№
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内

容

発信地区

不審者情報
について

７月２日午後３時４０分頃、坂井市坂井町朝日地籍の路上において、下校
中の女子生徒が、自転車に乗った男に「家どこ」などと声をかけられ、後を
つけられる事案が発生しました。男は身長１７０センチメートル位、年齢２
０歳位、茶髪でした。このような事案に遭遇した場合は、すぐに警察へ通
報して下さい。（坂井警察署０７７６－６６－０１１０）

坂井地区

7/3

不審者情報

７月３日午前７時３０分頃、三方上中郡若狭町瓜生地籍において、登校中
の児童らが後方から自転車で走行してきた男に写真を撮られる事案が発
生しました。男は、年齢２０歳から３０歳くらい、中肉中背、黒髪、青色の襟
付きシャツを着ており、ママチャリ様の自転車に乗車していました。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ください。（小浜警察署
0770-52-0110）

小浜署

7/3

６月２７日及び７月２日に、坂井市坂井町新庄地籍及び同町朝日地籍に
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」等と声
声掛け不審者事案の解決について
をかけ、後をつけてきた不審者事案については、７月３日に行為者を特定
し、解決することができました。今後もご協力をお願いします。（坂井警察
署 0776-66-0110）

7/5

車の利用を
お控えください

先日から降り続いている雨の影響で、多数の区間で通行止めが発生して
おります。今後も高速道路や国道８号線等、幹線道路の通行止めが予想
されますので、不要不急の外出は控えるようお願いします。やむを得ず外
出する際には、雨により道路に倒木や土砂が散乱していることも予想され
ますので、道路状況、スリップ等に注意した運転を心がけるようお願いし
ます。（交通規制課 0776-22-2880）

全県

7/6

不審者情報

７月４日午後７時頃、福井市文京２丁目付近において、帰宅途中の女子
生徒が、自転車に乗った男に、つきまとわれる事案が発生しました。男
は、年齢４０歳位、身長１７５センチメートル位、痩せ型、野球帽を被り、紺
色半袖シャツ、ベージュ色のズボン姿でした。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ください。（福井警察署 0776-52-0110）

福井地区

7/8

不審者情報
について

７月７日（土）午後５時３０分頃、丹生郡越前町朝日地籍において、女子児
童が、男につきまとわれる事案が発生しました。男は６０歳代位、身長１６
５センチメートル位、中肉型、黒髪短髪、水色半袖ポロシャツ、紺色長ズ
ボンを着用し、黒っぽい傘をさしていました。不審者に遭遇したらすぐに警
察へ通報して下さい。（鯖江警察署0778-52-0110

鯖江署

7/9

昨日（８日）から本日にかけて、福井市内で、実際の息子の名前をかたる
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。犯人は、「風
邪をひいて声がおかしい」「融資に失敗して現金が必要」などと話していま
実際の息子を騙
す。たとえ、実際の息子や孫の名前を名乗っても、簡単に信用せず、必
る
ず、本物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
サギ電話を確認
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）

8

7/9

行方不明者の
手配について

７月９日（月）午前９時ころから、大野市篠座在住の男性が行方不明となっ
ています。男性は、年齢７１歳、身長１６６センチ位、細身、坊主頭、半袖
ポロシャツ、作業ズボンを着用しています。このような男性を見かけた方
は大野警察署までご連絡をください。（大野警察署 ０７７９－６５－０１１
０）

嶺北地区

9

7/10

不審電話情報

７月９日午後８時４０分頃、吉田郡永平寺町松岡地籍の住宅にいた学生
に対し、若い男の声で執拗に質問する内容の不審な電話がありました。こ
のような電話があった場合は、安易に応えず、電話を切ってすぐに警察に
通報して下さい。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井署

10

7/11

不審者情報
について

７月１１日午前７時４０分ころ、坂井市三国町緑ケ丘付近の路上におい
て、登校中の児童が、車に乗った男にスマートフォンのカメラを向けられる
坂井
事案が発生しました。男は白っぽい色の軽自動車に乗り、年齢５０歳位、
あわら地区
白色の服を着ていました。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。（坂井西警察署 0776-82-0100）

11

7/11

７月９日に手配した行方不明者は、皆様のご協力により、無事発見されま
行方不明者の発見について
した。ご協力ありがとうございました。（大野警察署 0779-65-0110）

7/12

今年に入り、県内各所で、自動車の中から現金などを盗む「車上ねらい」
の被害が多発しています。被害の特徴として、バッグなどが車外から見え
る状態で置かれている場合が大半をしめています。被害に遭わないため
に、車の中にバッグや現金などを置かないようにしてください。また、短時
間の駐車や自宅の駐車場に車を止める際にも必ずドアの鍵をかけてくだ
さい。（生活安全企画課）
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7/3

