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5/1

昨日午後６時ころ、福井市新田塚２丁目地籍において、遊んでいた女子
小学生等に対し、男が下半身を露出する事案が発生しました。男は、高
校生風、身長１６５センチ位、やせ型、灰色のパーカー、紺色のジーパン、
公然わいせつ事
色不詳のスニーカーといった服装で、灰色の自転車に乗って逃走しまし
案の発生
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
求めるほか、すぐに警察まで通報をお願いします。（福井警察署 ０７７６
－５２－０１１０）

5/1

不審者情報

昨日午後６時３５分頃、福井市東部の民家において、女性が脱衣場で着
替え中のところ、窓の外から中をのぞこうとする事案が発生しました。犯
人の年齢、体格、服装については不明です。このような事案に遭遇した場
合には、すぐに警察に通報をお願いします。（福井南警察署０７７６－３４
－０１１０）

5/2

東京オリンピックの入場券が当選したとして、お金をだまし取ろうとする詐
振り込め詐欺等 欺の電話が、県内で複数確認されています。このような電話があった場合
最新手口情
は、「身に覚えがない。」等と言って、はっきりと断って下さい。また、警察
報！！
に対する情報提供も合わせてお願いします。（生活安全企画課0776-222880）

全県

5/8

本日午前１０時５０分頃、福井市田原地籍において遊んでいる男子児童ら
を、近くで見つめている男がいるという事案が発生しました。男の特徴は、
不審者情報につ 年齢３０歳くらい、身長１６０センチくらい、小太り、黒色短髪、黒色ジャー
いて
ジ上下という姿で、徒歩でした。このような事案に遭遇した場合は、『すぐ
逃げる』『大声で助けを求める』ほか、警察に通報して下さい。（福井警察
署0776-52-0110）

福井署

5/9

５月９日、敦賀市内において警察官を騙り、「最近、不審な電話が掛かっ
てきていないか」「詐欺事件のことで話したいことがある」「通帳を盗られた
人が家族にいないか」といった振り込め詐欺の前兆と思われる不審電話
不審電話に注意
が多数掛かってきています。このような電話が掛かってきても、相手に個
人情報は教えず、現金や通帳の提出、振り込み等を求められても絶対に
応じないで、すぐ警察に相談して下さい。（敦賀警察署0770-25-0110）

全県

5/9

県内において、「会員登録が完了しました。登録料を支払って下さい。」
「有料サイトの利用料金が未納です。連絡がない場合は法的措置をとりま
振り込め詐欺等
す。」等と書かれた不審なメールが複数確認されています。メールには、
最新手口情
電話番号等が書かれていますが、連絡せず、このような身に覚えのない
報！！
メールが来たときは、警察に相談して下さい。（生活安全企画課0776-222880）

全県

5/9

５月６日午後０時３０分頃、坂井市春江町内の公園において、男性がズボ
ンのチャックから陰部を露出させて歩くという事案が発生しました。男は年
福井地区、
公然わいせつ事 齢２０代から３０代くらい、体格ふつう、上衣白色Ｔシャツ、下衣ベージュ色
坂井地区、
案
のズボンを着用し、肩紐が片方がけのリュックサックを所持していました。
あわら署
この様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』ほか、警察に通報して下さい。（坂井警察署０７７６－６６－０１１０）

5/9

５月９日（月）午後４時頃、あわら市堀江十楽の路上において、女子児童
が、男から「お菓子あげるで、こっちおいで。家族何人。いくつ。」等と声を
かけられる事案が発生しました。男は年齢４０代位、身長１６５センチメー
女子児童に対す
トル位、体格ふつう、黒色の服、黒色マスク、黒色帽子を着用し、黒色の
る声掛け事案
車で逃げました。不審者に遭遇した場合は、『すぐ逃げる』『大声を上げて
助けを求める』ほか、すぐに警察に通報してください。（あわら警察署０７７
６－７３－０１１０）

