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発信地区

6/1

6月1日午前10時35分頃、大野市天神町地籍において、男が、女性に対し
て陰部を見せるという事案が発生しました。男の特徴は、年齢４０歳から５
不審者の出没に ０歳位、やせ型、灰色系の野球帽、紺色系の長袖ジャンパー、ベージュ色
ついて
系の作業ズボンでした。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』の対応をとった後、警察に通報してください。
（大野警察署 ０７７９－６５－０１１０）

大野署

6/1

６月１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
電話が多発
ませようとする電話がありました。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

6/2

6月1日午後4時30分頃、大野市友江地籍において、人を待っていた女子
生徒に対して、男が「ちょっとお嬢さん。今暇なの？」等と声をかけ、その
場を離れようとした女子生徒を車で追いかけるという事案が発生しまし
不審者情報につ
た。男は、年齢30～40歳、身長175～180cm位、がっしり型、白髪短髪で、
いて
黒色の車に乗っていました。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番通報して下さい。（大
野警察署0779-65-0110）

大野署

6/3

６月２日午後５時頃、福井市三郎丸地籍において遊んでいる女子児童ら
に対し、男が下半身を露出するという事案が発生しました。男の特徴は、
不審者情報につ 一見して高校生風、メガネ有、ニキビ面、やせ型、黒髪短髪、白色カッター
いて
シャツ、黒色ズボン、紺色バッグを所持しており、自転車に乗っていたとの
ことです。このような事案に遭遇した場合は、「すぐに逃げる」「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）

福井地区

6/3

６月に入り、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
名乗り、「医療費の還付金があります。」「ＡＴＭで申請手続きができま
還付金等名目の
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せようとす
詐欺電話に要注
る電話が複数確認されています。ＡＴＭでの還付金手続きはありません。
意
このような電話があった場合、すぐに電話を切り、警察に通報をお願いし
ます。（敦賀警察署0770-25-0110）

全県

６月３日午前７時４０分ころ、福井市花堂北地籍の路上において、登校途
中の男子児童が車（ベージュ色のコンパクトカー）の中から男にエアガン
のようなもので撃たれるという事案が発生しました。男は、黒髪短髪、中
肉、青と黒のロングＴシャツに黒色サングラスを着用していました。このよ
うな不審者を見かけた際は、「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下さい。（福井南警察署
0776-34-0110）

6/3

エアガンを撃つ
男について

6/6

「還付金があるので、ＡＴＭへ行ってください。」等と言ってお金をだまし取
ろうとする電話が県内において複数確認されています。この手口は、市役
所や社会保険事務所の職員を名乗って電話をかけ、スーパーなどのＡＴ
振り込め詐欺等
Ｍへ誘導し、ＡＴＭを操作させて、お金を振り込ませるものです。ＡＴＭを操
手口情報！！
作して、還付金が戻ってくることはありません。このような連絡があった場
合は、警察へ相談するとともに、周りの方への注意喚起もお願いします
（生活安全企画課0776-22-2880）

全県

6/8

６月８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
乗り、「医療費の還付金があります。」「ＡＴＭで申請手続きができます。」
還付金等名目の
等と話し、スーパーなどのＡＴＭへ行かせて現金を振り込ませようとする還
詐欺電話に要注
付金詐欺の電話が多数かかっています。ＡＴＭでの還付金手続きはあり
意
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

6/9

６月９日、敦賀市内において、警察署の警察官を騙り、「オレオレ詐欺が
発生した」「郵便局の個人情報が漏れた」「郵便局の通帳は持っているか」
といった振り込め詐欺の前兆と思われる不審電話が多数かかってきてい
不審電話に注意
ます。このような電話がかかってきても、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

6/10

６月９日午後８時４０分頃、敦賀市白銀町の路上において、女子生徒に対
し男が下半身を露出する事案が発生しました。男は年齢２０代位、身長１
公然わいせつ事 ７０～１８０センチ位、やせ型、茶色の髪につば付のキャップ帽着用、黒色
案の発生
ズボン姿という特徴でした。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。（敦賀警察署０７７０－２５－０１１０）

嶺南地区

福井署

6/10

６月１０日午前９時ごろから、一般住宅に、越前警察署の警察官を騙る不
審電話が掛かっています。警察官が、電話で銀行の預金通帳のことを聞
警察官を騙る不 いたり、還付金の話をすることはありません。このような電話が掛かってき
審電話について た場合は、詐欺の可能性がありますので、絶対に相手にすることなく、す
ぐに電話を切って、警察への通報をお願いします。（越前警察署0778-240110）

