
№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

1 1/4 交通安全情報

県内の過去５年間における１月の交通事故を分析しますと、「高齢者（歩
行者・自転車）が被害に遭う死亡・重傷事故が多い」、「夜間、雨天時に死
亡・重傷事故が多い」、「正面衝突の死亡事故が多い」という特徴がありま
す。交通事故を防止するために〇歩行中、自転車乗車中の高齢者を見か
けたら、動静を十分に注視し、減速・停車をしましょう。特に、進行方向に
対して「右方向」からの横断歩行者に注意しましょう。〇夜間、雨天時は、
視界が悪くなり、路面も滑りやすいので、速度を落とし、慎重に運転しま
しょう。〇走行中は前方左右の安全確認を徹底し、対向車の動きに十分
注意しましょう。カーブでは必ず減速しましょう。（交通企画課　0776-22-
2880）

全県

2 1/4
その他地域安全
情報

今月２日、大野市内で雪下ろし中の事故が相次いで発生し、１人がお亡く
なりになっています。福井県内は、７日以降、冬型の気圧配置が再び強ま
るおそれがあります。雪下ろしなどの除雪作業を行う際には、〇２人以上
で行う。〇命綱やヘルメットなどを活用する。〇除雪機が雪詰まりした際
は、エンジンを切って対処する。など、事故防止に十分注意してください。
（福井県警察本部 地域課　0776-22-2880）

全県

3 1/4
手配情報（行方
不明者等）

福井市内に住む７７歳の女性が、本日午後１時頃、鯖江市下河端町地籍
のアル・プラザ鯖江店で買い物中に行方不明となっています。女性は、身
長１５５センチメートル位、中肉、白髪混じりのショートカットで、深緑色のダ
ウンジャケット、紺色ジーパン、黒色の靴を着用し、肌色の手提げバックを
所持しています。このような女性を見かけた方は、鯖江警察署までご連絡
ください。（鯖江警察署　0778-52-0110）

嶺北

4 1/4
手配情報（行方
不明者等）

本日、鯖江警察署から行方不明者として手配した福井市内に住む７７歳
の女性については、無事発見されました。ご協力ありがとうございました。
（鯖江警察署　0778-52-0110）

嶺北

5 1/7
特殊詐欺等匿名
性の高い知能犯
罪に係る情報

◇本日（１月７日）午後、高浜町内の高齢者宅に、役場の職員を名乗る男
が「介護保険の還付金がある」等と話し、ＡＴＭへ誘導してお金を騙し取ろ
うとする不審な電話がありました。◇このような電話があったら、すぐに
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）

全県

6 1/8 交通安全情報

気象・道路情報にご注意を。そして、車で外出する時は、〇出発前に車の
周りの雪を取り除く〇走行中は、「急」のつく運転はしない〇運転中に暴風
雪に遭った場合、「安全な場所」に避難する〇車内で待機する時は、マフ
ラーが雪でふさがらないように注意する等、油断せず、くれぐれも安全運
転をお願いします。また、大雪情報に注意し、状況に応じて外出を控えま
しょう。（交通企画課交通事故抑止支援室　0776-22-2880）

全県

7 1/8
その他地域安全
情報

今月２日、大野市内で雪下ろし中の事故が相次いで発生し、１人がお亡く
なりになっています。福井県内は、冬型の気圧配置が再び強まっており、
今後も積雪が予想されます。屋根雪下ろしなどの除雪作業を行う際には、
〇２人以上で行う〇命綱やヘルメットなどを活用する〇除雪機が雪詰まり
した際はエンジンを切って対処するなど、事故防止に十分注意してくださ
い。（福井県警察本部 地域課　0776-22-2880）

全県

8 1/11
その他地域安全
情報

◇現在、国道８号線等では除雪のための通行止めが行われ、渋滞中で
す。◇降雪が収まっても、除雪が進むまでは不要不急の外出を控えてくだ
さい。路上で停まっている車両も数多くあることから、特にマイカーの利用
を控えてください。◇除雪時の事故にもご注意ください。

全県

9 1/11
その他地域安全
情報

◇車の周囲が雪で囲まれた場合、マフラーから出た排気ガスが車体の下
に溜まり、エアコンの外気導入口などを経由して車内に入り込み、一酸化
炭素中毒になる危険があります。◇一酸化炭素中毒を防ぐため、マフラー
の周りを定期的に除雪してください。

全県

10 1/12
特殊詐欺等匿名
性の高い知能犯
罪に係る情報

◇先日、永平寺町内の高齢女性宅に、「高齢者特別医療費給付金」など
と書かれたハガキが届き、口座番号や暗証番号を記載させて返送させる
事案が確認されました。◇公的機関が暗証番号の回答を求めることはあ
りません。このようなハガキが届いたら、警察に通報してください。御家族
にもお伝えください。（特殊詐欺緊急対策プロジェクトチーム　0776-22-
2880）

全県



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

11 1/12
手配情報（行方
不明者等）

坂井市丸岡町内に住む９０歳代の男性が、１月９日午後６時頃から行方
不明となっています。男性は、身長１７０センチメートル位、やせ型、白髪
短髪、やや腰を曲げて歩く特徴があります。このような男性を見かけたら、
坂井警察署にご連絡下さい。（坂井警察署　0776-66-0110）

福井
あわら・坂井

地区

12 1/13 交通安全情報

◇現在、歩道の積雪による影響で、やむなく車道を歩く人がとても増えて
います。〇ドライバーの方は、いつもより慎重な運転と、暗くなったらこまめ
なハイビームへの切り替え〇歩行者の方は、外出時には、ドライバーから
よく見えるように、明るい服装と、夜間に備え、反射材や懐中電灯等を携
帯◇雪の山により、見通しも悪くなっています。ドライバーも歩行者も、周
囲に注意して、交通事故を防ぎましょう。（交通企画課交通事故抑止支援
室　0776-22-2880）

全県

13 1/14
手配情報（行方
不明者等）

１月１２日、坂井警察署から行方不明者として手配した坂井市丸岡町に住
む９０歳代の男性については、発見されました。情報提供の通報など、ご
協力ありがとうございました。（坂井警察署　0776-66-0110）

福井
あわら・坂井

地区

14 1/15
その他地域安全
情報

今日は、日中、気温が上がり、雪解けが進み、屋根からの落雪が発生し
やすい状況です。県内では、雪下ろし中の転落事故、落雪等による事故
が発生し、被害に遭われた方もいらっしゃいます。雪下ろしの作業は、◇
複数で行う◇命綱、ヘルメットを着用降雪時は、◇軒下での落雪に注意
（福井県警察本部地域課　0776-22-2880）

嶺北

15 1/18
特殊詐欺等匿名
性の高い知能犯
罪に係る情報

◇本日（１月１８日）の午前、越前市内の高齢女性宅に、警察官を騙って
「名義を貸した件でトラブルになっている。」などと話す不審な電話があり
ました。◇これは「名義貸し」と呼ばれる特殊詐欺の手口です。このような
電話があったら、すぐに切って、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）

全県

16 1/21
特殊詐欺等匿名
性の高い知能犯
罪に係る情報

◇他県では、公的機関を装って「新型コロナウイルスのワクチン接種には
予約が必要」などと電話をかけ、予約金名目でお金をだましとろうとする詐
欺の電話が確認されています。◇自宅の電話を留守番電話設定にし、不
審な電話に出ない対策を講じると効果的です。もし、電話に出てしまった
ら、すぐに切って、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）

全県

17 1/26
子どもを犯罪か
ら守る情報

１月２６日午後４時頃、福井市光陽２丁目地籍において、徒歩で帰宅中の
男子児童が、男に体を触られるという事案がありました。男の特徴は、年
齢４０代から６０代、身長１８０センチメートル位、体格中肉で、黒色の上
衣、色不明の長ズボンを着用していました。このような事案に遭遇したとき
は、すぐにその場から逃げて、警察に通報してください。また、お子様と「い
かのおすし」についてお話ください。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井地区

18 1/27
その他地域安全
情報

◇１月２７日（水）午前１０時２０分頃、鯖江市鳥羽３丁目及び福井市上江
尻町地籍において、イノシシ５頭（成獣１頭、幼獣４頭）が目撃されました。
◇イノシシを目撃した場合は、近づかず、速やかに市役所または警察に
通報してください。（鯖江警察署　０７７８－５２－０１１０）

福井南
鯖江

19 1/28 交通安全情報

気象・道路情報にご注意を。そして、車で外出する時は◇出発前に車の周
りの雪を取り除く◇走行中は、「急」のつく運転はしない◇運転中に暴風雪
に遭った場合、「安全な場所」に避難する◇車内で待機する時は、マフ
ラーが雪でふさがらないように注意する等油断せず、くれぐれも安全運転
をお願いします。また、大雪情報に注意し、状況に応じて外出を控えましょ
う。（交通企画課交通事故抑止支援室　０７７６－２２－２８８０）

全県



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

20 1/28
子どもを犯罪か
ら守る情報

◇１月２５日午後３時頃、福井市新田塚２丁目地籍の路上において、帰宅
途中の女子児童が、男に「ハロー」等と声をかけられ、近寄られる事案が
発生しました。◇男の特徴は、年齢５０代から７０代、身長１５０センチメー
トル位、体格普通、短髪黒髪、肌色野球帽、青色ジャンパー様の上衣、緑
色ズボン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
その場から逃げて、警察に通報してください。また、お子様と「いかのおす
し」についてお話しください。（福井警察署　０７７６－５２－０１１０）

福井署

21 1/29
子どもを犯罪か
ら守る情報

１月２８日午後４時３０分頃、小浜市小浜飛鳥から青井地籍の路上におい
て、徒歩で下校中の男子児童が、男から後をつけられる事案が発生しまし
た。男は、身長１７０から１８０センチメートル位、やせ型、全身黒色の服装
で、赤色の乗用車に乗っており、車から降りて児童の後をついてきました。
このような事案に遭遇したときは、すぐにその場から逃げて警察へ通報し
て下さい。（小浜警察署０７７０－５６－０１１０）

小浜署

22 1/29 交通安全情報

現在、県内の一部地域で、大雪・風雪注意報が発令中です。明日にかけ、
今後も雪の予報となっています。暴風雪が予想される場合は、視界が悪
く、交通事故につながるおそれがありますので、車での外出は控えるよう
お願いします。やむを得ず、車で外出した際に、暴風雪（ホワイトアウト等）
に遭った場合は、安全な場所に車を退避させ、吹雪が収まるのを待ちま
しょう。エンジンをかけている際は、排気ガスによる一酸化炭素中毒の危
険性があるため、マフラーを雪でふさがないように、マフラーの周辺を除雪
しましょう。またスタックするおそれもありますので、車にはスコップ、防寒
着の準備をしておきましょう。（福井県警察本部交通企画課　0776-22-
2880)

全県

23 1/30
手配情報（行方
不明者等）

１月２９日午前６時頃、福井市大森町地籍から７７歳の男性が徒歩で外出
したまま行方不明となっています。男性は、身長１５０センチメートル位、体
格普通、はげ頭、黒色コート、黒色ズボン、黒色の靴を着用しています。こ
のような男性を見かけた際には、福井南警察署へ連絡してください。（福
井南警察署０７７６－３４－０１１０）

嶺北

24 1/31
特殊詐欺等匿名
性の高い知能犯
罪に係る情報

先日、大野市内の高齢男性宅に現金を送る旨の封書が届き、その手数料
を郵送させようとする事案がありました。このような封書が届いても返信せ
ず、警察に通報してください。（大野警察署　０７７９－６５－０１１０）

全県

25 2/1
「交通事故警戒
情報」（２月）

県内の過去５年間における２月の交通事故を分析しますと、「人対車両の
重傷事故が多い」、「若者運転者による重傷事故が多い」、「スリップによ
る重傷事故が多い」という特徴があります。交通事故を防止するために、
〇「右方向」から横断してくる歩行者（特に高齢者）と衝突するケースが多
くなっています。運転者は左方向からの横断だけでなく、右方向からの横
断歩行者にも注意しましょう。〇降雪等の悪天候、日没時間が早いことな
どで、歩行者の発見が遅れがち。速度を控えつつ、危険を予測した運転を
しましょう。〇路面が凍結しているかどうかわからない「ブラックアイスバー
ン」に要注意。トンネル出口、橋の上、雪道のわだちは、特に慎重な運転
をしましょう。（交通企画課　0776-22-2880）

全県

26 2/1
不審者情報の解
決

１月２７日に配信しました不審者事案（福井市光陽２丁目地籍において、
徒歩で帰宅中の男子児童が、男に体を触られた事案）については、解決
することができました。御協力ありがとうございました。（福井警察署０７７６
－５２－０１１０）

福井地区

27 2/2
不審者情報につ
いて

◇２月１日午後３時頃、小浜市山手１丁目地籍の路上において、女子児童
らが男に徒歩で後をつけられる事案が発生しました。◇男の特徴は、年齢
５０歳代位、身長１６０から１６５センチメートル位、中肉、黒髪のパーマで、
黒色っぽいダウンベスト、黒色っぽいフリースズボン、黒色っぽいニット帽
を着用していました。◇このような事案に遭遇したときは、すぐにその場か
ら逃げて警察へ通報してください。（小浜警察署　０７７０－５６－０１１０）

小浜署

28 2/2 不審者情報

令和３年２月１日午後５時３０分頃、敦賀市莇生野地籍において、下校中
の中学生が白色軽自動車に乗車する年齢６０代くらいの男にスマートフォ
ンを向けられたという事案が発生しました。夕方帰宅時はできる限り、一
人にならないようにし、不審者を見かけた時は、警察に連絡してください。
（敦賀警察署０７７０－２５－０１１０）

嶺南



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

29 2/5
行方不明者の手
配について

鯖江市長泉寺１丁目地籍に住む７０歳の女性が、本日午後４時４５分頃、
自宅から徒歩で外出したまま行方不明となっています。女性は、身長１６０
センチメートル位、体格やせ型、黒髪短髪、上衣、下衣ともに黒っぽい色を
着用しています。このような女性を見かけた方は、鯖江警察署までご連絡
下さい。（鯖江警察署０７７８－５２－０１１０）

鯖江署

30 2/5
不審者情報につ
いて

２月５日午後４時頃、越前市家久町地籍の路上において、下校中の男子
児童らが、車に乗った男に後をつけられる事案が発生しました。男は、年
齢６０～７０歳代位、白髪頭で、灰色のＳＵＶタイプの車に乗っていました。
このような事案に遭遇したときは、すぐにその場から逃げて警察に連絡し
てください。（越前警察署０７７８－２４－０１１０）

越前署

31 2/6 不審者情報

２月６日午前０時１５分頃、福井市花堂南２丁目地籍の駐車場において、
男が車両内から下半身を露出した事案がありました。車両の特徴は、灰
色のミニバンです。このような事案に遭遇した場合は、すぐにその場を離
れるなどして安全を確保し、警察に通報して下さい。（福井南警察署０７７
６－３４－０１１０）

福井地区

32 2/6
行方不明者の手
配解除

２月５日、鯖江署から手配しました鯖江市内在住の７０代女性については
無事発見されました。ご協力ありがとうございました。（鯖江警察署０７７８
－５２－０１１０）

鯖江署

33 2/10
公然わいせつ事
案の発生

２月１０日午前７時２０分頃、福井市順化１丁目地籍の路上において、下
半身を露出した状態で歩いている不審者の目撃がありました。　不審者の
特徴は、　　性別不明　　年齢５０歳から６０歳位　　身長１７０センチメート
ル位、中肉　　カツラ様の茶色ロングヘアーでした。　このような不審者に
遭遇した場合は、すぐにその場から離れるなどして、警察に通報してくださ
い。（福井警察署　0776-52-0110）

福井
坂井地区

34 2/10
不審者情報につ
いて

２月８日午後４時頃、越前市芝原５丁目地籍において、下校中の女子児童
らが、車に乗った男にスマートフォンを向けられる事案が発生しました。男
は、黒髪で小太り、灰色のパーカーを着ていて、灰色の車に乗っていまし
た。このような事案に遭遇したときは、すぐにその場から逃げて警察に連
絡してください。（越前警察署０７７８－２４－０１１０）

越前署

35 2/15
交通死亡事故発
生情報

◇１３日午後１１時３０分頃、福井市下荒井町の市道で高齢男性がはねら
れる交通死亡事故が発生しました。◇夜は視界が悪く危険です！運転は
速度を控え、ハイビームへのこまめな切り替えを行うなど、より慎重な運
転をお願いします。（交通企画課交通事故抑止支援室　０７７６－２２－２８
８０）

全県

36 2/17
冬道運転時の注
意点について

◇県内の一部地域では、現在、大雪注意報が発令されています。今後も
降雪が予想され、通行止めなどが懸念されます。気象・道路情報の確認
をお願いします。車での外出は○スピード控えめ、車間距離は広く取る○
『急』のつく運転は避ける　○暴風雪に遭った際は『安全な場所』に避難
○車内での待機は、マフラーを雪で塞がないよう除雪　をお願いします。
（交通企画課交通事故抑止支援室　0776-22-2880）

全県

37 2/17
冬道運転時の注
意点について

◇県内の一部地域では、現在、大雪警報が発令されています。今後も降
雪が予想され、通行止めなどが懸念されます。気象・道路情報の確認をお
願いします。◇車での外出は○スピード控えめ、車間距離は広く取る○
『急』のつく運転は避ける○暴風雪に遭った際は『安全な場所』に避難　○
車内での待機は、マフラーを雪で塞がないよう除雪　をお願いします。（交
通企画課交通事故抑止支援室　0776-22-2880）

全県

38 2/18
不審な電話に注
意！

◇昨日（２月１７日）の午後、福井市内の高齢女性宅に、銀行協会を名乗
る者から「あなたのキャッシュカードが不正に使用されている。新しいカー
ドにする必要があるので、古いカードを封筒に入れてポストに入れておくよ
うに。」などと話す不審な電話が確認されました。◇この手口は、後から銀
行員や警察官をかたる者などが家を訪れ、キャッシュカードを騙し取る手
口です。今後、県内の他の地域にも波及するおそれがありますので警戒
してください。◇もし、このような電話がかかってきたら、すぐに切って、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）

全県



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

39 2/18
行方不明者の手
配について

令和３年２月１８日午前９時頃から、敦賀市御名に住む７３歳の女性が、
自宅を徒歩で外出したまま行方不明となっています。女性は身長１５５セ
ンチメートル位、痩せ型、黒髪短髪、えんじ色ジャンパー、白色ズボン、黒
色ブーツを着用していると思われます。このような女性を見かけたら、敦賀
警察署までご連絡ください。（敦賀警察署０７７０－２５－０１１０）

全県

40 2/19
行方不明者の手
配

◇昨日午後４時頃、大野市篠座地籍に住む７２歳の男性が自宅を徒歩で
外出したまま行方不明となっています。◇男性は、身長１６５ｃｍ位、肥満
型、白髪混じり短髪で、青色チョッキ、黒色ズボン、オレンジ色長靴を着用
していると思われます。◇このような男性を見かけた方は、大野警察署ま
でご連絡ください。（大野警察署 0779-65-0110）

全県

41 2/19
行方不明者の手
配解除

本日、大野警察署から行方不明者として手配した大野市篠座地籍に住む
７２歳の男性については、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 0779-65-0110）

全県

42 2/19
行方不明者の発
見について

２月１８日に、敦賀警察署から行方不明者として手配した御名地籍に住む
女性については、発見されました。ご協力ありがとうございました。（敦賀
警察署　0770-25-0110）

全県

43 2/19
不審者情報につ
いて

２月１９日午前７時３０分頃、越前市千福町地籍において、集団登校中の
児童らが、男にスマートフォンを向けられる事案が発生しました。男は、年
齢７０歳代くらい、身長１７０センチメートルくらい、小太り、白髪交じりの黒
色短髪で、白色の車に乗っていました。このような事案に遭遇したときは、
すぐにその場から逃げて警察に連絡してください。（越前警察署０７７８－２
４－０１１０）

越前署

44 2/20
公然わいせつ事
案の発生

２月１９日午後６時５０分ころ、福井市川合鷲塚町の駅で、帰宅途中の女
子中学生に対し、男が陰部を露出する事案が発生しました。男は、年齢２
０歳代から３０歳代、身長１６５センチメートル位、やせ型、白色マスク、灰
色ジャンパー、青色ジーンズを着用していました。このような事案に遭遇し
たときは、すぐにその場から逃げて、警察に通報してください。（福井警察
署０７７６－５２－０１１０）

