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本年６月３０日午前７時ころから、丹生郡越前町内に住む女性（７０歳）が
灰色の軽四輪自動車で自宅を出たまま、行方不明となっています。女性
行方不明者の手
は身長１５７センチ位、黒色ショートカット、服装不明で黒色のショルダー
配について
バッグを持っています。この女性に関する情報がありましたら、鯖江警察
署まで連絡をお願いします。（鯖江警察署 ０７７８－５２－０１１０）
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７月２日、鯖江警察署が行方不明者として手配した女性（７０歳）につきま
行方不明者の発
しては、福井市内で無事に発見されました。ご協力ありがとうございまし
見について
た。（鯖江警察署０７７８－５２－０１１０）

全県

7/3

７月２日（日）午後５時３０分頃、鯖江市水落町３丁目の路上において、女
子小学生が、黒色の自動車に乗った見知らぬ男に、スマートフォンを向け
不審者情報につ られる事案がありました。男は、年齢２０歳から３０歳位、中肉、黒色のT
いて
シャツで、白色の野球帽をかぶっており、そのまま車で立ち去りました。不
審者に遭遇したら、すぐに警察に通報してください。（鯖江警察署０７７８－
５２－０１１０）

鯖江署
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６月３０日午後４時１０分頃、越前市粟田部町地籍の駐車場において、下
校途中の児童に対し、黒色の自動車に乗った男が、駐車させた同車両の
公然わいせつ事
運転席ドアを開けた状態で、露出した下半身を無言のまま見せつけるとい
案の発生につい
う事案が発生しました。男は、年齢３０歳代位、黒色短髪、サングラス、黒
て
色Tシャツ、黒色ズボン着用でした。このような事案に遭遇した場合は、す
ぐに警察に通報をお願いします。（越前警察署０７７８－２４－０１１０）

丹南地区

7/10

５月に入り、西日本を中心に、新たな手口の詐欺被害が確認されていま
す。騙しの手口は、おおむね次のとおりです。①市役所職員をかたる犯人
から電話があり、「保険金の還付金がある。銀行振込みで手続きをするの
で、郵便局か銀行に口座はあるか。」などと尋ねられる。②被害者が、○
○銀行に口座がある旨話すと、犯人は、言葉巧みに口座番号や残高を聞
き出した上で、「後日、○○銀行から通知が届くので、開封せずに保管す
口座番号を聞き るよう」指示する。③犯人が、銀行口座の取引がインターネット上ででき
出す詐欺に注意 る、いわゆるネットバンキングを、被害者名義で開設する。④被害者宅に
利用開始の通知が届く頃を見計らい、被害者に再度電話をかけ、送付さ
れた利用案内に記載されたお客様番号やパスワードを聞き出す。⑤聞き
出した情報により、犯人は、被害者の口座を自由に取扱いできるようにな
り、被害者の口座から犯人の口座へ振込送金するなどして、お金を引き
出されてしまう。この様な電話は詐欺ですから、すぐに警察や家族に通報
してください。（生活安全企画課０７７６－２２－２８８０）

全県
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子どもを狙った
犯罪に警戒を

本日、午後３時２０分頃、福井市内の路上において、帰宅途中の女子児
童に対し、男が声をかけて抱え上げるという事案が発生しました。男は、
年齢４０代、眼鏡使用、黒色自転車に乗っていました。女子児童が大声を
あげたため、男はそのまま逃げていきましたが、今後、同様の事案が発生
する可能性があります。この様な場合は、『すぐに逃げる』『大声で助けを
求める』等の対応を取り、すぐに警察に通報してください。（福井南警察署
0776-34-0110）
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７月１０日（月）午後１０時頃から、大飯郡高浜町中山地籍に住む６２歳の
男性が行方不明となっています。男性は、身長１６５センチメートル位、や
行方不明者の手 せ型、頭髪は白髪交じりの短髪で、服装は薄茶色の長袖シャツ、薄茶色
配について
の長ズボンを着用しており、靴を履いていないと思われます。このような
男性に関する情報がありましたら、小浜警察署まで連絡をお願いします。
（小浜警察署０７７０－５２－０１１０）

