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7/4

警察官を装って、「空き巣が増えており、保険証等が盗まれている。個人
情報が漏れている。」「詐欺グループを捕まえたところ、あなたの名前がリ
振り込め詐欺等 ストにあった。」等という不審な電話が、県内で複数確認されています。こ
手口情報！！ の手口は、以後「現金を預かります。」等と言って、現金を要求するものに
発展していきます。このような電話があった場合は、相手にすることなく、
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）

7/6

不審者情報

７月５日午後７時１５分頃、ＪＲ福井駅前の商業施設において、女子高生２
人組に対して、男が「下着を売ってくれる子いないか。」等と声をかける事
案がありました。男の特徴は、５０歳位、身長１７０センチ位、細身、髪の
毛は黒色の天然パーマ、服装は黒色半袖Ｔシャツ、黒色ズボン、黒色の
帽子でした。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０７７６－５
２－０１１０）

福井地区

7/6

不審者情報

７月１日午後５時４０分ころ、福井市大宮５丁目において、公園内で遊んで
いた女子小学生数十名の姿を女が携帯電話で撮影する事案が発生しま
した。女は年齢３０歳くらい、身長１６０ｃｍくらい、茶髪で長い髪、マスク着
用とのことでした。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」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

7/7

7月7日午後1時ころ、鯖江市内の高齢者宅等に東京の郵便局員を騙って
「あなた名義のクレジットカードが不正に使用されている。銀行口座の番
郵便局員を騙る 号を教えてほしい。」等という振り込め詐欺の予兆と思われる電話があり
不審電話に注意 ました。同様の電話が、連続してかかってくる可能性があるので、この様
な電話があった時は、相手にすることなく、すぐに警察署や警察安全相談
（#9110）へ相談して下さい。（鯖江警察署0778-52-0110）

全県

7/8

7月7日（木）午後6時40分頃、鯖江市神中町2丁目において、女子学生が
自転車で帰宅途中、自転車に乗った男に後をつけられる事案が発生しま
不審者情報につ した。男の特徴は、年齢35～40歳くらい、身長170～175cmくらい、黒色の
いて
短髪で、黒色の自転車に乗っていました。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をお願いしま
す。（鯖江警察署0778-52-0110）

丹南地区

7/9

7月5日午前11時30分頃、女子高生が電車に乗って帰宅途中、同車両に
乗車していた男から胸や太ももを触られるといった事案が発生しました。
男は、年齢40～50歳代、身長170cm位、体格普通、半袖ポロシャツ、青色
痴漢事案の発生
ジーパンという服装でした。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0776-52-0110）

福井地区

7/9

本日午前８時１０分頃、あわら市内の路上において、登校中の女子高生
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３０から４０
公然わいせつ事 歳位、身長１７５センチ位、小太り、黒色短髪、黒縁眼鏡着用、青と白の
案の発生
ボーダー柄半袖ポロシャツ、こげ茶色の長ズボン姿でした。このような事
案に遭遇したら『すぐ逃げる』『大声をあげて助けを求める』ほか、すぐに
警察に通報してください。（あわら警察署０７７６－７３－０１１０）

あわら署

7/10

本日配信しました、不審者情報について訂正がありますので、再度送信さ
せていただきます。 昨日午前８時３０分頃、永平寺町松岡神明地籍にお
いて男子児童に対し、男が「松岡小学校の場所知ってる」等と声をかけて
不審者情報の再 くる事案が発生しました。男は、年齢５０～６０歳位、白髪交じりの短髪、あ
送について
ごひげ、白色半袖シャツ、灰色長ズボンという姿で、白色ステーションワゴ
ンタイプの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
に逃げる』『大声で助けを求める』ほか、警察に通報してください。（福井警
察署０７７６－５２－０１１０）

