№

発信日
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タイトル

内
容
県内の過去５年間における６月の交通事故データによりますと、「高齢交
通弱者が被害となる死亡・重傷事故が多発」、「自転車が被害者となる死
亡・重傷事故が多発」、「生活道路での死亡・重傷事故が多発」、「６５歳以
上の高齢運転者の死亡・重傷事故が多発」などの特徴があります。交通
交通事故警戒情
事故に遭わないよう、○高齢歩行者等を見かけたら徐行、一時停止して
報（６月）の提供
安全を確認しましょう。〇自転車の飛び出しや不意の動きに注意しましょ
う。〇幹線道路だけでなく生活道路でも注意しましょう。〇運転に不安の
ある高齢者の方は、ＳＳＤ講習、ＤＲ指導を受講しましょう。（交通企画課
0776-22-2880）

発信地区

全県

６月２日午後８時４０分頃、坂井市丸岡町高柳地籍において、買い物帰り
の女子生徒が、股間を触りながら立っている不審な男を目撃しました。男
は年齢４０歳から５０歳位、身長１６５から１７０センチメートル位、中肉、銀
あわら地区
縁メガネをかけ、上下とも黒っぽい色の服を着ていました。このような不審
者を見かけた場合は、すぐに警察へ通報して下さい。（坂井警察署０７７６
－６６－０１１０）

6/3

不審者情報

6/4

６月４日（月）午後３時１５分頃、ＪＲ芦原温泉駅内において、男が徒歩で
下校中の男子児童に近づき、男子児童の帽子のつばを下げるという事案
不審者情報につ
が発生しました。男は、年齢５０代位、身長１７０ｃｍ位、体格普通、上衣灰
いて
色Ｔシャツを着用していました。このような事案に遭遇した場合は、すぐに
警察に通報して下さい。（あわら警察署 ０７７６－７３－０１１０）

あわら署

6/7

本日、福井市内において、家電量販店店員を名乗り、「あなた名義のクレ
ジットカードで買い物をする人がいる。」「１０分後、預金機構から電話があ
ります。」などと話す、詐欺の電話が確認されました。今後、預金機構職員
などを名乗る者から、「キャッシュカードを預かる。」「暗証番号を教えて。」
家電量販店をか などという電話がかかるおそれがあります。金融機関職員などが、突然電
たるサギに注意 話をかけてきて、キャッシュカードを預かったり、暗証番号を聞き出すこと
は、絶対にありません。このような電話があったら、すぐに警察に通報して
下さい。大切なご家族や友人が詐欺の被害に遭わないよう、数多くの方
に、このメールの内容を伝えていただきますよう、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

6/7

６月７日午後４時３０分頃、大飯郡高浜町内の路上において、徒歩で帰宅
途中の幼児が、男から「お菓子あげようか」「いらないならいいけど」等と
声掛け事案に注 声を掛けられる事案が発生しました。男は、６０歳から７０歳代、身長１７５
意
センチメートル位、痩せ型、灰色のＴシャツ、灰色の短パン姿でした。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。（小浜
警察署０７７０－５２－０１１０）

小浜署

6/8

６月７日午後６時３５分頃、福井市上細江町付近の路上において、自転車
に乗った男が大声を出すという事案がありました。男は、６０歳位で、グ
不審者情報につ
レー色の服を着ていて、前かごのある自転車に乗っていました。不審者に
いて
遭遇したらすぐに警察へ通報してください。（福井南警察署０７７６－３４－
０１１０）

福井地区

6/10

６月４日から昨日（９日）にかけて、美浜町在住の高齢女性宅に、県庁職
員を名乗る者等から「あなたの個人情報が複数の企業に漏れています。」
県庁職員をかた 「個人情報が悪用されています。」「個人情報の削除にはお金がかかりま
る不審電話に注 す。」等と語る不審な電話がありました。この方は、家族に電話を代わり電
意
話を切ったため被害はありませんでした。この様な電話は詐欺の可能性
がありますので、電話を切ってすぐに警察に通報して下さい。（特殊詐欺
緊急対策プロジェクトチーム０７７６－２２－２８８０）

全県

６月１０日午後６時３０分頃、福井市花月５丁目地籍の道路上において、
帰宅中の女性の後ろを自転車に乗った男がつきまとうという事案が発生
しました。男は３５歳から４５歳位、体格痩せ型、黒髪セミロング、色不明
のチェックのシャツを腰に巻き、青色ジーンズという服装でした。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）