全県
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６月２８日に手配しました行方不明高齢者は、皆様のご協力により、無事
行方不明高齢者
発見されました。ご協力ありがとうございました。（大野警察署０７７９－６５
の発見
－０１１０）

嶺北地区
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７月１２日（水）午後４時３０分頃、鯖江市小黒町１丁目において、帰宅途
中の小学生児童が見知らぬ男に声をかけられる事案が発生しました。男
不審者情報につ は年齢５０歳位、身長１７０センチ位、小太り、茶色と緑色のＴシャツ、茶色
いて
ズボン、髭なし、麦わら帽子、茶色のサングラスを着用していました。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）

丹南地区
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７月１４日午後５時ころ、福井市北四ツ居地籍で家族が姿を見たのを最後
に、男性（８３歳）が行方不明となり、いまだに発見されていません。 男性
は身長１６０センチメートル位、中肉、白色のハンチング帽子または白髪
行方不明者の手
交じりの坊主頭で、上位が白色のベストに灰色または水色の半そでシャ
配について
ツ、下衣が半そでシャツと同じ色の長ズボンを着ています。 この男性に
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0776-52-0110）

全県
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全県

福井地区

7/15

７月１５日午前１時３５分頃、福井市日之出２丁目地籍の路上において、
女性が徒歩で帰宅していると、自転車に乗った男が対向してきて、すれ違
いざまに立ちこぎの体勢になり、ズボンを下ろして下半身を露出し、その
公然わいせつ事
まま走り去る事案が発生しました。男は、年齢不詳、身長１７０㎝位、体格
案の発生
普通、黒っぽいニット帽、白色マスク、白色Ｔシャツ、黒っぽいハーフパン
ツでした。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０７７６－５２－０１１０）

福井地区
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犯罪情報

７月１４日午後５時５０分頃、鯖江市幸町２丁目地籍において、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
が発生しました。男は、年齢２０歳代から３０歳代位で、身長１６０センチ
メートル位、体格は普通、白色のＴシャツ、色不明のハーフパンツという服
装でした。この様な不審者を発見した場合には、すぐに逃げる、大声を出
して助けを求める他、警察に通報してください。（鯖江警察署 ０７７８－５
２－０１１０）

丹南地区
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７月１５日に福井警察署から行方不明者として手配しました福井市北四ツ
行方不明者の発
居地籍で行方不明となった男性（８３歳）については、無事発見されまし
見について
た。ご協力ありがとうございました。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

全県

7/19

７月１８日（火）午後７時３０分ころ、福井市若杉地籍の駐車場において、
公然わいせつ事 男性が車の中で下半身を露出して女性に見せる事案が発生しました。男
案の発生につい は、年齢３０歳代後半、白色ワイシャツ、黒色ズボンという服装で、白色の
て
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には、ただちに
警察に通報して下さい。（福井南警察署０７７６－３４－０１１０）

福井地区

7/19

不審者情報

７月１８日（火）午後７時３０分頃、坂井市丸岡町下安田地籍の路上におい
て、自転車で帰宅途中の女子生徒が、自転車に乗った男に後をつけられ
て声をかけられる事案が発生しました。女子生徒はすぐに逃げたので無
事でした。男の年齢は不明ですが、マスクをしていました。このような不審
者に遭遇したら、すぐに警察へ通報をお願いします。（坂井警察署０７７６
－６６－０１１０）

坂井地区
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本日（７月１９日）、坂井市内において、信用金庫職員を名乗り、「国民保
険料の払い戻しがあります。銀行に行って下さい。」「携帯電話番号を教
えて下さい。」などと話す還付金詐欺と思われる電話が確認されました。
還付金詐欺の電
犯人は、この後、手続きのために近くの金融機関やショッピングセンター
話にご注意！
などのＡＴＭに行くように指示してくる可能性がありますが、このような電話
は詐欺ですから、絶対に信用せずに、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

