
№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

1 1/4
「交通事故警戒
情報」（１月）

平成２９年から令和３年までの過去５年間における１月の交通事故をみま
すと、「夕暮れ・夜間における死亡・重傷事故が多い」、「雨の日における
死亡・重傷事故が多い」、「歩行中・自転車乗用中の高齢者が被害にあう
死亡・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○　夕方や夜間は、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。○　雨の日の夜間は特に視界が悪くなるので、
スピードは控えましょう。また、交差点を通過または右左折するときは歩行
者・自転車がいないかしっかり確認を。○　高齢者の方は、道路を横断す
る際は左右をよく確認し、特に横断後半に注意。ドライバーの方は、道路
を右から左に横断してくる歩行者に注意を。（交通企画課交通事故抑止支
援室0776-22-2880）

全県

2 1/7
１１０番の適切な
利用について

１月１０日は「１１０番の日」です。１１０番をかける際は、「１　いち早く　１
いそがず慌てず　０　れい静に」を合い言葉に、１　何があったか　２　どこ
であったか　３　いつあったか　４　犯人は　５　今、どうなっているか　６　あ
なたの住所・名前・電話番号の順にお話し下さい。また、相談等の急を要
さない通報は、＃９１１０をご利用下さい。（通信指令課　０７７６－２２－２８
８０）

全県

3 1/12
不審な電話に注
意！

本日、午前１１時頃、福井市内の６０代女性宅に、市役所職員を騙る者か
ら「還付金がある。」と話す不審な電話がありました。公的機関が還付金
の電話をすることはありません。また、銀行口座や暗証番号を聞き出した
り、キャッシュカードを取りにくるようなこともありません。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。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

4 1/13
行方不明者の手
配解除について

令和３年１０月１日、福井警察署が行方不明者として手配した福井市勝見
２丁目地籍に住む７８歳の女性については、発見されました。　ご協力あり
がとうございました。（福井警察署　０７７６－５２－０１１０）

福井
坂井地区

5 1/18
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から
「還付金がある。銀行はどこか。」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。また、銀行口座や暗証
番号を聞き出したり、キャッシュカードを取りにくるようなこともありません。
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。御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

6 1/20
不審な電話に注
意！

本日、午前１１時頃、福井市内の高齢者宅に、市役所職員を騙る者から
「医療費の払い戻しがある。銀行はどこか。」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。また、銀行口
座や暗証番号を聞き出したり、キャッシュカードを取りにくるようなこともあ
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。御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

7 1/27
行方不明者の手
配

本日午前１０時頃、９０歳代の女性が鯖江市石田上町地籍において徒歩
で出かけたまま行方不明となっています。　女性の特徴は、身長１４５セン
チメートル位、体格やせ型、白髪の短髪で、ベージュ色帽子、茶色上着、
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、鯖江警
察署までご連絡ださい。（鯖江警察署　0778-52-0110）

全県

8 1/27
行方不明者の手
配解除

本日、鯖江署から手配しました鯖江市内在住の９０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）

全県

9 1/28
車上ねらいに注
意

本日、無施錠の自動車の中から現金などを盗む「車上ねらい」の被害が
連続して発生しています。車の外から物が見える状態で駐車していると、
車上ねらいの被害に遭いやすくなります。短時間の駐車や自宅に駐車す
る際にも、必ずドアの鍵をかけ、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。不審者や不審車両を見かけたときは、すぐに警察へ通
報をお願いします。（生活安全企画課 0776-22-2880）

全県



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

10 1/28
不審な電話に注
意！

本日、午後２時半頃、勝山市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙る者か
ら「還付金がある。」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。また、銀行口座や暗証番号を聞き出し
たり、キャッシュカードを取りにくるようなこともありません。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。御家族や知り
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

11 2/1
「交通事故警戒
情報」（２月）

平成２９年から令和３年までの過去５年間における２月の交通事故状況を
みますと、「スリップによる重傷事故が多い」、「人対車両の重傷事故が多
く、約８割が夕暮れ・夜間に発生」、「準中型以上の貨物車による人身事故
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○スリップの
原因になるため、急発進、急ブレーキ、急ハンドルなど『急』のつく運転をし
ない。また、一見、路面が濡れているだけで凍結しているように見えない
『ブラックアイスバーン』に要注意！トンネル出口、橋の上などは凍ってい
ることを前提とした慎重な運転を！○夕方や夜間は、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へのこ
まめな切り替えを！自転車・歩行者の方は反射材の活用を！○２月に発
生した準中型以上の貨物車による人身事故は、追突事故が約８割！速度
を控え、車間距離は長めに！（交通企画課交通事故抑止支援室　0776-
22-2880）

全県

12 2/1 不審者情報

１月３１日午後３時頃、越前市村国２丁目地籍において、男が下校中の女
子中学生に対し、顔写真入りの葉書くらいの大きさの紙を見せたり、指を
さしながら「俺はあっちに住んでいるんだ」等と声を掛ける事案が発生しま
した。男は、年齢７０歳代位、白色のニット帽をかぶり、紺色のダウンジャ
ケット様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０７７８－２４－０
１１０）

丹南地区

13 2/2
不審な電話に注
意！

本日、午後３時頃、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。口座はどこか。」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。また、銀行
口座や暗証番号を聞き出したり、キャッシュカードを取りにくるようなことも
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。御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

14 2/3
不審な電話に注
意！

本日、午後３時頃、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。公的機関が電話で還付金の話をすることはありません。また、銀行
口座や暗証番号を聞き出したり、キャッシュカードを取りにくるようなことも
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。御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

15 2/7
警察官を名乗る
電話に注意！

２月１日、４日に、福井市内の高齢女性宅に、警察を騙り「詐欺が流行って
いるが大丈夫か。何かあったらここに電話して。」と話し、０３から始まる電
話番号を案内する不審な電話がありました。さらにこの後、孫を騙り「会社
のお金を使い込んだので貸して。」という電話がありました。このような電
話がかかってきたら、すぐに切って、最寄りの警察署に通報してください。
御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

16 2/11
声かけ事案の発
生

２月８日午後７時３０分頃、鯖江市鳥羽町地籍の道路上において、量販店
から帰宅途中の女子生徒が、車に乗った男に「いくつ」「ドライブしようと
思って声をかけた」などと声をかけられる事案が発生しました。この男は生
徒がいた店内をうろつくなどしており、男の特徴は、４０歳位、身長１７０ｃ
ｍ位、中肉、黒色の短髪、黒色帽子、白色マスク、黒色っぽい上下、黒色
靴を着用しており、灰色軽自動車を運転していました。このような事案に
遭遇したら、その場を離れ、すぐに警察に通報してください。（鯖江警察署
０７７８－５２－０１１０）

鯖江署

17 2/12 不審者情報

２月１２日午後３時３０分頃、福井市つくし野３丁目地籍の住宅街におい
て、男性が女子児童に対して露出した陰部を見せる事案が発生しました。
男の特徴は、年齢３０歳代位、身長１７０センチメートル位、体格中肉中
背、黒色短髪、黒色長袖ジャージ、黒っぽい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
坂井地区



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

18 2/14
不審な電話に注
意！

本日、昼頃から奥越地区の高齢女性宅に相次いで、市役所職員を騙る者
から「介護保険の払い戻しがある。インターネットと金融機関のどちらで手
続きしますか。」という電話の後、信金センターを名乗る者から「通帳と
キャッシュカードを持ってATMへ行って。」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。また、通帳や
キャッシュカードを持ってATMへ行くよう話すこともありません。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。御家族や
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

19 2/15
クロスボウの所
持が禁止されま
す

クロスボウ（ボウガンともいいます。）が使用された凶悪事件が相次いで発
生したことを受け、令和３年６月１６日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部
を改正する法律が公布されました。これにより、改正法の施行日（令和４
年３月１５日）以降、クロスボウの所持が原則禁止され、許可制となりま
す。現在お持ちの方は、無償でお引き取りしますので、最寄りの警察署に
お早めにご相談ください。（生活安全企画課 0776-22-2880）

全県

20 2/15
不審な電話に注
意！

本日、福井市内の高齢者宅に対して、息子を騙り「重病かもしれないと医
者に言われ、高額な治療費がかかるが、財布を無くしてしまった。お金が
必要だ。」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。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。（福井警察署0776-52-0110)

全県

21 2/15
不審な電話に注
意！

本日の午後２時頃、鯖江市内の高齢女性宅に、息子の知人を騙り、息子
の不在を確認した後、別の者が息子を騙って再度電話をかけ「病院に
行ったらガンと言われた。動揺して荷物を置き忘れお金もなくした。弁済に
必要なのでお金を用意できないか。」等と話す不審な電話がありました。こ
のような電話が入った場合は、電話を切り警察に相談して下さい。（鯖江
警察署0778-52-0110）

全県

22 2/22
不審な電話に注
意！

昨日、大野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。銀行はどこか。」と電話があった後、金融機関職員を
名乗る者から「通帳とキャッシュカードを持ってATMへ行って。」と話す不審
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。また、通帳やキャッシュカードを持ってATMへ行くよう話すこともあ
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。御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

23 2/24
不審な電話に注
意！

本日午前１０時頃、越前市内の女性宅に、市役所職員を名乗る者から「介
護保険の払い戻しがある。手続きは今日まで。」と話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。ま
た、通帳やキャッシュカードを持ってATMへ行くよう話すこともありません。
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。御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

24 2/26
行方不明者の手
配について

福井市高木町地籍に住む７７歳の女性が、本日午後１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
１５５センチメートル位、やせ形、茶髪のショートカット、冬用のクロックスサ
ンダルを履き、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
見かけた方は、福井警察署まで御連絡ください。（福井警察署０７７６－５
２－０１１０）

嶺北地区

25 2/26
不審な電話に注
意

本日、午後、越前市内の一般住宅２軒に対して、市役所職員を名乗る者
から「介護保険の払い戻しがある。」等と話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。また、通帳や
キャッシュカードを持ってＡＴＭへ行くよう話すこともありません。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。御家族や
知り合いの方にも注意するようお伝えください。（特殊詐欺緊急対策プロ
ジェクトチーム０７７６－２２－２８８０）

全県

26 2/26
不審な電話に注
意

本日、午後、越前市内の一般住宅２軒に対して、市役所職員を名乗る者
から「介護保険の払い戻しがある。」等と話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。また、通帳や
キャッシュカードを持ってＡＴＭへ行くよう話すこともありません。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。御家族や
知り合いの方にも注意するようお伝えください。（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

27 2/26
行方不明者の手
配について

本日午後１時頃に、福井市日之出５丁目地籍の高齢者施設から、６８歳の
男性が所在不明になっています。男性は、身長１７０センチメートル位、中
肉、黒髪短髪、メガネあり、青色ジャンパー、黒色長ズボン、色不明のラン
ニングシューズを履き、徒歩で移動している可能性があります。このような
男性を見かけた方は、福井警察署まで御連絡ください。（福井警察署０７７
６－５２－０１１０）

福井
坂井地区

28 2/27
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日之出５丁目地
籍に住む６８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）

29 3/1
「交通事故警戒
情報」（３月）

過去５年間（Ｈ２９～Ｒ３）における３月の交通事故をみますと、「飲酒運転
による人身事故・死亡事故が年間で最多」、「シートベルト非着用の重傷
者数・死者数が多い」、「４０、５０歳代運転者が加害者となる重傷事故以
上の発生が多い」という特徴があります。交通事故を防止するために○車
で仲間と飲食店などへ行く場合に、「ハンドルキーパー運動」すなわちお酒
を飲まない人を決め、その人が仲間を自宅まで送り届ける取組の実践
を！○シートベルト着用率は、前席よりも後部座席の方が低い傾向がみら
れますが、後部座席非着用時の致死率は、一般道路で約３．２倍、高速道
路では約１９．８倍！シートベルトは全席着用！６歳未満のお子様はチャ
イルドシートに！○出合頭事故が最多。見通しの悪い交差点では、停止
線での停止後は、交差点直前での再停止、更に自分が相手を確認できる
位置での再々停止など、「多段階停止」による安全確認の徹底を！（交通
企画課交通事故抑止支援室 0776-22-2880）

全県

30 3/1
クロスボウの所
持が禁止されま
す

銃刀法の一部改正により、本年３月１５日からクロスボウの所持が原則禁
止されます。クロスボウをお持ちの方は、本年９月１５日までに許可申請
や廃棄の措置を執ってください。現在、警察署では、クロスボウの無償処
分を行っています。お早めにご相談ください。なお、許可申請等の措置を
執らずに、クロスボウを発射することや正当な理由のない携帯（運搬）など
には規制がかかります。（生活安全企画課　0776-22-2880）

全県

31 3/1
不審な電話に注
意

昨日の夕方、越前市内の男性宅に、市役所職員を名乗る者から「介護保
険料を払い過ぎています。どこの銀行を使っていますか。」等と話す不審
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。また、通帳やキャッシュカードを持ってＡＴＭへ行くよう話すこともありま
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。御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えください。（越前警
察署　0778-24-0110）

全県

32 3/1
「Ｅｍｏｔｅｔ」に注
意！

Ｅｍｏｔｅｔ(エモテット）とはコンピュータウィルスの一種です。感染したパソコ
ンのメールアドレスを騙って、コンピュータウィルスを添付したメールを取
引先や知り合いに送信します。このようなメールには、ＥｘｃｅｌやＷｏｒｄファ
イル、パスワード付Ｚｉｐファイルが添付されているので、開く前にメールの
送信者にメールの送信の有無を確認するなどして感染を防ぎましょう。（生
活環境課サイバー犯罪対策室 0770-22-2880）

全県

33 3/4
行方不明者の手
配解除について

令和４年２月２６日、福井警察署から行方不明者として手配した福井市高
木町地籍に住む７７歳の女性については、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

34 3/5
行方不明者の手
配について

越前市文京２丁目に住む７７歳の女性が、本日午前８時２０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
１４０センチメートルくらい、体格小肥、黒髪のショートカット、茶色っぽい長
靴を履き、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０７７８－２４－０１１
０）

全県

35 3/5
行方不明者の手
配解除について

本日、越前警察署から行方不明者として手配した越前市文京２丁目地籍
に住む７７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。（越前警察署０７７８－２４－０１１０）

全県

36 3/8
不審な電話に注
意

本日午後２時頃、越前市内の高齢女性宅に、市役所職員を名乗る者から
「健康保険料の払い戻しがある。手続きは今日まで。口座はどこか。」等と
話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。通帳やキャッシュカードを持ってＡＴＭへ行くよう話すこ
ともありません。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。御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えくださ
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

37 3/9
不審な電話に注
意

本日午前１０時頃、越前市内の高齢女性宅に、市役所職員を名乗る者か
ら「介護保険料の払い戻しがある。口座・携帯番号を教えて。」等と話す不
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。通帳やキャッシュカードを持ってＡＴＭへ行くよう話すこともあ
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。御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えください。（特
殊詐欺緊急対策プロジェクトチーム　0776-22-2880）

全県

38 3/9
名義貸しの電話
に注意

３月７日、越前市内の高齢女性宅に、「新しく老人ホームが出来る。入居し
ないなら名前を貸してあげてほしい。そのため生年月日を教えてほしい。
本人確認の電話があった場合は『はいそうです。』と答えてほしい。」等と
話す不審な電話が確認されました。これは「名義貸し」という詐欺の電話で
す。すぐに切って、警察に通報してください。御家族や知り合いの方にも注
意するようお伝えください。（越前警察署　0778-24-0110）

