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タイトル

内

容

発信地区

4/1

昨日３月３１日（木）午後５時３０分頃、あわら市二面地籍の路上におい
て、自転車で帰宅中の女子児童に対し、男が「かわいいね。友達になろ
不審者に対する う。」と声をかけた事案については、行為者を特定し、指導警告しました。 坂井地区、
指導
警察では、今後も子供と女性の安全確保と不安解消のための対策を推進 あわら署
しますので、不審者に遭遇した場合は、大声で助けを求めるとともに、す
ぐに警察に通報して下さい。（あわら警察署 ０７７６－７３－０１１０）

4/2

平成２８年４月２日午前１時３０分ころ、福井市若杉１丁目地籍において、
女性に対して、男が自己の下半身を露出するという事案が発生しました。
公然わいせつ事
男の特徴は、年齢２０歳代、身長１７０センチメートル位、体格中肉、黒色
案の発生につい
パーカーに灰色のスウェットズボン姿でした。このような不審者を見かけた
て
際は、『すぐに逃げる』『大声をあげて助けを求める』の対応を取った後、
すぐに警察に通報してください。（福井南警察署0776-34-0110）

福井地区

4/3

平成２８年４月２日午後５時００分頃、福井市新田塚２丁目地籍路上で、
遊技中の女子小学生に対し、青色の自転車に乗った男が「どっか遊びに
行こう」と声をかける事案が発生しました。男は、年齢２０歳から３０歳くら
声掛け事案の発
い、黒髪で黒色のズボンという服装で、青色の自転車に乗り逃走しまし
生について
た。このような事案に遭遇した場合には、『すぐ逃げる』、『大声を出して助
けを求める』ほか、すぐに警察に通報をお願いします。（福井警察署 ０７
７６－５２－０１１０）

福井地区

4/3

本日午前７時２０分ころ、福井市花堂北１丁目地籍路上において、女子高
校生に対して、男が下半身を露出するという事案が発生しました。男の特
公然わいせつ事
徴は、年齢２０歳から３０歳代、身長１７０センチメートル位、体格中肉でし
案の発生につい
た。このような不審者を見かけた際には、『すぐ逃げる』、『大声をあげて助
て
けを求める』の対応を取った後、すぐに警察に通報してください。（福井南
警察署 ０７７６－３４－０１１０）

福井南署

4/4

県内において「有料コンテンツの料金が未払いです。」「今日中に電話が
ない場合は法的措置をとります。」等のメールを送り、現金をだまし取ろう
振り込め詐欺等 とする架空請求詐欺が複数確認されています。電話をすると、犯人は、
最新手口情
「コンビニで、インターネットで利用できるプリペイドカードを購入し、その
報！！
カードの番号を言って下さい。」等と要求してくる場合があります。このよう
なメールがあった場合は、相手先に電話することなく、すぐ警察に相談し
て下さい。（生活安全企画課0776-22-2880）

全県

4/4

軒先や駐車場に置かれたタイヤの盗難事件が発生しています。タイヤを
通行人から見える軒先や駐車場に置かない、施錠できる倉庫等に保管す
タイヤ盗被害の
る等の防犯対策をお願いします。タイヤを大量に積んだ車両がうろついて
防止について
いる等、不審な車両、人物を見かけた際には、警察に通報をお願いしま
す。（福井南警察署０７７６－３４－０１１０）

福井南署

4月5日午後7時30分頃、坂井市春江町内の路上で、徒歩で帰宅中の女子
高校生が、男から「駅までの道のりを知りたい。かわいいね。」等と声を掛
けられる事案が発生しました。男の特徴は、20歳から30歳位、身長170か
坂井地区、
ら175センチメートル位、中肉、茶髪で、青色のジャージの様な服、黒っぽ
あわら署
い長ズボン姿でした。このような不審者に遭遇した場合は、『すぐに逃げ
る』、『大声を出して助けを求める』ほか、すぐに警察に通報して下さい。
（坂井警察署0776-66-0110）