全県

6/10

本日午後５時１０分頃、鯖江市丸山町地籍において、公園で遊んでいた
女子児童２名に対し、男が下半身を露出する公然わいせつ事案が発生し
公然わいせつ事 ました。男は、年齢４０歳から５０歳位、身長１６５センチ位、体格は普通、
案の発生
灰色のＴシャツ、肌色ズボンという服装でした。この様な不審者を発見した
場合には、すぐ逃げる、大声をあげて助けを求める他、警察に通報して下
さい。（鯖江警察署0778-52-0110）

丹南地区

6/13

警察官を名乗り、「偽札の事件が増えているので、現金を調べます。お金
を下ろしてきて下さい。」「振り込め詐欺グループを捕まえたところ、あなた
振り込め詐欺等 名義の通帳が偽造されていることがわかりました。」等と言って、現金をだ
手口情報！！ まし取ろうとする電話が多数確認されています。このような連絡があった
場合は、相手にせず、すぐに警察へ相談するとともに、周りの方への注意
喚起もお願いします。（生活安全企画課0776-22-2880）

全県

6/15

不審者情報

6月14日午後3時頃、坂井市坂井町地籍の住宅街で、徒歩で帰宅中の小
学生男女2名が男に後をつけられる事案がありました。男は、年齢50歳
位、身長170センチメートル位、やせ型、黒髪、眼鏡を掛けており、黄色の
Ｔシャツ、黒っぽい長ズボン姿でした。このような不審者に遭遇した時は
「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）

6/15

6月14日午後7時半頃、福井市毛矢地籍の河川敷において、自転車に
乗った女子高生が、男に抱きつかれそうになる事案が発生しました。男
不審者情報につ
は、黒色短髪、細身、白色Ｙシャツに黒色ズボンでした。このような時に
いて
は、「すぐに逃げる」「大声をあげて助けを求める」ほか、すぐに警察に通
報して下さい。（福井南警察署0776-34-0110）

福井地区

6/16

本日（６月１６日）、福井商業高校卒業生が家族の中にいる世帯に対し
て、卒業生の名前を名乗って、「風邪を引いた。」「携帯を忘れて、違う番
オレオレ詐欺の
号からかけてる。」「あとで、落し物のことでオレ宛に電話がある。」等とい
電話に注意！！
う不審な電話が複数確認されています。このような連絡があった場合は、
すぐに家族、警察へ相談して下さい。（生活安全企画課0776-22-2880）

全県

6/17

６月１６日午後４時１５分頃、坂井市丸岡町地籍において、女子中学生に
対して、男が下半身を露出する事案が２件発生しました。男の特徴は、20
公然わいせつ事 歳から４０歳位、小太り、身長１７０センチ位、黒色短髪、白っぽいシャツ、 坂井地区、
案
黒色スラックスでした。この様な不審者に遭遇したら、「すぐ逃げる」、「大
あわら署
声を出して助けを求める」ほか、警察に通報して下さい。（坂井警察署０７
７６－６６－０１１０）

6/18

６月１７日午後１１時頃、福井市内の老人ホームに入居中の女性（８７歳）
が行方不明となり、いまだに発見されていません。 女性は身長１４５セン
行方不明者の手 チメートル位、小太り、白髪まじりでピンクの縁のメガネをかけ、上は黄色
配について
のシャツ、下は黒色のズボンを履いています。 この女性に関する情報が
ありましたら近くの警察署か交番に連絡をお願いします。（福井警察署０７
７６－５２－０１１０）

全県

19

6/20

県内において、家族（息子や孫など）の名前を名乗って、「カバンを落とし
てしまった。」「カバンの中には、会社の通帳が入っていて、今日中にお金
を用意しないと大変なことになる。」等と言って、お金を要求する詐欺の電
振り込め詐欺等
話が複数確認されています。本当に家族からの電話だったのか、話にお
手口情報！！
かしい点はないか、冷静に考えてください。このような連絡があった場合
は、すぐに家族、警察へ相談して下さい。（生活安全企画課0776-222880）

全県

20

6/21

6月18日に福井警察署から行方不明者として手配しました高齢女性（87
行方不明者の発
歳）については、無事発見されました。ご協力ありがとうございました。（福
見について
井警察署0776-52-0110）