全県

39 3/9
行方不明者の手
配について

本日午後３時頃から、福井市豊岡１丁目に住む８４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、中肉、黒髪で耳が出るくらいの長さで、服装は、緑色のセー
ターに黒色デニム生地のベスト、茶色の長ズボン、茶色の靴を着用してい
ます。このような高齢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）

嶺北地区

40 3/10
行方不明者の手
配解除について

令和４年３月９日、福井警察署から行方不明者として手配した福井市豊岡
１丁目に住む８４歳の女性については本日、無事、発見されました。ご協
力ありがとうございました。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

嶺北地区

41 3/10
駐在所と交番の
電話廃止につい
て

令和４年４月１日から、県内の全駐在所と交番（福井署松岡交番、鯖江署
朝日交番、越前署粟田部交番、敦賀署三方交番、小浜署高浜交番を除
く）の局線電話が廃止となります。事件・事故など緊急の場合は１１０番、
それ以外は、最寄りの警察署にご相談ください。電話での相談をご希望の
場合は、＃９１１０までお電話ください。（警察本部地域課　0776-22-2880）

全県

42 3/10
不審な電話に注
意！

本日午後１時頃、鯖江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。」と話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。また、通帳やキャッ
シュカードを持ってATMへ行くよう話すこともありません。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。御家族や知り合
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

43 3/15
本日よりクロスボ
ウ所持原則禁止

銃刀法の一部改正により、本日からクロスボウの所持が原則禁止されま
す。クロスボウをお持ちの方は、本年９月１４日までに許可申請や廃棄の
措置を執ってください。現在、警察署では、クロスボウの無償処分を行って
います。お早めにご相談ください。なお、許可申請等の措置を執らずに、ク
ロスボウを発射することや正当な理由のない携帯（運搬）などには規制が
かかります。（生活安全企画課　0776-22-2880）

全県

44 3/15
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「入居す
る権利を譲ってもらったので、お金を振り込むから口座を教えて」と話す不
審な電話がありました。以前にも、大手住宅会社を名乗る者から「高齢者
が入る施設を建てる。入居しないなら名義を貸して欲しい。」との電話が
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

45 3/15
行方不明者の手
配

昨日午後６時頃、６０歳代の男性が鯖江市平井町地籍から車で出掛けた
まま行方不明となっています。車は、緑色の軽自動車で、男性の特徴は、
身長167センチメートル位、体格がっちり型、白髪交じりの黒色短髪で、服
装はオレンジ色ベスト、白色長袖Ｔシャツ、黒色ズボン、黒と黄色のスリッ
パを履いています。このような男性を見かけた方は、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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46 3/15
不審な電話に注
意

本日午後４時頃、福井市内の高齢女性宅に、市役所職員を名乗る者から
「介護保険料の払い戻しがある。」と話す不審な電話が確認されました。
公的機関が電話で還付金の話をすることはありません。通帳やキャッシュ
カードを持ってＡＴＭへ行くよう話すこともありません。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。御家族や知り合い
の方にも注意するようお伝えください。（特殊詐欺緊急対策プロジェクト
チーム０７７６－２２－２８８０）

全県

47 3/15
行方不明者の手
配

本日午後１時頃、７０歳代の女性が鯖江市横越町地籍から徒歩で外出し
たまま行方不明となっています。女性の特徴は、身長１５０センチメートル
位、やせ型、黒色ショートカットの髪型で、服装はベージュ色系ジャン
パー、黒色ズボン、黒っぽい靴を履いており、黒色系のキャリーケースを
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）

全県

48 3/16
行方不明者の手
配解除

昨日、鯖江警察署から手配しました鯖江市内在住の６０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。（鯖江警察署
０７７８－５２－０１１０）

全県

49 3/16
行方不明者の手
配解除

昨日、鯖江警察署から行方不明者として手配した鯖江市内在住の７０歳
代の女性については、本日、無事に発見されました。ご協力有難うござい
ました。（鯖江警察署　0778-52-0110）

全県

50 3/20
行方不明者の手
配について

坂井市春江町内に住む８０歳代の男性が、令和４年３月２０日午前１１時３
０分頃から所在不明となっています。男性は、身長１６０センチメートル位、
中肉、白髪短髪、紺色と水色のチェック柄のベスト、上下紺色のパジャマ、
白色の運動靴を着用しています。このような男性を見かけたら、坂井警察
署にご連絡ください。（坂井警察署０７７６－６６－０１１０）

福井地区
坂井地区

51 3/21
行方不明者の発
見解除

本年３月２０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に
住む８０歳代の男性については、無事発見されました。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）

福井地区
坂井地区

52 3/22
行方不明者の手
配について

３月２１日午後７時２０分頃、４０歳代の女性が鯖江市神中町２丁目地籍
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１７０セン
チメートル位、中肉、黒色肩までのセミロングで、茶色枠の眼鏡、黄色系
のロングダウンジャケット、黒色系のズボン、藤色のブーツを履いていま
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

53 3/23
不審な電話に注
意

昨日、福井市内の一般住宅に、県職員を名乗り「あなたにお金が入りま
す。手続き書類は届いていませんか。」と話し、住所等の個人情報や口座
番号や暗証番号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。御家族やお知り合いの方にも
注意するようお伝えください。（特殊詐欺緊急対策プロジェクトチーム
0776-22-2880）

全県

54 3/25
市役所職員を騙
る不審電話に注
意

本日午後１時頃、福井市内の高齢女性宅に、市役所職員を名乗る者から
「お金が戻ってくる。」と話す不審な電話が確認されました。公的機関が電
話で還付金の話をすることはありません。口座番号や暗証番号を聞いた
り、通帳やキャッシュカードを持ってＡＴＭへ行くよう話すこともありません。
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。御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えください。（特殊詐欺緊
急対策プロジェクトチーム 0776-22-2880）

全県

55 3/28
交通死亡事故多
発警報発令

今月17日から25日までの間に、県内で交通死亡事故が相次いで発生し、
4月5日まで「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。○　前方をよく見て運
転に集中！○　後部座席を含めた全席シートベルト着用徹底！○　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

56 3/29
警察官を騙る不
審電話に注意

昨日、福井市内の高齢者宅に、警察官を名乗り「詐欺が流行っています。
注意してください。家族はいますか。」などと話し、「何か困ったことがあれ
ば電話してください。」と「０３」から始まる電話番号を伝える不審な電話が
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。御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えくださ
い。（福井南警察署0776-34-0110）

全県
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57 3/29
オレオレ詐欺に
注意

本日午後０時頃、福井市内の高齢女性宅に、孫を騙る者から「おばあちゃ
ん、大変なんや。お金がいる。」と話す不審な電話が確認されました。この
お宅には前日にも警察官を騙って「詐欺がはやっている。なにかあったら
ここへ電話して。」と０３からはじまる電話番号を伝える電話もありました。
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。御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えください。（特殊詐欺撲
滅対策プロジェクトチーム0776-22-2880）

全県

58 3/31
市役所職員を騙
る不審電話に注
意

本日午後０時頃、越前市内の高齢者宅に、市役所職員を名乗る者から
「介護保険のお金が戻ってくる。」と話す不審な電話が確認されました。公
的機関が電話で還付金の話をすることはありません。口座番号や暗証番
号を聞いたり、通帳やキャッシュカードを持ってＡＴＭへ行くよう話すことも
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。御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えください。（特
殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム0776-22-2880）

全県

59 3/31
防犯協会を騙る
不審電話に注意

本日、午前１１時半頃、福井市内の女性宅に、防犯協会を騙り「詐欺グ
ループが逮捕され、持っていた名簿にあなたの名前があり、３つの会社に
登録されている。あなたの情報を取り消せるがどうしますか。」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をするよう連絡してください。（特殊詐欺
撲滅対策プロジェクトチーム0776-22-2880）

全県

60 3/31
市役所職員を騙
る不審電話

本日午後３時ころ、福井市内において、市役所職員を騙る者から「医療費
の払い戻しがある」との電話がかかってきたことが確認されています。この
ような電話があった際には、電話の相手に個人情報等を教えることなく、
すぐに警察に通報してください。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

全県

61 4/1
若者の契約行為
に注意！

本日から、民法上の成年年齢が１８歳に引き下げられます。成年に達する
と、保護者の同意なしに契約などができるようになる一方、これまで未成
年者という理由で契約を取り消すことができた１８歳、１９歳の方は、その
理由で契約を取り消すことができなくなります。ネットでの買い物や怪しい
契約、儲け話などには十分注意していただき、不安に思った場合は警察
へ相談してください。（福井県警察本部生活安全部生活環境課０７７６－２
２－２８８０）

全県

62 4/1
不審なショート
メールに注意！

本日、県内の男性の携帯電話に「お客様サポートセンターです。確認事項
があります。本日中にお電話ください」とのショートメールがあり、記載され
た電話番号に連絡したところ、携帯電話会社を名乗る者から「支払い未納
料金がある」などと言われたため、金融機関でお金を振り込もうとした事案
が確認されました。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○	契約している携帯電話会社の店舗に相談するようにしてく
ださい。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776-22-2880）

全県

63 4/4
口座番号や暗証
番号を教えない
で

本日午前１１時頃、福井市内の高齢者宅に、市役所職員を名乗る者から
「保険料が戻ってくる。口座番号、暗証番号を教えて。残高はいくらある
か」と話す電話が確認されました。口座番号や暗証番号が知られると勝手
にネットバンクに口座を開設されて、預貯金を引き出されてしまう危険性が
あります。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。万が一、教えてしまった場合には、すぐに口座を凍結してくださ
い。御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えください。（特殊詐欺緊
急対策プロジェクトチーム0776-22-2880）

全県

64 4/4
不審な電話に注
意

本日夕方、越前市内の男性宅に、市役所職員を名乗る者から「還付金が
あります。銀行から電話があります。」と連絡があった後、銀行員を名乗る
者から「通帳かカード番号を教えてください。」等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。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。ご家族や
知り合いの方にも注意するようお伝えください。（越前警察署０７７８－２４
－０１１０）

全県

65 4/5
口座番号や暗証
番号を教えない
で

本日、福井・鯖江市内の高齢者宅に、市役所職員を名乗る者から「保険の
払い戻しがある。１００万円以上預けている通帳で手続きができる。口座
番号、暗証番号を教えて。」と話す電話が確認されました。口座番号や暗
証番号が知られると勝手にネットバンクに口座を開設されて、預貯金を引
き出されてしまう危険性があります。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。万が一、教えてしまった場合には、す
ぐに口座を凍結してください。御家族や知り合いの方にも注意するようお
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）

嶺北地区



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

66 4/6
春の交通安全県
民運動

春の交通安全県民運動 が本日から４月１５日（金）まで行われます。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

67 4/7
熊の目撃情報に
ついて

令和４年４月７日午後２時４０分頃、勝山市野向町深谷地籍において熊１
頭が目撃されました。熊を目撃した場合は、近づかず、速やかに市役所又
は警察に通報してください。（勝山警察署０７７９－８８－０１１０）

勝山署

68 4/8
不審なショート
メールに注意

４月に入ってから、「お客様サポートセンターです。確認事項があります。
本日中にお電話ください」とのショートメールがあり、記載された電話番号
に連絡したところ、携帯電話会社を名乗る者から「支払い未納料金があ
る、払わなければ訴訟する」などと言われたとの相談が増えています。こ
のようなメールが届いたら　○家族や友人、警察に相談　○契約している
携帯電話会社の店舗に相談するようにしてください。（特殊詐欺撲滅対策
プロジェクトチーム　0776-22-2880））

全県

69 4/8
「暗証番号を教
えて」は詐欺で
す

県内の高齢者宅に、「保険の払い戻しがある。」などと話す電話が相次い
でかかってきています。口座番号や暗証番号を伝えてしまうと、勝手に
ネットバンキングを開設されてしまい、知らない口座に送金されてしまいま
す。口座番号や暗証番号は絶対に教えないでください。（サイバー犯罪対
策課0776-22-2880）

全県

70 4/11
暗証番号は絶対
に教えないで！

【1，900万円の被害発生！】県内で、市役所職員を騙る者に銀行口座番
号や暗証番号を伝えたため、勝手にネットバンキングを契約され、1，900
万円を不正に送金された事案が発生しています。【暗証番号は絶対に教
えないで！！】（サイバー犯罪対策課 0776-22-2880）

全県

71 4/11
廃棄物の処分に
ついて

最近、畑などで枯草が燃える火災が県内で相次いでいます。いずれも草
などを燃やしていたことが原因と思われます。廃棄物の焼却は、農業等を
営むためのやむを得ない場合などを除き、犯罪となります。廃棄物は焼却
処分せず、各自治体のルールに従って適正に処分してください。（福井県
警察本部生活安全部生活環境課　0776-22-2880）

全県

72 4/11
不審な電話に注
意！

本日、県内の高齢者宅に、市役所職員を名乗る者から「医療費の控除」が
あるとして口座や暗証番号を聞き出そうとする電話が複数確認されまし
た。先日は、暗証番号を伝えてしまい、勝手にネットバンキングを契約、送
金された事案が発生しています。【暗証番号は絶対に教えないで！！】
（サイバー犯罪対策課0776-22-2880）

全県

73 4/12
不審者情報につ
いて

４月１１日午後１１時３０分頃、坂井市坂井町上新庄地籍の路上におい
て、帰宅途中の女性が、不審な男に後をつけられるという事案が発生しま
した。男の特徴は、身長１７０センチメートル位、中肉もしくはやせ型、黒っ
ぽい長袖シャツ、黒っぽい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下さい。（坂井警
察署 0776-66-0110）

坂井署

74 4/12
年金が戻るとの
電話に注意

本日、午前１０時頃、敦賀市内の女性宅に、市役所年金課職員を騙る者
から「年金の払い戻しがある」との不審な電話がありました。公的機関が
電話で年金の話をすることはありません。口座番号や暗証番号を聞くこと
もありません。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。御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えください。

全県

75 4/12
行方不明者の手
配

昨日午後９時頃から、鯖江市丸山町１丁目に住む８０歳代の女性が自宅
から徒歩で行方不明となっています。女性の特徴は、身長１５０センチメー
トル位、体格小肥、白髪の短髪で、薄紫長袖Ｔシャツ、茶色ズボン、ベー
ジュ色の靴を着用しています。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）

嶺北地区

76 4/12
不審なショート
メールに注意

４月に入ってから、「お客様サポートセンターです。確認事項があります。
本日中にお電話ください」とのショートメールがあり、記載された電話番号
に連絡したところ、携帯電話会社を名乗る者から「支払い未納料金があ
る、払わなければ訴訟する」などと言われたとの相談が急増！このような
メールが届いたら ○家族や友人、警察に相談 ○契約している携帯電話
会社の店舗に相談するようにしてください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェク
トチーム　0776-22-2880））

全県
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77 4/12
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８０歳代の女性について
は、無事に発見されました。ご協力有り難うございました。（鯖江警察署
0778-52-0110）