坂井地区、
あわら署

5/10

５月１日から５月９日までの間に、高齢運転者による交通死亡事故が３件
発生し、５月１０日、「高齢者交通死亡事故多発警報」が発令されました。
高齢者交通死亡
交通事故を防止するため、次のことに特に注意して下さい。○スピードを
事故多発警報発
控え、前をよく見て運転しましょう○子どもや高齢者を見かけた時は減
令
速、徐行、一時停止しましょう○体調が優れない時は、運転を控えましょう
（交通企画課0776-22-2880）

全県

5/13

県内において、「あなたには、熊本地震で被災された方に義援金を送る権
利があります。その権利を譲ってほしい。」等という熊本震災に便乗した詐
熊本震災に便乗 欺と思われる電話が確認されました。権利を譲ることを承諾すると、「名義
した詐欺に注意 貸しは違法だ。解決するには、現金が必要です。」等と言って、現金をだま
し取ろうとする手口です。このような電話等があった場合は、すぐに警察
に通報して下さい。（生活安全企画課0776-22-2880）

全県

福井署

福井地区

5/13

５月１３日午後２時３０分頃、坂井市三国サンセットビーチにおいて、遊び
に来ていた若い女性に対して、男が下半身を露出するという事案が発生
不審者情報につ しました。特徴は、年齢６０歳位、身長１７０センチ位、中肉、サングラスを
いて
して麦わら帽子をかぶり、肩にピンクのタオルをかけた男でした。このよう
な事案に遭遇したら『すぐ逃げる』『大声で助けを求める』の対応を取った
後、すぐに警察に通報してください。（坂井西警察署0776-82-0110）

福井地区、
坂井地区、
あわら署

12

5/16

県内において、警察官を騙った不審な電話が多数確認されています。電
話の内容は、「不審な電話がかかってきていませんか。」「犯人グループ
振り込め詐欺等 の押収品の中からあなたの通帳が見つかりました。」「極秘の捜査です。
最新手口情
あなたの名義で勝手に通帳が作られています。」等といったもので、その
報！！
後、現金を要求する内容に発展していきます。このような電話があっても、
個人情報等は教えず、現金の振り込みや通帳等の受け渡しはせず、すぐ
に警察へ相談して下さい。（生活安全企画課0776-22-2880）

全県

13

5/17

何者かがＳＮＳ上で知り合いになりすまし、受信した人に裸の画像を送ら
SNS上でのなり せようとする事案が発生しています。このような場合は、画像や個人情報
すましに注意！ を決して返信することなく、警察に相談して下さい。（福井南警察署077634-0110）

福井地区

5/18

５月１７日午後１０時５０分ころ、福井市松本２丁目の歩道を徒歩で帰宅中
の女性に対し、自転車に乗った男が下半身を露出するという事案があり
公然わいせつ事 ました。男は、年齢３０歳から４０歳くらい、身長１７０センチくらい、痩せ
案
型、マスク着用、フード付き上着、スエットズボンをはいていました。このよ
うな不審者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、警察に通報願います。（福井警察署0776-52-0110）

福井署

5/18

５月１８日（水）正午頃、敦賀市和久野の路上において、徒歩で帰宅途中
の女子生徒が、黒色の自動車に乗った男から、「家の近くまで乗せてった
不審者情報につ ろか。」等と声を掛けられる事案が発生しました。男は、年齢４０歳位、坊
いて
主頭、黒色の半袖Ｔシャツを着ていました。このような事案に遭遇した場合
には、「すぐ逃げる」「大声で助けを求める」ほか、すぐに１１０番してくださ
い。（敦賀警察署 ０７７０－２５－０１１０）

嶺南地区

5/19

５月に入り、敦賀市内の一般住宅に、会社員を名乗る男性から「証券を購
入する権利が当たったので名義を貸して欲しい。」「手続するために宅配
金融商品等取引 便でお金を送って欲しい。」等との電話が複数架かっています。話の中
詐欺などに注意 で、公的機関を装った者も登場しますが、この様な話は詐欺です。皆様や
ご家族が被害に遭わないようにご注意ください。もし電話があった場合に
は、すぐに警察へ通報をお願いします。（敦賀警察署0770-25-0110）