嶺北

45 2/21
行方不明者の手
配について

本日午後３時頃、大野市菖蒲池地籍に住む８６歳の女性が自宅から徒歩
で外出したまま行方不明となっています。女性は、身長１５５センチメート
ル位、中肉中背、黒髪短髪パーマで、茶色の長袖シャツ、黒色ズボン、黄
色長靴を着用しています。このような女性を見かけた方は、大野警察署ま
でご連絡下さい。（大野警察署０７７９－６５－０１１０）

奥越地区

46 2/22
行方不明者の手
配解除について

２月２１日、大野警察署から行方不明者として手配した大野市菖蒲池地籍
に住む８６歳の女性については、無事発見されました。ご協力ありがとうご
ざいました。（大野警察署０７７９－６５－０１１０）

奥越地区

47 2/22
不審者情報の解
決について

２月１９日に配信しました不審者事案（越前市千福町地籍において、集団
登校中の児童らが、男にスマートフォンを向けられる事案）については、行
為者を特定し解決することができました。ご協力ありがとうございました。
（越前警察署　０７７８－２４－０１１０）

越前署

48 2/22
重体交通事故が
続発しています

◇春のような暖かい日がみられるようになり、気候の良さから外出する方
も多いと思います。春が近づくにつけて外出が増えますが、気の緩みは大
きな事故に繋がります。◇今週に入り重体交通事故が続発しています。ド
ライバーのみなさん、○速度を控える○左右の安全確認○シートベルトは
全席着用を徹底して慎重な運転をお願いします。　　　　　　　(交通企画課
交通事故抑止支援室　0776-22-2880)

全県



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

49 2/22
高齢者を狙う不
審な電話に注
意！

◇先日、百貨店店員を名乗る者から「あなたのキャッシュカードが不正に
使用されている。」と電話があった後、カード会社を名乗る者から「新しい
カードにする必要があるので、古いカードを封筒に入れてポストに入れて
おくように。」などと話す不審な電話があり、キャッシュカードを騙し取られ
る被害が発生しました。◇キャッシュカードや暗証番号はあなただけのも
のです。絶対に教えたり、渡したりしないでください。◇また、離れて暮らす
高齢のご家族にも注意をするよう連絡してください。家族の絆で特殊詐欺
の被害を防止しましょう。（特殊詐欺緊急対策プロジェクトチーム0776-22-
2880）

全県

50 2/23
百貨店の店員を
名乗る詐欺電話

本日（２３日）、県内において、百貨店店員を名乗る者から「あなたのカード
が不正に利用されている。」などと話す詐欺の電話が確認されました。こ
のような電話があっても、キャッシュカードの番号を答えたり、キャッシュ
カードを渡したりしないでください。在宅中でも留守番電話に設定するなど
の「詐欺の電話に出ない対策」をお願いします。もしかしたら、家族が狙わ
れているかもしれません。家族に連絡して、注意を呼び掛けてください。
（特殊詐欺緊急対策プロジェクトチーム０７７６－２２－２８８０）

全県

51 2/25
高齢者を狙う不
審な電話に注
意！

◇県内では、百貨店店員を騙り「あなたのキャッシュカードが不正に使用
されている。」と話す不審な電話が多発しています。◇これは、キャッシュ
カードを騙し取ろうとする詐欺の手口です。◇キャッシュカードや暗証番号
はあなただけのものです。◇絶対に教えたり、渡したりしないでください。
◇また、離れて暮らす高齢の御家族にも注意するよう連絡してください。
家族の絆で特殊詐欺の被害を防止しましょう。（特殊詐欺緊急対策プロ
ジェクトチーム0776-22-2880)

全県

52 2/26
銀行職員を名乗
る不審電話に注
意

◇昨日午後２時頃、大野市内の高齢男性宅に、銀行職員を名乗る男から
「通帳と印鑑を取りに行くから、出してください。」などと話す不審電話が確
認されました。◇このような電話があっても、通帳、印鑑やキャッシュカード
を渡したり、暗証番号を答えたりせずに警察に通報してください。在宅中で
も留守番電話に設置するなどの「詐欺の電話に出ない対策」をお願いしま
す。（大野警察署　０７７９－６５－０１１０）

全県

53 2/26 不審者情報
先日、大野市内の高齢男性宅に現金を送る旨の封書が届き、その手数料
を郵送させようとする事案がありました。このような封書が届いても返信せ
ず、警察に通報してください。（大野警察署　０７７９－６５－０１１４）

全県

54 3/1
「交通事故警戒
情報」（３月）

◇県内の過去５年間における３月の交通事故を分析しますと、「シートベ
ルト非着用による死亡・重傷事故が多い」、「高齢者（歩行者・自転車）が
犠牲となる死亡・重傷事故が多い」、「飲酒運転による死亡事故が多い」と
いう特徴があります。◇交通事故を防止するために○出発前に後部座席
も含め、全員がシートベルトをしているか確認しましょう。6歳未満のお子
様には正しくチャイルドシートを使用しましょう。○悪天候などで視界が悪
いと、歩行者・自転車の発見が遅れがち。早めのライト点灯、こまめなハイ
ビームの切り替えを心掛け、速度を控え、危険を予測した運転をしましょ
う。○少しでもお酒を飲んだら、運転は絶対にしないで下さい。飲酒運転と
知りながら、車に同乗することも絶対にやめましょう。（交通企画課交通事
故抑止支援室　0776-22-2880）

全県

55 3/1
交通死亡事故発
生情報

昨日、午後１１時頃、福井市中央３丁目の市道を横断していた高齢男性
が、車にはねられ亡くなる事故が発生！車を運転をした５３歳男性を、飲
酒運転等で逮捕しました。○少しでもお酒を飲んだら運転は絶対禁止！
○運転する人にお酒を飲ませない！○お酒を飲んだ人には運転させな
い！「飲酒運転を絶対にしない、させない」という強い意志を持ち、飲酒運
転を根絶しましょう。県警察では、取締り等の対策を講じています。（交通
企画課交通事故抑止支援室　0776-22-2880）

全県

56 3/3
声かけ事案の発
生

３月２日午後３時頃、福井市二の宮４丁目地籍の路上において、帰宅途中
の女子児童が、男に「かわいいね。結婚しよう。お名前は？」等と声をかけ
られ、近寄られる事案が発生しました。男の特徴は、年齢２０代から３０
代、身長１７０から１８０センチメートル位、体格普通、こげ茶色のボサボサ
頭、黒色のジャンパー、薄い紺色ズボン、薄い緑色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、すぐにその場から逃げて、警察
に通報してください。また、お子様と「いかのおすし」についてお話しくださ
い。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井署



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

57 3/3
警察官を騙る不
審な電話に注
意！

◇本日、福井市内の高齢者宅に、警察官を騙り「あなたのキャッシュカー
ドが不正に使用されている。」と話す不審な電話が確認されました。◇これ
は、キャッシュカードを騙し取ろうとする詐欺の手口です。キャッシュカード
や暗証番号はあなただけのものです。絶対に教えたり、渡したりしないでく
ださい。◇離れて暮らす高齢のご家族にも注意をするよう連絡してくださ
い。家族の絆で特殊詐欺の被害を防止しましょう。（特殊詐欺緊急対策プ
ロジェクトチーム0776-22-2880）

全県

58 3/5
福井県警察ツ
イッターの御登
録を

◇県警察では、リュウピーネットで各種情報を提供するとともに、ツイッ
ターにて、タイムリーに○交通事故抑止のための注意喚起や対策○特殊
詐欺の最新手口や防衛策○通行止め等の道路交通情報○交通取締り情
報等を動画や写真付きで、わかりやすく配信しています。◇インターネット
で、「福井県警察　ツイッター」で検索し、フォローをお願い致します。　(福
井県警察本部総務課広報室 0776-22-2880)

全県

59 3/5
福井県警ユー
チューブの御登
録を

◇県警察では、リュウピーネットで各種情報を提供するとともに、ユー
チューブにて、オリジナルで製作した○交通安全啓発動画○特殊詐欺被
害防止に関する動画○県警音楽隊の演奏動画○警察官採用に関する動
画等を配信しています。◇先日、ハーモニーホールふくいにて開催した
「第２２回福井県警察音楽隊定期演奏会」の模様も配信を開始していま
す。◇インターネットで、「福井県警察　ユーチューブ」で検索し、是非御覧
ください。チャンネル登録もお願いします。（福井県警察本部総務課広報
室　0776-22-2880）

全県

60 3/10
交通死亡事故の
発生について

令和３年３月９日午後６時４０分頃、越前市内において、７１歳の男性が、
交差点を横断中、軽トラックにはねられて死亡する交通事故が発生しまし
た。これから暖かくなってくると、道路には歩行者や車がだんだん増えてき
ます。歩行者も運転手も油断せずくれぐれも安全確認をお願いします。
〇反射材の着用！こまめなハイビームの切替え！〇交差点での確実な
安全確認！　　　　　　(交通企画課交通事故抑止支援室　0776-22-2880)

全県

61 3/11 不審者情報

３月１０日午後５時４５分頃、坂井市春江町針原地籍の農道で、自転車で
下校中の女子中学生が、黒色の自動車に乗った男に「この辺の子か、ど
この中学校？」等と声を掛けられる事案が発生しました。男の特徴は、２０
歳代位、黒髪、短髪、黒っぽい作業服風の服装です。このような不審者に
遭遇した場合は、「すぐに逃げる」「大声で助けを求める」等の対応をして、
警察に通報してください。（坂井警察署0776-66-0110）

坂井署

62 3/12
行方不明者の手
配について

３月１０日頃から、福井市桃園地籍に住む８６歳の女性が、自宅から外出
したまま行方不明となっています。女性は、身長１５０センチメートル位、体
格やせ型、黒髪ショートカットです。服装については、分かっていません。
このような女性を見かけた際には、福井南警察署へ連絡してください。（福
井南警察署　0776-34-0110）

嶺北

63 3/12
不審な電話に注
意！

◇昨日（１１日）、福井市内の高齢女性宅に、市役所市民税課を騙って「半
年ほど前に税金の還付の書類を送っている。手続きが今日までとなって
いる。」などと話し、手続きのためと称し、口座番号を聞き出そうとする不審
な電話が確認されています。◇公的機関が電話で口座番号を訊くことは
ありません。このような電話がかかってきたらすぐに切って、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）

全県

64 3/12
行方不明者の手
配について

３月１０日頃から、福井市桃園地籍に住む８６歳の女性が、自宅から外出
したまま行方不明となっています。女性は、身長１５０センチメートル位、体
格やせ型、黒髪ショートカットです。服装については、分かっていません。
このような女性を見かけた際には、福井南警察署へ連絡してください。（福
井南警察署　0776-34-0110）

嶺北

65 3/12 不審者情報

◇３月１１日午後３時３０分頃から午後４時頃までの間、坂井市丸岡町八
ツ口地籍の路上において、車に乗車した男が、徒歩で下校中の男子児童
に「車に乗っていくか」と声をかけ、その後、同一と思われる男が、徒歩で
下校中の女子児童のあとを低速でつけるという事案が発生しました。◇男
の特徴は、年齢３０歳から４０歳位、黒髪、短髪、黒色サングラスを着用
し、白色の軽自動車に乗っていました。このような事案に遭遇したときは、
すぐにその場から離れて警察に通報してください。（坂井警察署　０７７６－
６６－０１１０）

福井
坂井地区
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66 3/15 不審者情報

◇３月１４日午後１０時４０分頃、福井市豊２丁目地籍において、男が、一
般住宅の浴室の外をスマートフォンらしき物を持ちながらうろつくという事
案がありました。◇男の特徴は、年齢２５歳から３０歳位、身長１６０から１
７０センチメートル位、体格小太り、黒色短髪で眼鏡をかけており、上下暗
めの色のスウェットらしき服を着用していました。◇入浴や着替え等をする
際は、窓やカーテンを閉めるなど、戸締りをしっかりとしてください。また、
このような事案に遭遇した時は、警察に通報してください。（福井警察署
０７７６－５２－０１１０）

嶺北

67 3/15 不審者情報

◇３月１４日午後１０時４０分頃、福井市豊岡２丁目地籍において、男が、
一般住宅の浴室の外をスマートフォンらしきものを持ちながらうろつくとい
う事案がありました。◇男の特徴は、年齢２５から３０歳位、身長１６０から
１７０センチメートル位、体格小太り、黒色短髪で、眼鏡をかけており、上下
暗めの色のスウェットらしき服を着用していました。◇入浴や着替え等をす
る際は、窓やカーテンを閉めるなど、戸締まりをしっかりとしてください。ま
た、このような事案に遭遇したときは、警察に通報してください。（福井警察
署０７７６－５２－０１１０）

嶺北

68 3/17
オレオレ詐欺の
電話に注意！

◇本日、福井市内の高齢者宅に、息子や甥を騙り「お金が必要。財布をな
くした。」などと話す不審な電話があり、その後、部下を名乗る男が自宅ま
で来た事案が確認されています。◇このような電話があったら、すぐに
切って、警察に通報してください。また、離れて暮らす高齢のご家族にも注
意をするよう連絡してください。◇家族の絆で特殊詐欺の被害を防止しま
しょう。（特殊詐欺緊急対策プロジェクトチーム0776-22-2880）

全県

69 3/18
熊の目撃情報に
ついて

３月１８日午後４時４５分頃、福井市朝谷町地籍において、熊の目撃情報
がありました。目撃された熊は、体長約１メートルの成獣です。熊を目撃し
た場合は、近付かず、すぐに市役所（町役場）又は警察に通報して下さ
い。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井署

70 3/19
警察官を騙る詐
欺電話に注意

◇本日（１９日）、美浜町内の高齢者宅に、警察官を騙り、「窃盗グループ
を逮捕したところ、犯人の所持品にあなたの保険証やマイナンバーカード
があった。」などと話す詐欺の予兆電話が確認されました。◇この手口は、
犯人が通帳やキャッシュカードなどをだまし取りにくるものです。このような
電話があっても、相手にキャッシュカードを渡したりせず、電話を切って警
察に通報してください。（敦賀警察署0770-25-0110）

全県

71 3/19 春山登山に注意

◇今月に入り、県内の山で道に迷うなどの遭難事故が立て続けに発生し
ています。◇奥越地方の山には、残雪があり滑りやすくなっていますの
で、特に注意して下さい。◇また、登山の際には、携帯電話や雨具などを
必ず準備するとともに、登山届けの提出をお願いします。（福井県警察本
部地域課　0776-22-2880）

全県

72 3/22
不審者情報につ
いて

◇３月１８日午後８時３０分頃、大飯郡高浜町園部地籍の路上において、
自転車で帰宅中の女子生徒が、車から降りてきた男に「お姉さん」と呼び
止められ、進路をふさがれるという事案がありました。◇男の特徴は、年
齢２０歳から３０歳位、身長１７０センチメートル位、灰色長袖パーカー、灰
色スウェットズボン、色不明の野球帽を着用し、黒色のＲＶ車を使用してい
ました。◇このような事案に遭遇したときは、すぐにその場から逃げて、警
察に通報してください。（小浜警察署　０７７０－５６－０１１０）

小浜署

73 3/22 不審者情報

◇３月１９日午後６時半頃、坂井市丸岡町本町地籍の路上において、下校
中の女子中学生二人が、軽自動車から降りてきた女性に「お守りの力
持ってるからやってあげようか？」などと声をかけられ、顔に手をかざされ
る事案が発生しました。◇女の特徴は、年齢が５０代から６０代位、身長１
６０センチメートル位、痩せ型、黒髪のショートカット、色不明のジャンパー
とロングスカートを着用し、薄水色の軽自動車に乗っていました。◇この様
な事案に遭遇したときは、すぐにその場を離れ、警察に通報して下さい。
（坂井警察署０７７６－６６－０１１０）

坂井地区

74 3/23
声かけ事案の発
生

３月２２日午後４時頃、福井市宮地町地籍の路上において、下校中の児童
３名に対し、男が「どこからきたの、どこの小学校」等と声をかける事案が
発生しました。男の特徴は、年齢４０歳位、身長１６５センチ位、体格小太
り、サイドが刈り上げの茶色の頭髪、服装は黒色フード付きパーカー、灰
色作業ズボンを着用しており、黄色の小型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、すぐにその場から逃げて警察に通報してく
ださい。また、お子様と「いかのおすし」についてお話しください。（福井警
察署０７７６－５２－０１１０）

福井地区
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75 3/23
山岳遭難事故多
発

◇今月に入り、県内の山で道に迷うなどの遭難事故が連続して発生して
います。◇奥越地方の山には、雪が残り、気象の状況によりホワイトアウ
トが発生します。登山をする際は、気象の確認を念入りに行い、遭難事故
防止に努めてください。◇また、登山の際には、携帯電話や雨具などを必
ず準備するとともに、登山届の提出をお願いします。（福井県警察本部 地
域課　0776-22-2880）

全県

76 3/23
声かけ事案の解
決

３月２３日に配信しました声かけ事案（福井市宮地町地籍において、男が
下校中の児童３名に対し、「どこからきたの、どこの小学校」等と声をかけ
る事案）については、解決することができました。御協力ありがとうござい
ました。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井地区

77 3/26 不審者情報

３月２５日午後５時頃、坂井市坂井町五本地籍においてアイボリー色軽自
動車を使用する男が、女子児童にスマートフォンを向けるという事案が発
生しました。男の特徴は、年齢３０歳位、黒髪、短髪、黒色サングラスでし
た。このような事案に遭遇した場合は、すぐにその場から離れて警察に通
報して下さい。（坂井警察署０７７６－６６－０１１０）

坂井

78 3/26
不審な電話に注
意！

◇本日の午前中、県内の高齢女性宅に、市役所保険課を騙って「介護保
険料の還付金がある。期限が過ぎている。」などと話し、手続きのためと称
し、口座番号を聞き出したり、ＡＴＭへ誘導しようとする不審な電話が確認
されました。◇公的機関が電話で口座番号を求めることはありません。◇
このような電話がかかってきたらすぐに切って、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）

全県

79 3/26
交通死亡事故の
発生について

県内で交通死亡事故が発生。本日１０時２５分頃、敦賀市内で横断歩道を
歩行中の高校生が車にはねられて亡くなる交通事故が発生しました。春
休みになり、日中の歩行者や自転車の通行も増えています。ドライバーは
歩行者や自転車により一層注意して運転してください。（交通企画課交通
事故抑止支援室　0776-22-2880）

全県

80 3/27 不審者情報

令和３年３月２７日午前１１時４５分頃、坂井市三国町北本町２丁目地籍
のバス停付近において、集団で登校していた女子生徒らが、女にスマート
フォンを向けられる事案が発生しました。女は、年齢２０歳代くらい、身長１
６０センチメートルくらい、白色ジャケットに青紫色のカーゴパンツ姿でし
た。このような事案に遭遇したときは、すぐにその場から逃げて警察に通
報してください。（坂井西警察署０７７６－８２－０１１０）

坂井地区

81 3/28
不審な電話に注
意!