嶺北地区

78 4/12
暗証番号は絶対
に教えないで！

本日、福井市内の高齢者宅に市役所職員を騙る者から「国民健康保険の
払戻しがあるので銀行と支店を教えてほしい」「銀行員からまた連絡があ
る」との電話があり、その後、銀行員を騙る者から「口座や暗証番号を教
えてほしい」との不審な電話がありました。【暗証番号は絶対に教えない
で！！】（サイバー犯罪対策課0776-22-2880）

全県

79 4/13
女性に対する犯
罪の防犯広報

暖かい季節になり、女性が犯罪の被害に遭う事案が例年多く発生してい
ます。女性が犯罪の被害に遭わないために、●外出時、歩きながら携帯
電話を使用したり、イヤホンを使用しない。●夜中の暗がりを一人で歩か
ず、明るい道や大通りを利用する。●車や家に入ったらすぐにロックする。
●カバンの見えやすい位置に防犯ブザーを取り付ける。●周囲に目を配
り、「ちょっと変」と感じたら離れる。 ●エレベーターに乗ったときは、非常
ボタンの近くに位置し、男性に背を向けない。に特に気を付けてください。
被害に遭う前に、不審に感じたら迷うことなく、大声で助けを求めて、１１０
番通報してください。（福井県警察本部少年女性安全課）

全県

80 4/13
年金が戻るとの
電話に注意

本日、午前１０時頃、年金課職員を名乗る者から「年金の払い戻しのため
封筒を送った。手続きは２月までだったが、今日銀行に行けば手続きでき
る。」との不審な電話がありました。公的機関が電話で年金の話をすること
はありません。口座番号や暗証番号を聞くこともありません。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。御家族や知
り合いの方にも注意するようお伝えください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェ
クトチーム　0776-22-2880）

全県

81 4/14 不審者情報

４月１３日午後３時３０分頃、福井市大宮２丁目地籍路上において、下校
途中の女子児童が、男に小学校名を尋ねられ、追いかけられる事案が発
生しました。男の特徴は、年齢６０歳代位、身長１６５から１７０センチメート
ル位、やせ型、黄色のラインが入った緑色のキャップ、白色半袖Ｔシャツ、
灰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０７７６－５
２－０１１０）

福井署

82 4/14
医者を騙る電話
に注意

本日、午前１０時頃、県内医療機関の医師を名乗る者から「ご主人にポ
リープが見つかり、すぐに手術が必要。息子さんに電話するように言われ
た。」との不審な電話が確認されました。この後、手術にお金が必要などと
言ってお金をだましとろうとしてきます。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。御家族や知り合いの方にも注意
するようお伝えください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776-
22-2880）

全県

83 4/14 不審者情報

４月１３日午後３時４０分頃、敦賀市堂地籍の路上で、下校中の小学生
が、男から後をつけられるという事案が発生しました。男は、年齢５０歳
位、身長１７０センチメートル位、体格中肉で、黒色ジャンパー、黒色長ズ
ボン、黒色野球帽、黒色マスクを着用していました。このような事案に遭遇
したらすぐ逃げる、大声をあげて助けを求める、すぐに警察へ通報する等
をお願いします。（敦賀警察署　０７７０－２５－０１１０）

敦賀署

84 4/15
不審な電話に注
意！

坂井市内の高齢女性宅に、市役所職員を騙って「還付金を振り込むので
口座番号と暗証番号を教えて欲しい。」などと話す不審な電話がありまし
た。市役所職員が電話で暗証番号や口座番号を聞くことは絶対にありま
せん。このような電話がかかってきたらすぐに切って、警察に通報して下さ
い。（坂井警察署　０７７６－６６－０１１０）

全県

85 4/15
不審者情報の解
決について

４月１４日に配信しました不審者情報（福井市大宮２丁目地籍路上におい
て、下校途中の女子児童が、男に小学校名を尋ねられ、追いかけられる
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）

福井署

86 4/15
暗証番号は絶対
に教えないで！

【１６０万円の被害発生！】県内で、市役所職員を騙る者から「還付金があ
る」などと電話があり、銀行の口座情報などを伝えたため、勝手にネットバ
ンキングの利用登録をなされた上、１６０万円を送金された事案が発生し
ています。【口座番号や暗証番号は絶対に教えないで！！】（サイバー犯
罪対策課0776-22-2880）

全県
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87 4/17
行方不明者の手
配について

本日午前１０時頃から、福井市花月５丁目地籍に住む７０歳代の女性が、
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、細見、白髪交じりのショートカット、えんじ色のフリース
ジャンパー、黒色の長ズボン、青色のサンダルを履いています。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０７
７６－５２－０１１０）

嶺北地区

88 4/18
医者を騙る電話
に注意

本日、午前１０時頃、県内の医療機関を名乗って「息子さんが緊急手術を
したので代わりに電話した」との不審な電話が確認されました。この後、手
術にお金が必要などと言ってお金をだましとろうとしてきます。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。御家族や
知り合いの方にも注意するようお伝えください。（特殊詐欺撲滅対策プロ
ジェクトチーム　0776-22-2880））

全県

89 4/18
行方不明者の手
配解除

令和４年４月１７日、福井警察署が行方不明者として手配した福井市花月
５丁目に住む７０歳代の女性については、本日無事、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 ）

嶺北地区

90 4/18
暗証番号は絶対
に教えないで！

【約９７万円の被害発生！】県内で、市役所職員を騙る者から「還付金が
ある」などと電話があり、金融機関の口座情報や暗証番号などを伝えたた
め、勝手にネットバンキングの利用登録をなされた上、約９７万円を送金さ
れた事案が発生しています。【暗証番号は絶対に教えないで！！】（サイ
バー犯罪対策課 0776-22-2880 ）

全県

91 4/18
不審なショート
メールに注意

携帯電話会社を装い、【重要なお知らせ】と題して「料金が未納のため、
サービスが利用停止されます。」との内容で、記載されたＵＲＬにアクセス
するとプリペイドカード等を購入させる画面に誘導されるショートメールが
送られてくる事案が発生しています。このようなメールが届いたら、〇家族
や友人、警察に相談〇契約している携帯電話会社の店舗に相談するよう
にしてください。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

全県

92 4/20
無締まりの車上
ねらいに注意！

４月１４日から１６日の深夜時間帯に、国道２７号沿いにある住宅街で、車
上ねらいが連続して発生しました。被害にあった車は、すべて無締まりか
外からカバンなどが見える状態でした。被害にあわないために、車から離
れるときは、車の鍵を確実にかけること、車の中に貴重品などを置かない
ことを徹底してください。

全県

93 4/20
警察官を騙る電
話に注意！

本日、午前１０時半頃に福井市内で３件、午前１１時半頃に坂井市内で１
件、警察署の警察官を騙って「犯人をつかまえた。家に家族はいるか。」と
話す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、質
問などに答えず、すぐに切って、警察に通報してください。御家族や知り合
いの方にも注意するようお伝えください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクト
チーム　0776-22-2880））

全県

94 4/20 不審者情報

４月２０日午前８時頃、坂井市丸岡町新間地籍の路上において、自転車で
通学中の男子生徒に対し、銀色の自転車に乗車した４０歳代位、黒色つ
ばなし帽子、黒色サングラス、上下黒色ジャージ姿の男が、自転車で追い
かけた後「住所と電話番号教えて」と声をかけた事案が発生しました。この
ような事案に遭遇した場合は、大声をあげてすぐにその場を離れて警察
に通報して下さい。（坂井警察署0776－66－0110）

福井、坂井、
あわら地区

95 4/22 不審者情報

４月２１日午後５時頃、福井市宝永２丁目地籍の路上を歩いていた男子児
童が、黒色の車に乗った４０～５０歳位、黒色キャップ帽子、黒色マスク姿
の男から、「住んでいるところはどこだ」等と声をかけられる事案が発生し
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

96 4/26
クマとの出会い
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に連絡して下さい。(生活安全企画課0776-22-
2880)

全県

97 4/27
通販の偽サイト
に注意！

【偽サイトに注意！】〇価格が極端に安い〇日本語が不自然〇支払いが
クレジットカードのみ、振込先が個人名義〇連絡先がメールのみ、他の会
社の電話番号、桁が足りないなど…　慌てて購入しないで！【カード情報
やお金が騙し取られるおそれがあります】　怪しいと思ったら相談しましょ
う！（サイバー犯罪対策課 0776-22-2880）

全県
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98 4/27 不審者情報

本日午後３時３０分頃、福井市春日町地籍の路上において、下校中の小
学生が不審な男にカメラ付きスマートフォン様のものを向けられるという事
案が発生しました。不審者の特徴は、年齢４０歳位、黒色短髪、スマート
フォン様を持っていました。このような事案に遭遇した場合は、すぐにその
場から離れ、警察に通報してください。（福井南警察署０７７６－３４－０１１
０）

福井地区

99 4/27 不審者情報

４月２７日午後３時４５分頃、福井市篠尾町地籍路上において、女子児童
が、白色の車に乗った男から「おいしいラーメン屋さん知ってる？」「何歳で
すか？」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２０歳
代～３０歳代くらい、中肉、パーマ風の茶髪、丸眼鏡、黒マスクを着用して
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

100 4/28 不審者情報

４月２７日午後３時３０分頃、福井市舟橋町地籍の地下道において、下校
中の女子児童が、自転車に乗った男から「きみ知ってる」などと声をかけら
れ、つきまとわれるという事案が発生しました。男の特徴は、年齢２０歳く
らい、中肉、茶髪のセンター分け、白色の大きめのＴシャツ、紺色ジーパン
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）

福井地区

101 4/29
GW期間中の交
通事故防止

○「ドライバーは運転に集中」家族や友人等とのお出かけ時、ハンドルを
握るドライバーは運転に集中、疲れを感じたら、無理をせず小まめに休憩
を取りましょう。○「全席シートベルト着用の徹底」必ず全員のシートベルト
着用を確認してから発進しましょう。後部座席の確認も忘れずに！小さい
お子様がいる場合はチャイルドシートを使用しましょう。○「ツーリングライ
ダーは制限速度を守って安全運転」例年、ツーリングライダーによる死亡・
重傷事故が発生しています。ライダーは速度超過に気をつけて、カーブの
手前では必ず減速しましょう。無理な追い越しなど危険な運転は絶対にや
めましょう。万が一に備えてプロテクターなどの着用も心掛けましょう。（交
通企画課交通事故抑止支援室 0776-22-2880 ）

全県

102 4/29
行方不明者の手
配

本年４月２５日午前９時頃、８０歳代の男性が丹生郡越前町上川去地籍に
おいて紺色のスクーターで出掛けたまま行方不明となっています。男性の
特徴は、身長１６３センチメートル位、体格中肉、白髪の丸刈りで、灰色
ジャンパー、灰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、鯖江警察署までご連絡ください。（鯖江警察署0778-52-0110）

全県

103 4/30
行方不明者の手
配解除

本年４月２９日、鯖江警察署から行方不明者として手配した８０歳代の男
性については、本日、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

104 5/3
ＧＷ期間中の交
通事故防止

○「ドライバーは運転に集中」 家族や友人等とのお出かけ、ハンドルを握
るドライバーは運転に集中、ドライバーが疲れを感じたら、無理をせず小
まめに休憩を取りましょう。○「ライダーはカーブの手前で必ず減速！」 Ｇ
Ｗ前半、県内で大型バイクの死亡事故が発生しています。速度を控えめ
にして、特にカーブの手前では必ず減速しましょう。また、無理な追い越し
など命の危険につながる行為は絶対にしないでください。万が一に備えて
プロテクターなどの着用も心掛けましょう。○「全席シートベルト着用徹底」
必ず全員のシートベルト着用を確認してから発進しましょう。後部座席の
確認も忘れずに！小さいお子様がいる場合にはチャイルドシートを使用し
ましょう。（交通企画課交通事故抑止支援室 0776-22-2880 ）

全県

105 5/3 不審者情報

５月３日午後３時５０分頃、南条郡南越前町河野地籍の路上において、男
子中学生が、県外ナンバーの黒色の車に乗った男らから「どこ行くの？」
「連れて行ってあげようか？」等と声をかけられる事案が発生しました。黒
色の車には３人の男が乗車していました。このような事案に遭遇したとき
は、すぐにその場から逃げて、警察に通報してください。（越前警察署０７７
８－２４－０１１０）

全県

106 5/5
クマの目撃情報
について

５月４日午後６時３０分頃、若狭町海山地籍において、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０７７０－２５－０１
１０）

敦賀署

107 5/5 熊の目撃情報

令和４年５月５日午前８時４０分頃、福井市市波町地籍において、体長１．
６メートル位の熊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。（福井警察署０７７
６－５２－０１１０）

福井地区
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108 5/6 熊の目撃情報

令和４年５月５日午後１０時５分頃、福井市重立町地籍において、体長１．
０メートル位の熊１頭（小熊）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。（福井警察署０７
７６－５２－０１１０）

福井署

109 5/6
県内で交通事故
が多発中！

○「ドライバーは運転に集中」　家族や友人等とのお出かけ、ハンドルを握
るドライバーは運転に集中、ドライバーが疲れを感じたら、無理をせず小
まめに休憩を取りましょう。○「ライダーはカーブの手前で必ず減速！」　Ｇ
Ｗ期間中、県内では単独の死亡事故も発生。ライダーはカーブの手前で
減速するなど速度を控えめに。万が一に備えてプロテクターなどの着用も
心掛けましょう。○「全席シートベルト着用徹底」　必ず全員のシートベルト
着用を確認してから発進しましょう。後部座席の確認も忘れずに！小さい
お子様がいる場合にはチャイルドシートを使用しましょう。（交通企画課交
通事故抑止支援室0776-22-2880）

全県

110 5/9
「交通事故警戒
情報」（５月）

５月の交通事故の特徴と安全運転のポイント○「ライダーは疲れる前に休
憩！」例年、行楽期(４月～６月)を中心にバイクが絡む死亡・重傷事故が
増加傾向に！５月は、７割が疲労を感じ始める１５時から２０時台までの間
に発生！ライダーは速度を控え、こまめな休憩を！ドライバーもライダーを
見かけたら思いやりのある運転を！○「特に、１６歳から１９歳の運転者
（原付以上）は運転に集中!」、１０代が加害者となった重傷事故以上の発
生件数は５月が最多！原因は「前をよく見ていなかった」や「右左折時、安
全を確認しなかった」ことによるもの！運転免許取得後、新生活にも運転
にも慣れ始めたこの時期、漫然運転は厳禁！改めて、安全確認の徹底
を！○「飲酒運転は絶対禁止！」年間を通じて飲酒運転による人身事故
が多く発生。イベント等で飲酒の機会が増えても飲酒運転は重大な犯
罪！運転者はもちろん、車の提供者、同乗者、お酒を提供したお店なども
厳しく罰せられます。車で仲間と飲食店などへ行く場合に、「ハンドルキー
パー運動」、お酒を飲まない人を決め、その人が仲間を自宅まで送り届け
る取組の実践を！（交通企画課交通事故抑止支援室0776-22-2880）

全県

111 5/9
市役所員を騙る
電話に注意

本日午後３時半頃、敦賀市内で２件、市役所年金保険課を騙って「保険金
を払いすぎていたので還付金があります。銀行で手続きできる。」と話す
不審な電話が確認されました。この後、犯人はＡＴＭへ誘導し、お金を振り
込ませようとしてきます。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。御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えく
ださい。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776-22-2880））