全県

5/19

５月１９日午前７時３０分ころ、福井市春日の路上において、女性に対し
公然わいせつ事 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。男は、中肉
案の発生につい で赤色Ｔシャツ姿でした。このような不審者を見かけた際は、『すぐに逃げ
て
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

5/19

５月１９日午後０時５０分頃、福井市大宮３丁目地域において、バイクに
乗った男が、帰宅中の女子生徒に付きまとい「高校生か。今度遊ぼう。」
などと声をかけた事案が発生しました。男の特徴は、年齢２０歳から３０
歳、茶色の長袖Ｔシャツ、長ズボン着用です。このような事案に遭遇した
場合は、すぐに逃げて大声で助けを求める等の対策をとり、警察に通報し
て下さい。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）
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5/25

不審者情報

５月２０日午後７時４０分頃、福井市花堂東１丁目地籍路上において、下
校途中の女子生徒２人に対し、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。男の特徴は、年齢３０から４０歳位、身長１７０ｃｍ位、やせ型、黒っぽ
案の発生につい
い帽子、茶色系Ｔシャツ、黒っぽいズボンでした。このような事案に遭遇し
て
たら、『すぐ逃げる』、『大声をあげて助けを求める』などして、すぐに警察
に通報して下さい。(福井南警察署 0776-34-0110)
県内において、「有料サイトの利用料金が未納です。」等と書かれた架空
請求のメールが突然携帯電話に届くといった事案が複数確認されていま
振り込め詐欺等 す。犯人は、「連絡がない場合は訴える。」「今なら●万円だけ払ってもら
最新手口情
えればなんとかなる。」「こういう時の保険が●万円である。」等と言って、
報！！
現金や電子マネーを要求してきます。このような連絡があった場合は、一
人で悩まず、家族や警察へ相談して下さい。（生活安全企画課0776-222880）
県内において、警察官を装って「詐欺グループを捕まえたら、あなたの通
帳が出てきました。口座からお金を勝手に引き出されるおそれがあるの
で、お金を引き出しておいて下さい。」等という電話が確認されました。警
警察官を装った
察官を装った電話の後、今度は銀行員を装い、「現金をお預かりします。」
詐欺電話に注意
等の電話がかかってくることも確認されています。警察官が電話で現金を
引き出すように指示することはありません。このような電話等があった場
合は、すぐに警察に通報して下さい。（生活安全企画課0776-22-2880）

不審者情報

５月２４日午後６時５０分頃、高浜町の川沿いの路上で、自転車で帰宅途
中の女子生徒が、灰色セダンに乗った男から「ラインしよう」などと声を掛
けられる事案が発生しました。男は、２０歳代、身長１７０センチくらい、や
せ型、紺色の作業服上下、黒いバンダナを巻いていました。このような事
案に遭遇した場合には、「すぐ逃げる」「大声で助けを求める」ほか、すぐ
に１１０番して下さい。（小浜警察署０７７０－５２－０１１０）

福井署

福井南署

全県

全県

小浜署

5/25

鯖江市内に住む男性（７２歳）が、５月２４日午後１１時頃、家族が自宅で
姿を見かけたのを最後に、行方不明となっています。男性は身長１６８セ
行方不明者の手 ンチ位、痩せ型、白髪短髪で額が広い、面長、青系ジーパン、ベージュの
配について
家庭用スリッパを着用しています。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。（鯖江警察署０７７８－５２－０１１
０）

全県

24

5/25

５月２３日の夕方と２４日の午前中に、福井市豊岡及び乾徳地籍におい
公然わいせつ事 て、女子学生に対して、中年の男が下半身を露出する事案が発生しまし
案の発生につい た。このような不審者に遭遇した場合は、「すぐ逃げる。」「大声をあげて助
て
けを求める。」ほか、すぐに警察に通報して下さい。（福井警察署077652-0110）

