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発信地区

4/3

昨日（４月２日）午前９時３０分頃から、坂井市丸岡町女形谷に住む３８歳
の男性が行方不明となっています。男性は身長１６２センチ位、中肉、黄
行方不明者の手
緑色のジャンパー、紺色のジーパンを着用し、ズックを履いていると思わ
配について
れます。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。 （坂井警察署 ０７７６－６６－０１１０）

福井署
坂井署
あわら署

4/3

市役所等の職員を名乗って、「医療費の還付金があります。」「今日が受
取り期限です。」などどいう還付金詐欺と思われる電話が県内で複数確認
振り込め詐欺等
されています。犯人は、ショッピングセンターやスーパーのＡＴＭで手続き
手口情報！！
するよう指示しますが、このような指示には絶対従わず、すぐに家族や警
察に相談して下さい。（生活安全企画課０７７６－２２－２８８０）

全県

4/3

４月３日、敦賀市内において、警察官等を騙り、「犯人を捕まえたらあなた
の名前が出てきた。」「騙されている人の名簿にあなたの名前が載ってい
特殊詐欺の予兆 る。」「口座番号を教えて下さい。」等の電話が複数確認されています。こ
電話に注意
のような電話があっても、個人情報を相手に教えたり、現金や通帳の提
出、振り込み等には応じず、すぐに警察への連絡をお願いします。 （敦
賀警察署 ０７７０－２５－０１１０）

嶺南地区

4

4/3

本日（４月３日）、越前市内の一般家庭を対象に、振り込め詐欺の予兆電
警察官を騙る詐 話が複数確認されています。越前警察署員を名乗る者が、「逮捕した人
欺予兆電話の多 物の手帳にあなたの名前が載っていた。武生の銀行から情報が漏れてい
発
る。」などと話すもので、このような電話は詐欺ですから十分に注意し、す
ぐに警察への連絡をお願いします。

嶺北地区

5

4/4

昨日（４月３日）手配した、坂井市丸岡町女形谷に住む男性の行方不明者
行方不明者手配
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。（坂井
の解除について
警察署）

福井署
坂井署
あわら署

4/4

大野市内において、息子の名前をかたる男が「不倫して子供ができたの
で慰謝料が要る」「借金を返さないといけない」等と電話をかけ、これを信
オレオレ詐欺の じた女性が、複数回にわたってＡＴＭからお金を振り込み、騙し取られるオ
発生について
レオレ詐欺の被害が発生しました。このような電話があった際は、自分だ
けで判断せずに、すぐに警察等に相談して下さい。（大野警察署０７７９－
３５－０１１０）

全県

4/4

つきまとい事案
の発生

4/5

平成２９年４月６日（木）から１５日（土）までの間、春の交通安全県民運動
が行われます。交通事故を防止するため、次のことに注意して下さい。○
前をよく見て運転しましょう○子供や高齢者を見かけたら、徐行するなど
春の交通安全県
思いやり運転をしましょう○車に乗ったら全席シートベルトを締めましょう
民運動実施中
○早めのライト点灯とハイビームの実践に努めましょう○夜間は、反射材
を着用しましょう○道路を渡る時は、左右の安全をよく確認しましょう（交
通企画課０７７６－２２－２８８０）

全県

4/7

今週（４月３日～４月７日）、坂井市内の高齢者宅を対象に、坂井市役所
や防災センター等の行政団体を名乗り、「他に家族はいませんか。」等と
不審電話に注意 家族構成を尋ねてくる不審な電話が複数確認されています。この様な電
話があっても、絶対に個人情報や家族構成を答えず、すぐに電話を切っ
て家族や警察に相談して下さい。（坂井警察署０７７６－６６－０１１０）

坂井署

4/10

今年に入り県外で、銀行員を名乗る者から、「キャッシュカードにIC機能を
つけたほうがよい。返信用封筒を送るので、暗証番号を記載してカードを
送って下さい。」などと非通知の電話があり、後日、返信用のレターパック
振り込め詐欺等 が入った封筒が郵送されるという事案が発生しました。このような電話が
手口情報！！ あったり郵便物が届いた場合、「暗証番号や生年月日などの個人情報を
教えない」「キャッシュカードは絶対に郵送しない」ことなどを徹底し、すぐ
に銀行や警察に相談して下さい。（生活安全企画課０７７６－２２－２８８
０）