３月２７日の午前中、越前市内の一般住宅に、市役所職員や銀行職員を
騙って「還付金がある。」等と話し、手続きのためと称し、銀行へ誘導しよう
とする不審な電話が確認されました。このような電話がかかってきたらす
ぐに切って、警察に通報してください。（越前警察署０７７８－２４－０１１０）

全県

82 3/29 飲酒運転逮捕

◇３月２６日（金）午後１０時３５分頃、坂井市春江町で、飲酒運転による逮
捕事案がありました。◇歓送迎会など、飲酒の機会が増える時期です。自
分はもちろん、周りの方や家族が飲酒運転をすることのないよう、お互い
に注意し合いましょう。(交通企画課交通事故抑止支援室　0776-22-2880)

全県

83 3/29
高齢者を狙う不
審な電話に注
意！

◇福井市内の高齢女性宅に、警察官を騙り「あなたのキャッシュカードを
預かっている。」と話す不審な電話が確認されました。◇警察からこのよう
な電話をすることはありません。これは、キャッシュカードを騙し取ろうとす
る詐欺の手口です。キャッシュカードや暗証番号はあなただけのもので
す。絶対に教えたり、渡したりしないでください。◇また、離れて暮らす高齢
のご家族にも注意をするよう連絡してください。家族の絆で特殊詐欺の被
害を防止しましょう。（特殊詐欺緊急対策プロジェクトチーム0776-22-
2880）

全県

84 3/29
不審な電話に注
意！

◇本日の午前中、坂井市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙って「還付
金がある。」などと話し、手続きのためと称して口座番号を聞き出したり、Ａ
ＴＭへ誘導する不審な電話が確認されました。◇公的機関が電話で口座
番号を聞くことはありません。◇このような電話がかかってきたらすぐに
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）

全県
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85 3/29
行方不明者の手
配について

本日午前９時頃、福井市運動公園２丁目地籍に住む７７歳の女性が自宅
から徒歩で外出したまま所在不明になっています。この女性は、身長１４５
センチメートル位、体格痩せ型、肩までの白髪混じり、茶色の靴、ズボン、
眼鏡を着用しています。このような女性を見かけた際には、福井南警察署
へ連絡してください。（福井南警察署０７７６－３４－０１１０）

嶺北

86 3/30
行方不明者の手
配解除について

昨日、福井南警察署から行方不明者として手配した福井市運動公園２丁
目地籍に住む７７歳の女性につきましては、無事発見されました。ご協力
ありがとうございました。（福井南警察署０７７６－３４－０１１０）

嶺北

87 3/30
行方不明者の手
配について

◇昨日午後８時３０分頃、福井市花堂中１丁目地籍に住む６２歳の男性が
ＪＲ花堂駅近くから徒歩にて所在不明となっています。◇この男性は、身
長１７３センチメートル位、体格痩せ型、黒髪の短髪、黒色フリース、黒色
スラックスを着用し、茶色の革靴を履き、青色のショルダーバッグを所持し
ています。◇このような男性を見かけた際には、福井南警察署へ連絡して
ください。（福井南警察署　０７７６－３４－０１１０）

嶺北

88 3/30
不審な電話に注
意！

◇先週から還付金詐欺の不審電話が連続発生しています。◇本日も午前
中、福井市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙って「還付金がある。」な
どと話し、手続きのためと称して口座番号を聞き出したり、ＡＴＭへ誘導し
ようとする不審な電話が確認されました。◇公的機関が電話で口座番号
を求めることはありません。このような電話がかかってきたらすぐに切っ
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）

全県

89 3/30
行方不明者の手
配解除について

◇本日、福井南警察署から行方不明者として手配した福井市花堂中１丁
目地籍に住む６２歳の男性につきましては、無事発見されました。◇ご協
力ありがとうございました。（福井南警察署　０７７６-３４-０１１０）

嶺北

90 3/31
不審な電話に注
意！

◇先週から還付金詐欺の不審電話が連続発生しています。◇本日も午前
中、福井市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙って「還付金がある。」な
どと話し、手続きのためと称して口座番号を聞き出したり、ＡＴＭへ誘導し
ようとする不審な電話が確認されました。◇公的機関が電話で口座番号
を求めることはありません。このような電話がかかってきたらすぐに切っ
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）

全県

91 3/31
行方不明者の手
配について

◇福井市天王町地籍に住む６９歳の女性が、３月２６日に自宅で確認され
たのを最後に行方不明になっています。◇この女性は、身長１５３センチ
メートル位、体格痩せ型、白髪交じりのショートヘア、紐付き黒色靴を履い
ています。◇このような女性を見かけた際には、福井南警察署へ連絡して
ください。（福井南警察署０７７６－３４－０１１０）

嶺北

92 4/2 不審者情報

４月１日午後６時頃、福井市高柳３丁目地籍の公園において、男子児童
が、男に体を触られるという事案がありました。男の特徴は、身長１７０セ
ンチメートル位、体格細身、黒色短髪で上下黒っぽい服装を着用していま
した。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ください。
（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井地区

93 4/2
「交通事故警戒
情報」（４月）

◇県内の過去５年間における４月の交通事故を分析しますと、「土・日に
おける死亡・重傷事故が多い」、「正面衝突の死亡事故が多い」、「自転車
が被害にあう死亡事故が多い」という特徴があります。交通事故を防止す
るために○前方不注意が原因による事故が多いので、危険をしっかり認
識するために、前をよく見て運転をしましょう。○走行中は前方左右の安
全確認を徹底し、対向車の動きに十分注意しましょう。カーブでは必ず減
速しましょう。○交差点手前などでは、自転車が飛び出してくるかもしれな
いという危険予測をし、慌てず左右の安全確認をしましょう。（交通企画課
0776-22-2880）

全県
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94 4/4
子どもに対する
声掛け事案

４月３日午後６時００分頃、越前町西田中４丁目地籍の路上において、男
が、帰宅中の女子生徒に対して、「一緒に遊ぼう」「電話番号教えて」など
と声を掛ける事案が発生しました。男は、年齢３０歳から４０歳位、身長１６
０センチメートル位、中肉、黒色短髪、白色の長袖、色不明の長ズボンを
着用していました。このような事案に遭遇した場合は、その場から離れ、す
ぐに警察に通報して下さい。お子様と一緒に『いかのおすし』についてお話
しください。（鯖江警察署0778-52-0110）

鯖江署

95 4/7 「不審者情報」

◇４月６日午後９時５０分頃、敦賀市相生町地籍の一般住宅において、何
者かが住宅の外から浴室の窓にスマートフォンを近づけて中を盗撮しよう
とする事案が発生しました。◇入浴する際は、浴室や脱衣場の窓の鍵を
必ず締め、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くださ
い。(敦賀警察署０７７０－２５－０１１０）

敦賀署

96 4/7
不審者情報の解
決について

◇４月１日に配信しました不審者情報（福井市高柳３丁目地籍の公園で、
男子児童が男に体を触られた事案）については、行為者を特定し解決す
ることができました。◇御協力ありがとうございました。（福井警察署０７７６
－５２－０１１０）

福井地区

97 4/8
熊の目撃情報に
ついて

４月７日午後７時頃、福井市稲津町地籍において熊１頭（幼獣）の目撃情
報がありました。熊を目撃した場合は、近付かず、速やかに市役所（町役
場）又は警察に通報してください。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井地区

98 4/9
熊の目撃情報の
訂正について

昨日配信しました熊（幼獣）の目撃情報につきまして、目撃時間を「４月７
日午後７時頃」とお伝えしましたが、正しくは、「４月８日午後７時頃」でした
ので訂正いたします。付近にお住まいの方にも、どうぞお知らせください。
(福井警察署０７７６－５２－０１１０)

福井地区

99 4/9
行方不明者の手
配について

あわら市柿原地籍に住む６６歳の男性が、本日、北潟湖周辺を散歩中に
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、体格やせ
型で、黒色帽子、黒色ジャンパー、側面に白ラインが２本入った黒色ズボ
ン、黒と黄色の靴を着用しています。このような男性を見かけた際には、
あわら警察署へ連絡してください。（あわら警察署０７７６－７３－０１１０）

あわら署

100 4/10
行方不明者の手
配解除について

昨日、あわら警察署から行方不明者として手配した、あわら市柿原地籍に
住む６６歳の男性につきましては、無事発見されました。ご協力ありがとう
ございました。（あわら警察署０７７６－７３－０１１０）

あわら署
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101 4/13
ワクチン接種詐
欺に注意!

◇新型コロナウィルスのワクチン接種が始まりました。◇県、市町、保健
所や医療機関などを騙って、「ワクチン接種には予約が必要」などと話し、
予約金を要求したり、マイナンバーや銀行口座などの個人情報を聞き出
そうとする不審な電話に注意してください。新型コロナワクチン接種は無料
です。◇このような電話がかかってきたらすぐに切って、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）

全県

102 4/14
不審な電話に注
意！

◇本日の午後、坂井市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙って「還付金
がある。」などと話す電話があった後、金融機関職員を名乗る者から、手
続きのためと説明し、口座番号を聞き出したり、ＡＴＭへ誘導させる不審な
電話が確認されました。◇先月も同様の不審電話が多数確認され、被害
も発生しています。◇このような電話がかかってきたらすぐに切って、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）

全県

103 4/16 犯罪情報

◇先日、敦賀市内で、在宅確認の電話があった後、訪問した業者から貴
金属等を強引に買い取られそうになる事案が発生しました。◇買い取って
もらうつもりがなければ、毅然と断ってください。また、業者が身分を明ら
かにしない場合や、退去に応じないなど身の危険を感じた場合は、迷わず
警察に通報してください。（敦賀警察署　０７７０－２５－０１１０）

敦賀署

104 4/16
穴開けパンチを
使った詐欺に注
意

◇他県で、警察官を騙って「カードが不正に使用されている」と電話があっ
た後、警察官を名乗る者が自宅にやってきて、目の前でキャッシュカード
に穴開けパンチで穴を開け、使えなくなったように見せかけて騙し取る手
口が発生しています。◇このような電話がかかってきたらすぐに切って、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）

全県

105 4/19
不審な電話に注
意！

◇本日、午前中、福井市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙って「介護
保険の払い戻しがある。」などと話し、ＡＴＭへ誘導しようとする不審な電話
が確認されました。◇先週も同様の不審電話が確認され、被害も発生して
います。◇このような電話がかかってきたらすぐに切って、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）

全県

106 4/26 不審者情報

本日午前７時４０分頃、大野市中挾２丁目地籍において、白色の軽トラック
に乗った男が、登校中の女子中学生に対して、カメラを向ける事案が発生
しました。男は、デニムの帽子、黒色サングラス、白色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、その場から離れ、すぐに警察
に通報して下さい。（大野警察署　０７７９－６５－０１１０）

大野署
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107 4/26 不審者情報

本日午後３時３０分頃、大野市中野町１丁目地籍において、白色の軽ト
ラックに乗った男が、下校中の男子児童に対して、カメラのような物を向け
る事案が発生しました。男は、白髪の短髪、黒色サングラス、白色マスク
を着用していました。このような事案に遭遇した場合は、その場から離れ、
すぐに警察に通報して下さい。（大野警察署　０７７９－６５－０１１０）

大野署

108 4/27
クマとの遭遇事
故に注意

◇春から夏にかけて、動物が活発に活動します。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。○悪天候や
視界の悪い場所を避けましょう。○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
た場合は最寄りの市町や警察署に連絡して下さい。(生活安全企画課
0776-22-2880)

全県

109 4/27
不審者情報につ
いて

◇本年４月２６日午後５時２０分頃、敦賀市若葉町３丁目地籍の路上にお
いて、自転車で下校中の女子生徒が、対向から徒歩で近づいてきた男に
声をかけられ、肩などを掴まれるという事案が発生しました。◇男の特徴
は、年齢３０歳代位、体格中肉、黒色と金色混じりの短髪、黒色長袖Ｔシャ
ツ、ベージュ色の長ズボンを着用していました。◇このような事案に遭遇し
たときは、すぐにその場から離れ、警察に通報してください。（敦賀警察署
０７７０－２５－０１１０）

敦賀署

110 4/27
登山における注
意点

◇今年に入り、県内の山で道に迷うなどの遭難事故が連続して発生して
います。◇春の登山、山菜採りシーズンに入りますが、山に入る際は、携
帯電話や雨具などを必ず準備し、遭難事故防止に努めてください。◇ま
た、登山の際には、単独登山を控え、家族の方に行き先を伝えてください
（福井県警察本部地域課　０７７６－２２－２８８０）

全県

111 4/27
鯖江警察署から
のお知らせ

このたび、鯖江警察署糸生駐在所が全焼し、住民の皆さまに多大なるご
心配、ご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。警察施設での火災を
重く受け止め、管内の治安維持により一層努めてまいります。当面、糸生
駐在所は、丹生分庁舎朝日交番を拠点に、これまで同様、管内の皆さま
の困りごと相談や落とし物の受け付け、パトロールや巡回連絡など、地域
の安全・安心の確保に全力で取り組んでまいります。今後とも、引き続き
警察活動へのご理解、ご協力をお願いいたします。（鯖江警察署　０７７８
－５２－０１１０）

丹南地区

112 4/28
不審者事案の解
決について

◇４月２７日配信の不審者情報（敦賀市若葉町３丁目地籍の路上におい
て、女子生徒が男に声をかけられ、肩などを掴まれた事案）については、
行為者を特定し解決することができました。◇ご協力ありがとうございまし
た。（敦賀警察署　０７７０－２５－０１１０）

敦賀署
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113 4/28 不審者情報

◇本年４月２６日午後３時頃、福井市円山１丁目地籍の路上において、下
校中の児童に対し、男が「こっちにおいで。」と声を掛けた後、白色軽トラッ
クに乗って立ち去るという事案がありました。◇男の特徴は、年齢２０歳
代、黒色短髪、上衣は灰色Ｔシャツ、下衣は青色ズボンで、サングラスと布
マスクを着用していました。このような事案に遭遇したときは、すぐにその
場から離れて、警察に通報してください。（福井警察署　０７７６－５２－０１
１０）

福井地区

114 4/28
声かけ事案の発
生

４月２６日午前７時５０分頃、福井市二の宮４丁目地籍の路上において、
登校途中の女子生徒が男に声をかけられ、背負っていたリュックサックを
触られる事案が発生しました。男の特徴は、年齢５０から６０代位、身長１
６５センチメートル位、体格普通、黒色短髪、灰色のパーカー、灰色のス
ウェット風ズボンを着用し、マスクは着用していませんでした。このような事
案に遭遇した場合は、すぐにその場から逃げて、警察に通報してください。
（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井署

115 4/29 不審者情報

４月２７日午後６時頃、鯖江市新横江１丁目地籍の量販店出入口付近に
おいて、男が、店に入ろうとしていた女子生徒の腕をすれ違い様に掴むと
いう事案が発生しました。男は、年齢１０代後半から２０代前半位、身長１
６０センチメートルから１６５センチメートル位、やせ型、黒色短髪、白色の
長袖Ｔシャツ、紺色のハーフパン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、その場から離れ、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

116 4/30
「交通事故警戒
情報」（５月）

◇県内の過去５年間における５月の交通事故を分析しますと、「高齢の歩
行者や自転車が被害となる死亡事故が多い」、「県外者が第１当となる死
亡事故が多い」、「二輪車による重傷事故が多い」という特徴があります。
◇交通事故を防止するために○高齢者を見かけた時は、動向をよく見て、
安全な距離を保って、運転しましょう。○疲れや眠気を感じる前に２時間に
１回以上、十分な休息を取りましょう。○過去５年間の自動二輪車の死亡
事故は８割以上が左カーブで発生しています。カーブ手前から十分な減速
をお願いします。（交通企画課交通事故抑止支援室　0776-22-2880）

全県

117 5/4 不審者情報

昨日（５月３日）午後８時頃、越前市家久町地籍の一般住宅において、何
者かが住宅の敷地内に侵入し、家人が入浴中の浴室窓からスマートフォ
ン様のものを差し入れるという事案が発生しました。入浴や着替え等をす
る際は、窓やカーテンを閉め、のぞかれないような措置をとってください。
このような事案に遭遇した場合は、警察に通報してください。（越前警察署
０７７８－２４－０１１０）

丹南地区

118 5/8
猿の目撃情報に
ついて

５月８日午後１時１０分頃に吉田郡永平寺町松岡神明１丁目地籍で猿の
成獣１頭が目撃されました。猿を目撃した場合には近づかず、速やかに市
役所、役場又は警察に通報してください。（福井警察署０７７６－５２－０１
１０）

福井地区

119 5/10
行方不明者の手
配

令和３年５月９日午後１時頃、鯖江市長泉寺町に住む７０歳代の女性が、
徒歩で外出したまま行方不明となっています。女性は、身長１６０ｃｍ位、
体格やせ型、白髪混じりの黒髪で、暗い色の長袖、長ズボンを着ていま
す。このような女性を見かけた方は、鯖江警察署までご連絡ください。（鯖
江警察署０７７８－５２－０１１０）

全県
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120 5/10
不審な電話に注
意！

◇本日の午前中、福井市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙って「還付
金がある。」などと話す電話があり、手続きのためと称し取引金融機関名
やキャッシュカードの有無を聞き出そうとする不審な電話が確認されまし
た。◇このような電話がかかってきたらすぐに切って、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）

全県

121 5/10
行方不明者の手
配解除

◇本日、鯖江警察署から行方不明者として手配した鯖江市長泉寺町地籍
に住む７０歳代の女性については、無事発見されました。◇ご協力ありが
とうございました。（鯖江警察署　０７７８－５２－０１１０）

全県

122 5/10
声かけ事案の解
決について

◇４月２８日に配信しました声かけ事案（福井市二の宮４丁目地籍の路上
において、登校途中の女子生徒が男に声をかけられ、背負っていたリュッ
クサックを触られるという事案）については、行為者を特定し解決すること
ができました。◇御協力ありがとうございました。（福井警察署　０７７６－５
２－０１１０）

福井地区

123 5/12 不審者情報

５月１１日午後４時頃、鯖江市吉田町地籍の路上において、男が、集団下
校中の児童の横を自転車ですれ違いざまに「殺すぞ」等とつぶやく事案が
発生しました。男は、年齢３０代から４０代位、身長１６０センチ位、痩せ
型、黒髪、紺色系の長袖上着、青色のジーパンを着用し、前かご付自転
車に乗っていました。このような事案に遭遇した場合は、その場から離れ、
すぐに警察へ通報して下さい。（鯖江警察署０７７８－５２－０１１０）

鯖江署

124 5/13
子供に対する声
かけ事案の発生

５月１３日午後４時頃、越前市家久町地籍の路上において、黒色の自転車
に乗った男が、複数で帰宅途中の女子児童に対し、すれ違いざまに、ス
マートフォンを向けながら、「こんにちは。こんにちは。」と声を掛ける事案
が発生しました。男は、年齢１６歳から１８歳位、中肉、上下学生服様の服
装でした。このような事案に遭遇した場合は、その場から離れ、警察に通
報してください。お子様と一緒に『いかのおすし』についてお話しください。
（越前警察署0778‐24‐0110）

越前署

125 5/14
不審な電話に注
意！

◇本日、敦賀市内の高齢女性宅に、市役所の介護保険課職員を騙って
「二重にもらっていたので返金する。」などと話し、取引銀行を聞き出す電
話があった後、金融機関職員を名乗る者から、手続きのためと称し、ＡＴＭ
へ誘導しようとする不審な電話が確認されました。◇このような電話がか
かってきたらすぐに切って、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）

全県

126 5/14
飲酒運転逮捕情
報

◇５月１３日（木）飲酒運転した３０歳男性を逮捕しました。逮捕容疑は、同
日午前４時４５分頃、福井市下馬３丁目国道８号において飲酒運転した疑
い。◇飲酒運転は犯罪です。◇自分はもちろん、周りの方や家族が飲酒
運転をすることがないよう、お互いに注意し合いましょう。（交通企画課交
通事故抑止支援室　0776-22-2880）

全県
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127 5/14
行方不明者の手
配について

◇福井市西学園１丁目地籍に住む７４歳の男性が、本日午後１時頃に自
宅から徒歩で出かけたのを最後に行方不明となっています。◇男性は、
身長１７０センチメートル位、体格やせ型、短髪（白髪）、服装は灰色っぽい
長袖ポロシャツ、紺色白っぽいライン入りトレパン、白っぽい運動靴を着用
しています。◇このような男性を見かけた方は、福井警察署まで御連絡く
ださい。（福井警察署０７７６―５２－０１１０）

嶺北

128 5/14
声かけ事案の解
決について

５月１３日に配信しました子供に対する声かけ事案（越前市家久町地籍の
路上において、帰宅途中の女子児童が、男にスマートフォンを向けられな
がら声をかけられた事案）については、解決することができました。御協力
ありがとうございました。（越前警察署０７７８－２４－０１１０）

越前署

129 5/15
行方不明者の手
配解除

昨日、福井警察署から行方不明者として手配した福井市西学園１丁目地
籍に住む７４歳の男性については、無事発見されました。御協力ありがと
うございました。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

嶺北

130 5/17 飲酒運転逮捕
◇５月１６日（日）飲酒運転した３０歳男性を逮捕しました。◇逮捕容疑は、
５月１５日（土）午後１１時３０分頃、福井市中央２丁目付近の道路におい
て、飲酒運転した疑い。(危険運転ストップダイヤル 0776－23－4949)

全県

131 5/17 飲酒運転逮捕
５月１６日（日）飲酒運転した３０歳代男性を逮捕しました。逮捕容疑は、５
月１５日（土）午後１１時３０分頃、福井市中央２丁目付近の道路におい
て、飲酒運転した疑い。（危険運転ストップダイヤル　0776－23－4949)

全県

132 5/18
不審な電話に注
意！

◇本日の午後、あわら市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙って「医療
費の払い戻しがある。」と話す不審な電話が確認されました。◇公的機関
が、電話でお金が戻るなどと話すことはありません。◇このような電話が
かかってきたらすぐに切って、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）