全県

112 5/10
不審な電話に注
意！

５月１０日午後３時頃、敦賀市内の高齢男性宅に、市役所保険年金課を
騙って「保険料の還付金があります。」「口座に直接振り込むので取引して
いる銀行を教えてください。」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。（敦賀警察署０７７０ー２５－０１１０）

敦賀署

113 5/11
高浜町で住居侵
入窃盗が連続発
生

５月９日の深夜から１０日の朝にかけて、高浜町内の住居で寝ている隙に
家に入られ、現金等が盗まれる被害が連続発生しました。全て無施錠の
出入口から入られています。在宅時でも自宅の出入口や窓には確実に鍵
をかけ、貴重品の保管に気を付けましょう。（小浜警察署 0770-56-0110 ）

嶺南地区

114 5/16 不審者情報

５月１５日午後２時３０分頃、福井市天王町地籍の路上において女子小学
生が男から「チョコレートいるか」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３０歳くらい、黒色短髪で黒色マスク、長袖Ｔシャツ、黒っ
ぽい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。（福井南警察署０７７６－３４
－０１１０）

福井地区

115 5/16
声かけ事案の発
生について

５月１５日午後３時３０分頃、鯖江市平井町地籍の路上において、帰宅途
中の男子児童が年齢５０歳代くらいの男から、「僕の好きなものがある
よ。」等と背後から声をかけられる事案が発生しました。男は身長１６５セ
ンチメートルくらい、黒色キャップ、黒色サングラス、黒色半袖Ｔシャツ、黒
色スニーカー、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、すぐに警察に通報してください。（鯖江警察署０７７８－５２－０１１
０）

鯖江署

116 5/17 不審者情報

５月１６日午後５時頃、福井市二の宮３丁目地籍の路上において、学生風
の男が下半身を露出す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
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117 5/17
サポート詐欺に
注意

PCのウイルス感染の復旧を理由にプリペイドカードを購入させるサポート
詐欺を阻止した事案がありました。サイトに表示の番号に電話をかけさ
せ、コンビニで高額カードを購入させられます。相手からカードを購入する
ように言われたら詐欺です。ご注意ください。（福井南警察署　０７７６－３
４－０１１０）

全県

118 5/19 熊の目撃情報

本日午前１０時頃、坂井市丸岡町上久米田地籍の水田内において体長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、
速やかに市役所または警察に通報してください。（坂井警察署０７７６－６
６－０１１０）

坂井署

119 5/19 不審者情報

本年５月１８日午後７時頃、丹生郡越前町西田中地籍の路上において、帰
宅途中の女子高校生が、男性からいきなり「うわっ」と声をかけられる事案
が発生しました。男性は、年齢４０歳位、身長１７５センチメートルくらい、体
格中肉、黒髪短髪、服装は、黒色半袖Ｔシャツ、色不明の長ズボンでし
た。このような事案に遭遇した場合は、その場から離れ、すぐに警察に通
報してください。（鯖江警察署０７７８－５２－０１１０）

鯖江署

120 5/20
行方不明者の手
配について

本日（５月２０日）午後２時過ぎ頃から、福井市新田塚２丁目に住む７０歳
代の男性が、自宅から徒歩で行方不明となっています。男性の特徴は、
身長１６０センチメートル位、中肉、白髪の短髪で、青色長袖ポロシャツ、
黄土色の長ズボン、灰色のスニーカーを着用しています。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

121 5/21
行方不明者の手
配解除について

令和４年５月２０日、福井警察署から行方不明者として手配した福井市新
田塚２丁目に住む７０歳代の男性については、本日、無事発見されまし
た。ご協力ありがとうございました。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

嶺北地区

122 5/22 不審者情報

５月２１日午後７時５０分頃、福井市福新町地籍の路上において、帰宅中
の女子高校生が、男に後をつけられるという事案が発生しました。男の特
徴は年齢５０歳位、身長１６７センチ位、ベージュ色野球帽、黒色Ｔシャツ、
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

123 5/25 熊の目撃情報

令和４年５月２５日午前５時頃、勝山市鹿谷町保田地籍において、体長
１．０メートル位の熊１頭（子熊）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。（勝山警察署
０７７９－８８－０１１０）

勝山署

124 5/27
暗証番号は絶対
に教えないで！

県内の高齢者宅に市役所職員をかたる者から「コロナの給付金がある」
「銀行員から連絡がある」との不審な電話がありました。今年４月には口
座番号や暗証番号を教えて、勝手にネットバンキングを契約、送金された
事案が発生しています。【暗証番号は絶対に教えないで！！】（サイバー
犯罪対策課0776-22-2880）

全県

125 6/1
交通事故警戒情
報（雨の日）

例年、福井県は６月に梅雨入りし、雨の日が多くなります。雨の日は、視
界も悪くなることから、車の運転にはより一層の注意が必要です。雨の日
の事故は、晴れ・曇りの日と比べて「夜間に、歩行者をはねる割合が増
加」、「道路横断中の歩行者をはねる割合が増加」、「右折時に歩行者・自
転車をはねる割合が増加」という特徴があります。雨の日の交通事故を防
止するために、○　ドライバーは、晴れの日以上に速度控え、安全確認の
徹底！万が一の時、衝突を回避できるように、ハンドルをしっかり握って、
運転だけに集中！○　自転車利用者、歩行者は、かっぱや傘で普段より
周りが見えづらくなります。(※自転車の傘さし運転は絶対ダメ！)道路を
横断する際は、晴れの日以上に安全確認！交差点では右折してくる車に
要注意！いち早く、ドライバーに発見してもらえるよう常に反射材の着用
を！（交通企画課交通事故抑止支援室 0776-22-2880 ）

全県

126 6/1
不審な電話に注
意

本日、午後２時５０分頃、勝山市内の６０歳代女性宅に、市役所職員を騙
る者から「給付金があります。」との不審な電話がありました。公的機関
が、電話で給付金があるなどと話すことはありません。銀行口座や暗証番
号を尋ねられたり、ATMへ向かうように指示される電話がかかってきた場
合すぐに電話を切って、警察に通報してください。（勝山警察署0779-88-
0110）

全県



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

127 6/2
通信事業者を騙
るメールに注
意！

携帯電話会社などの通信事業者を騙り、「通信制限がかかっている」「アカ
ウントを停止する」などの内容のフィッシングメールが多数送信されていま
す。メールのＵＲＬには絶対にアクセスせず、通信事業者の公式サイトや
店舗に直接確認してください。【フィッシングメールに注意！！】（サイバー
犯罪対策課0776-22-2880）

全県

128 6/2 不審電話に注意

本日、午後２時２０分頃、大野市内の６０歳代女性宅に、金融機関職員を
騙る者から「給付金の手続きが完了していません。」との不審な電話があ
りました。金融機関が、電話で給付金について話すことはありません。電
話で銀行口座や暗証番号を尋ねられ、ＡＴＭへ向かうように指示された場
合には、すぐに電話を切って、警察に通報してください。（大野警察署０７７
９－６５－０１１０）

大野署

129 6/3 熊の目撃情報

令和４年６月３日午前５時頃、勝山市村岡町五本寺地籍において、体長
１．３メートル位の熊１頭（成獣）と体長０．８メートル位の熊２頭（幼獣）が
目撃されました。熊を目撃した場合は、近付かず、速やかに市役所または
警察に通報してください。（勝山警察署　０７７９－８８－０１１０）

勝山署

130 6/3
コロナ給付金の
電話に注意

本日、大野、勝山市内で市役所職員を名乗る者から「コロナ給付金の封
筒が届いていますか、お金を振り込みたいので、金融機関や口座を教え
て欲しい」との電話がありました。市役所から電話で口座情報について聞
くことはありません。このような電話はすぐに切って、警察に通報してくださ
い。御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えください。（特殊詐欺撲
滅対策プロジェクトチーム　0776-22-2880）

全県

131 6/6
フィッシングメー
ルに注意！

auや「au PAY」などのau関連サービスをかたるフィッシングメールにご注意
ください！偽サイトにパスワード等を入力してしまい、不正決済される被害
が発生しています。サービスを利用される際は、必ず公式のアプリやブッ
クマークからアクセスしてください。（サイバー犯罪対策課0776-22-2880）

全県

132 6/7 熊の目撃情報

令和４年６月７日午前５時頃、坂井市三国町陣ケ岡地籍において、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、近付かず、
速やかに市役所又は警察に通報してください。（坂井西警察署　０７７６－
８２－０１１０）

坂井西署

133 6/7
コロナ給付金の
電話に注意

本日、勝山市内で市役所の福祉課職員を名乗る者から「コロナ給付金の
封筒が届いていますか、お金を振り込みたいので、金融機関を教えて欲し
い」との電話の後、銀行員を名乗る者から口座番号や暗証番号を尋ねる
電話がありました。市役所から電話で口座情報について聞くことはありま
せん。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。こ
のような電話はすぐに切って、警察に通報してください。御家族や知り合い
の方にも注意するようお伝えください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクト
チーム　0776-22-2880））

全県

134 6/9 不審者情報

６月８日午後５時２０分頃、福井市北四ツ居地籍の路上において男子児童
が、男性から「おかしあげるからこっちおいで」と声をかけられる事案が発
生しました。男性の特徴は６０から７０歳位、野球帽、黒色マスク、赤色Ｔ
シャツ、黒っぽい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０
７７６－５２－０１１０）

福井地区

135 6/9
車上ねらいの連
続発生について

６月８日から９日にかけて、大野市内において、無施錠の車の中から貴重
品等が盗まれる車上ねらいが連続発生しました。車から離れる際は、必
ず鍵をかけるとともに、車内に貴重品を置かないでください。また、車内を
覗き込む等している不審者を発見した際は、すぐに警察に通報してくださ
い。（大野警察署 ０７７９－６５－０１１０）

全県

136 6/9
年金振込を騙る
電話に注意

本日、あわら市内で市役所職員を名乗る者から「年金振込の通知が届い
ていますか、電話確認でも振込みができるので取引銀行を教えて」との電
話の後、銀行のコールセンターを名乗る者から電話がありました。年金振
込について電話確認で手続きができるなどと言うことはありません。口座
番号や暗証番号を聞かれても絶対に教えないでください。このような電話
はすぐに切って、警察に通報してください。御家族や知り合いの方にも注
意するようお伝えください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776-
22-2880））

全県

137 6/10 熊の目撃情報

令和４年６月１０日午後６時３０分頃、勝山市遅羽町蓬生地籍において、
体長１．０メートル位の熊１頭（子熊）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。（勝山警
察署０７７９－８８－０１１０）

勝山署



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

138 6/11 不審者情報

令和４年６月１０日午後４時頃、福井市下馬３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３０歳から４０
歳位、黒髪の短髪で、青色シャツ、黒色ズボンを着用し、黒色のスマート
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０７７６－３４－０１１
０）

福井地区

139 6/12
行方不明者の手
配について

越前市芝原４丁目地籍に住む７７歳の女性が、昨日午後８時頃、自宅で
姿を確認されたのを最後に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、腰が曲がっている、黒髪ショートカット、革靴を履
いており、徒歩で移動している可能性があります。このような女性を見か
けた方は、越前警察署までご連絡ください。（越前警察署０７７８－２４－０
１１０）

嶺北地区

140 6/13
熊に対する警戒
情報

令和４年６月７日に坂井市三国町陣ケ岡地籍において、熊の目撃情報が
ありました。熊に遭遇しないために、音の出るものを身につけるなどしてく
ださい。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。（坂井西警察署０７７６－８２－０１１０）

坂井地区

141 6/13
公然わいせつ事
案の発生

昨日（６月１３日）午後３時４０分ころ、坂井市三国町米ケ脇地籍の海岸沿
いにおいて、女性に対し、男が下半身を露出して陰部を見せつける事案
が発生しました。男は、年齢４０歳から５０歳位、身長１６５センチメートル
位、細身、日焼けした肌、白髪交じりの短髪、サングラスを着用していまし
た。このような事案に遭遇した場合は、『すぐ逃げる』『大声で助けを求め
る』等の対応をとり、すぐに警察に通報してください。（坂井西警察署　０７
７６－８２－０１１０）

坂井地区

142 6/14
熊の目撃情報に
ついて

６月１２日から１４日にかけて、小浜市口田縄地籍において、熊の目撃情
報が相次いでいます。山際や草むらには熊が潜んでいる可能性があるの
で、見通しが悪い場所には近づかないでください。また、熊を目撃した場
合は、速やかに市役所（町役場）又は警察に通報してください。（小浜警察
署　０７７０－５６－０１１０）

小浜署

143 6/16
コロナ給付金の
電話に注意

本日、福井市内の高齢女性宅に市役所職員を名乗る者から○コロナ給付
金の申請をされていないので電話した○今なら特例で銀行で手続きがで
きる○銀行から電話があるので電話に出てと話す不審な電話がありまし
た。口座番号や暗証番号を聞かれても絶対に教えないで！このような電
話はすぐに切って、警察に通報してください。御家族や知り合いの方にも
注意するようお伝えください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム
0776-22-2880））

全県

144 6/16
暗証番号は絶対
に教えないで！

本日、越前市内においても、高齢者宅に市役所職員を騙る者から「コロナ
の給付金がある」「銀行員から連絡がある」との不審な電話がありました。
口座番号や暗証番号を教えて、勝手にネットバンキングを契約、送金され
た事案も発生しています。【暗証番号は絶対に教えないで！！】（サイバー
犯罪対策課0776-22-2880）

全県

145 6/17 熊の目撃情報
令和４年６月１６日午後８時頃、坂井市三国町宿地籍において、子熊１頭
が目撃されました。熊を目撃した場合は、近付かず、速やかに市役所又は
警察に通報してください。（坂井西警察署　０７７６－８２－０１１０)

坂井西署

146 6/17
コロナ給付金の
電話に注意

連日、越前市内の高齢者宅に市役所職員を名乗る者から○コロナ関係の
生活支援給付金申請の封筒を送った○△△銀行の口座を持っていない
か○後から銀行から電話があると話す電話がかかっています。口座番号
や暗証番号を聞かれても絶対に教えないで！このような電話はすぐに
切って、警察に通報してください。御家族や知り合いの方にも注意するよう
お伝えください。（犯罪防止対策室　0776-22-2880）

全県

147 6/22
行方不明者の手
配解除について

令和４年６月１２日に越前警察署から行方不明者として手配した越前市芝
原４丁目地籍に住む７７歳の女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。（越前警察署 ０７７８－２４－０１１０ ）

嶺北地区

148 6/22 不審者情報

本日午前１１時頃、鯖江市日の出町地籍の駐車場において、車に乗り込
もうとした女性が、男からいきなり腕を掴まれる事案が発生しました。男
は、年齢３０～４０歳代位、身長１７０センチメートルくらい、体格普通、短
髪、服装は、黒っぽい色の半袖上衣、黒っぽい色のハーフズボンでした。
このような事案に遭遇した場合は、その場から離れ、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