全県

1

2

3

6

7

8

9

10

４月３日午後１１時３０分頃、福井市乾徳２丁目地籍の歩道上で、歩いて
いた女性の後ろを男がつきまとうという事案が発生しました。男は、年齢２
０歳後半位、身長１７０センチメートル位、小太り、上下黒っぽい服装でし
た。このような事案に遭遇した場合は、警察に通報をお願いします。（福井
警察署０７７６－５２－０１１０）

福井地区

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4/10

昨日（４月９日）から本日（４月１０日）にかけて、敦賀市内や若狭町内にお
いて、息子の名前を騙り、「風邪を引いて声が変わった。」「ギャンブルで
詐欺の予兆電話 金を使い込んでしまった。お金を振り込んでほしい。」などと話す振り込め
に注意
詐欺の予兆電話が複数確認されています。このような電話は詐欺なの
で、すぐに家族や警察に相談し、絶対に相手にしないでください。（敦賀警
察署 0770-25-0110）

嶺南地区

4/10

４月１０日午後５時５分頃、福井市二の宮４丁目地籍において、帰宅中の
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
公然わいせつ事
５０歳位、身長１６５センチ位、小太り、黒っぽい上着と茶色っぽいズボン
案の発生
を着ていた者です。このような事案に遭遇した場合、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

4/11

４月１１日午後５時ころ、福井市大町地籍の路上において、下校途中の女
公然わいせつ事 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３
案の発生につい ０歳くらい、黒髪、黒色スーツ上下を着用、黒色折りたたみ傘を所持してい
て
ました。このような不審者を見かけた際は、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

4/12

越前市内において、７００万円をだまし取られる「オレオレ詐欺」の被害が
発生しました。その手口は、４月１０日、被害者宅に、息子を装った男か
ら、「風邪をひいた。声が出ない」などと電話があり、翌日、再び電話で「会
息子を騙るオレ 社の金で投資をしたら監査員から指摘を受けた」「お金を出さないといけ
オレ詐欺の発生 ない」などとだまされ、これを信じた被害者が、犯人に言われるがまま指
定された場所へ出向き、現金を手渡したものです。本当の息子の名前を
名乗ったとしても、このような電話は詐欺ですから、冷静になって、まずは
家族や警察に相談してください。

全県

4/12

４月１２日午後５時１０分頃、福井市みのり地籍の路上において、帰宅途
中の女子生徒に対し、男が下半身を露出する事件が発生しました。男
公然わいせつ事
は、年齢３０から４０歳位、小太り、黒っぽい服装でした。福井市内では、
件の発生
昨日も同様の事件が発生しています。この様な不審者を見かけた際は、
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

4/13

本日（４月１３日）、警察官を名乗り、「捜査をしていたらあなたの名前が
あった。」「個人情報が漏れている。」「後ほど金融庁から電話があるので
警察官を騙る詐
現金を引き出してほしい。」などと語り、現金を騙し取ろうとする振り込め
欺予兆電話の多
詐欺と思われる電話が、福井市内で多数確認されています。このような電
発
話があった場合には、すぐに家族や警察に相談して下さい。（生活安全企
画課０７７６－２２－２８８０）

嶺北地区

4/13

福井市内において約３９０万円を騙し取られる架空請求詐欺の被害が発
生しました。その手口は、インターネットサイト運営事業者等を名乗り、「有
料サイトの登録料が未払いである。裁判になる。」「海外の有料サイトにも
架空請求詐欺の 登録がある。このままでは裁判になり財産が没収される。」などと嘘を言
発生について
い、これを信じた男性から、電子マネー７０万円分を騙し取り、更に指定さ
れた住所に現金３２１万円を送付させたものです。このような連絡があっ
た際には、自分だけで判断せずに、すぐに警察等に相談してください。（福
井警察署 ０７７６－５２－０１１０）

全県

4/14

４月１２日午後４時２０分頃、福井市八重巻中町地籍において、駐車中の
車両内で男が下半身を露出しているのを女子学生が目撃する事案が発
不審者情報につ
生しました。男は３０歳から４０歳くらいで、白色の車両に乗っていました。
いて
このような事案に遭遇した場合は、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

4/16

４月１６日午後１時３０分頃、福井市手寄地籍の公共施設において、勉強
中の女子高生が隣に座った男からお尻を触られるといった事案が発生し
ました。男は、年齢２０から３０歳代、身長１６５ｃｍから１７０ｃｍ位、体格普
痴漢事案の発生
通、黒色フード付きパーカー、紺色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、警察に通報をお願いします。（福井警察署０７７６
－５２－０１１０）