全県

133 5/20
不審な電話に注
意！

◇本日、鯖江市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙って「介護保険の払
い戻しがある。」などと話す電話があった後、金融機関職員を名乗る者か
ら、手続きのためと称し、口座番号を聞き出したり、ＡＴＭへ誘導しようとす
る不審な電話が確認されました。◇このような電話がかかってきたらすぐ
に切って、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）

全県



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

134 5/20
宅配業者を騙る
不在通知に注
意！

◇スマホに宅配業者を騙る不在通知ＳＭＳが届いたとの相談が寄せられ
ています。◇メッセージ本文には「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をタップすると、不正なアプリをインストールさせら
れたり、偽サイトが表示されたりして、個人情報が盗み取られるなどの被
害を受けます。◇ＳＭＳのＵＲＬはタップせず、すぐに警察に相談してくださ
い。詳細は県警ホームページの『FOCUS』からご確認下さい。（生活環境
課サイバー犯罪対策室　0776-22-2880）

全県

135 5/21 飲酒運転逮捕

◇５月２１日（金）飲酒運転した５０歳代男性を逮捕しました。◇逮捕容疑
は、５月２０日（木）午後１１時５５分頃、勝山市立川町１丁目付近の道路に
おいて、飲酒運転した疑い。（危険運転ストップダイヤル　0776－23－
4949)

全県

136 5/24 飲酒運転逮捕

◇５月２４日（月）飲酒運転した２０歳代女性を逮捕しました。◇逮捕容疑
は、５月２４日（月）午前１時２５分頃、福井市板垣３丁目付近の道路にお
いて、飲酒運転した疑い。◇交差点で停止中のパトカーに、同女性が運転
する普通乗用自動車が接触し、職務質問したところ、飲酒運転事実が判
明したもの。危険運転ストップダイヤル　(0776－23－4949)

全県

137 5/25
不審な電話に注
意！

◇本日、坂井市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙って「介護保険の払
い戻しがある。」と話し、手続きのためと称し取引金融機関を聞き出す不審
な電話が確認されました。◇公的機関が、電話で還付金の話をすることは
ありません。◇このような電話がかかってきたらすぐに切って、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）

全県

138 5/26
行方不明者の手
配について

◇福井市経田２丁目地籍に住む４２歳の女性が、本日午前１０時頃に、自
宅から行方不明となっています。◇女性は、身長１５０センチメートル位、
小太り、黒髪セミロングで一つ結び、メガネあり、上衣は薄い黄緑色の
カーディガン、色不明のＴシャツ、下衣カーキ色の長ズボン、靴は灰色のス
ニーカーを着用しています。◇このような女性を見かけた方は、福井警察
署まで御連絡ください。（福井警察署０７７６―５２－０１１０）

福井・坂井
地区

139 5/26
行方不明者の手
配解除について

本日、福井警察署から行方不明者として手配した福井市経田２丁目地籍
に住む４２歳の女性については、無事発見されました。御協力ありがとうご
ざいました。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井・坂井
地区



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

140 5/27 不審者情報

◇昨日午後９時３０分頃、福井市花堂北１丁目地籍の路上において、ズボ
ンを下げた状態の男が、通りがかりの女性を凝視するという事案がありま
した。◇男の特徴は、年齢２０代から３０代くらい、身長１７０センチメートル
くらい、体格普通、色不明のトレーナーを着用していました。◇このような
事案に遭遇した場合は、すぐにその場を離れるなどして安全を確保し、警
察に通報してください。（福井南警察署　０７７６－３４－０１１０）

福井地区

141 5/27
反射材のアイデ
ア作品を募集

◇「手頃で身に着けやすく格好いい」反射材アイデア作品を募集していま
す。◇アイデア作品の中から優秀作品を表彰します。夜間の交通事故防
止に有効な反射材の斬新なアイデアをお待ちしています。◇締め切りは７
月３０日（金）です。詳しくは県警ＨＰをご覧ください。(高齢者安全対策係
０７７６－２２－２８８０）

全県

142 5/28
クマの目撃情報
について

◇本日午前９時４５分頃、敦賀市野坂山第一駐車場において、体長１メー
トル位の熊１頭が目撃されました。◇熊を目撃した場合は、近付かず、速
やかに市役所（町役場）又は警察に通報してください。（敦賀警察署　０７７
０－２５－０１１０）

敦賀署

143 5/28
熊の目撃情報に
ついて

◇５月２７日午後４時頃及び翌２８日午後３時１０分頃、福井市境寺町地籍
において熊１頭の目撃情報がありました。◇熊を目撃した場合は、近付か
ず、速やかに市役所（町役場）又は警察に通報してください。（福井警察署
０７７６－５２－０１１０）

福井署

144 5/28 不審者情報

本日午後５時頃、大野市城町地籍の路上において、通行中の女子小学生
に対し、男がスマートフォンを向けながら「こんにちは」と声を掛ける事案が
発生しました。男の特徴は、年齢６０歳位、身長１７０センチメートル位、細
身で、オレンジ色の半袖シャツ、黒っぽい色の長ズボンを着用していまし
た。このような事案に遭遇した場合は、その場から逃げて、すぐに警察に
通報してください。また、お子様と、「いかのおすし」についてお話しくださ
い。（大野警察署　０７７９－６５－０１１０）

大野署

145 5/30
熊の目撃情報に
ついて

５月２９日午後８時頃、丹生郡越前町横山地籍において、体長１．５メート
ル位の熊１頭が目撃されました。熊を目撃した場合は、近付かず、速やか
に町役場（市役所）又は警察に通報してください。（鯖江警察署０７７８－５
２－０１１０）

鯖江署
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146 5/31
熊の目撃情報に
ついて

５月３０日午後７時頃、福井市小和清水町地籍において熊１頭の目撃情
報がありました。熊を目撃した場合は、近付かず、速やかに市役所（町役
場）又は警察に通報してください。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井署

147 6/1
「交通事故警戒
情報」（６月）

◇過去５年間の雨天時の交通事故の特徴をみると、「歩行者が事故に遭
う危険性は、夜間が昼間の２倍以上！」、「歩行者は『横断中』に事故に遭
う割合が約２割増！」、「自動車は『右折時』の事故割合が約１割増！」◇
雨天時の交通事故を防止するために○ドライバーは緊急時に備え、控え
めな速度を保ちましょう。○歩行者は、道路を横断する際には、左右の安
全確認を徹底し、夜間は反射材の着用を。〇雨天時は視界が悪くなりま
す。ドライバーは特に右折時に歩行者がいないか、十分注意しましょう。
（交通企画課交通事故抑止支援室　0776-22-2880）

全県

148 6/1 飲酒運転逮捕
５月３０日（日）飲酒運転した容疑で５０歳代男性を逮捕しました。逮捕容
疑は、５月３０日（日）午後９時５０分頃、坂井市丸岡町南横地の県道にお
いて、飲酒運転した疑い。(危険運転ストップダイヤル 0776－23－4949)

全県

149 6/1 不審者情報

５月３１日午前７時２５分頃、越前市芝原５丁目地籍の路上において、男
が歩きながら、複数で登校途中の児童に、スマートフォンを向ける事案が
発生しました。男は、年齢３０歳から４０歳くらい、身長１６０センチメートル
から１７０センチメートル、中肉、黒色マスク、上下黒色の服装でした。この
ような事案に遭遇した場合は、警察に通報してください。（越前警察署０７
７８－２４－０１１０）

丹南

150 6/3
猿の目撃情報に
ついて

◇本日午後０時３０分頃、福井市南宮地町地籍において猿２０頭位の目
撃情報がありました。◇猿を目撃した場合は、不用意に近付かず、刺激し
ないようにして下さい。（福井警察署　０７７６－５２－０１１０）

福井署

151 6/8
行方不明者の手
配について

◇坂井市春江町大石地区に住む６０歳代の女性が、昨日午後２時３０分
頃に、自宅から行方不明となっています。◇女性は、身長１５０センチメー
トル位、やせ型、黒色ショートカット、黒色半袖Ｔシャツ、灰色の八分丈のズ
ボンを履いています。◇このような女性を見かけたら、坂井警察署にご連
絡ください。（坂井警察署　０７７６－６６－０１１０）

全県



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

152 6/8
オレオレ詐欺の
電話に注意！

◇昨日（７日）の昼頃、敦賀市内の高齢女性宅に、息子を騙り「携帯電話
を無くしたので番号を変えた」「風邪をひいて声がおかしい」などと話す不
審な電話がありました。◇このような電話があったら、すぐに切って、警察
に通報してください。また、離れて暮らす高齢のご家族にも注意をするよう
連絡してください。◇家族の絆で特殊詐欺の被害を防止しましょう。（特殊
詐欺緊急対策プロジェクトチーム　0776-22-2880）

福井地区

153 6/8 不審者情報

◇昨日午後０時３０分頃、福井市久喜津町地籍の駐車場にいた男が女子
高生に近寄り、耳元で「援交に興味ありますか。」と囁いた事案が発生しま
した。◇男は、年齢３０代半ば位、身長１７０センチメートル位、肥満型、黒
髪のスポーツ刈りで、黒色の半袖シャツ、ベージュ色のスラックスを着用し
ていました。◇このような事案に遭遇したときは、すぐにその場を離れるな
どして安全を確保し、警察に通報してください。（福井南警察署　０７７６－
３４－０１１０）

鯖江署

154 6/8
不審な電話に注
意！

◇６月５日、敦賀市内の高齢女性宅に、市役所職員を名乗る者から「介護
保険の払い戻しがある。」「取引金融機関はどこか。」などと尋ねる電話が
あった後、コールセンター職員を名乗る者からＡＴＭに誘導する不審な電
話が確認されました。◇公的機関が、還付金の手続きについて電話をす
ることはありません。◇このような電話がかかってきたらすぐに切って、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）

越前署

155 6/9
不審な電話に注
意！

◇本日午前１１時頃、美浜町内の高齢女性宅に、町役場の年金課職員を
騙る者から「年金の払い戻しがある。」と話し、年金の振込み金融機関名
を聞き出し、「後から電話するのでキャッシュカードや通帳を用意しておくよ
うに。」と指示する不審な電話がありました。◇このような電話がかかって
きたらすぐに切って、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）

全県

156 6/9
行方不明者の手
配解除について

◇昨日、坂井警察署から行方不明として手配した坂井市春江町大石地区
に住む６０歳代の女性については、無事発見されました。◇ご協力ありが
とうございました。（坂井警察署　０７７６－６６－０１１０）

全県

157 6/10
不審な電話に注
意！

◇本日、午前中、敦賀市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙る者から
「介護保険料について話がある。」との不審な電話がありました。◇６月５
日、１０日にも同様の不審電話が、嶺南地域において確認されています。
◇このような電話がかかってきたらすぐに切って、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）

嶺北
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158 6/11 不審者情報

◇本日午前０時頃、福井市花堂中１丁目地籍において、自宅の脱衣所で
女性が着替えていたところ、脱衣所の窓の外から、何者かに黒色のス
マートフォンのような物を差し込まれるという事案が発生しました。◇入浴
や着替え等をする際は、浴室や脱衣所の窓の鍵を必ず締め、カーテンを
するなどして、覗かれないような措置を執って下さい。◇また、このような
事案に遭遇した場合は、警察に通報して下さい。（福井南警察署　０７７６
－３４－０１１０）

越前署

159 6/13 不審者情報

昨日（６月１２日）午後０時５０分頃、福井市春日町地籍の路上において、
男がズボンを下げ、下半身を露出する事案がありました。男の特徴は、年
齢４０代位、身長１７０センチメートル位、体格小太り、黒色Ｔシャツ、色不
明のハーフパン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、
すぐにその場を離れるなどして安全を確保し、警察に通報してください。
（福井南警察署０７７６－３４－０１１０）

嶺北

160 6/14
熊の目撃情報に
ついて

◇本日午前１１時４０分頃、坂井市丸岡町野中山王地籍において小熊２
頭が目撃されました。◇熊を目撃した場合は、近付かず、速やかに市役所
または警察に通報してください。（坂井警察署　０７７６－６６－０１１０）

全県

161 6/15
熊の目撃情報に
ついて

◇本日午前７時５０分頃、若狭町世久見地籍において、小熊１頭が目撃さ
れました。◇熊を目撃した場合は、近付かず、速やかに町役場（市役所）
又は警察に通報してください。（敦賀警察署　０７７０－２５－０１１０）

全県

162 6/15
熊の目撃情報に
ついて

◇本日午前８時５０分頃、永平寺町藤巻地籍において、小熊１頭が目撃さ
れました。◇熊を目撃した場合は、近付かず、速やかに町役場（市役所）
又は警察に通報してください。（福井警察署　０７７６－５２－０１１０）

全県

163 6/17 不審者情報

◇昨日午後６時１０分頃、越前市府中３丁目地籍の地下道において、地下
道の階段を降りようとした女子中学生に対し、男が階段下からスマート
フォンを向けるという事案が発生しました。◇男の特徴は、年齢４０歳から
５０歳位、身長１７０センチメートルから１７５センチメートル位、細身で、白
色マスク、灰色Ｔシャツ、薄茶色ズボンを着用し、黒色ナップサックを背
負っていました。◇このような事案に遭遇した場合は、その場から離れ、
すぐに警察に通報してください。（越前警察署　０７７８－２４－０１１０）

全県



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

164 6/18
オレオレ詐欺の
電話に注意！

◇昨日（１７日）、坂井市内の高齢女性宅に、孫を騙り「会社のお金を株に
使い損失を出した。」「何とかお金を用意してほしい。」などと話す不審な電
話がありました。◇このような電話があったら、すぐに切って、警察に通報
してください。また、離れて暮らす高齢のご家族にも注意をするよう連絡し
てください。◇家族の絆で特殊詐欺の被害を防止しましょう。（特殊詐欺緊
急対策プロジェクトチーム　0776-22-2880）

全県

165 6/18
熊の目撃情報に
ついて

本日午後３時頃、永平寺町石上地籍において熊１頭（幼獣）の目撃情報が
ありました。熊を目撃した場合は、近付かず、速やかに町役場（市役所）又
は警察に通報してください。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

全県

166 6/19
子どもに対する
声掛け事案

６月１８日午後５時００分頃、鯖江市水落町２丁目地籍の公園において、
男が女子児童に対して、「おじさん何歳に見える」「７０歳代でした」などと
声を掛ける事案が発生しました。男は、年齢７０歳位、身長１７０センチメー
トル位、中肉、白色短髪、紫色の長袖、青色の長ズボンを着用していまし
た。このような事案に遭遇した場合は、その場から離れ、すぐに警察に通
報してください。お子様と一緒に『いかのおすし』についてお話しください。
（鯖江警察署０７７８－５２－０１１０）

全県

167 6/21
横断アクション・
ペコリン運動！

◇ドライバーさん、信号機のない横断歩道を渡ろうとしている歩行者がい
た時、止まっていますか？信号機のない横断歩道は「歩行者優先」です！
◇でも、歩行者側もドライバーに対し、「横断歩道を渡りたい」という明確な
意思表示が大切！◇県警察では、手を上げるなどの明確なアクションと
横断時の会釈の実践を呼び掛ける「横断アクション・ペコリン運動」推進中
です！（交通企画課交通事故抑止支援室　0776-22-2880）

全県

168 6/21
熊の目撃情報に
ついて

６月２１日午後８時５０分頃、福井県吉田郡永平寺町栗住波地籍において
熊１頭（幼獣）の目撃情報がありました。熊を目撃した場合は、近付かず、
速やかに町役場（市役所）又は警察に通報してください。（福井警察署０７
７６－５２－０１１０）

福井・坂井
地区

169 6/22
熊の目撃情報に
ついて

◇本日午前８時２０分頃、若狭町白屋地籍において、体長１．５メートル位
の熊１頭が、同日午前９時１０分頃、若狭町世久見地籍において、体長１
メートル位の熊１頭がそれぞれ目撃されました。◇熊を目撃した場合は、
近付かず、速やかに町役場（市役所）又は警察に通報してください。（敦賀
警察署　０７７０－２５－０１１０）

福井・坂井
地区



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

170 6/22
不審電話に注
意！

◇本日、午前中、小浜市内の高齢女性宅に、防犯協会職員を騙り「あなた
の名前が漏れている。」「すぐに削除しなければならない。」などと話す不
審な電話がありました。◇防犯協会がこのような電話をかけることはあり
ません。電話があったら、すぐに切って、警察に通報してください。◇また、
離れて暮らす高齢のご家族にも注意をするよう連絡してください。家族の
絆で特殊詐欺の被害を防止しましょう。（特殊詐欺緊急対策プロジェクト
チーム　0776-22-2880）

福井地区

171 6/22
熊の目撃情報に
ついて

本日午後５時２０分頃、福井県吉田郡永平寺町栗住波地籍において熊１
頭（幼獣）の目撃情報がありました。熊を目撃した場合は、近付かず、速や
かに町役場（市役所）又は警察に通報してください。（福井警察署０７７６－
５２－０１１０）

全県

172 6/23
熊の目撃情報に
ついて

◇本日午前６時頃、吉田郡永平寺町上吉野地籍において熊１頭（成獣）の
目撃情報がありました。◇熊を目撃した場合は、近付かず、速やかに町役
場（市役所）又は警察に通報してください。（福井警察署　０７７６－５２－０
１１０）

敦賀署

173 6/25
行方不明者の手
配について

◇大野市日吉町地籍に住む８０歳代の男性が、本日午前９時１５分頃に、
福井市北四ツ居２丁目の駐車場で確認されたのを最後に行方不明となっ
ています。◇男性は、身長１５０センチメートル位、痩せ型、禿げ頭、灰色
長袖シャツ、紺色靴を履き、黒色の腕時計をつけています。このような男
性を見かけたら、最寄りの警察署にご連絡ください。（大野警察署　０７７９
－６５－０１１０）

福井署

174 6/25
不審な電話に注
意！

◇本日の午後、坂井市内の高齢女性宅に、防犯協会職員を騙り「あなた
の名前が漏れている。」「削除しますか。」などと話す不審な電話がありま
した。◇防犯協会がこのような電話をかけることはありません。このような
電話があったら、すぐに切って、警察に通報してください。また、離れて暮
らす高齢のご家族にも注意をするよう連絡してください。◇家族の絆で特
殊詐欺の被害を防止しましょう。（特殊詐欺緊急対策プロジェクトチーム
0776-22-2880）

大野署

175 6/25
行方不明者の手
配解除について

本日、大野警察署から行方不明として手配した大野市日吉町地籍に住む
８０歳代の男性については、無事発見されました。ご協力ありがとうござい
ました。（大野警察署０７７９ー６５ー０１１０）

鯖江署
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176 2021/6/27 不審者情報

６月２６日午前１０時００分頃、鯖江市小黒町１丁目地籍の路上において、
男が女子児童に対して１００メートル位歩いてつきまとう事案が発生しまし
た。男は、年齢４０歳位、身長１６５センチメートル位、中肉、黒髪、黒色ハ
ンチング帽、黒色サングラス、黒色の長袖、黒色の長ズボンを着用してい
ました。このような事案に遭遇した場合は、その場から離れ、すぐに警察
へ通報してください。また、お子様と一緒に『いかのおすし』についてお話し
てください（鯖江警察署０７７８－５２－０１１０）。

福井署

177 2021/6/28
警察官を騙る不
審な電話に注
意！

◇本日、午前中、越前市内の高齢男性宅に、警察官を騙り「犯人グルー
プを捕まえた。犯人グループに銀行員がおり、名簿にあなたの名前があっ
た。」等と話し、取引金融機関や口座番号を聞きだそうとする不審な電話
が確認されました。◇警察がこのような電話をすることはありません。銀行
口座や暗証番号は、絶対に教えたり、渡したりしないでください。また、離
れて暮らす高齢のご家族にも注意をするよう連絡してください。◇家族の
絆で特殊詐欺の被害を防止しましょう。（特殊詐欺緊急対策プロジェクト
チーム　0776-22-2880）

178 2021/6/28
警察官を騙る不
審な電話に注
意！

◇本日、県内の高齢者宅に、警察官を騙り「あなたの通帳から不正な出
金があった。」等と話し、口座番号や暗証番号を聞きだす不審な電話が複
数確認されています。◇警察がこのような電話をすることはありません。
銀行口座や暗証番号は、絶対に教えたり、渡したりしないでください。ま
た、離れて暮らす高齢のご家族にも注意をするよう連絡してください。◇家
族の絆で特殊詐欺の被害を防止しましょう。（特殊詐欺緊急対策プロジェ
クトチーム　0776-22-2880）