福井署

7/11

市役所や合同庁舎等の職員を名乗り、「医療費の還付金の通知が届いて
いませんでしたか。」「期限が切れていますが、本日中に手続きすれば、
大丈夫です。私の言うとおりにして下さい。」等と言って、スーパー等の
振り込め詐欺等
ATMへ誘導し、ATMを操作させて、現金を振り込ませようとする手口の電
手口情報！！
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、相手にする
ことなく、慌てずに、警察へご相談下さい。（生活安全企画課0776-222880）

全県

全県
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7/13

７月１３日午前９時ころ、福井市内の一般住宅に県警の警察官を名乗り、
「あなたの家族が被害に遭っている。本人に変わって貰えれば、詳しく話
警察官を名乗る をする。」等、詐欺の予兆と思われる不審な電話が確認されています。こ
不審電話につい の種の電話は、今後、不安を煽るようなことを言って、金融機関から現金
て
を引き出させ、理由をつけて現金を騙し取ろうとするものです。このような
電話があった場合は、相手にすることなく、すぐに警察にご相談ください。
（生活安全企画課 ０７７６－２２－２８８０）

全県

7/15

7月14日、越前市内の高齢者宅に還付金詐欺の予兆と思われる電話が
複数かかっています。手口は、市役所の職員を名乗り「医療費の過払い
金を還付します。手続きは今日中です。量販店のATMへ行ってください。」
還付金詐欺予兆
等というものです。ATMでの還付金手続きはありません。このような電話
電話に注意！
があっても相手にすることなく、量販店等のATMで携帯電話をかけて操作
しているような高齢者を見かけた際には、ひと声かけていただき、すぐに
警察に通報してください。

全県

7/15

７月１１日午後２時ころ、福井市花月１丁目において、徒歩で帰宅途中の
女子高生に対し、男が「夏休みいつから」、「ライン交換しよう」等と声をか
声かけ事案の発 ける事案が発生しました。男は年齢２０～２５歳位、身長１７０ｃｍ位、細
生
身、上位白色Ｔシャツ、色形不明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、『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

7/17

７月１６日午後８時頃、福井市花月の道路上を歩いて帰宅途中の女子生
徒が、自転車に乗った男に、後ろから追い抜きざまに胸を触られる事案が
発生しました。男は、年齢２０歳代、体格細身、半袖Ｔシャツ、長ズボンと
痴漢事案の発生
いう服装で、前カゴ付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、「すぐに逃げる」「大声をあげて助けを求める」とともにすぐ１１
０番通報して下さい。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井地区

7/17

不審者情報

７月１７日午前１時５５分ころ、福井市四ツ井１丁目地籍の歩道上におい
て、帰宅途中の女性に対し、男が声をかける事案が発生しました。男は年
齢３０～４０歳くらい、身長１７５ｃｍ位、細身、黒色Ｔシャツ、黒色ズボン、
黒色ニット帽、白色マスク着用といった服装で、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、「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０７７６－５
２－０１１０）

福井地区

7/19

息子等、家族の名前を名乗って、「交際相手を妊娠させてしまった。相手
の女性には夫がいて、慰謝料を求められている。」等と言って、現金をだ
振り込め詐欺等
まし取ろうとするオレオレ詐欺の電話が県内で複数確認されました。この
手口情報！！
ような電話があった場合は、相手にすることなく、慌てずに、警察へ通報し
て下さい。（生活安全企画課０７７６－２２－２８８０）

全県

7/19

５月２４日及び６月２７日に発生しました、高浜町内の女子生徒に対し、ラ
インのＩＤ交換を持ちかける事案については、行為者を特定し警告しまし
不審者に指導警 た。今後もこのような事案が発生した時には、相手の言うことに応じること
告
なく、すぐに警察に通報してください。また、行為者の身体特徴や車のナン
バーなども合わせて通報をお願いします。（小浜警察署０７７０－５２－０１
１０）

小浜署

7/20

７月９日午前８時１０分頃、あわら市内の路上において、登校中の女子学
生に対し男が下半身を露出した事案については、行為者を特定し、本日
公然わいせつ事
検挙しました。ご協力ありがとうございました。警察では、今後も子供と女
案の行為者を検
性の安全確保対策を推進します。不審者に遭遇した場合は、大声で助け
挙
を求めるとともに、行為者の身体特徴や車のナンバーなども併せて警察
に通報してください。（あわら警察署０７７６－７３－０１１０）