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

149 6/22
県職員を騙る支
援金の電話に注
意

本日、県内在住の方の携帯電話に、県職員を騙って○生活支援金があり
ます○封筒を送りましたが、確認されましたか○口座番号と暗証番号を教
えてくださいなどと話す電話がありました。口座番号や暗証番号を聞かれ
ても絶対に教えないで！このような電話はすぐに切って、警察に通報して
ください。御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えください。～安全
安心情報は県警Twitterでも配信中～  https://twitter.com/fukui_police
（犯罪防止対策室　0776-22-2880）

全県

150 6/23
０５０の支援金の
電話に注意

昨日に続き、本日も県内在住の方の携帯電話に、０５０で始まる電話番号
から県職員等を騙って○生活支援金の資料を送りましたが、確認されまし
たか○手続きは、この電話で出来ますなどと話す電話がありました。口座
番号や暗証番号を聞かれても絶対に教えないで！すぐに切って、警察に
通報してください。御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えくださ
い。（犯罪防止対策室　0776-22-2880））～安全安心情報は県警Twitterで
も配信中～ https://twitter.com/fukui_police

全県

151 6/24 熊の目撃情報

令和４年６月２４日午前６時１５分頃、福井市篠尾町地籍において、体長
１．０メートル位の熊１頭（子熊）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。（福井警察署
０７７６－５２－０１１０）

福井地区

152 6/24 盗撮に注意！

盗撮事案が発生しています。公共施設のトイレを利用する際は、個室内を
よく確認してください。自宅で入浴するときは、浴室や脱衣場の窓を閉めて
ください。お店や施設などで不自然に携帯電話などを操作している人物を
発見した際は警戒をお願いします。盗撮が疑われる場合は、すぐにその
場を離れ、警察に通報を！（少年女性安全課 ０７７６－２２－２８８０）～安
全安心情報は県警Twitterでも配信中～ https://twitter.com/fukui_police

全県

153 6/24
050からの詐欺
電話が連続発生

２２日から連続して、県内在住の方の携帯電話に、県職員を騙る０５０から
始まる詐欺の電話がかかっています。コロナ関係の生活支援金があるな
どと話し、口座番号や暗証番号を聞き出そうとしてきますが、絶対に教え
ないでください。このような電話は、すぐに切って、警察に通報してくださ
い。御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えください。（犯罪防止対
策室　0776-22-2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

154 6/25 熊の目撃情報

令和４年６月２５日午前７時頃、坂井市三国町浜地 地籍において、熊１頭
の目撃情報がありました。熊に遭遇しないために、音の出るものを身につ
けるなどしてください。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。（坂井西警察署　０７７６－８２－０１１０）～
安心安全情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

坂井地区

155 6/25
050からの詐欺
電話が連続発生
中

本日も県内在住の方の携帯電話に、050から始まる詐欺の電話がかかっ
ています。県や市役所の職員を騙って、〇補助金を支払う。〇先日書類を
送ったが届いていないか。〇銀行口座を教えてもらえれば今日中に手続
きを行える。等と話し、口座番号や暗証番号を聞き出そうとします。口座番
号等は絶対に教えず、電話をすぐに切って警察に通報してください。ご家
族や知り合いの方にも注意の呼びかけをお願いします。（福井県警察本
部　0776-22-2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

156 6/28
熊の目撃情報に
ついて

令和４年６月２８日午前５時４５分頃、勝山市荒土町別所地籍において熊
１頭（成獣）が目撃されました。熊を目撃した場合は、近づかず、速やかに
市役所又は警察に通報して下さい。（勝山警察署0779-88-0110）

勝山署

157 6/29
熊の目撃情報に
ついて

昨日（２８日）午後５時５分頃、坂井市三国町梶地籍において、熊１頭（体
長５０センチメートル位）の目撃情報がありました。熊に遭遇しないため
に、音の出るものを身につけるなどしましょう。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。（坂井西警察署　０７
７６－８２－０１１０）

坂井地区

158 6/29
市職員を騙る還
付金の電話に注
意

本日午後２時頃、敦賀市内の高齢女性宅の固定電話に、市役所職員を
騙って「介護保険料が返ってくる」との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。御家族や
知り合いの方にも注意するようお伝えください。（特殊詐欺撲滅対策プロ
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

159 6/30 熊の目撃情報

令和４年６月３０日午前３時頃、坂井市三国町宿地籍において、子熊１頭
の目撃情報がありました。熊に遭遇しないために、音の出るものを身につ
けるなどしてください。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。（坂井西警察署０７７６－８２－０１１０）

坂井地区

160 6/30 熊の目撃情報

令和４年６月３０日午前４時１５分頃、大野市柿ケ嶋地籍の龍仙橋付近に
おいて、熊（成獣）１頭の目撃情報がありました。熊に遭遇しないために、
音の出るものを身につけるなどしてください。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０７７９－
６５－０１１０）

大野署

161 6/30
盗撮容疑事案の
発生について

６月２９日午後９時３０分頃、福井市引目町地籍の一般住宅において、入
浴中の女性が盗撮されるという事案が発生しました。男の特徴は、身長１
７０センチメートル位、服装は、半袖白色Ｔシャツを着用し、黒縁の赤色ス
マートフォンを使用していました。被害に遭わないために、浴室や脱衣場
の窓を閉め、ブラインド等の防犯措置を行いましょう。不審な人物を目撃し
た際は、警察に通報してください。（福井南警察署0776-34-0110）～安全
安心情報は県警Twitterでも配信中～ https://twitter.com/fukui_police

福井地区

162 7/1
交通事故警戒情
報7月 特徴

県内で過去５年間に発生した交通事故で、自転車乗用中の死傷者を分析
すると☆７月は、「小中高生の割合が高い」という特徴があります。また、
○小学生の事故が増加する○平日・休日を問わず１６時台が最も多い○
自動車との出合頭による事故が最も多いなどの特徴があり、注意が必要
です。（交通企画課交通事故抑止支援室0776-22-2880）

全県

163 7/1
交通事故警戒情
報7月 運転手編

車の運転される方は、小学生は学校での自転車教室を終え、自転車に乗
る機会が増える時期です。○自転車に乗った人を見かけたら、動きに注
意！○特に夕方、見通しの悪い場所では「飛び出してくるかも」と予測し
て、安全確認を！～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_（交通企画課交通事故抑止支援室0776-22-
2880）

全県

164 7/1
交通事故警戒情
報7月 自転車編

自転車を運転する方は、○自転車の基本的な交通ルールは必ず守る！
(道路の左側を走る、スマホ操作などの「ながら運転」の絶対禁止！など)
○一時停止標識のある場所はもちろん、見通しの悪い場所では必ず止
まって安全確認！しましょう。☆保護者の皆さんへ☆交通環境に慣れてい
ないお子様には、保護者が付き添い、交通ルールや安全確認の大切さを
教えましょう。（交通企画課交通事故抑止支援室0776-22-2880）～安全安
心情報は県警Twitterでも配信中～ https://twitter.com/fukui_

全県

165 7/3
行方不明者の手
配

本日午前８時３０分頃、７０歳代の女性が鯖江市石田下町地籍において
徒歩で出掛けたまま行方不明となっています。女性の特徴は、身長１５０
センチメートル位、体格小太り、茶色の肩より短めの髪で、白色ボタン付
シャツ、灰色のジャージ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０７７８－５２－０
１１０）

全県

166 7/3
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た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０７
７８－５２－０１１０）

全県

167 7/4 熊の目撃情報

令和４年７月３日午後１０時２０分頃、坂井市三国町南本町地籍におい
て、熊１頭の目撃情報がありました。熊に遭遇しないために、音の出るも
のを身につけるなどしてください。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。（坂井西警察署０７７６－８２－０１
１０）

坂井地区

168 7/4
警察官を騙る電
話に注意

本日、永平寺町内の高齢者宅に警察官を騙り「今からあなたのキャッシュ
カードを取りに行く。キャッシュカードをポストに入れておいて」と話す不審
な電話がありました。これは、キャッシュカードを騙し取る詐欺の手口で
す。キャッシュカードはあなただけのものです。絶対に渡したりしないでくだ
さい。また、このような電話はすぐに切って、警察に通報してください。御家
族や知り合いの方にも注意するようお伝えください。（特殊詐欺撲滅対策
プロジェクトチーム　0776-22-2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配
信中～ https://twitter.com/fukui_police

全県

169 7/4
給付金詐欺電話
に注意

今月も、県内在住の方に県職員や市役所職員を騙る０５０から始まる詐欺
の電話がかかってきています。円安の影響やコロナ関係で生活支援金や
補助金があるなどと話し、銀行で手続きができると言って口座番号や暗証
番号を聞き出そうとしてきますが、絶対に教えないでください。このような
電話は、すぐに切って、警察に通報してください。御家族や知り合いの方
にも注意するようお伝えください。（犯罪防止対策室　0776-22-2880）～安
全安心情報は県警Twitterでも配信中～ https://twitter.com/fukui_police

全県
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170 7/4
高齢者が関係す
る死亡事故多発

春以降、福井県内では、高齢者が関係する交通死亡事故が続いていま
す。ご家族など身近に高齢者がいる方は「交通事故に気をつけて！」、
「しっかりと周りをよく見て運転して！」といった声かけをお願いします！
（交通企画課交通事故抑止支援室0776-22-2880）

全県

171 7/7
高齢行方不明者
の手配について

福井市菅谷１丁目地籍に住む８２歳の女性が、７月７日午後１時３０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１４５
センチメートル位、体格中肉、白髪のおかっぱ頭で、着衣は不明です。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）

福井地区

172 7/8
行方不明者の手
配解除について

令和４年７月７日、福井警察署から行方不明者として手配した福井市菅谷
１丁目地籍に住む８２歳の女性については、本日、無事発見されました。
ご協力ありがとうございました。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井地区

173 7/8 不審者情報

７月５日午後２時４０分頃、坂井市春江町高江地籍の路上にて、徒歩で下
校中の男子児童に対して、緑色の軽自動車に乗車した４０歳から６０歳
位、緑色の服を着た女が「家どこ、乗ってくか」と声をかけた事案が発生し
ました。このような事案に遭遇した場合は、大声をあげてすぐにその場を
離れて警察に通報して下さい。（坂井警察署０７７６－６６－０１１０）

福井地区
坂井地区

174 7/8
夏の交通安全県
民運動

夏の交通安全県民運動 が7月11日（月）から7月20日（水）まで実施されま
す。期間中は、県内各地で啓発活動や交通取締り等、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～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

175 7/11 不審者情報

本日午前７時４５分頃、大野市中野地籍において、女子中学生が自転車
で登校中、道を歩いていた女性２名から「写真を撮らせてほしい」と言わ
れ、腕をつかまれる事案がありました。１名は年齢６０歳代くらい、髪型黒
色ロング、体格細身、上衣が茶色長袖、下衣が黒色ズボンを着用し、もう
１名については年齢５０歳代くらい、他は不明です。今後、不審者を目撃し
たときは、すぐに１１０番通報をしてください。（大野警察署０７７９－６５－０
１１０）

福井地区

176 7/13 不審者情報

７月１３日午前０時頃、坂井市春江町江留中地籍の一般住宅において、浴
室の窓越しにスマートフォン様の物を向けられるという事案が発生しまし
た。入浴時は浴室や脱衣場の戸締まりを徹底し、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０７７６－６６－０１
１０）

福井地区
坂井地区

177 7/13 不審者情報

本日、午後３時１５分頃、福井市高柳１丁目地籍路上において、徒歩で下
校中の児童が、男からスマートフォンで撮影される事案が発生しました。
男の特徴は、年齢３０歳代から４０歳代くらい、黒髪短髪で上下黒っぽい
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

178 7/19 不審者情報

７月１８日午後２時半頃、鯖江市東鯖江２丁目の路上で、児童が車に乗っ
た高齢男性から「乗せて帰ってあげようか。」等と声をかけられる事案が発
生しました。その男性は、年齢７０～８０歳代位、体格普通、白髪短髪、上
衣は色不明の半袖Ｔシャツで、紫色の車に乗っていました。このような事
案に遭遇した場合は、その場から離れ、すぐに警察に通報してください。
（鯖江警察署　０７７８－５２－０１１０）

福井地区
丹南地区

179 7/21
公然わいせつ事
案の発生

昨日（７月２０日）午後３時３０分頃、あわら市市姫３丁目地籍の公園にお
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３０歳から４０歳位、身長１７０センチメートル位、小太り、短髪の黒髪、
黒色Ｔシャツ、黒色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、『すぐ逃げる』『大声で助けを求める』等の対応をとり、すぐ
に警察に通報してください。（あわら警察署０７７６－７３－０１１０）

坂井地区

180 7/22
暗証番号は絶対
に教えないで！

本日、坂井市や鯖江市内の高齢者宅に市役所職員を騙って「還付金があ
る」「電話で手続きが出来るので口座番号や暗証番号を教えてほしい」と
の電話がありました。公務員や金融機関が暗証番号を聞くことはありませ
ん。【暗証番号は絶対に教えないで！！】（サイバー犯罪対策課0776-22-
2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

181 7/22
不審者情報につ
いて

７月２２日午後３時３０分頃、坂井市春江町東太郎丸地籍の公園内で、男
が女子児童に対しカメラの様なものを向ける事案が発生しました。男の特
徴は、年齢４０歳代、身長１６０センチメートル位、やせ型、上下とも黒色の
服、黒色帽子、眼鏡着用です。このような事案に遭遇した場合は、すぐに
警察へ通報して下さい。（坂井警察署０７７６－６６－０１１０）

全県
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182 7/23 不審者情報

７月２２日午後５時頃、福井市学園３丁目地籍の路上において、信号待ち
をしていた女子児童が、外国人の男２名に「お名前は何ですか。」「何歳で
すか。」と声をかけられる事案が発生しました。男の特徴は、年齢２０歳代
から３０歳代くらい、黒髪短髪で、黒色半袖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、すぐにその場から逃げて、警察へ通報してく
ださい。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井署

183 7/25
野生のイルカに
近づかないで！

７月２４日午前７時３０分頃、福井市内の海水浴場で、遊泳中の男性が野
生のイルカに手を噛まれ軽傷を負う事案が発生しました。一般的にイルカ
は、かわいいイメージがありますが、野生のイルカは、人になれていない
ため、安易に近づくと、噛まれて怪我をする等の事故にあうおそれがあり
ます。野生のイルカを目撃した際には、近づかないようにしてください。～
安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

184 7/25
名義貸しの電話
に注意！

先週末に福井市内において、ノムラホームズを名乗って「老人ホームに入
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
話があったとの相談が相次いでいます。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。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクト
チーム0776-22-2880）

全県

185 7/26
還付金名目の詐
欺電話を看破

本日、午後０時３０頃、敦賀市内の高齢女性宅に、市役所健康保険課を
名乗り、男の声で「２月に健康保険のお金が返ってくるとの通知を送った
のですが、お金は入りましたか？」と話す不審な電話がありました。しか
し、相手の電話番号が非通知であったことから不審に思い、詐欺の電話
だと看破しました。詐欺の被害を防止するため、ナンバーディスプレイの活
用、留守番電話設定、防犯機能付き電話機の導入を検討するなど、家の
固定電話の防犯対策を実施しましょう。また、お金を戻すための手続きに
必要などと言って、口座番号や暗証番号を聞き出そうとしてきても、絶対
に教えないでください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776-22-
2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