福井地区

25

5/25

26

5/26

23

27

28

29

30

31

32

５月２５日に鯖江警察署から行方不明者として手配しました男性（７２歳）
行方不明者の発
については、鯖江市内で無事発見されました。ご協力ありがとうございま
見について
した。（鯖江警察署0778-52-0110）
５月２５日（水）午後３時頃、敦賀市曙町地籍において、帰宅途中の女子
児童が、徒歩で近づいてきた男から、「アメちゃんあげるからおいでよ。」
「お母さんが病気になったからおいでよ。」等と声を掛けられる事案があり
不審者情報につ ましたが、女子児童はすぐに防犯ブザーを鳴らしたため、男は逃走しまし
いて
た。男は黒色のスーツに黒色の野球帽をかぶり、サングラスと白色のマス
クをしていました。このような事案に遭遇した場合には、『すぐ逃げる。』
『大声で助けを求める。』『防犯ブザーを鳴らす。』ほか、すぐに１１０番通
報してください。（敦賀警察署0770-25-0110）

全県

嶺南地区

5/26

本年５月２１日からの短期間に交通死亡事故が３件発生するなど事故が
多発しています。運転者の方は、わき見することなく前方に注意して運転
しましょう。携帯、スマホ、カーナビは停止してから使用しましょう。歩行
緊急交通事故情
者、自転車を見かけたら減速し、動きを確認しましょう。歩行者、自転車の
報
方は、車道にとどまらないように注意し、道路横断中も、左右の安全をよく
確かめましょう。７０歳以上の自転車の方は歩道を走るようにしましょう。
（0776-22-2880交通企画課）

全県

5/27

５月２７日午前７時２０分ころ、福井市木田の路上において、歩いていた女
性に対して、男が下半身を露出するという事案が発生しました。男は、年
公然わいせつ事
齢４０歳代、体格中肉、黒髪、白色シャツを着用していました。このような
案の発生につい
不審者を見かけた際は、『すぐ逃げる』『大声をあげて助けを求める』の対
て
応を取った後、すぐに警察に通報して下さい。（福井南警察署0776-340110）

福井地区

5/27

５月２７日、敦賀市内の一般住宅に、市役所や社会保険事務所の職員を
名乗る者から、「昨年１年間の差額医療費があります」「ＡＴＭで申請手続
還付金等詐欺の きができます」等と話し、スーパーなどのＡＴＭへ誘導して現金を振り込ま
電話に注意
せようとする電話がありました。騙されないように注意して下さい。ＡＴＭで
の還付金手続きはありません。このような電話があった場合、すぐに電話
を切り、警察へ通報をお願いします。（敦賀警察署0770-25-0110）

全県

5/29

勝山市昭和町地籍に居住する高齢男性（７７歳）が、５月２９日午前９時
頃、自宅から徒歩で外出したまま行方不明となっています。男性は、身長
行方不明高齢者 １６２センチ位、中肉、白髪交じり、水色キャップ、チェック柄七分丈シャ
の手配
ツ、ジーパン、青色ライン入スニーカーを着用しています。この男性に関
する情報がありましたら、勝山警察署まで連絡をお願いします。（勝山警
察署０７７９－８８－０１１０）

5/30

昨日手配のあった、勝山市内に居住している高齢男性（７７歳）が行方不
行方不明手配の 明となった事案については、昨日午後９時ころ、勝山市内において発見さ
解除について
れました。ご協力ありがとうございました。（勝山警察署 ０７７９－８８－０
１１０）

5/30

「名義貸しは違法です。」「解決するためには、現金が必要です。」と言っ
て、現金を要求する電話が県内において複数確認されています。この手
振り込め詐欺等 口は、最初、何かしらの理由をつけて「権利を譲って下さい。」等と言って
手口情報！！ きますが、相手にせず、すぐに電話を切って下さい。このような連絡があっ
た場合は、一人で悩まず、家族や警察へ相談して下さい。（生活安全企画
課0776-22-2880）

福井地区、
奥越地区、
坂井地区、
あわら署、
丹南地区
福井地区、
奥越地区、
坂井地区、
あわら署、
丹南地区

全県