あわら署

7/21

不審者情報

７月２０日午後６時５０分ころ、福井市大手３丁目の歩道上において、男が
女性に対して「どこの会社？名刺をくれ。」等と声をかけ、これを断られる
と突然怒り出すという事案が発生しました。男は、年齢５０～６０歳位、身
長１７０ｃｍ位、中肉、白色シャツ、ベージュ色ズボンといった服装でした。
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、すぐに警察に通報をお願いします。（福井警察署０７７６－５２－０
１１０）

福井地区

7/25

県内において、「有料動画の閲覧履歴があります。」「本日中に連絡いた
だけない場合は、法的措置をとります。」等と書かれたメールを送る等し
振り込め詐欺等
て、お金をだまし取ろうとする手口が複数確認されています。このような
手口情報！！
メールがあった場合は、慌てずに、すぐに警察に相談して下さい。（生活
安全企画課０７７６－２２－２８８０）

全県

7/25

７月２５日、敦賀市内において、東京中央郵便局や東京ゆうちょ銀行等と
名乗り、「あなたに届いた郵便物が返却されてきました。」とか「今から銀
行協会の者がお宅に伺い、キャッシュカードを回収します。」等という不審
不審電話に注意 な電話が複数かかってきています。このような電話がかかってきても、相
手に住所や名前等は教えず、現金や通帳、キャッシュカードの提出或い
は振り込み等を求められても絶対に応じないで、すぐに警察に相談して下
さい。（敦賀警察署０７７０－２５－０１１０）

全県

7/26

７月２６日、坂井市内において、東京中央郵便局を名乗り、「あなたに届い
た郵便物が返却されてきました。」や、警察官を名乗り、「あなた名義のク
レジットカードが不正に利用されています。」等という不審な電話が複数確
不審電話に注意 認されています。この後不安を煽るようなことを言って、現金やキャッシュ
カード等を騙しとろうとします。このような電話がかかってきても、相手にす
ることなく、すぐに警察に通報して下さい。（坂井警察署０７７６－６６－０１
１０）

全県

7/26

7月25日午後7時頃、越前市内で、買い物中の女子生徒がスカート内を盗
撮されるという事案が発生しました。男は、30代後半くらい、身長160セン
盗撮容疑事案の チ前後、やせ型、黒と青のチェック柄シャツ、黒色ズボンを着用し、手に白
発生について
色のカメラ様のものを持っていました。この種事案に遭遇した場合は『すぐ
逃げる』『周囲の人に助けを求める』等の防犯対策を行うとともに、警察へ
の通報をお願いします。（越前警察署0778-24-0110）

丹南地区

7/26

7月25日午後6時ころから午後8時ころまでの間に、福井市足羽川周辺に
おいて自転車に乗った男が女性の胸を触るという事案が発生しました。男
痴漢の発生につ
の特徴は二十歳前後、黒髪、白色のTシャツ、黒色ズボンでした。このよう
いて
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。（福井南警察署0776-34-0110）

福井地区

7/27

7月26日午後10時10分頃、鯖江市下野田町の路上において、歩きスマホ
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30歳から40歳位で、身長170センチメートル位、体格は普通、黒色
公然わいせつ事
キャップ、黒色Tシャツ、黒色半ズボンという服装でした。歩きスマホは大
案の発生
変危険です。夜間の1人歩きには十分注意し、この様な不審者と遭遇した
場合には、すぐに逃げる、大声を出して助けを求める他、警察に110番通
報して下さい。（鯖江警察署0778-52-0110）

丹南地区

7/27

7月26日午後10時30分頃、福井市順化の歩道上を自転車で帰宅途中の
女子学生が、自転車に乗った男に、後ろから追い抜きざまにお尻を触られ
痴漢の発生につ る事案が発生しました。男は年齢20歳くらい、体格細身、黒髪、白色Tシャ
いて
ツ、黒色ズボン、ママチャリ風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』『大声で助けを求める』ほか、警察に110
番通報して下さい。（福井警察署0776-52-0110）