179 2021/6/28
飲酒運転容疑、
２日間で３名逮
捕

◇６月２６日（土）南条郡南越前町具谷地籍の国道８号、６月２７日（日）越
前市松森町地籍の市道、６月２７日（日）坂井市春江町江留上昭和地籍の
市道において、事故を起こした運転手を、それぞれ飲酒運転容疑で逮捕
しました。（危険運転ストップダイヤル　0776－23－4949)

180 2021/6/29
不審電話に注
意！

◇本日午前中、鯖江市内と越前町内の高齢者宅に防犯協会を騙り「名簿
にあなたの名前がある。」などと話す不審な電話が確認されました。◇防
犯協会がこのような電話を架けることはありません。電話があったら、すぐ
に切って、警察に通報してください。◇また、離れて暮らす高齢のご家族に
も注意するよう連絡してください。家族の絆で特殊詐欺の被害を防止しま
しょう。（特殊詐欺緊急対策プロジェクトチーム0776-22-2880）

181 2021/6/30 不審者情報

◇６月２８日午後４時頃、福井市下江守町地籍の路上において、白色の車
に乗った男が集団下校中の女子児童に近づき、低速で並進しながら児童
を凝視するという事案がありました。◇男の特徴は、年齢６０代位、白髪頭
です。◇このような事案に遭遇した場合は、すぐにその場を離れるなどし
て安全を確保し、警察に通報してください。（福井南警察署　０７７６－３４
－０１１０）
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182 7/1
「交通事故警戒
情報」（７月）

県内の過去５年間における７月の交通事故を分析しますと、「カーブでの
重傷事故が多い」、「７月発生死亡事故の約６割が下旬に発生」、「７月発
生死亡事故の約半数が飲酒運転を原因とするもの」という特徴がありま
す。交通事故を防止するために○　カーブでは、十分に減速して、対向車
線へのはみ出しに注意しましょう○　夏休み開始に伴い、日中、子供が外
に出る機会が増えます。速度を控え、「飛び出してくるかもしれない」という
危険を予測した運転をしましょう。○　飲酒は運動機能、判断力の低下を
もたらします。「少しの飲酒なら大丈夫」という安易な考えは絶対にやめ、
飲酒をしたら、絶対に運転してはいけません。（交通企画課交通事故抑止
支援室0776-22-2880）

全県

183 7/1
不審者事案の解
決について

６月３０日に配信しました不審者情報（福井市下江守町地籍の路上におい
て、白色の車に乗った男が集団下校中の女子児童に近づき、低速で並進
しながら児童を凝視する事案）については、行為者が分かり、解決するこ
とができました。御協力ありがとうございました。（福井南警察署０７７６－３
４－０１１０）

福井地区

184 7/1
不審電話に注
意！

本日、午後、坂井市内の高齢女性宅に防犯協会を騙り「詐欺が発生して
いるみたいですが大丈夫ですか。何人で住んでるんですか。」などと話す
不審な電話が確認されました。防犯協会が家族構成を聞いたりすることは
ありません。電話があったら、すぐに切って、警察に通報してください。ま
た、離れて暮らす高齢のご家族にも注意をするよう連絡してください。家族
の絆で特殊詐欺の被害を防止しましょう。（特殊詐欺緊急対策プロジェクト
チーム０７７６－２２－２８８０）

全県

185 7/1 不審者情報

本日午後４時頃、鯖江市長泉寺町１丁目地籍の路上において、集団下校
中の児童らが、男からすれ違いざまに一眼レフ様のカメラで写真を撮られ
る事案が発生しました。男は、年齢３０歳位、身長１７０センチメートル位、
中肉、後ろで髪を結束しており、白色キャップ帽、白っぽい上着を着用して
いました。このような事案に遭遇した場合は、その場から離れ、すぐに警
察へ通報してください。また、お子様と一緒に『いかのおすし』についてお
話ください。（鯖江警察署０７７８－５２－０１１０）

鯖江署

186 7/2
クマの目撃情報
について

◇本日午前６時５５分頃、越前市定友町地籍において、熊１頭（成獣）の目
撃情報がありました。◇熊を目撃した場合は、近づかず、速やかに市役所
又は警察に通報してください。（越前警察署０７７８－２４－０１１０）

越前署

187 7/2
風呂場での盗撮
やのぞきに注
意！

◇風呂場での盗撮やのぞきの被害が発生しています。◇特に夏場は、換
気のために浴室や脱衣場の窓を開けることが多くなることから、入浴の際
は、浴室や脱衣場の窓を閉め、施錠しましょう。◇また、窓の外にセン
サーライトを設置することも防犯対策上有効です。ご家族や身近な方々へ
の注意喚起もよろしくお願いします。（少年女性安全課０７７６－２２－２８８
０）

全県
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188 7/3
熊の目撃情報に
ついて

本日午前６時４５分頃、大野市南六呂師地籍丸山公園ミニ動物園付近に
おいて、熊（成獣１頭、幼獣２頭）が目撃されました。熊を目撃した場合は、
近付かず、速やかに市役所又は警察に通報してください。（大野警察署０
７７９－６５ー０１１０）

大野署

189 7/6 不審者情報

７月６日午前７時４２分頃、福井市種池１丁目地籍の路上において、登校
中の女子中学生が自転車に乗車した男に追いかけられるという事案があ
りました。男は、ベージュ色のカッパを着用し、前かご付きの灰色の自転
車に乗車していました。このような事案に遭遇したときは、すぐにその場を
離れるなどして安全を確保し、警察に通報してください。（福井南警察署０
７７６－３４－０１１０）

福井地区

190 7/8
熊の目撃情報に
ついて

◇本日午前９時４０分頃、坂井市丸岡町上久米田地籍において小熊１頭
が目撃されました。◇熊を目撃した場合は、近付かず、速やかに市役所ま
たは警察に通報してください。（坂井警察署　０７７６－６６－０１１０）

坂井署

191 7/8
イノシシの目撃
情報

本日午後６時頃、鯖江市大野町地籍の片上小学校付近において、イノシ
シの成獣１頭の目撃情報が寄せられました。イノシシを目撃した場合は、
近づかず、すぐに市役所または警察に通報してください。（鯖江警察署
0778-52-0110）

鯖江署

192 7/8
子どもに対する
声掛け事案

７月７日午後４時１５分頃、鯖江市神中町２丁目地籍の路上において、男
が帰宅中の女子児童に対して、「チョコレートいらない」などと声を掛け、児
童が断ると児童を睨みつけ舌打ちをして立ち去る事案が発生しました。男
は、年齢５０歳から６０歳位、身長１６０センチメートル位、中肉、短髪、白
系の上衣、黒色の長ズボンを着用していました。このような事案に遭遇し
た場合は、その場から離れ、すぐに警察へ通報してください。お子様と一
緒に『いかのおすし』についてお話しください。（鯖江警察署 0778-52-
0110）

鯖江署

193 7/9
不審な電話に注
意！

◇７月８日、越前市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙る者から「介護保
険の払い戻しがある。」と話す不審な電話がありました。公的機関が、電
話で還付金の話をすることはありません。◇銀行口座を尋ねたり、ATMへ
向かうように指示する電話がかかってきたらすぐに切って、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）

全県

194 7/11 不審者情報

本日午前９時１０分頃、鯖江市旭町１丁目地籍の路上において、何事かつ
ぶやきながら、ズボンから半分程度尻を出した状態で自転車に乗る男が
目撃されました。男は、年齢５０歳から６０歳位、中肉、黒色のボサボサし
た髪、白色Ｔシャツ、ベージュ色の半ズボン、黒色前かご付の自転車に
乗っていました。このような事案に遭遇した場合は、その場から離れ、すぐ
に警察へ通報してください。また、お子様と一緒に『いかのおすし』につい
てお話しください。（鯖江警察署０７７８－５２－０１１０）

鯖江署



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

195 7/12
夏の交通安全県
民運動実施中

夏の交通安全県民運動が7月11日（日）から7月20日（火）まで行われてい
ます。期間中は、県内各地で交通取締りや啓発活動等、様々な取組みを
行います。みんなで交通事故防止に取組みましょう。(交通企画課交通事
故抑止支援室　0776-22-2880)

全県

196 7/12
不審な電話に注
意！

本日午前１１時ころ、福井市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙る者から
「過払い金があります。書類を送っているが届いていません。手続きが今
日までなので金融機関名を教えて下さい。」との不審な電話がありました。
公的機関が、電話で還付金の話をすることはありません。銀行口座を尋
ねたり、ATMへ向かうように指示する電話がかかってきたらすぐに切って、
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）

全県

197 7/12 不審者情報

７月１２日午後３時２０分頃、越前市家久町地籍の路上において、下校中
の男子小学生が、男からスマートフォンを向けられる事案が発生しまし
た。男は、年齢６０歳から７０歳位、身長１６０センチメートルから１６５セン
チメートル、眼鏡、白色マスク、白色半袖の衣服を着用していました。この
ような事案に遭遇した場合は、その場から離れて、すぐに警察に通報して
ください。（越前警察署０７７８－２４－０１１０）

丹南地区

198 7/13
熊の目撃情報に
ついて

◇本日午前１０時３０分頃、坂井市丸岡町野中山王地籍において小熊１
頭が目撃されました。◇熊を目撃した場合は、近付かず、速やかに市役所
または警察に通報してください。（坂井警察署　０７７６－６６－０１１０）

坂井署

199 7/13 不審者情報

◇昨日午後５時３０分頃、坂井市春江町中筋大手地籍において、自転車
に乗った男子児童に対し、男が「何歳ですか？お名前は？車に乗ります
か？」と声をかける事案が発生しました。◇男は、年齢２０歳代から３０歳
代位、黒色短髪、黒色Ｔシャツを着用していました。◇このような不審者に
遭遇した場合は、すぐにその場から離れて警察に通報して下さい。（坂井
警察署　０７７６－６６－０１１０）

坂井署

200 7/14 不審者情報

◇昨日午後３時４５分頃、福井市田尻栃谷町地籍の路上において、下校
中の女子児童が、男からスマートフォンで容姿を撮影されたという事案が
ありました。◇男の特徴は、年齢４０歳から５０歳位、身長１６０センチメー
トルから１７０センチメートル位、小太り、茶髪の短髪で、白色シャツ、白色
ラインの入った黒色ズボンを着用し、黒っぽい色のスマートフォンを使用し
ていました。◇このような事案に遭遇した場合は、すぐにその場から離れ、
警察に通報してください。（福井南警察署　０７７６－３４－０１１０）

福井地区

201 7/15
飲酒運転容疑者
の逮捕

７月１４日（水）飲酒運転した容疑で、４０歳代男性を逮捕しました。逮捕容
疑は、７月１４日（水）午後３時２０分頃、福井市足羽１丁目の市道におい
て、飲酒運転した疑い。(危険運転ストップダイヤル　0776－23－4949)

全県

202 7/15
不審な電話に注
意！

◇本日昼頃、福井市及び小浜市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙り
「介護保険の払い戻しがある。書類を送っているが届いていないか。手続
きが今日までなので金融機関名を教えて下さい。」と尋ねる不審な電話が
ありました。◇公的機関が、電話で還付金の話をすることはありません。
◇銀行口座を尋ねたり、ATMへ向かうように指示する電話がかかってきた
らすぐに切って、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）

全県
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203 7/15
公然わいせつ事
案の発生につい
て

７月１４日（水）午後４時頃、敦賀市古田刈地籍において、女子生徒に対
し、男が「お腹と胸をさすって欲しい」等と言いながら、下半身を露出する
事案が発生しました。男は、年齢３０歳代から４０歳代、身長１６０センチか
ら１６５センチくらい、中肉体型、黒色のＴシャツ、紺色の長ズボン、黒色短
髪という特徴でした。このような事案に遭遇した場合には、すぐにその場を
離れ、警察に通報して下さい。（敦賀警察署0770‐25‐0110）

嶺南地区

204 7/16
不審者事案の解
決について

◇７月１２日に配信しました不審者情報（越前市家久町地籍の路上におい
て、下校中の男子小学生が男からスマートフォンを向けられる事案）につ
いては、行為者を特定し解決することができました。◇御協力ありがとうご
ざいました。（越前警察署　０７７８－２４－０１１０）

越前署

205 7/16
市役所職員を名
乗る詐欺電話

本日（１６日）、福井市内において、市役所職員を名乗り「介護保険の払い
戻しがある。」などと話す詐欺の電話が確認されました。電話でお金の話
になったら詐欺を疑い、警察に通報してください。福井県が特殊詐欺に狙
われています。詐欺電話の語り口は様々で巧妙ですので、ご家庭の固定
電話機を在宅中も留守番電話に設定するなどして、被害を防いでくださ
い。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

全県

206 7/18 不審者情報

令和３年７月１７日午後８時頃、坂井市三国町宿地籍において、何者かが
浴室の窓の外から入浴中の女性に対しスマートフォンのカメラレンズを向
ける盗撮事案が発生しました。入浴する際は、浴室や脱衣場の窓の鍵を
必ず閉め、このような事案に遭遇したときは、すぐに警察に連絡してくださ
い。（坂井西警察署０７７６－８２－０１１０）

坂井地区

207 7/19
山間部でバイク
の事故が多発

例年、春から秋にかけて、国道１５８号大野・岐阜間の山間部のカーブ付
近では、バイク事故が多発します。１．前をよく見る。２．カーブの手前で十
分な減速。３．適宜の休憩で安全運転。 を心掛けましょう。（大野警察署
０７７９－６５－０１１０）

全県

208 7/19
不審な電話に注
意！

本日、午前中、福井市内の高齢女性宅に、福井市役所の介護福祉課職
員を騙る者から「返金がある。」との不審な電話がありました。公的機関
が、電話で還付金の話をすることはありません。銀行口座を尋ねたり、
ATMへ向かうように指示する電話がかかってきたらすぐに切って、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）

全県

209 7/20 不審者情報

本日午前７時４５分頃、福井市福町地籍の路上において、黒色の車に
乗った男が登校中の女子中学生に対し、「急いでいるんなら乗せていって
あげるよ。」等と声を掛ける事案が発生しました。男の特徴は、年齢７０歳
位、白髪交じりの短髪で、眼鏡をかけていました。このような事案に遭遇し
た場合は、すぐにその場から離れ、警察に通報してください。（福井南警察
署０７７６－３４－０１１０）

福井地区

210 7/22
熊の目撃情報に
ついて

令和３年７月２１日午後８時５０分頃、吉田郡永平寺町東古市地籍の法寺
岡橋下において熊１頭（成獣）の目撃情報がありました。熊を目撃した場
合は、近付かず、速やかに町役場（市役所）又は警察に通報してください。
（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井署
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211 7/22 不審者情報

令和３年７月１９日午後３時００分頃、敦賀市白銀町地籍の路上におい
て、女子高校生が年齢３０代くらいの男にスマートフォンを向けられるとい
う事案が発生しました。このような事案に遭遇した場合には、すぐにその
場を離れ、警察に通報してください。（敦賀警察署０７７０－２５－０１１０）

嶺南地区

212 7/23
熊の目撃情報に
ついて

令和３年７月２３日午後４時５０分頃、福井市東河原町地籍と西天田町地
籍の町境において熊１頭（成獣）の目撃情報がありました。熊を目撃した
場合は、近付かず、速やかに市役所又は警察に通報してください。（福井
警察署０７７６－５２－０１１０）

福井署

213 7/25 不審者情報

７月２４日午後５時３０分頃、坂井市丸岡町南横地地籍の路上において、
黒色の車に乗った男が降車して、自転車で外出しようとした男子小学生を
徒歩で追いかける事案が発生しました。男の特徴は、年齢２０～３０歳代、
黒髪短髪、色不明の半袖長ズボンです。このような事案に遭遇した時は、
相手にせず、すぐにその場から離れ、警察へ通報してください。（坂井警察
署：０７７６－６６－０１１０）

坂井署

214 7/27
熊の目撃情報に
ついて

令和３年７月２７日午後６時頃、福井市朝谷町地籍において、体長７０セン
チメートル位の熊１頭の目撃情報がありました。熊を目撃した場合は、近
付かず、速やかに市役所（町役場）又は警察に通報してください。（福井警
察署０７７６－５２－０１１０）

福井署

215 7/28 不審者情報

◇昨日午後５時３０分頃、敦賀市古田刈地籍において、外で遊んでいた女
子中学生に対し、男が「病気を持っているんです。背中をさすって欲し
い。」等と声を掛ける事案が発生しました。◇男の特徴は、年齢３０歳位、
身長１６０センチから１６５センチ位、中肉、青色半袖Ｔシャツ、黒色ハーフ
パンツ、黒縁メガネをかけ、青色バンダナを頭に巻いていました。◇このよ
うな事案に遭遇したときには、すぐにその場を離れ、警察に通報してくださ
い。（敦賀警察署　０７７０－２５－０１１０）

嶺南地区

216 7/29
不審な電話に注
意！

◇本日、福井市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙る者から「介護保険
の払い戻しがある。銀行口座はどこか。」と尋ねる電話があり、その後金
融機関職員を名乗る者からＡＴＭへ向かうよう指示する不審な電話があり
ました。◇公的機関が、電話で還付金の話をすることはありません。◇銀
行口座を尋ねたり、ATMへ向かうように指示する電話がかかってきたらす
ぐに切って、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）

全県

217 8/2
「交通事故警戒
情報」（８月）

県内の過去５年間における８月の交通事故を分析しますと、「車両単独に
よる死亡事故が多い」、「自転車乗用中の中学生・高校生と衝突し、重傷
を負わせる事故が多い」、「貨物自動車が第１当事者となる重傷事故が多
い」という特徴があります。交通事故を防止するために○高齢ドライバー
の方は、身体機能の低下を意識し、体調や運転に不安がある場合は運転
を控えましょう。○見通しの悪い交差点などでは、「自転車が飛び出してく
るかもしれない」と手前で減速するなど、危険を予測した運転を心かけま
しょう。○見通しの悪い場所では、停止線での停止後は、交差点直前での
再停止、更に自分が相手を理解できる位置での再々停止など、「多段階

全県

218 8/2
不審な電話に注
意！

◇本日の昼頃、小浜市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙る者から「介
護保険の払い戻しがある。銀行口座はどこか。」と尋ねる電話があり、そ
の後、金融機関職員を名乗る者からＡＴＭへ向かうよう指示する不審な電
話がありました。◇公的機関が、電話で還付金の話をすることはありませ
ん。◇銀行口座を尋ねたり、ＡＴＭへ向かうように指示する電話がかかっ
てきたらすぐに切って、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）

全県
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219 8/3
声かけ事案の発
生

◇昨日午後８時４０分頃、福井市二の宮５丁目地籍の駐車場において、買
い物中の女性が、近付いてきた男から「体触らせてよ。」等と声をかけられ
る事案が発生しました。◇男の特徴は、年齢５０歳代から６０歳代、身長１
６０センチメートルから１７０センチメートル位、体格普通、短髪黒髪、緑色
半袖Ｔシャツ、黒色系の半ズボンを着用していました。◇このような事案に
遭遇した場合は、すぐにその場から逃げて、警察に通報してください。（福
井警察署　０７７６－５２－０１１０）

嶺南地区

220 8/4 不審者情報

◇昨日午後９時５５分頃、敦賀市松島地籍において、自転車に乗った１０
歳代女性が、後ろから近付いてきた男に自転車の荷台部分を掴まれ、身
体を触られるという事案が発生しました。◇男の特徴は、年齢２０歳位、身
長１６０センチ～１８０センチ位、体格やせ型、明るい色のタンクトップ、暗
い色の７分丈のズボンを着用していました。◇このような事案に遭遇した
場合には、すぐにその場を離れ、警察に通報してください。（敦賀警察署
０７７０－２５－０１１０）

全県

221 8/4
熊の目撃情報に
ついて

◇本日午後１時頃、永平寺町志比地籍において体長１メートル位の熊１頭
の目撃情報がありました。◇熊を目撃した場合は、近づかず、速やかに町
役場（市役所）又は警察に通報してください。（福井警察署　０７７６－５２－
０１１０）

福井地区

222 8/4
不審者情報の訂
正について

本日配信しました不審者情報につきまして、発生場所を「敦賀市松島地
籍」とお知らせしましたが、正しくは「敦賀市松葉町地籍」でしたので訂正し
ます。（敦賀警察署　０７７０－２５－０１１０）

全県

223 8/6 不審者情報

８月６日（金）午後３時頃、三方郡美浜町北田地籍県道３３号線沿いの駐
車場において、駐車中の車両内の女性に対し、紐状の下着のみを着用し
た、ほぼ全裸の男性が股間を見せつけるという事案が発生しました。男性
の特徴は、年齢４０歳位、身長１７０センチ位、小太りで、黒もしくは灰色の
紐パンツのみ着用とのこと。このような事案に遭遇した場合には、すぐに
その場を離れ、警察に通報してください。（敦賀警察署０７７０－２５－０１１
０）