7/20

県内では今年に入り、特殊詐欺の被害が多発しており、被害金額は、６月
末の時点で約１億５３８０万円にのぼっています。オレオレ詐欺や還付金
詐欺の犯人からの電話は、ほとんどがご自宅の固定電話にかかってきま
す。警察では、警告機能付き電話録音機を無料で貸し出していますし、
固定電話機に特 様々な警告機能が付いた電話機も、比較的低価格で市販されています。
殊詐欺対策を！ 大切なお金をだまし取られる前に、固定電話機に特殊詐欺対策を行ってく
ださい！また、このメールを受け取られた方は、ご家族や友人など、なる
べく多くの方に電話機への対策の重要性を伝えていただき、被害の未然
防止にご協力をよろしくお願いいたします。（生活安全企画課０７７６－２２
－２８８０）

全県
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本日（７月２０日）午前７時４０分頃、南越前町湯尾地籍において、男が、
車の中からスマートフォンで、登校中の女子学生に対して写真を撮るよう
不審者情報につ な素振りをしていたという事案が発生しました。男は年齢３０歳から５０歳
いて
位、中肉、黒髪ぼさぼさパーマ、白色ノースリーブシャツで、灰色の車に
乗っていました。このような事案に遭遇した場合は警察に通報をお願いし
ます。（越前警察署０７７８－２４－０１１０）

丹南地区
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犯罪情報

７月１９日午後１０時頃、坂井市春江町内の住宅で、浴室にいた成人女性
が、浴室の窓越しにスマートフォン様の物で盗撮されそうになった事案が
発生しました。このような事案や不審者に遭遇した場合は、すぐに警察に
通報する等して下さい。（坂井警察署０７７６－６６－０１１０）

坂井地区

7/20

７月２０日（木）午前７時１０分頃、鯖江市下新庄町地籍の路上において、
集団登校中の児童に対し、見知らぬ男がデジタルカメラを向けた事案が
不審者情報につ 発生しました。男は年齢５０歳～６０歳位、身長１６０センチメートルから１７
いて
０センチメートル位、中肉、灰色の帽子、色不詳の長袖長ズボン姿で、腰
が曲がっているという特徴でした。このような不審者に遭遇したら、すぐに
警察へ通報して下さい。（鯖江警察署 0778-52-0110）

丹南地区
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7/22

７月２２日午前５時３０分ころ、坂井市春江町随応寺の歩道上で、全裸の
男が、自転車に乗っている女子学生に対して全身を見せつける事案が発
公然わいせつ事
生しました。男は、年齢３０代、やせ型、黒髪短髪という特徴でした。この
案
様な不審者に遭遇したら、すぐに警察へ通報をお願いします。（坂井警察
署 ０７７６－６６－０１１０）

坂井地区

7/22

７月２２日午前１０時ころ、福井市安田町にある公衆トイレにおいて、男が
女子トイレに侵入するという事案が発生しました。男は、年齢５０代くらい、
建造物侵入事案 中肉中背、紺色野球帽、白地に青いストライプ模様のシャツ、ベージュ色
の発生
チノパン、白色スニーカーという服装でした。このような事案に遭遇した
ら、すぐに警察への通報をお願いします。（福井南警察署０７７６－３４－０
１１０）

福井地区

7/24

今回は、「有料情報サイトの未納料金がある。連絡がない場合、法的手続
きに移行する。」などと書かれたメールやハガキを送りつけてお金をだまし
取る、架空請求詐欺の対策についてお知らせします。そもそも、法的手続
きなどの重要な事項をメールやハガキで連絡することは絶対にありませ
んし、仮に、本当に料金を滞納している場合には、滞納している人の住所
詐欺をシャットア や名前、滞納料金などが明記されています。つまり、そのような記載がな
ウト！
いメールやハガキは全て詐欺です！犯人は「裁判」や「法的手続き」など
の言葉で不安感をあおって、あなたをだまそうとしてきますから、記載され
ている連絡先には絶対に連絡せずに、警察に相談してください。このメー
ルを受け取られた方は、ご家族や友人など、多くの方に伝えていただきま
すよう、よろしくお願いいたします。（生活安全企画課０７７６－２２－２８８
０）