全県

6/21

6月20日午後10時30分頃、敦賀市津内町2丁目地籍の歩道において、男
が、歩いている女性に対して、下半身を露出するという事案が発生しまし
た。男は年齢20～30歳位、身長170センチ位、細身の体型、帽子を着用し
公然わいせつ事
ていました。このような事案に遭遇しない為にも、『暗い夜道を１人で歩か
案の発生
ない』ことを心がけ、もし、遭遇した場合には、『すぐ逃げる』『大声を上げ
て助けを求める』の対応を取り、すぐ警察に通報してください。（敦賀警察
署0770-25-0110）

嶺南地区

6/21

6月21日午後0時頃、坂井市三国町内の一般住宅に、振り込め詐欺と思
われる電話が複数確認されました。犯人は、坂井市役所のゴトウを名乗
り、「高額医療費の払い戻しがあります。今年2月頃に通知していますが、
振り込め詐欺の
連絡がないのでお電話しました。払戻金は20，300円ですが、手数料とし
予兆電話につい
て1，080円がかかります。」等と言って、スーパー等のATMへ行かせて、
て
お金を振り込ませようとするものです。このような電話があった際には、相
手にすることなく、すぐに家族や警察に相談して下さい。（坂井西警察署
0776-82-0110）

全県

11

12

13

14

15

16

17

18

21

22

坂井地区、
あわら署

6/21

5月8日、福井市田原地籍において発生しました、男が遊んでいる男子児
童らを近くで見つめていたという事案については、行為者を特定し指導警
不審者に指導警 告しました。警察では、子どもの安全確保と不安解消のための対策をより
告
一層推進します。この種事案があった場合には、行為者の身体特徴や車
のナンバーなども合わせて警察に通報をお願いします。（福井警察署
0776-52-0110）

6/22

6月21日午後8時20分頃、坂井市三国町の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数名に対して、男が下半身を露出するという
事案が発生しました。男の特徴は、年齢40歳位、身長160～165センチ
福井地区、
不審者情報につ
位、中肉、面長、短髪、上半身裸で下半身はパンツようのものを着用して 坂井地区、
いて
いました。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
あわら署
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）

6/22

6月21日午後7時30分頃、福井市松本4丁目及び宝永3丁目において、徒
歩で帰宅中の女子学生に対し、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。男は、年齢20～30歳位、身長165～175cm位、体格中肉、ワイシャツ
案の発生
にズボンといった服装で、バッグを持っていました。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0776-52-0110）

福井地区

6/24

本年４月以降、自動音声ガイダンスを悪用した不審電話情報が、全国で
数多く寄せられております。手口は、自動音声ガイダンスから始まるもの
で、その文言は、①ＮＴＴ東日本又はＮＴＴ西日本をかたり「あなたの電話
は不正に使用されている。２時間後に電話の使用を停止します。詳しい内
容を確認したい場合は９番を押してください。」等と言うもの。②実在する
音声ガイダンス 郵便局を装って「荷物が届いています。確認は３番を押してください。」等
悪用の不審電話 と言うもの。③料金管理センターをかたり「有料コンテンツの未払いがあ
る。料金が支払われないと裁判になる。利用料金の確認は１番を、誤って
登録してしまった場合は２番を押してください。」など様々ですが、いずれ
も、不安をあおるなどして指定する番号を押すよう誘導することが共通し
ています。このような電話がかかってきたら、相手にすることなく、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

6/24

６月２３日午後３時ころ、福井市灯明寺１丁目地域において、徒歩で帰宅
中の小学生に対し、男が「プリパラのカードあげるから、僕んちきねん。」
声掛け事案に注 等と声をかける事案が発生しました。男は、年齢３０歳から４０歳くらい、体
意
格細身でこげ茶色の自転車に乗っていました。このような事案に遭遇した
場合は、すぐ逃げる、大声を出して助けを求める等の対策をとり、警察へ
の通報をお願いします。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井地区

6/26

６月２５日午後２時ころ、福井市福町地籍において、児童に対して、男が
下半身を露出するという事案が発生しました。男は年齢４０歳位、身長１６
公然わいせつ事
５センチ位、中肉で白色Ｔシャツに紺色ズボン姿でした。このような事案に
案の発生につい
遭遇した際には、「すぐに逃げる」「大声をあげて助けを求める」の対応を
て
取った後、すぐに警察にすぐに警察に通報して下さい。（福井南警察署 ０
７７６－３４－０１１０）

福井地区

6/27

6月27日午前6時30分頃、福井市内に住む女性（87歳）が、自宅を出たま
ま行方不明になっています。女性は、身長145センチ位、中肉、黒髪の
行方不明者の手
ショートカット、白色ブラウス、茶又は灰色のズボンを着用しています。こ
配について
の女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