嶺南地区

224 8/9
熊の目撃情報に
ついて

本日午後０時３０分頃、あわら市菅野地籍において熊１頭（成獣）が目撃さ
れました。熊を目撃した場合は、近付かず、速やかに市役所又は警察に
通報してください。（あわら警察署０７７６－７３－０１１０）

小浜署

225 8/11
ワンクリック詐欺
に注意

◇インターネットのアダルトサイトで、年齢確認ボタンをクリックしたところ
「登録完了」のメッセージと連絡先が表示され、連絡した相手から高額の
登録料金や登録解除料金を請求されたという相談が増えています。◇こ
れは「ワンクリック詐欺」という手口です。表示された連絡先に電話せず、
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

226 8/12 うまい話に注意

◇メールやＳＮＳで「宝くじ当選」や「お金がもらえる」といった話を受け、相
手に連絡すると、「登録料」や「口座開設手数料」などのいろんな名目でお
金を要求されたという相談が増えています。◇そんなうまい話はありませ
ん。相手に連絡したり、手数料を振り込んだりは絶対にせず、家族や警察
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
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227 8/12
不審者事案の解
決について

◇８月６日配信の不審者情報（三方郡美浜町北田地籍の駐車場におい
て、駐車中の車両内の女性に対し、紐状の下着姿の男性が股間を見せつ
けた事案）については、行為者を特定し解決することができました。◇ご協
力ありがとうございました。（敦賀警察署　０７７０－２５－０１１０）

全県

228 8/12
不審な電話に注
意！

◇本日、福井市及び小浜市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙る者から
「介護保険の払い戻しがある。銀行口座はどこか。」と尋ねる電話があり、
その後、金融機関職員を名乗る者からＡＴＭへ向かうよう指示する不審な
電話がありました。◇公的機関が、電話で還付金の話をすることはありま
せん。銀行口座を尋ねたり、ＡＴＭへ向かうように指示する電話がかかっ
てきたらすぐに切って、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）

全県

229 8/12 不審者情報

◇昨日午後８時２５分頃、福井市下江守町地籍の住宅において、男が浴
室の窓から入浴中の女性をのぞき見る事案が発生しました。◇男の特徴
は、身長１６５センチメートルから１７０センチメートルくらい、中肉で、白色Ｔ
シャツ、黒色ズボンを着用していました。◇入浴の際などは、脱衣場や浴
室などの窓を閉め、施錠を徹底して下さい。また、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ください。（福井南警察署　０７７６－３４－
０１１０）

全県

230 8/12 名義貸しに注意

◇８月１０日、あわら市内の高齢者宅に「老人ホームの建設予定があるか
ら入居しないか」との電話があり、翌１１日に、別の者から「入居を希望す
る人に名義を貸して欲しい」と話す電話がありました。◇これは「名義貸し」
といって、後から「名義貸しは犯罪だ」などと言ってお金を騙し取る詐欺の
手口です。◇このような電話がかかってきたら、すぐに切って、家族や警
察にすぐ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

231 8/13 不審者情報

◇８月１１日（水）午後９時１５分頃、敦賀市木崎地籍の路上において女性
用下着のようなものを着けた男が目撃されました。◇男の特徴は、年齢２
０歳から４０歳位、身長１７０センチから１８０センチ位、体格細身のがっち
り型、黒色短髪で、黒色ブラジャーのようなもの、色不明のショートパンツ、
色不明のサンダルを着用していました。◇このような事案に遭遇した場合
には、すぐにその場を離れ、警察に通報してください。（敦賀警察署０７７０
－２５－０１１０）

福井署

232 8/19 不審者情報

◇昨日午後１０時３０分頃、小浜市東勢地籍において、何者かが浴室の窓
の外から入浴中の女性に対しスマートフォンのカメラを向ける事案が発生
しました。◇入浴する際には浴室などの窓を施錠しておくとともに、このよ
うな事案に遭遇した際にはすぐに警察に通報してください。（小浜警察署
０７７０－５６－０１１０）

嶺南地区

233 8/20
不審な電話に注
意！

◇本日の午前中、福井市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙る者が「介
護保険の払い戻しがある。」と話す不審な電話がありました。◇公的機関
が、電話で還付金の話をすることはありません。銀行口座を尋ねたり、
ATMへ向かうように指示する電話がかかってきたらすぐに切って、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）

全県

234 8/23
不審な電話に注
意！

◇本日の午後、越前市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙る者が「介護
保険の払い戻しがある。」と話す不審な電話がありました。◇公的機関
が、電話で還付金の話をすることはありません。銀行口座を尋ねたり、
ATMへ向かうように指示する電話がかかってきたらすぐに切って、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）

全県



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

235 8/26
不審な電話に注
意！

◇本日、昼頃、敦賀市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙る者が「介護
保険の払い戻しがある。銀行口座はどこか。」と尋ねる電話があり、その
後、金融機関職員を名乗る者からＡＴＭへ向かうよう指示する不審な電話
がありました。◇公的機関が、電話で還付金の話をすることはありませ
ん。銀行口座を尋ねたり、ATMへ向かうように指示する電話がかかってき
たらすぐに切って、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

236 8/26
不審電話に注
意！

坂井市内の高齢女性宅に、金融機関職員を騙り「あなたの口座が凍結さ
れます。窓口ではなくATMの外で待ち合わせは可能ですか。」と話す不審
な電話が確認されました。金融機関からこのような電話をすることはあり
ません。このような電話がかかってきたら、すぐに切って、警察に通報して
ください。（坂井西警察署０７７６－８２－０１１０）

全県

237 8/26
行方不明者の手
配について

本日午前８時３０分ころ、越前市岩本町に住む８２歳の男性が、自宅を出
たまま行方不明となっています。男性の特徴等については、身長１６０ｃｍ
くらい、体格中肉、髪型白髪短髪、上衣白色半袖シャツ、下衣紺色ズボン
となり、徒歩で移動しています。このような男性を見かけたら、すぐに警察
に連絡してください。（越前警察署０７７８－２４－０１１０）

福井署

238 8/27
行方不明者の手
配解除

８月２６日、越前警察署から行方不明者として手配した越前市に住む８２
歳の男性については、発見されました。ご協力ありがとうございました。
（越前警察署０７７８－２４－０１１０）

嶺南地区

239 8/27
声かけ事案の発
生（解決済み）

本日午後３時頃、福井市米松２丁目地籍において、女子児童が、４０代の
女性に声をかけられる事案が発生しました。行為者を特定し解決していま
すが、このような事案に遭遇した場合は、すぐにその場から逃げて、警察
に通報してください。また、お子様と「いかのおすし」についてお話しくださ
い。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

越前署

240 8/28
公然わいせつ事
案の発生につい
て

８月２７日（金）午後１０時１５分頃、敦賀市木崎地籍において、２０代の女
性に対し、男が「おーい」と言いながら全裸姿を見せつける事案が発生し
ました。男は、年齢２０歳代、身長１６５センチから１７５センチくらい、細
身、短髪、赤色蝶ネクタイを着用していたとのことでした。このような事案
に遭遇した場合には、すぐにその場を離れ、警察に通報してください。（敦
賀警察署０７７０－２５－０１１０）

全県

241 8/31
還付金詐欺の電
話に注意

昨日、福井市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙る者が「介護保険の払
い戻しがある。通帳とキャッシュカードを持ってATMに行ってください。」と
話す不審な電話がありました。８月に入り、還付金詐欺の不審電話が多
発し、被害も発生しています。還付金詐欺は６５～６９歳の女性を狙って電
話をかけていますので、家族や知り合いの方にも注意するようお知らせく
ださい。（特殊詐欺緊急対策プロジェクトチーム0776-22-2880）

坂井地区

242 8/31
還付金詐欺の電
話に注意！

◇昨日、福井市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙る者が「介護保険の
払い戻しがある。通帳とキャッシュカードを持ってＡＴＭに行ってください。」
と話す不審な電話がありました。◇８月に入り、還付金詐欺の不審電話が
多発し、被害も発生しています。還付金詐欺の犯人は６５～６９歳の女性
を狙って電話をかけていますので、家族や知り合いの方にも注意するよう
お知らせください。（特殊詐欺緊急対策プロジェクトチーム　0776-22-
2880）

全県
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243 8/31 不審者情報

昨日午後４時１０分頃、福井市上野町地籍の路上において、下校中の女
子生徒が白色の軽トラックを運転している男から、お菓子を差し出されて
「食べね」等と声を掛けられる事案が発生しました。男の特徴は年齢７０歳
代から８０歳代くらい、体格普通、つば付きの紺色帽子を着用していまし
た。このような事案に遭遇したときは、すぐにその場を離れるなどして安全
を確保し、警察に通報してください。（福井南警察署　０７７６－３４－０１１
０）

全県

244 8/31
行方不明者の手
配について

令和３年８月２９日午後１時頃、あわら市に住む２９歳の男性が、自転車に
乗って自宅を出たまま行方不明となっています。男性の特徴は、身長１５
０センチメートル位、肥満型、黒髪長髪、上衣青色半袖シャツ、下衣黒色
系のズボンを着用。デニム生地の大きめのバックを持っています。このよ
うな男性見つけたら、すぐに警察に連絡して下さい。（あわら警察署０７７６
－７３－０１１０）

福井地区

245 8/31 不審者情報

８月３１日午後５時３０分頃、福井市四ツ井１丁目地籍の路上において、帰
宅途中の男子児童２名が、自転車で後方から来た女性に「あんた達の道
じゃないから。謝れ。」等と声をかけられ追いかけられる事案が発生しまし
た。女性の特徴は、年齢５０代から６０代、身長１５５センチメートル位、体
格中肉、茶色の帽子をかぶり、茶色の上衣にズボン姿でした。このような
事案に遭遇した場合は、すぐにその場から逃げて、警察に通報してくださ
い。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井署

246 9/2
交通事故警戒情
報（９月）

県内の過去５年間における９月の交通事故を分析しますと、「高齢ドライ
バーによる死亡事故が多い」、「シートベルト非着用による死亡事故が多
い」、「若いドライバーが第１当事者となる重傷事故が多い」という特徴が
あります。交通事故を防止するために○　高齢ドライバーの方は、身体機
能の低下を意識し、体調や運転に不安がある場合は運転を控えましょう。
○　高速道路でも一般道路でも、車に乗ったら全席でシートベルト着用！
６歳未満のお子様はチャイルドシートに乗せましょう。○　若いドライバー
の方は、運転中、ぼんやりせずに、周囲をよく見て安全確認をしっかりしま
しょう！（交通企画課交通事故抑止支援室0776-22-2880）

全県

247 9/2
飲酒運転容疑者
の逮捕

◇8月31日(火)飲酒運転した容疑で、60歳代男性を逮捕しました。逮捕容
疑は、8月31日(火)午後8時10分頃、坂井市三国町三国東7丁目の国道に
おいて、飲酒運転した疑い。◇飲酒運転は、悪質な犯罪です！！危険運
転ストップダイヤル(0776－23－4949)

全県

248 9/3
還付金詐欺の電
話に注意！

本日の午前１０時頃、鯖江市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙る者が
「介護保険の払い戻しがある。通帳とキャッシュカードと携帯電話を持って
ＡＴＭに行ってください。」と話す不審な電話がありました。８月に入り、還
付金詐欺の不審電話が多発し、被害も発生しています。還付金詐欺は６５
～６９歳の女性を狙って電話をかけてきていますので、家族や知り合いの
方にも注意するようお知らせください。（鯖江警察署 0778-52-0110）

全県

249 9/8
行方不明者の手
配解除について

本年８月３１日、あわら警察署から行方不明者として手配したあわら市に
住む男性については、無事発見されました。ご協力ありがとうございまし
た。（あわら警察署０７７６－７３－０１１０）

全県

250 9/8
還付金詐欺の電
話に注意！

昨日、鯖江市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙る者が「こちらのミスで
計算誤りがあったので、介護保険の払い戻しがある。口座はどこか。」と話
す不審な電話がありました。還付金詐欺の不審電話が多発し、被害も発
生しています。還付金詐欺の犯人は６５～６９歳の女性を狙って電話をか
けてきていますので、家族や知り合いの方にも注意するようお知らせくだ
さい。（特殊詐欺緊急対策プロジェクトチーム　０７７６－２２－２８８０）

全県
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251 9/9
行方不明者の手
配について

大野市新庄地籍に住む８０歳代の女性が、令和３年９月７日午後８時頃に
自宅を出たまま行方不明となっています。女性は、身長１４０センチメート
ル位、中肉、白髪短髪、腰が曲がっています。服装は紫色長袖シャツ、黒
色ズボンを着用しています。このような女性を見かけた方は、すぐに大野
警察署に連絡してください。（大野警察署　０７７９－６５－０１１０）

大野署

252 9/9
行方不明者の手
配解除について

本日、大野警察署から行方不明者として手配した大野市に住む８０歳代
の女性については、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０７７９－６５－０１１０）

大野署

253 9/10
還付金詐欺の電
話に注意！

本日の午前１０時半頃、福井市内の女性宅に、市役所職員を騙る者が
「介護保険の払い戻しがある。口座はどこか。」と話す不審な電話がありま
した。県内では、還付金詐欺の不審電話が多発し、被害も発生していま
す。還付金詐欺の犯人は６５～６９歳の女性を狙って電話をかけてきてい
ますので、家族や知り合いの方にも注意するようお知らせください。（特殊
詐欺緊急対策プロジェクトチーム　０７７６－２２－２８８０）

全県

254 9/10
ワクチン接種便
乗詐欺に注意

本日、「福井県大規模接種会場」と題し、○コロナワクチンの空きがありま
す○費用は１０万円ですと記載された詐欺のメールの相談がありました。
新型コロナワクチン接種は無料です。このようなメールが来たら、添付され
ているＵＲＬをクリックしたりせず、削除してください。（特殊詐欺緊急対策
プロジェクトチーム　０７７６－２２－２８８０）

全県

255 9/12
行方不明者の手
配について

令和３年９月１１日午後４時頃、敦賀市砂流地籍に住む８８歳の男性が自
宅を出た後、行方不明になっています。男性は身長１６０センチメートル
位、白髪の短髪、色不明の長袖ポロシャツ、灰色の長ズボンを着用してい
ます。このような男性を見かけたら、すぐに警察に連絡してください。（敦賀
警察署0770-25-0110）

嶺南地区

256 9/12
行方不明者の発
見について

令和３年９月１２日、敦賀警察署から行方不明として手配した敦賀市砂流
地籍に住む８８歳の男性については、無事発見されました。ご協力ありが
とうございました。（敦賀警察署0770-25-0110）

嶺南地区

257 9/14 不審者情報

昨日午後４時頃、坂井市内にあるＪＲ丸岡駅付近の路上において、徒歩で
下校中の女子高校生が男にスマートフォンのカメラを向けられるという事
案が発生しました。男の特徴は年齢２０歳代位、中背、痩せ型、黒色短
髪、赤色の半袖Ｔシャツと色不明の七分丈ズボンを着用し、黄緑色の自転
車に乗っていました。この様な事案に遭遇したときは、すぐに警察に通報
して下さい。（坂井警察署０７７６－６６－０１１０）

坂井地区

258 9/17
行方不明者の手
配

本日午前６時１５分頃、８０歳代の女性が鯖江市北野町地籍において徒
歩で行方不明となっています。女性の特徴は、身長１５３ｃｍ位、体格やせ
型、白髪と茶色交じりの短髪で、ベージュ色ジャンパー、黒色長ズボンを
着用しています。このような女性を見かけた方は、鯖江警察署までご連絡
ください。（鯖江警察署　０７７８－５２－０１１０）

丹南地区
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259 9/17
行方不明者の手
配解除

本日、鯖江市北野町地籍において行方不明となり、鯖江警察署から手配
した８０歳代の女性については、無事発見されました。ご協力ありがとうご
ざいました。（鯖江警察署　０７７８－５２－０１１０）

丹南地区

260 9/19
不審なメッセージ
に注意！

本日、午前１０時頃、小浜市内に住む高齢者の携帯電話機にインターネッ
ト料金回収業者を騙る者から「インターネットの利用料金を滞納していま
す。滞納料金をＡＴＭで振り込んでもらう必要があります。」などと書かれた
ショートメッセージが届き、その後、メッセージに記載された電話番号へ電
話をかけたところ、ＡＴＭへ誘導されるという事案が確認されました。　この
ようなメッセージが届いた場合には、電話をかけることなく、警察に通報し
てください。（小浜警察署0770-56-0110）

全県

261 9/21
秋の交通安全県
民運動

秋の交通安全県民運動が本日から9月30日(木)まで行われます。期間中
は、県内各地で交通指導取締りや啓発活動等、様々な取組みを行いま
す。みんなで交通事故防止に取組みましょう。(交通企画課交通事故抑止
支援室　0776-22-2880)

全県

262 9/22
鹿の目撃情報に
ついて

本日午前６時頃、福井市開発５丁目地籍において鹿１頭（成獣）の目撃情
報がありました。鹿を目撃した場合は、近付かず、速やかに市役所又は警
察に通報してください。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井署

263 9/22
名義貸しの電話
に注意！

本日の午前１１時半頃、鯖江市内の高齢女性宅に、「介護施設への入居
権がある。いらないのなら希望者に譲って欲しい。」と話す不審な電話が
ありました。なお、女性は介護施設へ電話し、ニセの電話あることを看破し
ました。このように介護施設の入居権を希望者に譲れというのは、「名義
貸し」と呼ばれる詐欺の電話ですので、家族や知り合いの方にも注意する
ようお知らせください。（特殊詐欺緊急対策プロジェクトチーム　０７７６－２
２－２８８０）

全県

264 9/22
熊の目撃情報に
ついて

本日午後１時頃、越前市沢町地籍において、熊１頭（幼獣）の目撃情報が
ありました。熊を目撃した場合は、近づかず、速やかに市役所又は警察に
通報してください。（越前警察署　０７７８－２４－０１１０）

越前署

265 9/22 不審者情報

９月２２日（水）午前６時５０分頃、福井市内を走行中の電車内において、
男性が女子学生の身体に触れるという事案が発生しました。男の特徴
は、年齢４０歳位、身長１７０センチメートル位、体格細身、白色マスク、上
は長袖チェックシャツ、下は茶色長ズボンを着用していました。このような
事案に遭遇したときは、すぐにその場から離れて、警察に通報してくださ
い。（福井警察署　０７７６－５２－０１１０）

福井署

266 9/24
還付金詐欺の電
話に注意！

本日、昼頃、越前市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙る者が「介護保
険の払い戻しがある。口座はどこか。」と話す不審な電話がありました。県
内では、還付金詐欺の不審電話が多発し、被害も発生しています。還付
金詐欺の犯人は６５～６９歳の女性を狙って電話をかけてきていますの
で、家族や知り合いの方にも注意するようお知らせください。（特殊詐欺緊
急対策プロジェクトチーム　０７７６－２２－２８８０）

全県
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267 9/24
名義貸しの電話
に注意！

昨日の午前中、小浜市内の高齢女性宅に、「老人ホームへの入居権があ
る。希望者に譲って欲しい。」と話す不審な電話がありました。この女性宅
には、以前にも同様の電話がかかってきていたとのことです。入居権を希
望者に譲れというのは詐欺の電話ですので、家族や知り合いの方にも注
意するようお知らせください。（特殊詐欺緊急対策プロジェクトチーム　０７
７６－２２－２８８０）

全県

268 9/28
不審なショート
メールに注意

今月の中旬以降、ＮＴＴファイナンスサポートセンターを騙る「支払い未納
料金がある」といった詐欺のショートメールに関する相談が多く寄せられて
います。また、掲載された電話番号に電話し、ＡＴＭへ誘導されてお金を騙
しとられそうになった事案も確認されています。このようなショートメールが
届いたら、○　家族や友人、警察に相談○　契約している通信会社の店舗
に相談するようにしてください。（特殊詐欺緊急対策プロジェクトチーム　０
７７６－２２－２８８０）

全県

269 9/28 不審者情報

９月２７日午後６時４５分頃、福井市松本３丁目の松本公園付近におい
て、男が下校中の女子高校生に「ちょっと話をしませんか。」などと声を掛
ける事案がありました。男の特徴は、年齢３５歳から４０歳位、身長１６５セ
ンチメートル位、体格中肉、黒の野球帽、黒っぽいＴシャツ、暗めの色の短
パンを着用していました。またメガネ、マスクは着けていませんでした。こ
のような事案に遭遇したときは、すぐにその場から離れて、警察に通報し
てください。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井署