福井地区

7/27

７月２７日、丹南地区の一般住宅に、警察署の警察官を騙って、「振り込
め詐欺グループを捕まえた。あなた名義の通帳が発見された。」等と話
警察官を名乗る す、不審な電話が複数確認されています。この種の電話は、今後、不安を
不審電話につい 煽るようなことを言って、金融機関から現金を引き出させ、理由をつけて
て
現金や通帳、キャッシュカードを騙し取ろうとするものです。このような電
話があった場合は、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

7/27

７月２７日午前６時４５分頃、大野市城町において、男が、女子児童の後
ろをつきまとう事案が発生しました。男の特徴は、年齢３０歳から４０歳
不審者の出没に 位、身長１６５ｃｍくらい、小太り、黒色短髪、灰色フレームの眼鏡着用、胸
ついて
ポケット付の無地の白色Ｔシャツ、灰色長ズボンでした。この様な事案に
遭遇した場合、「すぐ逃げる」「大声を出して助けを求める」の対応を取っ
た後、警察に通報して下さい。（大野警察署０７７９－６５－０１１０）

大野署

28

7/28

7月27日（水）午後10時30分頃、敦賀市国広町の路上において、徒歩で帰
宅途中の女子学生が、後ろから近づいてきた男に、「しゃべらへん。お小
遣いあげるから。」等と声を掛けられる事案が発生しました。男は年齢30
不審者情報につ
歳位、身長170～175cm位、やせ型で、野球帽をかぶり、半袖Tシャツに長
いて
ズボンの服装でした。夜間の1人歩きには十分注意し、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番通報してください。（敦賀警察署0770-25-0110）

嶺南地区

29

7/29

７月２８日午後１０時頃、福井市西堀町地籍の一般住宅において入浴中
の女子高校生が、浴室窓から覗かれる事案がありました。このような不審
覗き見事案の発
者を発見した場合には、大声をあげて助けを求めると共に、不審者の身
生
体特徴や服装等をすぐに警察に通報してください。（福井警察署０７７６－
５２－０１１０）

福井地区

7/29

７月２８日午後１０時２０分頃、福井市大手１丁目の道路上を歩いていた
帰宅途中の女子高校生が、自転車に乗った男に、後ろから追い抜きざま
に胸を触られる事案が発生しました。男は、年齢３０～４０歳代、中肉、半
痴漢事案の発生 袖Ｔシャツ、ハーフパンツという服装で、前カゴ付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』『大声をあげて助け
を求める』とともにすぐ１１０番通報してください。（福井警察署０７７６－５２
－０１１０）

福井地区
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７月２９日、福井市内の一般住宅に、東京中央郵便局や東京ゆうちょ銀行
等を騙り、「あなたの郵便物が返却されてきた。」等という詐欺の予兆と思
われる不審な電話が複数確認されています。この種の電話は、「クレジッ
郵便局を騙る不
トカードが不正に利用されている。」「手続きをすれば救済される。」等と言
審電話に注
い、その後、警察官を騙り「お金を他に移す必要がある。銀行協会の者が
意！！
キャッシュカードを回収に行く。」等という話しになります。このような電話
がかかってきても、絶対に相手にせず、すぐに警察に通報して下さい。（生
活安全企画課０７７６－２２－２８８０）
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7/29

７月２８日午後１０時ころ、福井市足羽１丁目の路上において歩道を歩い
ていた女性が、自転車に乗った男に後ろから追い抜きざまに胸を触られ
る事案が発生しました。男の特徴は年齢３０～４０歳代、小太り、上下黒っ
痴漢の発生につ
ぽい服装でした。複数で帰る、人気のない暗い通りを避ける等十分に注
いて
意して下さい。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。（福井南警察署０７７６－３４－
０１１０）

福井地区