全県

7/24

本日（７月２４日）、福井市内において、警察官を名乗り、「クレジットカード
を落としていないか。」「あなた名義のカードが偽造されている。」などと話
す、オレオレ詐欺と思われる電話が複数確認されました。犯人は、今後、
「カードが偽造さ
不安を煽りながら、口座を解約させたり、現金を宅配便で送らせようとして
れてる」に注意
くる可能性があります。このような電話は詐欺ですから、絶対に騙されるこ
となく、すぐに警察や家族に相談してください。（生活安全企画課０７７６－
２２－２８８０）

福井地区

7/25

今回は、詐欺の被害にあわないための、基本的な対策についてお知らせ
します。詐欺の犯人は、様々な手段でお金をだまし取ろうとしてきますが、
最近多いのは、口座番号や名義人など、皆さんが持っている銀行口座に
関する情報を巧みに聞き出した上で、「口座やカードが悪用される」などと
危機感をあおり、「キャッシュカードを作り直す必要がある」などと話して、
詐欺をシャットア
犯人がカードを受け取りにくる手口です。そもそも、市役所や金融機関な
ウト！
どが、電話で口座番号、名義人、暗証番号などの個人情報を聞くことは絶
対にありません。電話で口座番号や暗証番号などを聞いてきたら、全て詐
欺だと思ってください！このメールを受けとられた方は、ご家族や友人な
ど、多くの方に伝えていただきますよう、よろしくお願いいたします。（生活
安全企画課０７７６－２２－２８８０）

全県

7/29

７月２８日（金）午後３時３０分頃、鯖江市三六地籍の公園内において、帰
宅途中の女子中学生に対し、男がデジタルカメラを向けた事案が発生し
不審者情報につ
ました。男は年齢３０歳位、身長１７０センチ位、黒色短髪、やせ型、上衣
いて
白色作業服、下衣黒色作業ズボンという服装でした。このような不審者に
遭遇したら、すぐに警察へ通報して下さい。（鯖江警察署0778-52-0110）

丹南地区

7/31

今回は、市役所職員を名乗る犯人が、「医療費や保険料の還付金があ
る」などとかたってお金をだまし取る、いわゆる「還付金詐欺」についてお
知らせします。最近の犯人は、あなたの自宅に電話をかける際に、まず、
「還付金の通知を送ったが届いていませんか。連絡がないので電話をか
けました」などと丁寧な言葉使いで話した後に、「今日中に手続きをしない
と還付金が受け取れません」などと危機感をあおり、手続きのために、近
詐欺をシャットア くのショッピングセンターなどのＡＴＭコーナーへ行くよう指示します。そも
ウト！
そも、市役所職員が還付金に関する連絡を電話ですることは基本的にあ
りませんし、ＡＴＭを操作して還付金が戻ることは絶対にありません！相
手が市役所職員を名乗ったとしても、簡単に信用せず、還付金などのお
金の話になったら詐欺だと思って、遠慮なく電話を切ってください。この
メールを受け取られた方は、ご家族や友人など、多くの方に伝えていただ
きますよう、よろしくお願いいたします。（生活安全企画課０７７６－２２－２
８８０）

全県

7/31

７月２９日午前８時３０分頃、敦賀市松葉町地籍で知人が姿を見たのを最
後に、高齢男性（８４歳）が行方不明となり、いまだに発見されていませ
行方不明者の手 ん。男性は身長１６０センチメートル位、中肉、白髪交じりの短髪で、上衣
配について
が灰色シャツに下衣がベージュ色のズボン、茶色の靴を履き、茶色の杖
を持っています。この男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。（敦賀警察署 ０７７０－２５－０１１０）

全県