4/6

不審者情報

4/6

４月５日（火）午後３時３０分頃、敦賀市長沢地籍において、自転車で帰宅
中の女子学生２人に対し、男女のグループから「大阪から来たんやけど。
写真撮らせてくれんか。」と声をかけられ、写真を撮られる事案が発生しま
不審者情報につ
した。写真撮影した男は２０歳代、白ニット帽、白ジャンパー姿で、女は金
いて
髪、黒色スエット上下姿でした。このような不審者に遭遇したらすぐ逃げ
る、大声をあげて助けを求める、すぐに警察へ通報してください。（敦賀警
察署 0770-25-0110）

嶺南地区

4/7

本日午後３時頃、福井市飯塚町地籍において、歩いて帰宅中の女子児童
に対し、男が大声で「おいで」と声をかける事案が発生しました。男の特徴
不審者の出没に は年齢５０歳から６０歳位、小太りから中肉で、黒っぽいスウェットの上
ついて
下、黒色サングラス、ニット帽様を着用していました。このような事案に遭
遇した場合、『すぐに逃げる』『大声を出して助けを求める』の対応を取った
後、警察に通報してください。（福井警察署 ０７７６－５２－０１１０）

福井地区

4/7

４月７日午前１１時３０分頃、福井市内に住む男性（８７歳）が、自宅から出
かけたまま行方不明になっています。男性は、身長１６７センチ位、やせ
行方不明者の手
形、丸坊主、灰色系ジャンパー、灰色系ズボンを着用しています。この男
配について
性に関する情報がありましたら、福井南警察署まで連絡をお願いします。
（福井南警察署 ０７７６－３４－０１１０）

全県

11

4/8

本日午前９時ころ、あわら市内に住む男性（８８歳）が自宅から自転車で
外出したまま行方不明となっています。男性は身長が１６０センチ位、や
行方不明者の手
せ型で、灰色ジャンパー、黒色ズボン、白色ズックを履いて、緑色の自転
配について
車を使用しています。このような男性を見かけた方は、近くの警察署か交
番に連絡をお願いします。（あわら警察署 ０７７６－７３－０１１０）

12

4/8

平成２８年４月７日、福井南警察署から手配しました行方不明男性（８７
行方不明者の発
歳）につきましては、福井市内で発見されました。ご協力ありがとうござい
見について
ました。（福井南警察署０７７６－３４－０１１０）

全県

13

4/8

本日、あわら署から行方不明の手配をしました、あわら市内に住む男性
行方不明男性の
（８８歳）については、無事に発見されました。ご協力ありがとうございまし
発見
た。（あわら警察署 ０７７６－７３－０１１０）

坂井地区、
あわら署

4/11

県内において「○○会社の証券を購入できる権利が当たりました。その権
利を○○円で譲って下さい。」等の不審電話が複数確認されています。そ
振り込め詐欺等 の際、これを認めると答えてしまうと、後で別の者から「名義貸しは違法で
最新手口情
す。訴えられないためには、一度お金を振込んでもらう必要があります。」
報！！
等と不安になるような文言を言って、お金を要求してきます。このような電
話があった場合は、すぐ警察に相談して下さい。（生活安全企画課077622-2880）

全県

4/12

４月８日午後３時３０分頃、坂井市丸岡町内の路上で、自転車に乗ってい
た小学生が、見知らぬ男から「そこにいるぞ」と声をかけられ、後を追いか
けられるという事案が発生しました。男の特徴は、自転車に乗った２人組
声掛け事案に注
坂井地区、
で、２人とも年齢５０歳位、中肉、黒色ジャージ、黒色長ズボン姿で、帽子
意
あわら署
やサングラス、マスクをつけていました。この様な不審者に遭遇した場合、
『すぐに逃げる』、『大声を出して助けを求める』ほか、すぐに警察に通報し
てください。(坂井警察署 ０７７６－６６－０１１０)