186 7/29
架空料金請求の
メールに注意！

県内で、お客様サポートセンターや通信会社を騙る「利用料金の確認がと
れません」などのメール（ショートメッセージ）に関する相談が増えていま
す。○　本日中に連絡して○　支払わなければ利用を停止する　○　最終
警告などと不安をあおりだまそうとしてきます。このようなメールが来たら、
相手に連絡したりせず、○　家族や友人に相談○　警察に相談・通報を！
（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776-22-2880）～安全安心情報
は県警Twitterでも配信中～ https://twitter.com/fukui_police

全県

187 7/29
野生のイルカに
近づかないで！

本日午後１時頃から午後２時頃の間に、福井市内の海水浴場で、遊泳客
が野生のイルカに手を噛まれ負傷する事案が、２件連続発生しました。イ
ルカは、かわいいイメージがありますが、野生のイルカに安易に近づくと、
噛まれたり、ぶつかられたりして怪我をするおそれがあります。海水浴を
楽しむためにも、イルカを目撃した場合は、海に入らず、近づかないでくだ
さい。～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

188 8/1
交通事故警戒情
報（８月）

８月は、暑さや疲れで集中力が低下し、加害者側の「信号無視」、「指定場
所一時不停止」による死亡・重傷事故の発生が年間最多！また、車両単
独による死亡・重傷事故の発生も年間最多！ 【ドライバーは】暑くても、前
をよく見て運転に集中！疲れを感じたら休憩を！夏休み中の子供たちが
平日の日中でも屋外で活動していることに注意！交差点では安全確認の
徹底を！ 【ご家庭では】お子様に対して、命を守るため、交通ルールは必
ず守るように指導を！ （交通企画課交通事故抑止支援室0776-22-2880）
～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

189 8/1
福井銀行を騙る
電話に注意！

本日、午前１１時頃から、勝山市内において、福井銀行を騙る不審な電話
が複数発生中！「クレジットカードの未払い料金があります」「期日までに
支払わないと裁判になります」などと自動音声が流れ、案内に従ってプッ
シュボタンを押すと、県外の警察署つながりますが、それは詐欺です。こ
のような電話がかかってきたら、すぐに切って、警察に通報を！（特殊詐
欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776-22-2880）～安全安心情報は県警
Twitterでも配信中～ https://twitter.com/fukui_police

全県



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

190 8/1
公然わいせつ発
生！

昨日（７月３１日）午後８時１５分頃、福井市加茂河原２丁目地籍の一般住
宅で、屋内の女性に、男が屋外から窓越しに下半身を露出する事案が発
生しました。男は、８０歳代位、身長１７０センチメートル位、小太り、白色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
に通報してください。（福井南警察署０７７６－３４－０１１０）　～安全安心
情報は県警Twitterでも配信中～ https://twitter.com/fukui_police

福井地区

191 8/3 痴漢発生

８月１日の午後８時３０分頃、小浜市小浜日吉地籍で、歩いていた女性に
対して男が背後から身体を触るという事案が発生しました。男は、３０～４
０歳代位、黒縁の四角い眼鏡をかけていました。混雑した場所を歩く際に
は、周りに十分注意し、痴漢被害にあった場合は、近くの人に助けを求
め、すぐに警察に通報してください。（小浜警察署　０７７０－５６－０１１０）
～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

嶺南地区

192 8/5
還付金を騙る電
話に注意

本日、午後２時頃、敦賀市内の高齢者宅に市役所職員を騙って「保険料
を払いすぎていたので戻します」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通知をすることはありません。また、お金を戻すため
の手続きに必要などと言って、口座番号や暗証番号を聞き出そうとしてき
ても、絶対に教えないでください。このような電話は、すぐに切って、警察
に通報してください。御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えくださ
い。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776-22-2880）

全県

193 8/7
野生のイルカ
に、近づかない
で！

本日午前１１時３０分頃、福井市内の海水浴場で、遊泳客２名がイルカに
手などを噛まれて負傷する事案が発生しました。付近海水浴場では今年
に入り遊泳客がイルカに噛まれるという事案が複数件発生しています。野
生のイルカを目撃した際には、海に入らず、イルカに近づかないようにし
てください。（福井南警察署０７７６－３４－０１１０）

全県

194 8/8
還付金を騙る電
話に注意

８月５日から引き続き、敦賀市内で市役所職員を騙って「医療費や保険料
の払い戻しがある」と話す不審な電話が確認されています。公的機関が電
話で還付金の通知をすることはありません。また、お金を戻すための手続
きに必要などと言って、口座番号や暗証番号を聞き出そうとしてきても絶
対に教えないでください。このような電話は、すぐに切って、警察に通報し
てください。御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えください。（特
殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776-22-2880）

全県

195 8/9
ａｕを名乗る詐欺
メールに注意！

県内で「auよりお知らせ　ご利用料金の件につきましてお話したい事が有
ります。本日中に０５０－××××－△△△△こちら迄ご連絡下さい。」と
の詐欺メールが確認されました。auではこのようなメールを送信していま
せん。このようなメールが来たら、相手に電話したりせず、○　家族や友人
に相談○　警察に相談・通報を！（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム
0776-22-2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

196 8/11
野生のイルカ
に、近づかない
で！

本日午前９時頃、福井市内の海水浴場で、遊泳客１名がイルカに腕など
を噛まれて負傷する事案が発生しました。付近海水浴場では今年に入り
遊泳客がイルカに噛まれるという事案が複数件発生しています。野生のイ
ルカを目撃した際には、海に入らず、イルカに近づかないようにしてくださ
い。（福井南警察署0776-34-0110）

全県

197 8/11
還付金を騙る電
話に注意

８月１１日午前９時３０分頃、敦賀市内で市役所員を騙って「介護保険料の
払い戻しがある。」等と話す不審な電話が確認されています。公的機関が
電話で還付金の話をすることはありません。また、お金を戻すための手続
きに必要などと言って、口座番号や暗証番号を聞き出そうとしてきても絶
対に教えないでください。このような電話は、すぐに切って、警察に通報し
てください。御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えください。（敦
賀警察署0770-25-0110）

全県

198 8/11
還付金を騙る電
話に注意

８月１１日午後１時頃から午後３時頃までの間に、福井市内で市役所職員
を騙って「介護保険料の払い戻しがある。」等と話す不審な電話が複数確
認されています。公的機関が電話で還付金の話をすることはありません。
また、お金を戻すための手続きに必要などと言って、口座番号や暗証番
号を聞き出そうとしてきても絶対に教えないでください。このような電話は、
すぐに切って、警察に通報してください。御家族や知り合いの方にも注意
するようお伝えください。（福井南警察署0776-34-0110）

福井地区



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

199 8/12
野生のイルカ
に、近づかない
で！

本日午前９時４５分頃、福井市内の海水浴場で、遊泳客２名がイルカに足
などを噛まれて負傷する事案が発生しました。付近海水浴場では今年に
入り遊泳客がイルカに噛まれるという事案が複数件発生しています。野生
のイルカを目撃した際には、海に入らず、イルカに近づかないようにしてく
ださい。（福井南警察署０７７６－３４－０１１０）

全県

200 8/12
還付金を騙る電
話に注意

昨日から引き続き、県内で市役所職員を騙って「介護保険料の払い戻し
がある」と話す不審な電話が確認されています。　公的機関が電話で還付
金の通知をすることはありません。　また、ATMで還付金の手続きはでき
ません。　ATMへ行けと言われたり、口座番号や暗証番号を聞かれたらそ
れは詐欺です。　このような電話は、すぐに切って、警察に通報してくださ
い。　御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えください。（特殊詐欺
撲滅対策プロジェクトチーム　0776-22-2880）

全県

201 8/13
警察官を騙る電
話に注意

８月１２日午前１１時頃、鯖江市内で警察署の警察官を騙って「振り込め詐
欺の犯人が逮捕され、持っていた名簿にお宅の名前や電話番号が載って
いました。」等と話す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。口座番号や暗証番号を聞き出そうとしてきても絶
対に教えないでください。このような電話はすぐに切って、警察に通報して
ください。（鯖江警察署0778-52-0110）

全県

202 8/13
野生のイルカ
に、近づかない
で！

本日午後１時頃、福井市内の海水浴場で、遊泳客１名がイルカに足を噛
まれて負傷する事案が発生しました。付近海水浴場では今年に入り遊泳
客がイルカに噛まれるという事案が複数件発生しています。野生のイルカ
を目撃した際には、海に入らず、イルカに近づかないようにしてください。
（福井南警察署０７７６－３４－０１１０）

全県

203 8/15
クロスボウの処
分期限迫る！

銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正により、本年３月１５日からクロスボ
ウ（ボウガンともいいます。）の所持が原則禁止となりました。クロスボウを
お持ちの方は、本年９月１４日までに廃棄等の措置をとらないと不法所持
となります。クロスボウをお持ちの方は、お近くの警察署に速やかにご連
絡ください。（福井県警察本部生活安全企画課　電話　０７７６－２２－２８
８０）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

204 8/15
運転は、集中力
と思いやり！

福井県は、前方不注視による事故が多く、横断歩道での一時停止率が全
国平均を大きく下回っています。ドライバーの皆さん、交通安全の合い言
葉「運転は、集中力と思いやり！」を胸に事故を起こさないよう気をつけま
しょう。交通企画課　0776-22-2880

全県

205 8/16
行方不明者の手
配

昨日（８月１５日）午後１時３０分頃から、８０歳代の男性が鯖江市水落町
地籍において電動カートで出掛けたまま行方不明となっています。男性の
特徴は、身長１５８センチメートル位、体格やせ型、白髪の短髪で、青と
ベージュのチェック柄半袖シャツ、ベージュ色のスラックス、ベージュ色の
帽子を着用しています。このような男性を見かけた方は、鯖江警察署まで
ご連絡ください。（鯖江警察署 0778-52-0110）

全県

206 8/16
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８０歳代の男性について
は、本日、無事に発見されました。ご協力有り難うございました。（鯖江警
察署０７７８－５２－０１１０）

全県

207 8/17
先週末から続く
不審電話に注意

本日、福井市内において、息子を騙って「喉が腫れて声が変わっている」、
「手術が必要だがお金や通帳をなくしてしまった」と話す不審な電話が確
認されました。県内及び隣接県では、先週末から警察官や市役所職員、
息子を騙る不審な電話が多数確認されています。このような電話がか
かってきたら、すぐに切って、警察に通報を！御家族や知り合いの方にも
注意するようお伝えください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム
0776-22-2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

208 8/18
ＡＴＭで払い戻し
はできません！

本日、坂井市内で市役所職員を騙って「介護保険の払い戻しがある」と話
す詐欺電話が確認されました。公的機関が電話で還付金の通知をするこ
とはありません。また、ＡＴＭで還付金の手続きはできません。ＡＴＭへ行
けと言われたり、口座番号や暗証番号を聞かれたら、それは詐欺です。こ
のような電話は、すぐに切って、警察に通報してください。御家族や知り合
いの方にも注意するようお伝えください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクト
チーム　0776-22-2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

209 8/19
偽ショッピングサ
イトに注意！

こんなショッピングサイトは偽物かもしれません！①会社情報が不正確
（電話番号がデタラメなど）②日本語の表記がおかしい③支払方法がおか
しい（代引き可能と説明しながら銀行振込しか受け付けないなど）④価格
が異常に安い【購入する前に確認を！】（サイバー犯罪対策課0776-22-
2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

210 8/19
福井県が狙われ
ています！

先週から引き続き、本日も越前市内で市役所職員を騙って「介護保険の
払い戻しがある」と話す詐欺の電話が確認されました。公的機関が電話で
還付金の通知をすることはありません。また、ＡＴＭで還付金の手続きは
できません。ＡＴＭへ行けと言われたり、口座番号や暗証番号を聞かれた
ら、それは詐欺です。このような電話は、すぐに切って、警察に通報してく
ださい。御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えください。（特殊詐
欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776-22-2880）～安全安心情報は県警
Twitterでも配信中～ https://twitter.com/fukui_police

全県

211 8/19
野生のイルカ
に、近づかない
で！

本日午後５時２５分頃、福井市内の海水浴場で、遊泳客１名がイルカに手
を噛まれて負傷する事案が発生しました。付近海水浴場では今年に入り
遊泳客がイルカに噛まれるという事案が複数件発生しています。野生のイ
ルカを目撃した際には、海に入らず、イルカに近づかないようにしてくださ
い。（福井南警察署０７７６－３４－０１１０）

全県

212 8/22
先々週から続く
詐欺電話に注意

本日、午前１１時頃、大野市内の高齢者宅に市役所職員を騙って「保険金
の払い戻しがある」と話す詐欺の電話が確認されました。手続きと称してＡ
ＴＭへ行くよう誘導してきたり、口座番号や暗証番号を聞かれたら、それは
詐欺です。ＡＴＭで払い戻しの手続きはできません。このような電話は、す
ぐに切って、警察に通報してください。御家族や知り合いの方にも注意す
るようお伝えください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776-22-
2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

213 8/23
県内で続く還付
金詐欺電話！

本日、午後３時頃、福井市内の高齢者宅に市役所職員を騙って「還付金
がある」と話す詐欺の電話が確認されました。手続きと称してＡＴＭへ行く
よう誘導してきたり、口座番号や暗証番号を聞かれたら、それは詐欺で
す。ＡＴＭで払い戻しの手続きはできません。このような電話は、すぐに
切って、警察に通報してください。御家族や知り合いの方にも注意するよう
お伝えください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776-22-2880）
～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

214 8/24
県内で続く還付
金詐欺電話！

本日、午前１１半時頃、福井市内の高齢者宅に市役所職員を騙って「介護
保険の払い戻しがある」と話す詐欺の電話が確認されました。手続きと称
してＡＴＭへ行くよう誘導してきたり、口座番号や暗証番号を聞かれたりし
たら、それは詐欺です。ＡＴＭで払い戻しの手続きはできません。このよう
な電話は、すぐに切って、警察に通報してください。御家族や知り合いの
方にも注意するようお伝えください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチー
ム　0776-22-2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

215 8/25
行方不明者の手
配について

本日午前７時３０分頃、福井市江上町地籍に住む７０歳代の女性が自宅
から徒歩で外出したまま所在不明となっています。女性は、身長１５０セン
チメートル位、体格中肉、白髪交じりの長めのショートカット、白地に青色
花柄の半袖Ｔシャツ、白色っぽい長ズボン、紺色のスニーカーを着用し、
ベージュ色のショルダーバッグを所持しています。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）

嶺北地区

216 8/25
行方不明者の手
配解除

本日、福井南警察署から行方不明者として手配した、福井市江上町地籍
に住む７０歳代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）

全県

217 8/26 不審者情報

８月２５日午後４時３０分頃、福井市蒲生町地籍の公園内で、ズボンを下
げて下着を露出する不審者の目撃がありました。男は、年齢１０代後半か
ら２０歳くらい、身長１７０センチメートルくらい、やせ型で、野球用具を所持
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。（福井南警察署０７７６－３４－０１
１０）

福井南署



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

218 8/26 不審者情報

本日午前１１時３０分頃、大野市泉町地籍の公園で、男子児童がラジコン
で遊んでいたところ、男にラジコンを蹴られる事案が発生しました。男は、
年齢４０歳代、黒色キャップ、サングラス、体格太身、上衣が青色半袖、下
衣が緑色半ズボンを着用していました。不審人物を目撃したときは、すぐ
に警察に通報してください。（大野警察署０７７９－６５－０１１０）