6/13

不審者情報

6/13

警察官を名乗るオレオレ詐欺と思われる不審な電話が、昨日（１２日）に
は富山県で、本日（１３日）には石川県で複数確認されています。犯人は、
「あなたの口座から現金が引き出されている。」「被害を止めるために
キャッシュカードと、メモ紙に暗証番号を書いて用意しておいてほしい。」な
警察官を名乗る どと話しています。犯人グループは、近隣エリアをターゲットにして、サギ
サギ電話に注
の電話をかけていることから、本日以降、同じような不審電話が福井県内
意！
でもかかってくる可能性があり、注意が必要です！警察官がキャッシュ
カードを預かったり、暗証番号を聞くことは絶対にありません！大切な家
族や友人が詐欺の被害に遭わないよう、このメール内容を多くの方に伝
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）

6/13

不審者情報

平成３０年６月１２日午後４時２０分頃、福井市二の宮４丁目地籍におい
て、年齢４０から５０歳くらい、身長１７５から１８０センチメートルくらい、中
肉中背、黒色短髪、上衣茶色長袖シャツ、下衣黒色ジャージを着た男が、
下校中の女子児童に対し「サービスやってますか」などと声かけする事案
が発生しました。このような事案に遭遇した場合は、すぐに警察まで通報
をお願いします。

6/14

本日午前、あわら市内で警察官を名乗るオレオレ詐欺と思われる不審な
電話が確認されました。昨日、リュウピーネットでもお知らせしたとおり、同
じような不審電話が今月１２日から１３日にかけて、石川及び富山県内で
複数確認されており、犯人は、「あなたの口座から現金が引き出されてい
警察官を名乗る
る」、「被害を止めるためにキャッシュカードと、メモ紙に暗証番号を書いて
サギ電話を確認
用意しておいてほしい」などと話しています。今後も、同じようなサギの電
話が福井県内にかかってくるおそれがありますので、すぐに電話を切っ
て、警察に通報してください。（特殊詐欺緊急対策プロジェクトチーム
0776-22-2880）

福井地区

全県

福井地区

全県

不審者情報

６月１３日午後３時４５分頃、福井市学園１丁目地籍において、下校中の
女子生徒が、白色ワンボックスに乗車した男に写真を撮られる事案が発
生しました。男は、年齢４０歳から５０歳位、白髪交じりの短髪でした。この
ような事案に遭遇した場合は、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

不審者情報

本日午後４時頃、小浜市松ヶ崎地区において、路上で遊んでいた男子児
童３名が、前から歩いてきた男に「友達になれる？」などと声を掛けられる
事案が発生しました。男は、年齢３０歳くらい、身長１７０センチメートルくら
い、小太り、茶色の短髪、白色Tシャツ、短パン姿でした。このような事案
に遭遇した場合は、すぐに警察に通報して下さい。

小浜署

不審者情報

６月１３日午後１時１０分頃、福井市大手３丁目地籍で遊んでいた児童が
男にカメラを向けられる事案が発生しました。男は、年齢４０歳から５０歳く
らい、身長１６０から１７０センチメートルくらい、小太り、はげ頭、黒色シャ
ツ姿でした。このような事案に遭遇した場合は、すぐに警察に通報して下
さい。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井地区

6/19

不審者情報

６月１８日午後４時頃、福井市松本４丁目地籍において、下校中の女子生
徒が、車に乗った男にカメラを向けられる事案が発生しました。男は、白
色軽自動車に乗り、年齢５０歳くらい、白髪交じりの短髪でした。このよう
な事案に遭遇した場合は、すぐに警察に通報してください（福井警察署
0776-52-0110）

福井地区

6/19

本日午後４時３０分頃、あわら市田中々地籍において、女性に対し男が陰
公然わいせつ事 部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、身長１
案の発生につい ７５センチメートル位、細身、無精ひげ、灰色のキャップを着用していまし
て
た。この種事案に遭遇した場合は、すぐに警察への１１０番通報をお願い
します。（あわら警察署０７７６－７３－０１１０）

あわら署

6/20

不審者情報

６月１９日午後４時４０分頃、福井市河合勝見町地籍において、下校中の
女子児童が、自転車に乗車した男にカメラを向けられる事案が発生しまし
た。男は、銀色自転車に乗り、年齢２０歳くらい、黒色短髪で半袖Ｔシャツ
と灰色ジャージを着ていました。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。（福井警察署 0776-52-0110）

福井地区

6/20

不審者情報

６月１９日午前８時頃、福井市大手３丁目地籍において、小学校周辺を徘
徊する不審な男が目撃されました。男は年齢２０歳から３０歳位、身長１７
０センチメートル位、やせ型、黒髪で、赤色半袖Ｔシャツを着用していまし
た。不審な人物を目撃した場合は、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

19

6/21

昨日（２０日）午後１０時頃、大野市内で息子や孫を名乗る男からのオレオ
レ詐欺と思われる不審な電話が、２件確認されました。男は、「明日、直接
会って話がしたい」などと話しており、２件とも、実際の息子や孫の名前を
かたっています。今回電話がかかってきた方は、電話を切った後に、本当
息子や孫からの
の息子さんに電話をかけるなどしたことにより、サギの電話であることを見
電話に注意！
破ってくださいました。サギの犯人は、巧妙な手口でお金をだまし取ろうと
してきますので、決して油断することなく、少しでも不審に感じたら迷わず
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