4/15

平成２８年４月１４日午後６時４０分頃、福井市北野上町地籍路上で、自
転車に乗った下校中の女子高校生に対し、男がすれ違いざまに身体を触
る事案が発生しました。男は、年齢３０歳代くらい、黒色の短髪で、灰色の
痴漢事案の発生
パーカー、青色のジーパンという服装で、歩いて逃走しました。このような
について
事案に遭遇した場合には、『すぐ逃げる』、『大声を出して助けを求める』
ほか、すぐに警察に通報をお願いします。（福井警察署０７７６－５２－０１
１０）

福井地区

4/15

熊本地震災害に便乗し、「義援金を送るので、お金を振り込んで下さい。」
や被災地にいる親族や知人等を装って、「お金を支援してほしい。」等と
熊本地震便乗詐
言って、現金をだまし取ろうとする詐欺の電話やメールが予想されます。
欺に注意！！
このような連絡があった場合は、焦らずに家族や警察に相談して下さい。
（生活安全企画課0776-22-2880）

全県

14

15

16

17

18

4/16

平成２８年４月１６日午前０時３５分頃、福井市米松２丁目地籍の歩道上
で、歩いていた女性に対して、男が下半身を露出する事案が発生しまし
た。男は、年齢３０歳代、身長１６５ｃｍ位、体格中肉、灰色長袖ジャージ、
公然わいせつ事
黒色ジャージズボン、白色スニーカー、黒色ニット帽という服装でした。こ
案の発生
のような事案に遭遇した場合は、『すぐ逃げる』『大声をあげて助けを求め
る』とともにすぐ１１０番通報して下さい。（福井警察署０７７６－５２－０１１
０）
４月１６日午前９時３０分頃、福井市四ツ井地籍に住む女性（７４歳）が、自
宅を出たまま行方不明となっています。女性は、身長１５５ｃｍ位、中肉、
行方不明者の手 白髪交じりの茶髪、黄色カーディガン、黒色ズボン、ピンク色サンダル、白
配
色手提げ鞄を持っており、紫色の自転車に乗って自宅を出ています、この
女性に関する情報がありましたら、福井警察署までご連絡をお願いしま
す。（福井警察署0776-52-0110）
県内において、市役所や保険事務所の職員を騙って「保険料を払い過ぎ
ています。お金が戻ってくるので、ＡＴＭへ行って下さい。」等と言って、お
振り込め詐欺等 金をだまし取ろうとする詐欺の電話が複数確認されています。犯人の指
最新手口情
示に従ってＡＴＭに行き、操作すると、気付かない内に口座のお金を犯人
報！！
に振り込んでしまいます。ＡＴＭでお金が返ってくることはありません。この
ような電話があった場合は、すぐに警察に相談して下さい。（生活安全企
画課0776-22-2880）

坂井地区、
あわら署

福井署

福井地区、
奥越地区、
坂井地区、
あわら署、
丹南地区

19

4/17

20

4/18

21

4/18

４月１７日福井警察署から行方不明者として手配しました福井市四ツ井地
行方不明者の発
籍に居住する女性（７４歳）については、発見されました。ご協力ありがとう
見
ございました。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井地区

4/22

敦賀市内において、市の福祉課の職員を騙り「医療費を払いすぎていま
す。お金を返すのでキャッシュカードを持ってＡＴＭへ行って下さい。」など
振り込め詐欺な と言って、お金をだまし取ろうとする詐欺の電話が複数確認されていま
ど最新手口情
す。犯人の指示に従ってＡＴＭに行って操作をすると、気付かない内に口
報！
座のお金を犯人に振込んでしまいます。ＡＴＭで、お金が返ってくることは
ありません。このような電話があった場合は、すぐに警察に相談して下さ
い。（敦賀警察署０７７０－２５－０１１０）

