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県内の過去５年間における１１月の交通事故データによりますと、「薄暮
時・夜間（１７時～２０時）の死亡事故が多発」、「自動車対歩行者の死亡
事故が多発」、「高齢交通弱者が被害となる死亡事故が多発」、「飲酒運
転の死亡事故が多発」などの特徴があります。交通事故に遭わないよう、
１１月の交通事
○対向車や前車がない時、車のライトはハイビームを活用、○車から見
故警戒情報です
て、右から左に道路を横断する歩行者に注意、○高齢の歩行者や自転車
乗用車を見かけたら減速・停車、○運転する時は飲酒しない、飲酒したら
車を運転しないなど、安全運転に心掛けて下さい。（交通企画課０７７６－
２２－２８８０）
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不審者情報

１１月１日午後４時３０分頃、坂井市春江町地籍の路上で、女子児童が下
校中、不審な男に後をつけられる事案が発生しました。男は、年齢４０歳
位、中肉中背で、茶色っぽい野球帽、色不明のシャツ、黒色作業ズボン姿
で、白色ショルダーバッグを掛け、黒っぽい色のボストンバッグを持ってい
ました。この様な不審者に遭遇した場合は、すぐに警察に通報して下さ
い。（坂井警察署０７７６－６６－０１１０）
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１１月１日午後１０時３５分頃、福井市文京３丁目地籍の歩道上において、
帰宅途中の女性が自転車に乗った男に胸を触られる痴漢事案が発生し
ました。男は、年齢２０歳から３０歳位、身長１７０センチメートル位、体格
痴漢事案の発生
小太り、面長、短髪、楕円形型メガネ、上衣は黒っぽい色のダウンジャ
ケット、下衣は長ズボンでした。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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本日午後４時頃、福井市内で架空請求詐欺と思われる電話が確認されま
した。犯人は、非通知で電話をかけて、「東京簡易裁判所」の職員を名乗
り、家族が数年前に購入した商品の代金を請求し、支払わなければ年金
詐欺をシャットア が止まるなどと話しています。犯人は、今後、コンビニで電子マネーカード
ウト！
を購入するよう指示をしてくる可能性が考えられます。このような電話は
詐欺ですから、すぐに電話を切って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 0776-22-2880）

全県

11/7

昨日（６日）午後１０時２５分頃、越前市家久町地籍のパチンコ店付近にお
いて事後強盗事件が発生しました。犯人は、パチンコ店内で遊戯中の女
性の財布を盗んで逃走し、追いかけてきた２人に対してナイフのようなも
事後強盗事件発
のを向けて脅迫し、現在も逃走中です。犯人は男性１名で、身長が１７０
生について
センチ位、年齢が２０歳代から４０歳代位で中肉です。犯人に関する情報
提供と、子どもさんの下校時間帯における見守り活動の強化をお願いい
たします。（捜査第一課、生活安全企画課 0776-22-2880）

全県
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１１月７日（火）午後５時頃、福井市南江守町地籍の路上において、帰宅
途中の女子生徒が、自動車から降りてきた男に、「ちょっと来て。」と声を
不審者情報につ かけられ、手招きされるという事案が発生しました。男の特徴は年齢４５
いて
歳位で、身長１７０センチメートル位、紺色上着という服装で、シルバー色
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
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不審者情報

１１月８日午後４時１５分頃、福井市日光２丁目の路上において、男が小
学生男児の右腕を何らかの用具で切りつけ、逃走するという事案が発生
しました。子供さんに、不審者に遭遇したときには、すぐに逃げるよう指導
をお願いします。また、子供さんの登下校時の見守りにご協力をお願いし
ます。（少年女性安全課０７７６－２２－２８８０）

福井地区
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１１月９日（木）午後４時３０分頃、鯖江市田所町地籍の路上において、下
校中の男子児童が見知らぬ男に後をつけられる事案が発生しました。男
不審者情報につ
は、年齢４０歳～５０歳位、身長１７０センチ位、エンジ色の帽子、ベージュ
いて
色のジャンパーという服装でした。この様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）

鯖江署
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１１月９日（木）午後６時５０分頃、鯖江市水落町１丁目地籍において男子
小中学生の集団が見知らぬ男につきまとわれる事案が発生しました。男
不審者情報につ は年齢２５歳から３５歳位、身長１７０センチメートル位、やせ型で、服装は
いて
紺色パーカー、紺色ジーンズでパーカーのフードをかぶっていました。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）