奥越地区

219 8/28 熊の目撃情報

本日午前５時５０分頃、坂井市丸岡町上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０７７６－６６－０１
１０）

坂井署

220 8/29
続く還付金詐欺
の電話に注意！

引き続き、本日も敦賀市内で市役所職員を騙って「保険金を還付する」と
話す詐欺の電話が確認され、ＡＴＭまで誘導される事案が発生していま
す！公的機関が電話で還付金の通知をすることはありません。また、ＡＴ
Ｍで還付金の手続きはできません。ＡＴＭへ行けと言われたり、口座番号
や暗証番号を聞かれたら、それは詐欺です。このような電話は、すぐに
切って、警察に通報してください。御家族や知り合いの方にも注意するよう
お伝えください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776-22-2880）
～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

221 8/29
「入居権を譲って
欲しい」は詐欺

８月１９日から繰り返し、坂井市内の高齢者方の固定電話に、ヤマトホー
ムズを名乗る男から「あなたに介護施設へ入居できる権利が回ってき
た。」「入居しないなら権利を譲って欲しい。」という詐欺電話がかかってい
ます。これは、入居権を他人に譲ったことなどにつけ込んで、その後のトラ
ブル解決金名目でお金を騙し取る詐欺の手口です。このような電話はす
ぐに切って、警察へ通報して下さい。（坂井警察署０７７６－６６－０１１０）
～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

222 8/29
交通死亡事故続
発【高齢者注意】

本日、交通死亡事故が発生し、８月に入って４件目、総数で２０件となりま
した。今年は、高齢ドライバーによる死亡事故が昨年の約３倍に増加。高
齢者の方は身体機能の衰え等により、ハンドル・ブレーキ操作に加えて集
中力も低下します。まずは運転に集中しましょう。８月の死亡事故は、幹線
道路であっても、比較的、交通量の少ない場所・時間帯で発生し、いずれ
も高齢の歩行者が亡くなられています。歩行者には、思いやりや優しい気
持ちで「歩行者ファースト」の運転を心がけましょう。歩行者の方も道路を
横断する際は横断歩道を利用し、左右の安全確認をしながら横断しましょ
う。　　「運転は、集中力と思いやり！」　　　　　　　交通企画課交通事故抑
止支援室　0776-22-2880

全県

223 8/31
緊急対策隊出
動！

福井県の交通事故死者数は、昨日現在２１人で昨年比＋８人となり、危機
的状況となっています。県警では、交通事故防止のため緊急対策隊を編
成し、横断歩行者妨害など、重大事故に直結する危険な交通違反の取締
りに出動します。ドライバーのみなさん、横断歩道は歩行者優先です。歩
行者ファーストの気持ちを忘れずに、思いやりを持った運転に心がけてく
ださい。そして前をしっかり見て運転に集中しましょう。交通事故は決して
他人事ではありません。合い言葉は「運転は、集中力と思いやり！」（福井
県警察本部交通企画課　0776-22-2880）～安全安心情報は県警Twitter
でも配信中～ https://twitter.com/fukui_police

全県

224 9/1
9月交通事故警
戒情報 運転手
編

９月は、「高齢者交通安全推進月間」です。県内で発生した交通事故によ
る死者のうち、高齢者の割合は、過去５年間で平均６割以上！今年も死
者２１人のうち、７割以上の１５人が高齢者と高水準！高齢者人口１０万人
当たりでは、福井県は全国ワースト１位！危機的状況です！ 【ドライバー
の方へ】高齢ドライバーによる事故は、身体の衰えから、「集中力が低下
すること」、「ハンドル・ブレーキ操作が緩慢になり、咄嗟の時に危険を避け
ることができないこと」、「持病など」で死亡事故となる可能性が高くなる傾
向があります。高齢ドライバーの方は、「夜間や夕暮れ時の運転を控え
る」、「自宅近辺以外の運転を控える」といった、限定的な運転を自ら決定
し実践してもらう「限定運転」をおすすめします。　全てのドライバーの皆さ
ん、大切なのは「運転は、集中力と思いやり！」です。（交通企画課交通事
故抑止支援室0776-22-2880）

全県
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225 9/1
9月交通事故警
戒情報 歩行者
編

９月は、「高齢者交通安全推進月間」です。県内で発生した交通事故によ
る死者のうち、高齢者の割合は、過去５年間で平均６割以上！今年も死
者２１人のうち、７割以上の１５人が高齢者と高水準！高齢者人口１０万人
当たりでは、福井県は全国ワースト１位！危機的状況です！【歩行者の方
へ】　〇 高齢者が道路を横断中に車にはねられて亡くなる事故が例年多
く発生し、今年に入ってからも、すでに６人が犠牲となっています！ドライ
バーも歩行者も要注意！〇 歩行者や自転車利用者の方は、ドライバーに
いち早く気づいてもらえるよう「反射材」の活用を！〇 横断歩道は歩行者
優先！でも、歩行者も、手をあげるなど、「渡りたい」という意思表示も大
切。「横断アクション・ペコリン運動」の実践を！（交通企画課交通事故抑
止支援室0776-22-2880）

全県

226 9/1 詐欺電話に注意

本日、鯖江市内の高齢者宅に住宅会社を名乗って「介護施設を新しく建て
る」、「入居権を他の人にあげませんか」などと話す詐欺電話がありまし
た。これは、名義貸しという詐欺の手口で、数日前にも県内で同様の電話
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。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。（特殊詐欺撲滅対
策プロジェクトチーム0776-22-2880）

全県

227 9/2
防犯機能付き電
話機の購入助成

福井県職域防犯連絡協議会では、固定電話機をきっかけとした特殊詐欺
被害が多いことから、防犯機能付き電話機の購入費や設置費用の一部
の助成を９月１日から開始しました。助成に関する申請書は、警察署生活
安全係または警察本部生活安全企画課にあります。詳しくは、警察本部
生活安全企画課犯罪防止対策室にお問い合わせください。（電話0776-
22-2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

228 9/2
福井銀行を騙る
電話に注意！

本日、午前９時頃から、福井県内において、福井銀行を騙る詐欺の電話
が複数発生中！「口座に１５万円が必要です」「本人の場合は①を押してく
ださい」などと自動音声が流れますが、それは詐欺です。このような電話
がかかってきたら、すぐに切って、警察に通報を！（特殊詐欺撲滅対策プ
ロジェクトチーム　0776-22-2880）

全県

229 9/2
コロナ支援金を
騙る詐欺電話

県内において、県職員を騙ったコロナ支援金に関する詐欺電話が複数発
生中！詐欺電話は自動音声ガイダンスの場合もあります。「支援金の申
請期日は本日まで」などと言って住所、氏名や口座番号を聞きだそうとし
てきますが、絶対に教えないで！このような電話がかかってきたら、すぐ
に切って、警察に通報を！（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776-
22-2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

230 9/2
オブジェ体験会
の開催について

勝山警察署は、９月１日、高齢者交通安全リーダーを対象に、運転技能自
動評価システム（オブジェ）体験会を開催しました。「オブジェ」とは、車や
体にセンサーを付けて、決められた道路を実際に走ってもらうと、運転技
能が点数化されるシステムです。皆さん安全運転に自信があったようでし
たが、「思ったよりも点数が低かった。しっかり止まっていないことがわかっ
た。」「点数が低かった項目は、見直して安全運転に心がけたい。」との声
が聞かれ、運転のクセに気付いていただけたようです。「オブジェ」は、自
分の運転技能を客観的に評価してくれます。皆さんも一度オブジェを体験
し、運転技能を見つめ直してみませんか。お問い合わせ：勝山警察署交通
課０７７９－８８－０１１０

勝山署

231 9/5
コロナ支援金を
騙る詐欺電話

県内では先週末から引き続き、県職員を騙ったコロナ支援金に関する詐
欺電話が発生！詐欺電話は自動音声ガイダンスの場合もあります。「支
援金の申請期日は本日まで」などと言って住所、氏名、口座番号や暗証
番号を聞きだそうとしてきますが、絶対に教えないで！このような電話が
かかってきたら、すぐに切って、警察に通報を！（特殊詐欺撲滅対策プロ
ジェクトチーム　0776-22-2880）

全県

232 9/6
公的機関職員を
騙る詐欺電話

本日も、県職員を騙ったコロナ支援金や市役所職員を騙る保険料還付に
関する詐欺電話が発生！詐欺電話は自動音声ガイダンスの場合もありま
す。「支援金がある」「還付金がある」などと言って住所、氏名や口座番号
を聞きだそうとしてきますが、絶対に教えないで！このような電話がかかっ
てきたら、すぐに切って、警察に通報を！（特殊詐欺撲滅対策プロジェクト
チーム　0776-22-2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県
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233 9/7
コロナ支援金を
騙る詐欺電話

本日も、県内において、県職員を騙ったコロナ支援金に関する詐欺電話
が多数確認されています！詐欺電話は自動音声ガイダンスの場合もあり
ます。「支援金がある」などと言って住所、氏名、口座番号や暗証番号を聞
きだそうとしてきますが、絶対に教えないで！このような電話がかかってき
たら、すぐに切って、警察に通報を！（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチー
ム　0776-22-2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

234 9/8
コロナ支援金を
騙る詐欺電話

昨日、県職員を騙って「新しいキャッシュカードを渡すので古いものをポス
トに入れて」と言って騙し取ろうとした犯人を逮捕しました。しかし！本日
も、県内においてコロナ支援金に関する自動音声で始まる詐欺電話が発
生しています！このような電話がかかってきても、住所、氏名、口座番号
や暗証番号を聞かれても、絶対に教えない！また、キャッシュカードは絶
対に渡さない！すぐに切って、警察に通報を！（特殊詐欺撲滅対策プロ
ジェクトチーム　0776-22-2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中
～ https://twitter.com/fukui_police

全県

235 9/9 不審者情報

令和４年９月７日午後４時３０分頃、福井市新田塚２丁目地籍の路上で、
下校中の女子生徒が、男に追いかけられる事案が発生しました。男は年
齢４０代から５０代位、身長１７０センチメートルくらい、やせ型、黒髪、黒色
の長袖、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）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

福井地区

236 9/9
クロスボウの処
分期日残りわず
か

銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正により、本年３月１５日からクロスボ
ウ（ボウガンともいいます。）の所持が原則禁止となりました。クロスボウを
お持ちの方は、来週の９月１４日までに廃棄等の措置をとらないと不法所
持となります。クロスボウをお持ちの方は、管轄の警察署にご連絡くださ
い。（福井県警察本部生活安全企画課　電話　０７７６－２２－２８８０）～安
全安心情報は県警Twitterでも配信中～ https://twitter.com/fukui_police

全県

237 9/9
自動音声詐欺電
話に注意

連日、県内において、自動音声で県職員を騙る、コロナ支援金名目の詐
欺電話が多数確認されています。このような電話は全て詐欺！すぐに電
話を切りましょう。また電話で住所、氏名、口座番号や暗証番号を聞かれ
ても、絶対に教えない！キャッシュカードは絶対に渡さない！心配・不安
があれば通報を！（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776-22-
2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

238 9/11
二輪車安全運転
推進運動の実施

９月１１日から３０日まで、二輪車安全運転推進運動が実施されます。ライ
ダーのみなさん、安全はすべてに優先します。オートバイのブレーキは、
前輪ブレーキ、後輪ブレーキ、エンジンブレーキ、そして心のブレーキで
す。速度を控え、ゆとりをもって運転しましょう。行楽シーズンはバイク事故
が多発します。「自分の命は自分で守る！！」ヘルメットのあごひもをしっ
かり締めて、プロテクターを着けましょう！！交通安全防止の合い言葉「運
転は、集中力と思いやり！」福井県警察本部交通企画課　0776-22-2880
～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

239 9/12
クロスボウの処
分期日まで後２
日

銃砲刀剣類等所持等取締法（銃刀法）の一部改正により、クロスボウ（ボ
ウガンとも言います）の所持が原則禁止となりました。クロスボウをお持ち
の方は、明後日の１４日までに許可申請や廃棄等の措置をとらないと不
法所持となります。　手続きが終わっていない方は、警察までご連絡くださ
い。（福井県警察本部生活安全企画課　０７７６－２２－２８８０）～安全安
心情報は県警Twitterでも配信中～ https://twitter.com/fukui_police

全県

240 9/12
行方不明の手配
について

本日午前０時３０分頃、坂井市坂井町大関地区に住む２０歳代の男性が
自宅を出て行方不明となっています。男性は、身長１５５センチメートル
位、小太り、スキンヘッド、白色半袖Ｔシャツ、黒っぽい色の半ズボン姿で
す。このような男性を見かけたら、坂井警察署にご連絡ください。（坂井警
察署０７７６－６６－０１１０）

嶺北地区

241 9/12
医療機関の医師
を騙る詐欺電話

本日、福井市内において、県内の医療機関の医師を騙って「息子さんの
喉を診察したが、ガンのおそれがあるので話をさせて欲しい」と話す詐欺
電話が確認されました。これは、息子を騙って手術費用が必要などと言っ
てお金を騙し取ろうとするオレオレ詐欺の手口です。このような電話がか
かってきたら、すぐに切って、警察に通報を！御家族や知り合いの方にも
注意するようお伝えください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム
0776-22-2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県
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242 9/12
行方不明者の発
見解除

本日坂井警察署から行方不明者として手配した坂井市坂井町大関地区
に住む２０歳代の男性については、無事発見されました。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）

嶺北地区

243 9/13
クロス某の処分
期日は明日まで

９月１５日から、クロスボウ（ボウガンとも言います）の所持が原則禁止とな
ります。クロスボウを持っていて、許可を受けていない方は、明日（９月１４
日）中に廃棄や許可申請等の措置を取らないと不法所持となります。手続
きが終わっていない方は、直ぐに警察にご連絡ください。（警察本部生活
安全企画課　０７７６－２２－２８８０）

全県

244 9/14
詐欺の電話に注
意！

９月１３日午後３時頃、鯖江市内の高齢者宅に、住宅建設会社を名乗る者
から「鯖江市内に介護施設ができ、あなたには入居権があります。」等と
話す詐欺電話がありました。このような電話が入った場合は、電話を切り
警察に相談してください。御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えく
ださい。（鯖江警察署0778-52-0110）

全県

245 9/15 不審者情報

９月１４日午後４時頃、福井市豊岡１丁目地籍の公園で、児童らが遊んで
いたところ、男から「久しぶりだね。」等と声をかけられる事案が発生しまし
た。男は、年齢５０歳代、小太り、頭に白色タオルを巻き、黒色作業用ベス
ト、灰色インナーシャツ、灰色作業ズボン着用で、灰色の自転車を使用し
ていました。このような事案に遭遇した場合は、その場から離れ、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

246 9/16
ウイルスメール
に注意

【仕事中のメールでも、添付ファイルや外部リンクに注意！】知っている人
や会社からのメールでも、実はなりすましや既に感染した人からのメール
かも…添付ファイルや外部リンクがある場合には相手に確認を取りましょ
う。ウィルスやフィッシングかもしれませんよ！（サイバー犯罪対策課
0776-22-2880）　～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