270 9/29
不審者情報の解
決について

９月２３日に配信しました不審者情報（福井市内を走行中の電車内におい
て、男性が女子学生の身体に触れるという事案）については、行為者を特
定し解決することができました。御協力ありがとうございました。（福井警察
署０７７６－５２－０１１０）

福井署

271 9/30 不審者情報

９月２７日午後７時頃、福井市手寄１丁目所在の商業施設内において、複
数人の女子生徒に対し、男がカメラ様のものを向けるという事案がありま
した。男の特徴は、年齢４０歳代から５０歳代位、身長１７０センチメートル
位、体格小太り、黒色スポーツ刈りで、灰色ストライプワイシャツに紺色系
のスーツを着用していました。このような事案に遭遇したときは、すぐにそ
の場から逃げて、警察に通報してください。（福井警察署０７７６－５２－０
１１０）

福井署

272 10/1
「交通事故警戒
情報」（１０月）

県内の過去５年間における１０月の交通事故を分析しますと、「県外者が
第１当事者となる死亡事故・重傷事故が多い」、「シートベルト非着用によ
る重傷事故が多い」、「二輪車の死亡事故・重傷事故が多い」という特徴
があります。交通事故を防止するために○　事故の当事者とならないため
に、相手(車・自転車・歩行者)の動きに注意し、「止まるだろう」などの「だろ
う運転」ではなく、「止まらないかもしれない」といった危険を予測した「かも
しれない運転」を！○　後部座席のシートベルト非着用は車外放出や前席
乗員に重傷を負わせる危険性大！全席で着用を！○　疲労や眠気で注
意力が散漫になりがちな午後の運転には特に注意！（交通企画課交通事

全県

273 10/1
行方不明者の手
配について

福井市勝見２丁目地籍に住む７８歳の女性が、昨日午後７時３０分頃に、
家族が自宅で姿を確認したのを最後に行方不明となっています。女性は、
身長１５３センチメートル位、やせ型、白髪で耳にかかるくらいの長さを一
つ結び、紺色の手押し車を使用しており、服装は色不明の長袖長ズボン
です。このような女性を見かけた方は、福井警察署までご連絡ください。
（福井警察署　０７７６－５２－０１１０）

福井・坂井
地区

274 10/2 不審者情報

令和３年１０月２日午前１０時４０分頃、大野市美川町地籍において、外で
遊んでいた複数の女子児童に対し、男が「あやとりできるんか。犬笛って
何か分かるか。」等と声を掛ける事案が発生しました。男の特徴は、年齢６
０歳代位、身長１６５センチから１７０センチ位、中肉、目の周りにほくろが
多数あり、白色のフレームの自転車を使用していました。このような事案
に遭遇したときには、すぐにその場を離れ、警察に通報してください。（大
野警察署０７７９－６５－０１１０）

大野署
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275 10/4
ドコモを騙る詐欺
メールに注意！

ドコモお客様センターを騙り、ＳＭＳ（ショートメッセージ）を送信して、URLリ
ンクから不正なアプリをインストールさせ、ネットワーク暗証番号の入力を
求めるフィッシングの手口が発生しています。このようなＳＭＳ（ショートメッ
セージ）を受信した場合は、決してリンク先にアクセスせず、御家族や警察
に相談してください。（生活環境課サイバー犯罪対策室 0776-22-2880）

全県

276 10/5
鹿の目撃情報に
ついて

本日午前９時３０分頃、福井市八重巻町地籍において鹿１頭（成獣）の目
撃情報がありました。鹿を目撃した場合は、近付かず、速やかに市役所又
は警察に通報してください。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井署

277 10/5
不審者の出没に
ついて

１０月５日午後３時ころ、福井市志比口２丁目地籍の量販店において、女
性が男性にスカートの中をしゃがんで覗きこまれる事案が発生しました。
男の特徴は、年齢５０歳代から６０歳代位、身長１６０ｃｍ位、中肉、ハゲ
頭、白色マスク、白色シャツに白色ズボンを着用していました。このような
事案に遭遇したときは、すぐにその場から逃げて、警察に通報してくださ
い。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井署

278 10/6 不審者情報

本日午前７時４５分頃、あわら市堀江十楽地籍において、登校中の女子
児童が、男から「どこまで行くの。学校まで送ってあげる。」等と声をかけら
れる事案が発生しました。男の特徴は、年齢７０歳代～８０歳代位、身長１
５０センチメートル位、やせ型、ベージュ色の長ズボン、白色キャップを着
用し、白色軽自動車に乗車していました。このような事案に遭遇した場合
には、すぐにその場を離れ、警察に通報して下さい。（あわら警察署　０７７
６－７３－０１１０）

あわら署

279 10/6 不審者情報

１０月６日（水）午後２時頃、敦賀市野坂地籍において、男子小学生が男に
石を投げつけられるという事案が発生しました。男の特徴は、年齢６０歳
位、身長１６０センチ位、黒色無地の野球帽子、黒色マスクを着用していた
とのことです。このような事案に遭遇した場合には、すぐにその場を離れ、
警察に通報してください。（敦賀警察署０７７０－２５－０１１０）

嶺南地区

280 10/7 不審者情報

１０月７日午後３時頃、福井市つくし野３丁目地籍の路上において、下校途
中の児童が白色の車に乗った男から手招きされるという事案が発生しまし
た。このような事案に遭遇した場合は、すぐにその場から逃げて警察に通
報してください。また、お子様と「いかのおすし」についてお話しください。
（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井署

281 10/8
不審者の目撃情
報について

昨日午後７時３０分頃、坂井市坂井町下兵庫地籍の一般住宅において、
何者かが脱衣場の窓から入浴中の家人をのぞくという事案が発生しまし
た。入浴する際は、浴室や脱衣場の戸締りを徹底し、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。（坂井警察署　０７７６ー６
６ー０１１０）

坂井署

282 10/8 不審者情報

昨日午後９時頃、鯖江市水落町１丁目地籍の路上において、徒歩で帰宅
中の３０歳代女性が、後方から来た男に抱きつかれるという事案が発生し
ました。男の特徴は、年齢１０歳代から２０歳代位、身長１６０から１７０セン
チメートル位、中肉、上衣黒色の服を着用していました。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。（鯖江警察署０７７８－５２
－０１１０）

鯖江署
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283 10/9 不審者情報

令和３年１０月８日午後１１時頃、鯖江市糺町地籍の一般住宅において、
何者かが脱衣所の窓に手をかけ、着替え中の家人を覗こうとするという事
案が発生しました。入浴の際は浴室や脱衣所の戸締りを徹底し、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。（鯖江警察署０７
７８－５２－０１１０）

鯖江署

284 10/12 不審者情報

昨日午後５時１５分頃、福井市加茂河原地籍の路上において、女子児童
が自転車に乗った男に追いかけられ、ズボンを下げて臀部を見せつけら
れるという事案が発生しました。男の特徴は、年齢２０歳代から３０歳代
位、体格中肉、白色Ｔシャツ、紺色短パン、黒色野球帽を着用し、銀色の
自転車に乗っていました。このような事案に遭遇したときは、すぐにその場
を離れるなどして安全を確保し、警察に通報してください。（福井南警察署
０７７６－３４－０１１０）

福井地区

285 10/14
不審者情報につ
いて

令和３年１０月１３日午後６時３０分頃、おおい町小堀地籍において、徒歩
にて帰宅途中の男子生徒が、車から降りてきた男から「どこの学校？かわ
いい子紹介するから」などと声を掛けられるという事案がありました。男の
特徴は、年齢３０歳代位、身長１７０センチメートル位、中肉、金髪の真ん
中分け、上下暗い色の服を着用し、黒色の１ＢＯＸタイプの軽自動車に
乗っていました。このような事案に遭遇した時には、すぐにその場から逃
げて警察に通報してください。（小浜警察署　０７７０－５６－０１１０）

小浜署

286 10/14
交通死亡事故多
発警報発令

今月9日から14日までの間に、県内で交通死亡事故が相次いで発生した
ことから、本日から23日までの10日間「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、運転の際は次のことに注意してくだ
さい。　○後部座席を含めた全席シートベルト着用徹底！　○薄暮時間帯
は早めのライト点灯と速度を控えめに！　○夜間、徒歩や自転車での外
出時には反射材の活用を！(交通企画課 0776-22-2880)

全県

287 10/15 不審者情報

昨日午後６時頃、福井市若杉１丁目地籍の路上において、徒歩で下校中
の女子中学生が、男から名前や年齢を聞かれ、手で触れられそうになる
事案が発生しました。男の特徴は、年齢４０歳代から５０歳代位、肥満型、
はげ頭、赤色七分丈のＴシャツを着用していました。このような事案に遭遇
したときは、すぐにその場を離れるなどして安全を確保し、警察に通報して
ください。（福井南警察署　０７７６－３４－０１１０）

福井地区

288 10/15
行方不明者の手
配について

本日午前１１時５０分ころ、越前市沢町に住む８０歳の女性が、自宅を出た
まま行方不明となっています。女性は、身長１５５ｃｍくらい、やせ型、ピン
ク色帽子、上衣赤色カーディガン、下衣黒色ズボンを着用しており、茶色
のトイプードルを連れて徒歩で移動している可能性があります。このような
女性を見かけたら、すぐに警察に連絡してください。（越前警察署０７７８－
２４－０１１０）

全県

289 10/16
行方不明者の手
配解除

１０月１５日、越前警察署から行方不明者として手配した越前市沢町に住
む８０歳の女性については、無事発見されました。ご協力ありがとうござい
ました。（越前警察署０７７８－２４－０１１０）

全県

290 10/16 不審者情報

本日午前５時ころ、福井市手寄２丁目地籍の路上において、ウォーキング
中の６０歳代男性が、原付バイクに乗った男から、刃物様のものをちらつ
かされ、お金を要求されるといった事案の届出がありました。このような事
案に遭遇した場合は、すぐにその場から逃げて、警察に通報してください。
（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井地区
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291 10/16
不審な電話に注
意！

本日、福井市内の一般住宅に対して、国民税相談センターを騙り、「キャッ
シュカードやマイナンバーカードの番号を登録しないと、還付金を受け取
れないので、国民税相談センター福井支部に電話をして手続きをして下さ
い。」などと話す不審な電話がありました。このような不審な電話があった
際は、すぐに電話を切り、警察に相談してください。（福井警察署０７７６－
５２ー０１１０）

全県

292 10/16 不審者情報
本日、お知らせした福井市手寄２丁目地籍における不審者情報について
は、事実がなかったことが確認できましたので、お知らせします。（福井警
察署０７７６－５２－０１１０）

福井地区

293 10/19
行方不明者の手
配について

福井市西学園１丁目地籍に住む８５歳の女性が、本日午前７時４０分頃、
自宅から徒歩で外出して以降、行方不明となっています。女性は、身長１
５０センチメートル位、やせ型、白髪混じりの短髪、服装はえんじ色のベス
ト、黒色長ズボン、紫色サンダルを着用しています。このような女性を見か
けた方は、福井警察署までご連絡ください。（福井警察署　０７７６－５２－
０１１０）

福井地区

294 10/19 不審者情報

１０月１５日（金）午後３時頃、敦賀市莇生野地籍の路上において、下校中
の小学生２人に対し、バイクに乗った男が後方から近付き「何こっちみとん
の。何しゃべってんの。」等と声を掛けてくる事案がありました。男の特徴
は、年齢６０歳くらい、白髪、上下黒色の服装で、水色のヘルメットを被っ
ていました。このような事案に遭遇した場合には、すぐにその場を離れ、警
察に通報してください。また、お子様と一緒に防犯標語『いかのおすし』に
ついてお話しください。（敦賀警察署　０７７０－２５－０１１０）

嶺南地区

295 10/19
行方不明者の手
配解除について

本日、福井警察署から行方不明者として手配した福井市西学園１丁目地
籍に住む８５歳の女性については、無事発見されました。御協力ありがと
うございました。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井地区

296 10/23
行方不明者の手
配について

令和３年１０月２２日午前８時３０分頃、越前町上糸生に住む７５歳の男性
が、越前市内の病院を利用した後、行方不明となっています。男性は、身
長１６０ｃｍくらい、やせ型、黒色ジャンパー、茶色ズボン、黒色の肩掛け
バッグ、黒色のスニーカーを履いており、徒歩で移動している可能性があ
ります。このような男性を見かけたら、すぐに警察に連絡してください。（越
前警察署０７７８－２４－０１１０）

全県

297 10/24
行方不明者の手
配解除

１０月２３日、越前警察署から行方不明者として手配した越前町上糸生に
住む７５歳の男性については、発見されました。ご協力ありがとうございま
した。（越前警察署０７７８－２４－０１１０）

全県



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

298 10/25
熊の目撃情報に
ついて

本日午前１１時頃、坂井市丸岡町下久米田地籍において体長１メートル位
の熊１頭が目撃されました。熊を目撃した場合は、近づかず、速やかに市
役所または警察に通報してください。（坂井警察署　０７７６－６６－０１１
０）

坂井署

299 10/25
還付金詐欺の電
話に注意！

本日の夕方、福井市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙る者が「年末に
還付される保険料の払い戻しがある。ＡＴＭで今日中に手続をしてくださ
い。」と話す不審な電話がありました。県内では、還付金詐欺の不審電話
が多発し、被害も発生しています。還付金詐欺の犯人は６５～６９歳の女
性を狙って電話をかけてきていますので、家族や知り合いの方にも注意す
るようお知らせください。（特殊詐欺緊急対策プロジェクトチーム0776-22-
2880)

全県

300 10/26 不審者情報

本日午後１時３０分頃、越前市村国２丁目地籍の路上において、下校中の
女子児童が、青色の自転車に乗った男から、すれ違い様にスマートフォン
を向けられる事案が発生しました。男の特徴は、年齢３０歳から４０歳位、
身長１７０センチメートルから１７５センチメートル位でした。このような事案
に遭遇した場合は、その場から離れて、すぐに警察に通報してください。
（越前警察署０７７８－２４－０１１０）

丹南地区

301 10/27 不審者情報

本日午後４時１５分頃、越前市村国４丁目地籍の路上において、下校中の
女子児童が、男から写真撮影される事案が発生しました。男の特徴は、年
齢３０歳から４０歳位、身長１７０センチメートル位、中肉、黒色短髪、黒色
サングラス、色不明のマスク、黒色長袖シャツ、青色半ズボン、青色バッグ
を肩に掛けており、移動手段は徒歩でした。このような事案に遭遇した場
合は、その場から離れて、すぐに警察に通報してください。（越前警察署０
７７８ー２４ー０１１０）

丹南地区

302 10/28 不審者情報

本日午後０時４０分頃、あわら市谷畠地籍の路上において、下半身を露出
している男の目撃がありました。男の特徴は、年齢４０歳代から５０歳代
位、黒髪短髪、上衣黒色トレーナー、下衣デニム生地のズボンを着用して
いました。このような不審者に遭遇した場合は、すぐにその場を離れて、
安全を確保し、警察に通報してください。（あわら警察署　０７７６－７３－０
１１０）

あわら署

303 10/29 不審者情報

１０月２７日（水）午後５時頃、敦賀市萩野町地籍の路上で、徒歩で帰宅途
中の女子児童に対し、男が、「ちょっとそこのおねぇちゃん。名前は。」等と
声を掛け、後をつけるという事案がありました。男の特徴は、年齢４０歳代
から５０歳代位、身長１７５センチ位、中肉、黒髪の短髪、灰色っぽい服、
黒色のショルダーバッグを所持していました。このような事案に遭遇した場
合には、すぐにその場を離れ、警察に通報してください。（敦賀警察署０７
７０－２５－０１１０）

嶺南地区



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

304 11/1
「交通事故警戒
情報」（１１月）

県内の過去５年間における１１月の交通事故を分析しますと、「夜間にお
ける死亡事故が多い」、「土日における死亡事故が多い」、「高齢運転者に
よる死亡事故が多い」という特徴があります。交通事故を防止するために
○例年、これからの時期、日没時間の早まりとともに、夜間における死亡・
重傷事故が増加！薄暮時以降は歩行者・自転車などをいかに早く発見で
きるかが重要！早めのライト点灯とハイビームのこまめな切り替えを！○
ドライブなどを楽しむ際も、速度を控え、疲労を感じる前に休息をとり、危
険を見逃さないようにしっかり前をよく見て運転を！○高齢ドライバーの方
は身体機能の低下を意識し、体調や運転に不安がある場合は運転を控え
ましょう。また、サポカーの検討や、高齢ドライバー自らが、運転する「時間
帯」や「場所」などを限定して安全運転を続けていく取組である「限定運転」
の実践を！（交通企画課交通事故抑止支援室　0776-22-2880）

全県

305 11/1
還付金詐欺の電
話に注意！

本日午前１０時半頃、坂井市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙る者が
「介護保険料を払いすぎている。払い戻しがある。」と話す不審な電話が
ありました。県内では、還付金詐欺の不審電話が多発し、被害も発生して
います。還付金詐欺の犯人は６５～６９歳の女性を狙って電話をかけてき
ますので、家族や知り合いの方にも注意するようお知らせください。（特殊
詐欺緊急対策プロジェクトチーム　０７７６－２２－２８８０）

全県

306 11/3 不審者情報

１１月３日午前７時４０分頃、坂井市春江町為国亀ケ久保地籍の路上にお
いて、自転車で登校中の女子中学生が男に「名前は？」などと声をかけら
れる事案が発生しました。男の特徴は、年齢が７０歳位、身長１７０センチ
メートル位、茶色のハット様の帽子、ベージュ色長袖シャツ、ベージュ色長
ズボンを着用していました。この様な事案に遭遇したときは、すぐにその場
を離れ、警察に通報してください。（坂井警察署０７７６－６６－０１１０）

坂井署

307 11/3
行方不明者の手
配

１１月３日午前９時３０分頃、鯖江市長泉寺町地籍に住む７２歳の女性が、
自宅から徒歩で外出したまま行方不明となっています。女性は、身長１６０
センチメートル位、やせ型、白髪混じりの短髪、茶色もしくは黒系の長袖、
長ズボンを着用しています。このような女性を見かけた方は、鯖江警察署
までご連絡ください。（鯖江警察署０７７８－５２－０１１０）

丹南地区

308 11/3
行方不明者の手
配解除

本日、鯖江警察署から行方不明者として手配しました鯖江市内在住の７２
歳の女性については、無事発見されました。御協力ありがとうございまし
た。（鯖江警察署０７７８－５２－０１１０）

丹南地区



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

309 11/4
交通死亡事故多
発警報発令

先月28日から11月4日までの間に、県内で交通死亡事故が相次いで発生
し、本日から13日までの10日間「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、運転の際は次のことに注意してください。
○ 後部座席を含めた全席シートベルト着用徹底！○ 薄暮時間帯は早め
のライト点灯と速度を控えめに！○ 夜間、徒歩や自転車での外出時には
反射材の活用を！(交通企画課0776-22-2880)

全県

310 11/4 不審者情報

本日午後１時２０分頃、あわら市上番地籍の路上において、全裸の男の
目撃がありました。男の特徴は、年齢４０歳代から５０歳代位、黒髪短髪で
す。このような不審者に遭遇した場合は、すぐにその場から離れて、安全
を確保し、警察に通報してください。（あわら警察署０７７６－７３－０１１０）

あわら署

311 11/9 不審者情報

１１月４日午前７時３０分頃、坂井市春江町西長田地籍のえちぜん鉄道西
長田駅付近路上において、男が女子高校生に対して「西長田駅はどこ？」
などと声をかけ、その翌日には同じ女子高校生に飲み物を手渡そうとする
事案が発生しました。男の特徴は、年齢が３０歳代、身長１６０センチメート
ル位、黒色マスク、上下黒色作業服を着用していました。この様な事案に
遭遇したときは、すぐにその場を離れ、警察に通報して下さい。（坂井警察
署　０７７６－６６－０１１０）

坂井地区

312 11/9
還付金詐欺の電
話に注意

本日午後３時頃、鯖江市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙る者が「介
護保険料の払い戻しがある。銀行名、口座番号、暗証番号を教えて。」と
話す不審な電話がありました。　県内では、還付金詐欺の不審電話が多
発し、被害も発生しています。　口座番号や暗証番号はあなただけのも
の。絶対に教えてはいけません。　家族や知り合いの方にも注意するよう
お知らせください。（特殊詐欺緊急対策プロジェクトチーム　０７７６－２２－
２８８０）