鯖江署
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１１月６日に発生した、越前市家久町のパチンコ店付近における事後強盗
事後強盗事件の
事件につきましては、犯人を逮捕しました。ご協力ありがとうございまし
犯人逮捕につい
た。引き続き、子どもさんの登下校時間帯における見守り活動をよろしく
て
お願いします。（捜査第一課、生活安全企画課 ０７７６－２２－２８８０）
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１１月１１日午後４時３０分頃、坂井市春江町内の路上で、男子中学生が
自転車で帰宅中、不審者に自転車で後をつけられるという事案が発生し
ました。 不審者は、年齢不詳、中肉中背、上下共黒色の服装で、黒色
ハット帽やサングラス、マスク、迷彩柄のウエストポーチを身に付け、赤色
の小さな自転車に乗っていました。 このような不審者に遭遇した場合
は、すぐに警察に通報して下さい。（坂井警察署０７７６－６６－０１１０）
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不審者情報

坂井地区
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１０月２７日から１１月８日にかけて、福井県内で３件のオレオレ詐欺の被
害が確認されています。３件の犯人は、いずれも息子をかたり、「のどにポ
リープができた」などと話したのちに、お金を要求しています。年末に向け
オレオレ詐欺被 て、オレオレ詐欺をはじめとする特殊詐欺の被害が増えるおそれがありま
害が連続発生！ す。電話でお金の話になったらサギだと思い、少しでもあやしいと思ったら
電話を切って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 0776-22-2880）

全県
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今月１１日から１４日までの間に、高齢歩行者が犠牲となる交通死亡事故
が３件発生したことを受け、本日（１４日）、「高齢者交通死亡事故多発警
報」が発令されました。交通事故を防止するため、次のことに特に注意し
高齢者交通死亡
て下さい。（運転者の方へ）〇対向車等がない時は、車のライトをハイビー
事故多発警報発
ムにしましょう。〇広い視野で、特に右方向からの歩行者等に注意しま
令
しょう。（歩行者の方へ）〇夜間は反射材を着用するか、明るい服装で外
出しましょう。〇近づいてくる車がある時、道路の横断はやめましょう。（交
通企画課０７７６－２２－２８８０）

全県
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１１月１４日（火）午後５時頃、あわら市内の路上において、徒歩で帰宅中
の女子児童が、男に後をつけられる事案が発生しました。男は年齢２０歳
女子児童に対す
位、面長、身長１７０センチメートル位、体格やせ型、灰色のスーツを着用
る声掛け事案
していました。不審者に遭遇した場合は、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
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１１月１６日午後７時ころ、福井市板垣地籍の路上において、帰宅途中の
公然わいせつ事 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２０
案の発生につい 歳から３０歳代、黒髪、黒色スーツ上下姿でした。このような不審者を見か
て
けた際は、すぐに警察に通報して下さい。（福井南警察署０７７６－３４－０
１１０）

福井地区
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本日、県内全域に「総合消費料金に関する訴訟最終通告書」などと書か
れたハガキが多数送られています。送り主は、「総務省管轄支局国民訴
訟通達センター」などとなっていますが、そのような機関は存在しません。
詐欺をシャットア
これは、裁判になるなどと不安をあおり、ありもしない料金をだまし取る架
ウト！
空請求詐欺です。このようなハガキが届いたら、記載された電話番号には
絶対に連絡せず、すぐに警察に相談してください。（生活安全企画課０７７
６－２２－２８８０）

全県
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孫をかたるオレ
オレ詐欺に注
意！

１１月２０日の午後８時過ぎ、福井市内で、孫の名前をかたるオレオレ詐
欺の電話が確認されました。犯人は、「熱が出て、耳の下が痛い」「携帯
電話が故障した」などと話しています。年末に向けて、オレオレ詐欺をはじ
めとする特殊詐欺の被害が増えるおそれがあります。本当の息子や孫の
名前をかたったとしても、お金を要求してきたらサギだと思い、すぐに電話
を切って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 0776-22-2880）

全県
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１１月２１日（水）午後３時頃、丹生郡越前町織田地籍の路上において、女
子児童が下校中、男に手招きされ「おいで。」と声を掛けられる事案が発
不審者情報につ 生しました。男は、年齢７０歳位、身長１６０センチメートル位、腰が曲がっ
いて
ている、黒色上衣、黒色下衣、黒色の帽子、白色マスクという特徴でした。
この様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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１１月２２日（水）午後５時頃、大野市篠座町地籍の路上において、帰宅途
中の男子児童が、男に声をかけられ後をつけられるという事案が発生し
不審者情報につ ました。男は年齢５０歳代くらい、身長１７５センチメートルくらい、ニット帽、
いて
赤縁メガネ、白色マスク、黒色ジャンパー、紺色ズボン姿でした。この様な
事案に遭遇した場合は、すぐに警察に通報して下さい。（大野警察署０７７
９－６５－０１１０）

