時に
救助するために家族構成を教えてほしい。」と電話が
かったため、消防署に電話相談した。

13



2017/8/22

県 住　　　所 CD 消防本部名 CD 物品種別 内容 不正の手口 業者

防災グッズ配布等不審事案一覧表（消防本部別）

番号 発生日時

場　　所 管轄消防本部 広   聴　　の　　内　　容

概　　　　要

67 H28.12.26 3 安芸郡府中町 564 府中町消防本部 3 防災グッズ 送付
高齢者への防災
グッズ送付

不明

高齢者の女性宅に消防職員を名乗り「消防署から防災
グッズ配布しています。郵便局員が届けるので受け取っ
てください。」と電話がかかり、住所、氏名を相手に伝え
た。

68 H29.6.26 3 江田島市江田島町 565 江田島市消防本部 3 防災グッズ
問い合わ
せ

一人暮らしかの
確認電話

不明

市内女性の家に「こちらは消防署です。一人暮らしです
か。一人暮らしだったら災害時優先しますので家族構成
を教えてください。」と若い男性から電話があったもの。
電話を受けた女性は「消防署ですか？」と聞き返したとこ
ろすぐに電話を切られ、不審に思い消防署へ電話相談し
た。

69 H29.4.10 5 光市 586 光地区消防組合 3 防災グッズ
問い合わ
せ

消火器の有無、
家族構成の質問

不明

年配の女性宅に消防職員と身分を偽って電話があり、消
火器の有無、家族構成の問い合わせがあった。不審に
思い、知り合いの連絡し、その知り合いから消防署に連
絡があったもの。
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