全県

313 11/9
不審者の目撃情
報について

１１月７日午前０時頃、坂井市三国町米納津地籍の一般住宅において、何
者かが脱衣所の窓から入浴後の家人をのぞくという事案が発生しました。
入浴する際は、浴室や脱衣所の窓の鍵を閉め、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ください。（坂井西警察署　０７７６－８２－
０１１０）

坂井地区

314 11/10 不審者情報

昨日、福井市内を午前７時台に運行している電車内において、女子高生
がスマートフォンにおいて容姿を撮影されるといった事案が発生しました。
不審者の特徴は、１０代位、身長１６５～１７０センチ位、体格中肉、黒色の
マッシュルームヘア、黒色のリュックを背負い、白色のトートバッグを持っ
ていました。このような事案に遭遇したときは、すぐにその場を離れる、近
くにいる人に助けを求めるなどして安全を確保し、警察に通報をしてくださ
い。（福井南警察署０７７６－３４－０１１０）

福井地区
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315 11/11
還付金詐欺の電
話に注意！

本日、午前中、福井市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙る者が「介護
保険の払い戻しがある。」と話す不審な電話がありました。県内では、還
付金詐欺の不審電話が多発し、被害も発生しています。家族や知り合い
の方にも注意するようお知らせください。（特殊詐欺緊急対策プロジェクト
チーム　０７７６－２２－２８８０）

全県

316 11/11
不審な電話に注
意！

本日、午前１０時半頃、福井市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙る者
が「介護保険に消費税がかかることになった。消費税を払って欲しい。」と
話す不審な電話がありました。このような電話があったら、すぐに切って、
市役所に確認するか警察に通報してください。家族や知り合いの方にも注
意するようお知らせください。（特殊詐欺緊急対策プロジェクトチーム　０７
７６－２２－２８８０）

全県

317 11/11
行方不明者の手
配について

福井市栂野町地籍に住む７０歳の男性が、本日午後０時頃に自宅から徒
歩で外出し、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、やせ型、白髪のスポーツ刈り、服装は灰色長袖ポロシャツ、紺色長ズ
ボン、灰色のスニーカーを着用し、杖を使用しています。また、杖と靴に
「福井４８７」と記載のシールが貼付されています。このような男性を見か
けた方は、福井警察署まで御連絡ください。（福井警察署０７７６－５２－０
１１０）

福井南署

318 11/11
行方不明者の手
配解除について

本日、福井警察署から行方不明者として手配した福井市栂野町地籍に住
む７０歳の男性については、無事発見されました。御協力ありがとうござい
ました。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井南署

319 11/12
鹿の目撃情報に
ついて

本日午前６時頃、坂井市坂井町下兵庫地籍において、体長１メートル位の
鹿１頭が目撃されました。鹿を目撃した場合は、近づかず、速やかに市役
所または警察に通報してください。（坂井警察署０７７６－６６－０１１０）

坂井署

320 11/12
不審な電話に注
意！

本日午前１０時頃、福井市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙る者が
「還付金があります。金融機関に行ってください。」と話す不審な電話があ
りました。　県内では、公的機関を騙った不審電話が多発し、被害も発生し
ています。口座番号や暗証番号はあなただけのものです。絶対に教えて
はいけません。家族や知り合いの方にも注意するようお知らせください。
（特殊詐欺緊急対策プロジェクトチーム　０７７６－２２－２８８０）

全県
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321 11/12 不審者情報

昨日午後９時３０分頃、坂井市丸岡町吉政地籍の路上で、下半身を露出
した男が目撃されました。　男の特徴は、年齢が４０歳代から５０歳代位、
身長１６５センチメートル位、やせ型、坊主頭、赤色の長袖シャツを着用し
ていました。　この様な事案に遭遇したときは、すぐにその場を離れ、警察
に通報して下さい。（坂井警察署　０７７６－６６－０１１０）

坂井地区

322 11/12
警察庁ロゴ使用
の不審サイト注
意

警察庁の名称やロゴを使用し、プレゼント等の当選を装って個人情報を入
力させる不審サイトが確認されています。同サイトにアクセスするとクレ
ジットカード番号等を盗まれる可能性があります。このような不審なサイト
が表示された場合、不用意に個人情報やクレジットカード番号等を入力し
たりせず、警察へご相談ください。（生活環境課サイバー犯罪対策室
0776-22-2880）

全県

323 11/14
行方不明者の手
配について

福井市印田町地籍に住む８６歳の男性が、本日午前８時頃から行方不明
となっています。男性は、身長１７５センチメートル位、中肉、白髪の短髪、
服装は、灰色ウインドブレーカーフード付き、黒色ウインドブレーカーズボ
ン、紺色布製の靴を着用。また、前かご付きの緑色自転車に乗っている可
能性があります。このような男性を見かけた方は、福井警察署まで御連絡
ください。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井署

324 11/14
行方不明者の手
配解除について

本日、福井警察署から行方不明者として手配した福井市印田町地籍に住
む８６歳の男性については、無事発見されました。御協力ありがとうござい
ました。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井署

325 11/15
熊のような動物
の目撃情報

本日午後５時１０分頃、越前市定友町地籍において、熊のような動物の目
撃情報がありました。熊を目撃した場合は、近づかず、速やかに市役所又
は警察に通報してください。（越前警察署０７７８－２４－０１１０）

越前署

326 11/17
不審な電話に注
意！

本日、午前中、鯖江市内の高齢女性宅に介護施設を名乗り「介護施設に
入居する権利がある。いらないなら他の人に譲って欲しい。」と話す不審な
電話がありました。これは、名義貸しという詐欺の手口です。いつ家にいる
のかなど個人の生活状況も聞き出そうとしていますので注意してください。
このような電話があったら、すぐに切って、警察に通報してください。離れ
て暮らす高齢のご家族にも注意をするよう連絡してください。家族の絆で
特殊詐欺の被害を防止しましょう。（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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327 11/17
不審な電話に注
意！

本日午後、福井市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙る者が「介護保険
の払い戻しがある。封書が届いていないか。金融機関はどこか。」などと
話す不審な電話がありました。県内では、公的機関を騙った不審電話が
多発し、被害も発生しています。このような電話がかかってきたら、すぐに
切って、警察に通報してください。家族や知り合いの方にも注意するようお
知らせください。（特殊詐欺緊急対策プロジェクトチーム　０７７６－２２－２
８８０）

全県

328 11/22
熊の目撃情報に
ついて

１１月２２日午前９時頃、美浜町久々子地籍において、体長８０センチ位の
子熊１頭が目撃されました。熊を目撃した場合は、近づかず、速やかに町
役場（市役所）又は警察に通報してください。（敦賀警察署０７７０－２５－０
１１０）

敦賀署

329 11/22
不審な電話に注
意！

１１月２０日、勝山市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙る者から「介護
保険の払い戻しがある。」との不審な電話がありました。公的機関が、電
話で還付金の話をすることはありません。銀行口座を尋ねたり、ATMへ向
かうように指示する電話がかかってきたら、すぐに切って、警察に通報して
ください。（勝山警察署　０７７９－８８－０１１０）

全県

330 11/22 不審者情報

令和３年１１月２１日午後４時３０分、福井市花月４丁目地籍の路上におい
て、帰宅途中の女子児童が、男から声をかけられる等といった事案が発
生しました。男の特徴は、年齢２０歳前後、身長１７０センチメートルくらい、
中肉、黒髪短髪です。このような事案に遭遇した場合は、すぐにその場を
離れ、警察に通報してください。また、お子様と「いかのおすし」についてお
話しください。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井地区

331 11/23
不審者情報の解
決について

１１月２２日に配信しました不審者情報（福井市花月４丁目地籍の路上に
おいて、帰宅途中の女子児童が、男から声をかけられる等といった事案）
については、行為者を特定し解決することができました。御協力ありがとう
ございました。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井地区

332 11/28 不審者情報

本年１１月２７日午後５時４５分頃、坂井市丸岡町今市地籍において、女
性に対し、自転車に乗車した１０代位、黒髪、短髪、ベージュ色の上着とズ
ボンの男が、「トイレを貸して下さい」「サイズが合いません、手伝って下さ
い」等と意味不明な声をかける事案が発生しました。このような不審者に
遭遇した場合は、すぐにその場を離れ、警察に通報して下さい。（坂井警
察署０７７６－６６－０１１０）

坂井署



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

333 11/30
不審な電話に注
意！

本日午前１１時頃、福井市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙る者が
「介護保険の払い戻しがある。金融機関に行ってください。」などと話す不
審な電話がありました。県内では、公的機関を騙った不審電話が多発し、
被害も発生しています。このような電話がかかってきたら、すぐに切って、
警察に通報してください。家族や知り合いの方にも注意するようお知らせく
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

334 12/1
「交通事故警戒
情報」（１２月）

県内の過去５年間における１２月の交通事故を分析すると、「幹線道路に
おける死亡・重傷事故が多い」、「高齢者(自転車・歩行者)が犠牲となる死
亡・重傷事故が多い」、「飲酒運転による重傷事故が多い」という特徴があ
ります。　交通事故を防止するために○　横断歩道は歩行者優先であるこ
とは当然ですが、横断歩道以外でも横断歩行者に注意！特に、走行中、
右からの横断歩行者に要注意を！○　特に、夕方・夜間は、歩行者・自転
車などをいかに早く発見できるかが重要！早めのライト点灯とハイビーム
のこまめな切り替えを！自転車・歩行者の方は反射材の活用を！○　年
末は忘年会等で飲酒の機会が増えますが、飲酒運転は悪質な犯罪！自
動車で仲間と飲食店などに行く場合には、お酒を飲まない人を決め、その
人が仲間を自宅にまで送り届ける、「ハンドルキーパー運動」にご協力くだ
さい。（交通企画課交通事故抑止支援室0776-22-2880）

全県

335 12/2
行方不明者の手
配について

昨日午後６時ころ、福井市町屋３丁目に住む７７歳の男性が、福井市松本
２丁目から、黒色セダンタイプの車で帰宅途中に行方不明となっていま
す。　男性は、身長１７０センチメートル位、小太り、白髪交じりの短髪、服
装はグレーのシャツにセーター生地の上着、紺色長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、福井警察署までご連絡ください。
（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

嶺北地区

336 12/2
名義貸しの電話
に注意！

本日、福井市内の高齢女性宅に、大手住宅会社を名乗る者から「あなた
の名義で〇〇さんが入居することになった。」と話す不審な電話がありまし
た。数日前には、大手建設会社を名乗る者から「高齢者が入る施設を建
てるから入居しませんか。入居しないなら名義を貸して欲しい。」との電話
もあったとのことです。これは、名義貸しという詐欺の手口です。このような
電話があったら、すぐに切って、警察に通報してください。離れて暮らす高
齢のご家族にも注意するよう連絡してください。家族の絆で特殊詐欺の被
害を防止しましょう。（特殊詐欺緊急対策プロジェクトチーム　０７７６－２２
－２８８０）

全県

337 12/2 不審者情報

昨日午後３時４０分頃、福井市寺前町の路上において、帰宅途中の男子
児童が、薄い水色の車に乗った男から声をかけられ、「いつもこの道を通
るんか」と尋ねられるという事案が発生しました。男の特徴は、年齢６０歳
代位、白髪頭、灰色の布マスク、白っぽい服の上に黒色ジャンパーを着用
していました。このような事案に遭遇したときは、すぐにその場から逃げ
て、警察に通報してください。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井署

338 12/6
行方不明者の手
配解除

本年１２月２日、福井警察署から行方不明者として手配した福井市町屋３
丁目に住む７７歳の男性については、発見されました。　御協力ありがとう
ございました。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

嶺北地区
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339 12/7
イベント開催の
お知らせ

◇今週末１１日（土）、１２日（日）、サンドーム福井において開催される「ス
ポーツ＆アートチャレンジ２０２１～はぴりゅうフェスタ～」に警察車両が登
場！◇当日は、パトカーや白バイに乗車体験ができるほか、１２日（日）午
前１０時から、警察音楽隊ミニコンサートを開催。◇会場では、本県ゆかり
のオリンピック選手がステージに登場したり、スケボーやＢＭＸ、ＶＲ・ｅス
ポーツ体験ができる等、盛り沢山です！◇詳しくはインターネットで「はぴ
りゅうフェスタ」と検索してホームページを御確認ください。ご来場、お待ち
しています。（県民サポート課広報係　0776-22-2880）

全県

340 12/8 不審者情報

本年１２月７日午後６時１０分頃、坂井市丸岡町南横地地籍において、自
転車に乗って下校する女子児童に対し、男が徒歩で追いかける事案が発
生しました。男の特徴は、年齢が６０歳代から７０歳代、身長が１７０センチ
メートル位、フード付きのジャンパーを着て、手には長さ３０センチメートル
位の棒様のものを持っていました。このような不審者に遭遇した場合は、
すぐにその場を離れ、警察に通報してください。（坂井警察署０７７６－６６
－０１１０）

福井署

341 12/8
不審者事案の解
決について

本日配信しました坂井市丸岡町南横地地籍において発生した不審者事案
については、人物を特定し解決することができました。ご協力ありがとうご
ざいました。（坂井警察署　０７７６－６６－０１１０）

福井署

342 12/8
ホームページが
新しくなりました

◇この度、福井県警察のホームページをリニューアルしました。◇今回の
リニューアルでは、デザインやサイトの情報の整理を行い、御覧になる方
が、お探しの情報を見やすく、検索しやすいホームページになっています。
◇また、スマートフォンで御覧になった場合も見やすくなるようになりました
のでぜひ、ご活用ください。（県民サポート課広報係　0776-22-2880）

全県

343 12/9 不審者情報

昨日午後３時２０分頃、福井市八ツ島町の路上において、帰宅途中の女
子中学生が、男に一眼レフカメラで写真を撮られるという事案が発生しま
した。男の特徴は、年齢２０歳から３０歳位、身長１８０センチメートル位、
やせ型、黒色の半袖Ｔシャツに黒色の長ズボンを着用していました。この
ような事案に遭遇したときは、すぐにその場から逃げて、警察に通報してく
ださい。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井署

344 12/10
不審な電話に注
意！

本日、午後３時半頃、敦賀市内の女性宅に、市役所職員を騙る者が「介
護保険の払い戻しがある。銀行はどこを使っていますか。」と話す電話が
あった後、銀行員を名乗る者から「手続きのためATMへ行って。」と話す不
審な電話がありました。県内では、公的機関を騙った不審電話が多発し、
被害も発生しています。このような電話がかかってきたら、すぐに切って、
警察に通報してください。家族や知り合いの方にも注意するようお知らせく
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

345 12/10
年末の交通安全
県民運動

12月11日(土)から12月20日(月)までの間、「年末の交通安全県民運動」が
行われます。期間中は、県内各地で交通指導取締りや啓発活動等、様々
な取組が行われます。例年12月は、死亡・重傷事故が多発する傾向がみ
られ注意が必要です。ドライバーの方はハイビームを活用、歩行者・自転
車の方は反射材を活用して交通事故防止に取り組みましょう。

全県

346 12/11
行方不明者の手
配

本日午前２時頃、福井市下莇生田町地籍に住む８０歳の男性が、自宅か
ら徒歩で外出したまま行方不明となっています。男性は、身長１６８センチ
メートル位、中肉、白髪混じりの薄い髪、紺色の長袖ポロシャツ、黒色ズボ
ンを着用しています。このような男性を見かけた方は、福井南警察署まで
ご連絡ください。（福井南警察署０７７６－３４－０１１０）

福井
丹南地区
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347 12/12
公然わいせつ事
案の発生

１２月１１日午後９時５０分頃、越前市横市町地籍の量販店において、陰
部を露出した状態で歩いている不審者の目撃がありました。男は、年齢４
５歳から５０歳くらい、身長１７５センチメートルくらい、痩せ型、色不明のマ
スクを着用していました。このような不審者に遭遇した場合は、すぐにその
場から離れるなどして、警察に通報してください。（越前警察署０７７８－２
４－０１１０）

全県

348 12/13
福井県警察ツ
イッターの御登
録を

◇県警察では、リュウピーネットで各種情報を提供するとともに、ツイッ
ターにて、タイムリーに○交通事故抑止のための注意喚起や対策○特殊
詐欺の最新手口や防衛策○通行止め等の道路交通情報○交通取締り情
報等を動画や写真付きで、わかりやすく配信しています。◇インターネット
で、「福井県警察　ツイッター」で検索し、フォローをお願い致します。　（県
民サポート課広報係　0776-22-2880）

全県

349 12/15
福井県警察ユー
チューブの登録
を

◇県警察では、リュウピーネットで各種情報を提供するとともに、ユー
チューブにて、オリジナルで製作した○交通安全啓発動画○特殊詐欺被
害防止に関する動画○県警音楽隊の演奏動画○警察官採用に関する動
画等を配信しています。◇再生リストを選択すると、交通安全を訴える「ワ
ンワンお悩み相談室」の動画や県警音楽隊の演奏をまとめて御覧になれ
ます。◇インターネットで、「福井県警察　ユーチューブ」で検索し、是非御
覧ください。チャンネル登録もお願いします。（県民サポート課広報係
0776-22-2880）

全県

350 12/15
行方不明者の手
配解除について

１２月１１日に福井南警察署から行方不明者として手配した福井市下莇生
田町地籍に住む８０歳の男性につきましては、発見されました。ご協力あ
りがとうございました。（福井南警察署　０７７６－３４－０１１０）

福井
丹南地区

351 12/18
公然わいせつ事
案の発生

１２月１６日午後２時１０分頃、越前市村国３丁目地籍において、男が女子
児童に対し、陰部を露出して見せつける事案が発生しました。男は、年齢
３０歳代から５０歳代、身長１７５センチメートルくらい、体格細身、黒色単
発で、上下灰色の服装でした。このような不審者に遭遇した場合は、すぐ
にその場から離れて、警察に通報してください。（越前警察署0778‐24‐
0110）

丹南地区

352 12/18
公然わいせつ事
案の発生

１２月１６日午後２時１０分頃、越前市村国３丁目地籍において、男が女子
児童に対し、陰部を露出して見せつける事案が発生しました。男は、年齢
３０歳代から５０歳代、身長１７５センチメートルくらい、体格細身、黒色短
髪で、上下灰色の服装でした。このような不審者に遭遇した場合は、すぐ
にその場から離れて、警察に通報してください。（越前警察署0778‐24‐
0110）

丹南地区

353 12/21
行方不明者の手
配

１２月１７日午後１０時３０分頃から、敦賀市松島町２丁目に住む３４歳の
男性が、自宅付近での目撃を最後に行方不明となっています。男性は、
身長１８０センチメートル位、体格中肉、黒髪短髪、服装は灰色パーカー、
紺色ジーパンを着用しています。このような男性を見かけた方は敦賀警察
署までご連絡ください。（敦賀警察署　０７７０－２５－０１１０）

全県

354 12/23
不審な電話に注
意！

本日、午後１時頃、福井市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙り「払い戻
しがある。」と話す不審な電話がありました。県内では、公的機関を騙った
不審電話が多発し、被害も発生しています。このような電話がかかってき
たら、すぐに切って、警察に通報してください。家族や知り合いの方にも注
意するようお知らせください。（特殊詐欺緊急対策プロジェクトチーム　０７
７６－２２－２８８０）

全県



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

355 12/24
行方不明者の発
見について

１２月２１日、敦賀警察署から行方不明者として手配した男性については
発見されました。ご協力ありがとうございました。（敦賀警察署　０７７０－２
５－０１１０）

全県

356 12/24
不審な電話に注
意！

本日、午前１１時頃、あわら市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙る者が
「介護保険料の払い戻しがある。」と話す不審な電話がありました。県内で
は、公的機関を騙った不審電話が多発し、被害も発生しています。このよ
うな電話がかかってきたら、すぐに切って、警察に通報してください。家族
や知り合いの方にも注意するようお知らせください。（特殊詐欺緊急対策
プロジェクトチーム　０７７６－２２－２８８０）

全県

357 12/31
行方不明者の手
配について

１２月３１日午前６時３０分頃、小浜市大手町に住む８５歳の女性が徒歩で
外出したまま行方不明となっています。女性は、身長１４５センチメートル、
中肉、白髪の短髪で、服装は、はっきりとわかっていません。このような高
齢女性を見かけた際には、小浜警察署へ連絡してください。（小浜警察署
０７７０－５６－０１１０）

小浜署

358 12/31
行方不明者の手
配解除について

本日、小浜警察署から行方不明者として手配した、小浜市大手町に住む
８５歳の女性につきましては、無事発見されました。ご協力ありがとうござ
いました。（小浜警察署０７７０－５６－０１１０）

小浜署