大野署

「コンビニに行
け」はサギで
す！

１１月になり、架空請求詐欺の新しい手口が増加傾向にありますので、お
知らせします。これまでは、スマホなどに「有料サイトの未納料金がある。
法的手続きに移行する」などとメールを送りつけ、コンビニで、アマゾンな
どの電子マネーカードを購入させる手口がほとんどでした。新しい手口
は、セブンイレブンやファミリーマートなど、特定のコンビニを犯人が指定
した上で、１３桁の数字（払込票番号などと呼ばれています）を被害者に伝
え、この番号により現金を払い込ませてだまし取るもので、犯人は「コンビ
ニ決済」を悪用しています。そもそも、裁判に関する連絡がメールで送られ
ることはありませんし、仮に、メールに記載された連絡先に電話をかけて
しまっても、相手から「コンビニに行け」などと言われたら間違いなくサギで
すから、絶対に相手の言うことを聞かず、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。（特殊詐欺緊急対策プロジェクト
チーム ０７７６－２２－２８８０）

全県
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手配情報

行方不明者の手配について１１月２６日午後４時００分ころ、福井市足羽
地籍に住む男性（８３歳）が、自宅を出たまま行方不明となっています。男
性は、身長１６３センチ位、やせ型、前頭部が禿げている、黒色ジャン
パー、緑色長ズボン、黒色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、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
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１１月２２日（水）午後４時３０分頃、敦賀市若葉町２丁目地籍の道路上に
おいて、女子児童が中年男性から「ゲームセンターに行こうか」等と声を
不審者情報につ かけられる事案が発生しました。男は、４０歳位、身長１７０センチメートル
いて
位、小太りで、黒色のつばが無い帽子、上衣は濃い青色のセーター、下
衣は黒色ズボン、茶色のブーツを着用していました。不審者に遭遇した
ら、すぐに警察への通報をお願いします。

嶺南地区
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１１月２６日に福井南警察署が行方不明手配した、福井市足羽地籍に住
行方不明者の手
む８３歳の男性については、無事発見、保護されました。ご協力ありがとう
配解除について
ございました。（福井南警察署０７７６－３４－０１１０）

全県
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本日（２８日）、あわら市内と坂井市内において、警察官をかたる「オレオレ
詐欺」の電話が確認されました。犯人は、「犯人を逮捕したら、あなたの名
前が書かれたリストが出てきた。現金を引き出す必要がある。」などと話し
警察官をかたる
ています。警察官が、電話で暗証番号を聞いたり、現金を引き出すように
「オレオレ詐欺」
指示することは絶対にありません。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。（特殊詐欺緊急対策プロジェクトチーム 0776-22-2880）

全県
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本日（２９日）、坂井市内において、市役所職員をかたる「還付金詐欺」の
電話が複数確認されました。犯人は、「健康保険の過払い金がある」「口
座番号を教えてほしい」などと話しています。原則として、市役所職員が還
市役所職員をか
付金に関する電話をかけることはありませんし、ＡＴＭを操作して還付金を
たる還付金詐欺
受け取ることも、絶対にできません。このような電話はサギですから、すぐ
に電話を切って警察に相談してください。（特殊詐欺緊急対策プロジェクト
チーム 0776-22-2880）

全県

11/29

１１月２８日（火）午後０時３０分頃、敦賀市沓見地籍の道路上において、
帰宅中の女子生徒が中年男性から「おい姉ちゃん」と声をかけられる事案
声掛け事案に注
が発生しました。男は、４０歳位、茶色のハンチング帽、茶色の色付き眼
意
鏡を着用し、あごひげが生えていました。このような事案に遭遇したら、す
ぐに警察へ通報してください。（敦賀警察署０７７０－２５－０１１０）

全県
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１１月３０日（木）午後２時頃、鯖江市内の陸橋の側道に男が座り、陸橋を
歩く女子生徒を見上げる事案が発生しました。男は年齢３０代位、茶髪、
不審者情報につ
面長、体格細身、チェック柄のパーカー姿で、黒っぽい色の普通乗用車に
いて
乗って立ち去りました。不審者に遭遇した場合は、すぐに警察に通報して
下さい。（鯖江警察署０７７８－５２－０１１０）

鯖江署
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