20

6/22

６月２１日午後６時４０分頃、あわら市田中々地籍において、股間を触りな
公然わいせつ容 がら立っている不審な男が目撃されました。男は、年齢４０歳位、上下とも
疑事案の発生 黒色の服を着ていました。このような不審者を見かけた場合は、警察へ通
報して下さい。（あわら警察署０７７６－７３－０１１０）

あわら署

6/22

６月２１日午後４時４０分頃、福井市米松２丁目地籍の路上のおいて、ポ
ケットに刃物のような物を入れた男が歩いているのを、遊んでいた児童ら
刃物所持の不審 が目撃しました。男は、年齢３０歳から４０歳位、身長１７０センチメートル
者情報
位、体格は普通で、黒色帽子、サングラス、黒っぽい長袖の上着に青色
ジーンズを着用していました。このような男を目撃した場合は、すぐに警察
に通報をお願いします。（少年女性安全課 0776-22-2880）

全県

6/26

６月２５日午後８時ころ、敦賀市昭和町地籍において、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４０～５０歳代位、身長
公然わいせつ事
１６０センチメートル位、小太り、白地のボーダー柄の長袖、白ズボンを着
案の発生
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く
ださい。（敦賀警察署 0770-25-0110）

敦賀署

6/27

６月２６日午後５時頃、越前市南３丁目付近路上において、黒色の自動車
公然わいせつ事 の運転席に座って、下半身を露出している男が目撃されました。男の年齢
案の発生につい は不明ですが、黒色ズボンを着用していました。このような不審者を目撃
て
した場合は、すぐに警察に通報してください。（越前警察署 0778-240110）

丹南地区
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6/15

6/15

6/15
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6/27
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6/28
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6/28

27
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6/29

6/29

不審者情報

６月２５日（月）午前７時３０分頃、敦賀市三島町１丁目地籍の路上におい
て、登校中の女子児童が、男から「どこの小学校、元気か。」と声をかけら
れる事案が発生しました。男は、年齢３０歳位、身長１６０から１７０センチ
メートル位、やせ型、スキンヘッドで、白色タンクトップ、黒色半ズボン、黄
色っぽいサンダルという服装でした。このような事案に遭遇した場合は、
すぐに警察に通報してください。（敦賀警察署 0770-25-0110）

６月２７日午前１１時３０分頃、坂井市坂井町新庄地籍の路上において、
自転車に乗った男が、下校中の女子生徒に対し、「家どこ。」などと声をか
不審者情報
けてついてきた事案が発生しました。男は、年齢２０歳位の金髪です。こ
のような事案に遭遇した場合は、すぐに警察へ通報してください。（坂井警
察署０７７６－６６－０１１０）
昨日（２７日）、坂井市内で、実際の息子をかたるオレオレ詐欺と思われる
不審な電話が複数確認されました。同じような電話は、今月１８日以降、
福井市、大野市、越前市、敦賀市でも確認されています。サギの犯人は、
オレオレ詐欺の 同窓会名簿など、様々な個人情報を入手し、それらに基づいて電話をか
電話を多数確
けてきます。たとえ、実際の息子や孫の名前を名乗っても、簡単に信用せ
認！
ず、必ず、本当の息子や孫と連絡をとることにより、サギを見破ってくださ
い！また、自宅の固定電話機を常に留守番電話に設定するなどの対策を
とっていただきますよう、よろしくお願いします。（特殊詐欺緊急対策プロ
ジェクトチーム０７７６－２２－２８８０）

敦賀署

坂井地区

全県

不審者情報

６月２９日午前７時０５分頃、福井市上北野１丁目地籍において、男が集
団登校中の児童らに対し「今日、雨やったんか。」などと声をかけ、児童の
名札を見る事案が発生しました。男は、年齢６０歳から７０歳くらい、身長１
６０から１７０センチメートルくらい、小太り、野球帽を被り、水色っぽいポロ
シャツ、黄土色の長ズボンにサンダル姿でした。このような事案に遭遇し
た場合は、すぐに警察に通報してください。（福井警察署０７７６－５２－０
１１０）

福井地区

不審者情報

６月２９日午前７時頃、坂井市丸岡町上田町１丁目地籍の路上において、
登校中の女子生徒が、車に乗った男にスマートフォンのカメラを向けられ
る事案が発生しました。男は、水色っぽい軽自動車に乗り、年齢３０歳位
の黒髪、半袖シャツを着ていました。このような事案に遭遇した場合は、
すぐに警察へ通報してください。（坂井警察署０７７６－６６－０１１０）

坂井地区