敦賀署

22

全県

23

24

4/23

昨日午後6時45分頃、福井市内を走行中の電車の中で、下校中の男子生
声掛け事案に注 徒が、20歳前半の男からにらまれたり因縁をつけられたりする事案が発
意
生しました。このような事案に遭遇した場合は、「周りの人や車掌さんに助
けを求める」ほか、警察に通報して下さい。（福井警察署0776-52-0110）

福井地区、
奥越地区、
坂井地区、
あわら署、
鯖江署

4/24

４月２３日午後１１時半頃、敦賀市内において、帰宅した女性が自宅玄関
先で見知らぬ男に声を掛けられ、身体を触られる事案が発生しました。男
の特徴は２０歳から３０歳位、１７０センチ位、小太り、茶色短髪、長袖ト
「不審者情報の
レーナー、チノパン着用、白色セダンタイプの車両に乗っていました。不審
発信」
者に遭遇した場合は『すぐに逃げる』『防犯ベルを活用する』『大声をあげ
助けを求める』ほか、すぐ警察に通報して下さい。（敦賀警察署0770-250110）

嶺南地区

25

4/25

26

4/26

27

4/27

28

29

先週に引き続き、市役所や保険事務所の職員を騙って「払い過ぎた医療
費が戻ってくるので、ＡＴＭへ行って下さい。」等と言って、お金をだまし取
振り込め詐欺等
ろうとする還付金詐欺の電話が複数確認されています。犯人は、「今日中
最新手口情
に手続しないとお金は戻ってきませんよ。」等と言って、不安にさせてきま
報！！
す。このような電話があった場合は、慌てず、すぐに警察に相談して下さ
い。（生活安全企画課0776-22-2880）
熊本地震発生以降、他県において、銀行員を名乗る等して、「熊本の震災
への募金を募っています。」「家にお金を取りに行きます。」「指定の口座
熊本地震便乗詐 にお金を振り込んで下さい。」等と被災された方への募金協力を名目とし
欺に注意！！
た不審な電話が確認されています。このような内容の電話は詐欺の可能
性がありますので、電話がかかってきたら直ぐに警察に相談して下さい。
（生活安全企画課0776-22-2880）
４月２６日午前６時５０分頃、福井市宝永４丁目地籍において、自転車で
登校中の女子学生に向けて、男が下半身を露出する事案が発生しまし
公然わいせつ事 た。男は、年齢２０から３０歳位、身長約１７０センチメートル、体格普通、
案の発生につい 黒髪短髪で、ピンク色の半袖Ｔシャツ、黒色ハーフパンツ、黒色スパッツと
て
いった格好でした。このような不審者に遭遇したら「すぐ逃げる」、「大声を
上げて助けを求める。」ほか、すぐに警察に通報をお願いします。（福井警
察署０７７６－５２－０１１０）

全県

全県

福井地区

4/28

4月26日午前7時10分頃から35分頃までの間、福井市大宮2丁目地籍にお
いて、徒歩で登校中の女子学生に対して、男がズボンを下げて下半身を
公然わいせつ事 露出するといった事案が2件発生しました。男は、年齢20から30歳代位、
案の発生につい 身長170から180cm、黒色短髪で、半袖の白っぽいTシャツ、長ズボンと
て
いった格好でした。このような不審者に遭遇したら、「すぐ逃げる」、「大声
を上げて助けを求める」ほか、すぐに警察に通報をお願いします。（福井
警察署0776-52-0110）

福井地区

4/28

４月２７日（水）午後５時頃、敦賀市金山地籍において、帰宅途中の女子
児童が、男から「どこ行くの。」と声をかけられる事案が発生しました。男
声掛け事案の発 は、４０歳～５０歳くらいの黒色短髪、黒縁メガネ、上は黒色スーツで、手
生について
には黒色の手提げカバンを持っていました。このような不審者に遭遇した
らすぐ逃げる、大声をあげて助けを求める、すぐに警察へ通報する等の対
応をお願いします。（敦賀警察署0770-25-0110）

嶺南地区