福井地区

4/17

今年に入り県内では、昨年を大きく上回るペースで特殊詐欺の被害が相
次いでいます。被害のほとんどが、息子や警察官を名乗る、いわゆる「オ
レオレ詐欺」や、「有料動画サイトの登録料が未納となっており裁判にな
る」とのメールが送られる「架空請求詐欺」です。このような詐欺に騙され
特殊詐欺の現状
ないためには、まずは、皆様お一人お一人が、「自分もダマされるかもし
と対策
れない」との危機意識を持っていただくことが重要です。そして、実際にこ
のような電話やメールがあった場合には、冷静になって、遠慮せずに警察
や親しい人に相談をしていただきますよう、よろしくお願いします。（生活安
全企画課０７７６－２２－２８８０）

全県

21

4/17

４月１６日午後５時頃、福井市花月地籍において、自転車に乗った男が、
追い抜きざまに、女子児童の腕を触るという事案が発生しました。男は４０
不審者情報につ
歳代くらいで、シルバー色の自転車に乗っていました。このような事案に
いて
遭遇した場合は、大声を出す、すぐに逃げる、防犯ブザーを活用するなど
し、すぐに警察に通報して下さい。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

22

4/18

痴漢事案の発生

4/19

４月１７日（月）午後４時頃、越前町宿（しゅく）地籍の路上において、男が
小学生に「あめちゃんあげる。」などと声を掛けて手を引く事案が発生しま
不審者情報につ した。男は年齢６０歳位、身長１６０センチから１６０センチ位、小太り、サン
いて
グラス、マスク、黒色のフード付の服、黒色のズボン、つま先が黄色の靴
という特徴でした。不審者に遭遇したら、すぐに警察へ通報してください。
（鯖江警察署０７７８－５２－０１１０）

鯖江署

24

4/19

４月１日午後３時３０分頃、坂井市坂井町宮領地籍の路上において、徒歩
にて下校中の児童に対し、男が「これあげよっか。」等と声を掛け、玩具を
声掛け事案に注
手渡してくる事案が発生しました。男の特徴は、３０歳から４０歳位、黒髪、
意
水色シャツ、黒色長ズボンです。このような不審者に遭遇したら、すぐに警
察に通報してください。

坂井地区

25

4/20

昨日（１９日）、坂井警察署が情報発信しました「声掛け事案」について、
配信情報内容の
発生日を４月１日としましたが、４月１７日の誤りでした。お詫びして訂正し
訂正について
ます。

坂井地区

23

福井地区

４月１７日午前７時１５分ころ、通学中の女子高生が、電車内で痴漢される
という事案が発生しました。男の特徴は不明です。このような事案に遭遇
した場合は、周りの人に助けを求めるとともに、警察に通報をお願いしま
す。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井地区
鯖江署

昨日（４月２０日）坂井市内において、約１３５万円をだまし取られる「還付
金詐欺」の被害が発生しました。その手口は、市役所職員をかたる男が、
「国民健康保険料の払い戻しがあります。ＡＴＭに行って私の指示に従っ
て操作してください。」などと電話をかけ、ショッピングセンターなどの無人
ＡＴＭに行くように指示し、この指示に従い、言われるがままにＡＴＭを操
還付金詐欺の発 作した結果、犯人にお金を振り込んでしまったものです。ＡＴＭの操作によ
生について
り還付金が戻ってくることはありません。犯人は、今後も県内各地に同じ
ような電話をかけて、お金をだまし取ろうとする可能性があります。これ以
上被害者を出さないためにも、このメールを受けた方はもちろん、離れて
暮らしているご家族や友人など、なるべく多くの方に今回の犯人の手口を
知らせていただき、被害の防止にご協力をいただきますよう、よろしくお願
いします。
本日（４月２４日）、坂井市内において、坂井市役所職員や金融機関職員
を名乗り、「医療費の還付金があります。通帳を持って近くのスーパーのＡ
ＴＭコーナーに行って下さい。」などと語る還付金詐欺と思われる予兆電
話が複数確認されています。この電話に従ってＡＴＭを操作すると、お金
還付金詐欺にご
を騙し取られてしまうので、絶対に相手にしないで下さい。また、被害者を
注意！！
生まないためにも、このメールを受けた方はもちろん、ご家族や友人な
ど、なるべく多くの方にこの手口を知らせていただき、被害の防止にご協
力をいただきますよう、よろしくお願いします。（生活安全企画課０７７６－
２２－２８８０）