6/27

6月27日午前1時30分頃、福井市志比口2丁目地籍において、徒歩で帰宅
中の女性に対し、男が下半身を露出する事案が発生しました。男は、年
齢35～40歳位、身長170cm位、体格中肉、黒色Tシャツにズボンといった
公然わいせつ事
服装です。このような事案に遭遇しない為にも、『暗い夜道を1人で歩かな
案の発生
い』ことを心がけ、もし、遭遇した場合は、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0776-520110）

福井地区

31

6/27

「医療費（保険料）が戻ってきます。ATMへ行って下さい。」等といって、還
付金があるかのように装った詐欺の電話が、県内で複数確認されていま
す。この手口は、犯人が市役所や社会保険事務所等の職員を名乗り、被
振り込め詐欺等
害者をATMへ行かせて、ATMを操作させ、お金を振り込ませるというもの
手口情報！！
です。ATMを操作してお金が戻ってくることはありません。このような連絡
があった場合は、慌てずに、まずは警察へご相談下さい。（生活安全企画
課0776-22-2880）

全県

32

6/27

本日（6月27日）、福井南警察署から行方不明者として手配しました高齢
行方不明者の発
女性（87歳）については、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。（福井南警察署0776-34-0110）

全県

33

6/27

福井市つくし野に住む高齢女性（84歳）が、6月27日午前8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。女性は、身長150センチ
行方不明高齢者
位、痩せ型、黒色短髪で、薄い青色の帽子に黒色のリュックを担ぎ、黒色
の手配
の杖を使っています。この女性に関する情報がありましたら、福井警察署
まで連絡をお願いします。（福井警察署0776-52-0110）

全県

34

6/28

６月２７日、福井警察署から行方不明者として手配しました、福井市つくし
行方不明者の発
野地籍に居住する高齢女性（８４歳）については、無事発見されました。ご
見
協力ありがとうございました。（福井警察署0776-52-0110）

福井地区
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福井署
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6/28

６月２７日（月）午後３時４５分頃、あわら市春宮地籍の路上において、男
子生徒らが歩いていたところ、女から「どこでも好きなところ送ってあげ
男子児童に対す る。」と声をかけれる事案が発生しました。女は年齢６０代くらい、黒色眼
る声掛け事案
鏡着用で、ピンク色の車両に乗っていました。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
下さい。（あわら警察署０７７６－７３－０１１０）

坂井地区、
あわら署

6/29

6月27日午後5時30分ころ、福井市二の宮5丁目地籍において、自転車で
走行中の男子児童に対し、男が「ゲーム欲しいならこっちおいで。」等と声
声掛け事案の発 をかける事案が発生しました。男は年齢50歳くらい、マスク着用で、シル
生
バーの自動車に乗っていました。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）

福井地区

6/29

6月29日、福井市内の一般住宅に、県庁や市役所職員を名乗る者からの
還付金詐欺の予兆と思われる電話が確認されました。電話の内容は、
「医療費の還付金があります。近くのATMに銀行員が行くので還付を受け
振り込め詐欺に てください。」「銀行員が行けなくなりました。ATMで手続きができるので、
注意！！
ATMを操作してください。」等と言って、スーパー等のATMに行かせて、操
作させ、現金を振り込ませます。ATMでの還付金はありません。このよう
な電話は相手にすることなく、すぐに電話を切って警察に通報してくださ
い。（福井警察署0776-52-0110）

全県

6/30

不審者情報

６月２９日午後７時頃、福井市田原２丁目の路上において、下校中の男子
中学生に対して、車に乗った男が横を通り過ぎる際に車内から手招きを
する事案がありました。車は、シルバー色の普通車です。また、直前に現
場付近で車外にいた男を目撃しており、男の特徴は年齢５０歳前後、身長
１７０センチ位、中肉、グレーのパーカーにグレーのスエットズボンでした。
このような事案に遭遇した場合は、すぐ逃げる、大声を出して助けを求め
るほか、警察に通報をお願いします。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井地区

不審者情報

６月２７日午後５時３０分頃、高浜町内の女子生徒に対し、「金髪の男を探
している」、「ラインのＩＤを教えて」などと声をかける事案が連続発生しまし
た。男は複数存在し、いずれも２０歳代前半で、徒歩や白色乗用車で近づ
いています。このような事案に遭遇した場合には、連絡先の交換などには
応じず、「すぐ逃げる」「大声で助けを求める」ほか、相手の特徴やナン
バーを覚えるとともに、すぐに１１０番してください。（小浜警察署０７７０－
５２－０１１０）

小浜署

6/30