車上ねらいの
被害が多発

福井
坂井地区

全県

嶺北地区

全県

７月１１日(水)午後５時３０分ころから、鯖江市内に住む２３歳の女性が徒
歩で自宅を出たまま、行方不明となっています。女性は、身長１５０センチ
位、細身、髪型黒色セミロング、紺色半袖Ｔシャツ、灰色長ズボンを着用
し、茶色のスリッパをはいています。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）

7/12

行方不明者の
手配について

7/14

７月１３日午後５時３０分頃、美浜町新庄地籍において、男女の児童数人
が遊んでいたところ、県外ナンバーの白色の自動車に乗った５０～６０歳
不審車両について位の男に凝視されるという事案がありました。このような不審者を目撃し
た場合は、すぐに警察に通報してください。（敦賀警察署０７７０－２５－０
１１０）

7/14

公然わいせつ
事案の発生

７月１４日午前１１時頃、福井市二の宮２丁目地籍において、全裸の男が
出没する事案が発生しました。男は、年齢２０歳前後位、身長１６５センチ
メートル位、細身、黒髪短髪、歩道上に全裸で立っていたところを目撃さ
れています。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）

福井署

7/15

公然わいせつ
事件の発生

７月１４日午後１０時ころ、福井市みのり２丁目地籍の路上において、女子
生徒に対し２０から３０代くらいの男が下半身を露出させ見せつけたという
事件が発生しました。男は、身長１６０センチメートルくらい、黒髪短髪、
黒っぽい上下の服装をしていました。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

7/16

不審者情報

７月１６日午前６時頃、高浜町事代地籍において、ウォーキング中の女性
に対し男が陰部を露出する事案が発生しました。男は年齢５０歳くらい、
身長１７０センチくらい、中肉、上半身裸、黒色ハーフパンツ、黒色キャッ
プ、マスク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
警察に通報してください。（小浜警察署０７７０－５２－０１１０）

小浜署

7/17

クマの出没
について

本日１７日午後３時３０分頃、越前町朝日地籍道の駅付近において、クマ
の成獣１頭の目撃情報がありました。クマに遭遇した場合は、近づかず、
すぐに最寄りの警察署や市町に通報してください。また、お子様がいらっ
しゃるご家庭は、登下校時の注意喚起をお願い致します。（鯖江警察署
0778-52-0110）

丹南地区

19

7/18

この度発生した、西日本を中心とした記録的な豪雨災害に便乗して、今
後、公的機関等をかたり、電話や自宅訪問により義援金を求める詐欺
や、「避難地を確保するために寄付してください」などと話して現金を振り
込ませようとする詐欺、被災地にいる身内を装って電話をかけて現金を要
豪雨災害に
求する詐欺の発生が懸念されます。このような詐欺は、被災地の混乱に
便乗したサギに つけ込み、また、被災者を救援しようとする県民の善意を踏みにじる卑劣
注意！
な犯罪であり、絶対に許すことはできません。義援金等に関する不審な電
話や不審者の訪問があった場合には、すぐに相手との話を打ち切り、警
察に通報してください。また、ご家族や友人が詐欺の被害に遭わないよう
に、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、お願いしま
す。（捜査第二課 ０７７６－２２－２８８０）

全県

20

7/19

行方不明者の 本年７月１１日（水）に鯖江警察署から手配しました、鯖江市内在住の２３
手配解除につい 歳女性については、無事発見されました。ご協力ありがとうございました。
て
(鯖江警察署 0778-52-0110)

全県

7/19

不審者情報

７月１８日午後３時３０分頃、小浜市松ヶ崎２丁目（住宅街）の路上におい
て、下校中の女子児童が、歩いてきた男に「お友達になってくれません
か」と声を掛けられる事案が発生しました。男は４０歳位、身長１６０センチ
メートル位、小太り、白地に花柄のＴシャツ姿でした。このような事案に遭
遇した場合は、防犯ブザーを鳴らす、その場から逃げる等して警察に通報
してください。（小浜警察署 0770-52-0110）

小浜署

7/19

不審者情報
について

７月１８日午後２時頃、福井市浅水二日町地籍の路上において、下校中
の女子生徒が、白色の車に乗った男に「今暇？」などと声をかけられる事
案が発生しました。男は、３０歳から４０歳位、やせ型、黒色短髪、白色Ｔ
シャツを着ていました。このような事案に遭遇したら、防犯ブザーを鳴ら
す、その場から逃げる等して、警察に通報してください。（福井南警察署
0776-34-0110）