26

4/21

27

4/24

28

4/25

４月２３日午後３時１０分ころ、市内の量販店において、女子高生がすれ
痴漢事案の発生 違い様にお尻を触られる痴漢事案が発生しました。男の特徴は年齢２０
について
歳代、やせ型です。このような事案に遭遇した場合は、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

4/26

本日（４月２６日）、坂井市内において、坂井市役所職員を名乗り、「保険
金が戻ってきます。手続きをして下さい。」などと語る還付金詐欺と思われ
る電話が確認されています。この後、手続きの為に近くのショッピングセン
還付金詐欺の予
ターなどのＡＴＭに行くように指示してきますが、電話に従ってＡＴＭを操作
兆電話を確認
すると、お金を騙し取られてしまいます。このような電話があった場合に
は、すぐに警察や家族に相談して下さい。（生活安全企画課０７７６－２２
－２８８０）

嶺北地区

4/26

４月２５日午後１０時３０分頃、福井市宝永２丁目地籍の路上において、帰
宅途中の女子高生に対し、自転車に乗った男が下半身を露出して逃げて
公然わいせつ事 行く事案が発生しました。男は、年齢不詳、身長１７０ｃｍ位、体格普通、
案の発生
目が細い、黒色Tシャツ、黒色ズボン姿でした。このような事案に遭遇した
場合は、直ちに警察に通報して下さい。（福井警察署０７７６－５２－０１１
０）

福井地区

29
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全県

嶺北地区

31

32

33

34

35

36

春の行楽シーズンは、動物も活発に活動します。ハイキングや山菜採りを
するときは、クマに遭遇しないよう次のことに注意しましょう。○一人で行
動せず、鈴など音の鳴る物を身につけましょう。○枝折りや糞などクマの
痕跡や子グマを見かけた場合は、すぐに引き返しましょう。○弁当の残り
などのゴミは必ず持ち帰りましょう。クマを見かけた場合は最寄りの警察
署や市町に連絡して下さい。（生活環境課０７７６－２２－２８８０）

4/27

クマとの出会い
事故に注意

4/27

昨日（４月２６日）から今日（４月２７日）にかけて、敦賀市内と美浜町内に
おいて、息子の名前を騙り、「風邪をひいて声が変わった。」「不倫相手を
息子を名乗った 妊娠させてしまった。」「示談金として５００万円が必要だ。」などと話す振り
電話に注意！
込め詐欺の予兆電話が複数確認されています。このような電話は詐欺な
ので、家族や警察に相談し、絶対に相手にしないで下さい。（敦賀警察署
０７７０－２５－０１１０）

嶺南地区

4/27

４月２７日午前７時４０分頃、福井市乾徳３丁目地籍において、登校中の
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
公然わいせつ事
３０歳から４０歳位、身長１７０センチ位、小太り、黒っぽい服装です。この
案の発生
ような事案に遭遇した場合、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

4/28

警察では、本年５月から、県民の皆さんに「交通事故警戒情報」を提供す
ることとしました。情報の内容は、県内における月ごとの交通事故発生状
交通事故警戒情 況の分析に基づく事故の特徴や、この特徴に類似した実際の事故映像な
報
のです。是非、この情報を活用していただき、交通事故に遭わない、起こ
さないように気をつけていただきますよう、よろしくお願いします。（交通企
画課０７７６－２２－２８８０）

全県

4/28

昨日（４月２７日）配信した敦賀警察署管内における息子の名前を名乗っ
たオレオレ詐欺について、警察に寄せられた相談内容を分析した結果、
犯人は、昭和５０年代生まれの敦賀高校の卒業生名簿を使って電話をか
オレオレ詐欺の
けている可能性が高いと思われます。犯人は、高校の卒業生名簿など、
手口を分析
様々な情報を入手して詐欺の電話をかけています。離れて暮らしているご
家族がいる方は、定期的に電話で連絡をとるなど、詐欺の被害に遭わな
いよう気を付けてください。（生活安全企画課０７７６－２２－２８８０）

嶺南地区

4/29

平成２９年４月２８日午後３時４５分ころ、福井市北四ツ居２丁目地籍の路
上において、徒歩にて帰宅途中の女子児童に対して、男が「バイバイ」等
不審者の情報に と声を掛ける事案が発生しました。男は、年齢２０歳から２５歳位、黒色短
ついて
髪、身長１７０センチくらい、黒色上着、黒色ズボンを着用、紺色リュック
サックを担いでいました。このような事案に遭遇した場合は、すぐに警察に
通報して下さい（福井警察署 ０７７６－５２－０１１０）

福井地区

全県