福井地区

7/20

昨日（１９日）、県内で、スマホに宅配業者を装った不審なショートメールが
届いたとの相談が複数寄せられています。メール本文には「荷物のお届
けに上がりましたが不在の為持ち帰りました。下記よりご確認ください。」
などと書かれ、「ＵＲＬ」が貼付されています。このＵＲＬをクリックすると、宅
宅配業者を装う 配業者を装ったホームページに接続され、「提供元不明アプリ」をインス
不審メールに注 トールさせるようになっています。さらに、この「提供元不明アプリ」をイン
意
ストールしてしまうと、端末にウイルスがインストールされ、端末の情報等
が窃取されるおそれがあります。心当たりのないメールや、ＵＲＬ接続後に
「提供元不明アプリ」をインストールさせる内容のメールは安易に接続せ
ず、すぐに警察に相談してください。（生活安全企画課、サイバー犯罪対
策室 0776-22-2880）

7/20

のぞき事案
について
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７月１９日午後１１時１０分頃、敦賀市松葉町の住宅において、男が窓の
隙間から脱衣をのぞく事案が発生しました。男は、やせ形、黒色短髪、上
下黒系の服装でした。入浴するときは浴室や脱衣場の窓は施錠して下さ
い。このような事案に遭遇したときはすぐに警察に通報して下さい。（敦賀
警察署0770-25-0110）

全県

嶺南地区

全県

嶺南地区

25

7/20

７月２１日（土）から同月３０日（月）までの１０日間、夏の交通安全県民運
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。
○前方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
夏の交通安全
など思いやり運転をしましょう○シートベルト・チャイルドシートを必ず着用
県民運動実施中
しましょう○早めのライト点灯とハイビームの実践に努めましょう○飲酒運
転は犯罪です○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）

26

7/29

犯罪情報

７月２７日午後１１時３０分頃、若狭町横渡地籍において、浴室内をスマー
トフォンで盗撮する事案が発生しました。入浴の際は、浴室の窓の鍵を
しっつかりかけ、不審な人物を見かけた場合は、すぐ警察に通報してくだ
さい。（敦賀警察署０７７０－２５－０１１０）

嶺南地区

7/29

不審者情報

７月２８日午後５時頃、福井市二の宮３丁目地籍において、犬を散歩して
いる男に男子児童が近づいたところ、男が「かめはめは」と大声で叫ぶ事
案が発生しました。男は、３０歳代、身長１７０センチメートル位、細身、黒
色短髪、白色のＴシャツ、茶色の七分丈ズボン、サンダル姿でした。このよ
うな事案に遭遇した場合は、すぐに警察まで通報して下さい。（福井警察
署０７７６－５２－０１１０）

福井地区

7/29

７月２８日午後６時頃、越前市内の小売店舗に、警察官を名乗る者から、
「生活安全課の者です。こちらで逮捕した男の携帯電話からお風呂場を
警察官を名乗る
盗撮した画像が見つかりました。過去に盗撮された覚えはありますか？」
不審電話に注意
といった内容の電話がありました。不審な電話を受けた時は、すぐに電話
を切って警察に通報してください。（越前警察署0778－24－0110）

7/29

不審者情報

７月２９日午前１０時２０分頃、高浜町事代地籍の海水浴場において、女
性に対して男が陰部を露出する事案が発生しました。男は年齢４０歳くら
い、中肉、黒色Ｔシャツ、黒色ハーフパンツ、黒色キャップ、マスクを着用し
ていました。このような事案に遭遇した場合は、すぐに警察へ通報してくだ
さい。（小浜警察署0770-52-0110）

小浜署

全県

全県
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7/31

行方不明者の
手配について

７月３１日（火）午前７時ころから、あわら市に住む８６歳の男性が、自宅を
出たまま行方不明となっています。男性は、身長１５２センチメートル位、
中肉、黒色ポロシャツ、灰色スウェットズボン、麦わら帽子を着用し、黒色
リュックサック、茶色ショルダーバック、杖代わりに白色のビニール傘を所
持しています。発見の際にはあわら警察署まで連絡をお願いします。（あ
わら警察署 ０７７６－７３－０１１０）

31

7/31

行方不明者の
手配解除

７月３１日に手配した、あわら市内で行方不明になった８６歳の男性につ
いては、同日午後１時４５分、無事発見されました。ご協力ありがとうござ
いました。（あわら警察署 0776-73-0110）

全県

全県