247 9/16
熊やイノシシの
目撃情報

９月１６日午前９時２０分頃、坂井市丸岡町玄女地籍で、体長１メートル位
のイノシシ１頭が、午後１時４５分頃には、坂井市丸岡町上久米田地籍で
体長１メートル位のクマ１頭がそれぞれ目撃されました。イノシシやクマを
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）

福井地区
坂井地区

248 9/19
台風の接近に警
戒を！

大型で非常に強い台風１４号が、１９日夜から２０日の朝にかけて福井県
に最接近する見込みです。最新の気象情報を確認し、防災用品の準備や
避難方法を確認するなど、安全確保のための対策をお願いします。不要
な外出を控え、やむを得ず外出する際は、強風や道路冠水など周囲の状
況に十分注意して行動してください。（福井県警察本部警備課　0776-22-
2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

249 9/20
秋の交通安全県
民運動

秋の交通安全県民運動 が明日(9月21日)から９月３０日（木）まで実施さ
れます。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～安全安心情報は県警Twitterでも配信中
～ https://twitter.com/fukui_police

全県

250 9/20
高齢者の交通安
全教室開催中

管内の高齢者の集いなどに出向いて、交通安全教室を実施中。少人数の
集まりでも、スポーツ大会などの短時間でも、お伺いします。そのほか、各
種ご要望にお応えしますので、あわら警察署交通課までお問い合わせ下
さい！！福井県あわら警察署交通課　0776-73-0110～安全安心情報は
県警Twitterでも配信中～ https://twitter.com/fukui_police

あわら署

251 9/20
３２０万円の被害
発生！

県内で市役所職員を騙る者から「保険料の払い戻しがある」と電話があ
り、口座番号などを伝えたために、勝手にネットバンキングを契約され、３
２０万円を送金された事案が発生しています。市役所職員から払い戻しの
電話をすることはありません。【口座番号・暗証番号は絶対に教えない
で！！】（サイバー犯罪対策課0776-22-2880）～安全安心情報は県警
Twitterでも配信中～ https://twitter.com/fukui_police

全県
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252 9/21
介護保険が戻る
との電話に注意

本日、午後、福井市内の高齢者宅に市役所職員を騙って「介護保険の払
い戻しがある」と話す詐欺の電話が確認されました。手続きと称してＡＴＭ
へ行くよう誘導してきたり、口座番号や暗証番号を聞かれたら、それは詐
欺です。ＡＴＭで払い戻しの手続きはできません。このような電話は、すぐ
に切って、警察に通報してください。御家族や知り合いの方にも注意する
ようお伝えください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776-22-
2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

253 9/22
暗証番号はあな
ただけの秘
密！！

県警は、電話で口座番号、暗証番号を聞き出し、インターネットバンキング
を不正に使って預金を盗み取る犯行グループの一部を逮捕しました。で
も、同様の犯罪は無くなっていません。暗証番号はあなただけの秘密で
す。絶対に他人に教えないで！！【「暗証番号教えて」は詐欺！！】（サイ
バー犯罪対策課0776-22-2880）

全県

254 9/23
介護保険料が戻
るとの電話に注
意

９月２２日、坂井市内の高齢女性宅に市役所職員を騙って「介護保険料の
払い戻しがある。」などと話す詐欺の電話がありました。手続きと称してＡＴ
Ｍへ行くよう誘導してきたり、口座番号や暗証番号を聞かれたら、それは
詐欺です。ＡＴＭで払い戻しの手続きはできません。このような電話は、す
ぐに切って、警察に通報して下さい。御家族や知り合いの方にも注意する
ようお伝えください。（坂井警察署　０７７６－６６－０１１０）

全県

255 9/25 不審者情報

本日午前４時頃、福井市毛矢２丁目地籍の路上において、帰宅途中の女
性が、不審者に身体を触られるという事案が発生しました。このような事
案に遭遇した場合は、その場から離れ、すぐに警察へ通報してください。
また、夜道を歩く際は、単独を避け、人通りのある明るい道を歩きましょ
う。（福井南警察署０７７６－３４－０１１０）

福井地区

256 9/26
運転免許返納出
張窓口の開設

９月３０日（金）に日新公民館で、運転免許返納の出張窓口を臨時開設し
ます。運転に不安がある方やそのご家族の方はこの機会にご検討下さ
い。また、運転技能自動評価システム（通称オブジェ）を使用した交通安全
診断を同時開催します。オブジェとは、運転のクセや欠点をコンピュータで
解析し、その結果に基づいて警察職員が運転のアドバイスを行うもので
す。オブジェは予約優先です。ご希望の方は福井警察署交通課まで。福
井警察署交通課　0776-52-0110～安全安心情報は県警Twitterでも配信
中～ https://twitter.com/fukui_police

福井署

257 9/26 不審者情報

９月２５日午後５時３０分頃、福井市和田中２丁目地籍の自宅敷地内にお
いて、帰宅した女子児童に近づいてくる男の目撃がありました。男は、１７
５センチくらい、中肉、黒髪短髪、ダークグレーのＴシャツ、青色デニム、赤
地に白い三本ラインの入ったスニーカ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）～安全安心情報は県警Twitterでも配
信中～ https://twitter.com/fukui_police

福井署

258 9/27
薄暮時は横断歩
行者に注意

１０月以降、日没時間の早まりとともに、薄暮時間帯に歩行者が犠牲とな
る死亡、重傷事故が増加します！県内過去５年間では、薄暮時に事故に
遭い、死亡又は重傷を負った歩行者は、９月中２人に対し、１０月中７人と
急増！また１０月中の７人全員が道路横断中に事故に遭っています！ 〇
ドライバーは、「歩行者が道路を横断しているかも！」という意識で、しっか
り前を見て運転に集中！薄暮時は、特に注意!!〇　歩行者、自転車利用
者は、道路を渡りきるまで、安全確認を！また、ドライバーにいち早く発見
してもらうために反射材の着用を！ （交通企画課交通事故抑止支援室
0776-22-2880）

全県

259 9/27 詐欺電話に注意

昨日（９月２６日）、福井市内の高齢女性宅に住宅建設会社を名乗る者か
ら「介護施設の枠が空きました。」等との詐欺の電話がありました。これ
は、名義貸しという架空料金請求詐欺の手口です。このような電話はすぐ
に切って、警察に通報してください。御家族や知り合いの方にも注意する
ようお伝えください。（福井南警察署　０７７６－３４－０１１０）～安全安心
情報は県警Twitterでも配信中～ https://twitter.com/fukui_police

全県

260 10/3
払い戻しの詐欺
電話に注意

本日、鯖江市内の高齢者宅に市役所職員を騙り、保険料や税金の払い
戻しがあると話す詐欺電話を確認しました。後から金融機関から電話があ
る等と言って、取引銀行名や生年月日を聞きだそうとしたとのことです。こ
のような電話がかかってきても、個人情報は教えないでください。すぐに
切って、警察に通報を！（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776-
22-2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県
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261 10/3 不審者情報

１０月３日午後２時半頃、福井市文京２丁目地籍の路上において、下校中
の女子児童が、黒色のミニバンに乗った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。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。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井署

262 10/4 不審者情報

１０月３日午後４時３０分頃、福井市文京１丁目の路上を歩いて男子児童
が、黒色の車の助手席に乗った男に、スマートフォンを向けられる事案が
発生しました。男の特徴は、年齢２０歳から３０歳代くらい、金髪、やせ型、
ヒョウ柄の半袖Tシャツ、サングラスをかけていて、「バイビー」と言って車
で走り去りました。このような事案に遭遇した時は、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～安全安心
情報は県警Twitterでも配信中～ https://twitter.com/fukui_police

福井署

263 10/4 盗撮に注意

１０月３日午後６時２０分頃、越前市戸谷町の一般住宅で、入浴中に浴室
の窓越しにスマートフォンを向けられる事案が発生しました。入浴時は浴
室や脱衣場の窓の戸締りを徹底してください。（越前警察署０７７８―２４－
０１１０）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

福井署

264 10/5 不審者情報

１０月４日午後４時頃、敦賀市堂地籍の路上で、下校中の女子児童が、男
から後をつけられるという事案が発生しました。男は、年齢３０歳代、身長
１６０センチメートル位の小太りで、青色デニムシャツを着用していました。
お子様と今一度、すぐ逃げる、大声をあげて助けを求める、すぐに警察へ
通報する等「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）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

敦賀署

265 10/7
行方不明者の手
配について

福井市文京地籍に住む７７歳の男性が、昨日午後４時１０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。男性は、身長１
７１センチメートル位、中肉、水色半袖Ｔシャツ、ベージュ色綿ズボン、黒髪
のウイッグ、黒色クロックス様のサンダルを履き、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）

嶺北地区

266 10/7
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文京地籍に住む
７７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）

嶺北地区

267 10/7 不審者情報

令和４年１０月６日午後９時頃、坂井市三国町緑ケ丘４丁目地籍の一般住
宅において、男が窓越しに浴室内を覗く事案が発生しました。男は、身長
１７０～１８０センチメートル、眼鏡を着用していました。入浴時は、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）

あわら署
坂井西署

268 10/9 行方不明の手配

令和４年１０月８日午後４時頃、福井市波寄町地籍に住む８０歳代の男性
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
１７４センチメートル位、やせ型、白髪肩位までの長さ、黒色長袖シャツ、
紺色ジャージ、紺色スリッパを着用しています。このような男性を見かけた
場合は、福井南警察署までご連絡ください。（福井南警察署　０７７６－３４
－０１１０）

嶺北地区

269 10/9
手配情報の解除
について

令和４年１０月８日、福井南警察署から行方不明者として手配した福井市
波寄町地籍に住む８０歳代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）

嶺北地区

270 10/9 不審者情報

１０月９日午後０時頃、福井市久喜津町地籍の路上において、塾帰り、徒
歩で帰宅中の女子学生が、男から道を聞かれた際、「今からどこへ行くん
ですか。」「遊びに行くんか。」等と声をかけられる事案がありました。男の
特徴は、年齢２０歳から３０歳位、身長１７０センチメートルから１７５センチ
メートル位、体格は普通、短髪で、長袖Ｔシャツ、黒色ズボンを着用し、白
と黒のツートンの車に乗っていました。このような事案に遭遇した場合は、
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
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271 10/10 不審者情報

昨日午後４時頃、大野市内の量販店内において、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、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、体格は中肉、黒色短髪で、眼鏡、紺色
野球帽、水色長袖Ｔシャツ、灰色チノパンを着用していました。保護者の
方々は、お子さんから目を離すことなく、不審な男を目撃した場合は、すみ
やかに警察に通報してください。（大野警察署　０７７９－６５－０１１０）

奥越地区

272 10/11
払い戻しの詐欺
電話に注意

本日、敦賀市内で市役所職員を騙り、保険料の払い戻しがあると話し、取
引銀行名や貯金残高を聞きだし、コンビニのＡＴＭへ誘いだそうとする詐
欺電話を確認しました。このような電話がかかってきても、個人情報は教
えないでください。すぐに切って、警察に通報を！御家族や知り合いの方
にも注意するようお伝えください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム
0776-22-2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

273 10/11
最近運転に不安
を覚える方必
見！

運転に不安を覚えている方やそのご家族の方、必見です！オブジェ講習
では、車・運転者の頭・右足にセンサーを取り付け、マイカーで決められた
コースを走ってデータを計測することにより、自分では気づいていない悪
い運転習慣や事故につながるような癖を発見します！所要時間は３０分。
最寄りの警察署交通課が窓口です。ご自身の運転の弱点を知ることで交
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

274 10/15
行方不明者の手
配について

福井市豊岡２丁目地籍に住む５０歳代の女性が昨日、午前７時頃から行
方不明になっています。女性は、身長が１５５センチメートル位、小太り、
白髪交じりのおかっぱ、ベージュのセーターに青色のジーパン、紺色の靴
を履いており、両足が悪いため、歩行器を使用しています。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
坂井地区

275 10/15
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豊岡２丁目地籍
に住む５０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。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

福井地区
坂井地区

276 10/17 不審者情報

１０月１６日午後６時３０分頃、越前市村国二丁目地籍で、散歩中の女性
が、後ろから近付いてきた自転車に乗った男に身体を触られるという事案
が発生しました。◇男は、中肉中背、黒色の長袖シャツ、黒色系のズボ
ン、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には、す
ぐにその場を離れ、警察に通報してください。（越前警察署０７７８―２４－
０１１０）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

丹南地区

277 10/17
警察官を騙る詐
欺電話に注意

本日、午前１０時頃、福井市内の高齢女性宅に、警察官を騙り「あなたの
情報が漏れている」、「キャッシュカードや通帳は持っていますか」と話し、
金融機関や預金残高を聞き出そうとする詐欺の電話がありました。これ
は、キャッシュカードを騙し取る詐欺の手口です。キャッシュカードはあな
ただけのものです。絶対に渡したりしないでください。また、このような電話
はすぐに切って、警察に通報してください。御家族や知り合いの方にも注
意するようお伝えください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776-
22-2880）

全県

278 10/17
交通安全フェス
タの開催

交通安全フェスタの開催●10月22日(土) 10:00～14:00　ハピテラス●パト
カー・白バイ乗車体験●シートベルト体験車●反射材グッズ手作りコー
ナー交通安全教育車による交通安全クイズや判断力チェックも実施しま
す！ミニ北陸新幹線にも乗れます♪皆さんのご来場をお待ちしています
★（福井警察署　0776-52-0110）～安全安心情報は県警Twitterでも配信
中～ https://twitter.com/fukui_police

全県

279 10/18
お絵描きコン
クールの開催

おじいちゃんおばあちゃんに交通安全を呼びかける「お絵かき」を年長さ
んから募集します。締め切りは１１月１８日（金）です。お問い合わせは、警
察本部交通企画課（０７７６－２２－２８８０）又は最寄りの警察署交通課ま
で。（応募用紙は警察本部又は各警察署で配布。県警ＨＰにも掲載してい
ます）

全県

280 10/20
行方不明者の手
配

福井市高柳３丁目地籍に住む７０歳代の女性が、本日午前４時頃から行
方不明になっています。女性は、身長が150センチメートル位、中肉、白髪
のショートカットで、黒色のジャンパーを着ている可能性があります。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
丹南地区
坂井地区



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

281 10/23
行方不明者の手
配

福井市木田３丁目地籍に住む８０歳代の女性が、本日午前７時頃から、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１４５センチ
メートル位、細身、茶髪のショートヘア、灰色迷彩柄の鞄を所持していま
す。このような女性を見かけた方は、福井南警察署までご連絡ください。
（福井南警察署０７７６－３４－０１１０）

嶺北地区

282 10/24
行方不明者の手
配解除について

１０月２３日、福井南警察署から行方不明者として手配した福井市木田３
丁目地籍に住む８０歳代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）

嶺北地区

283 10/24
行方不明者の手
配解除について

令和４年１０月２０日、福井警察署から行方不明者として手配した福井市
高柳３丁目地籍に住む７０歳代の女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）

福井地区
坂井地区

284 10/27
ハイビームを活
用した安全運転
を

日没の時間が早まり、市街地よりも街灯が少なく暗い郊外での交通事故
が増えています。交通量が少なく、対向車などがいない場合は、ハイビー
ム運転が基本です。ハイビームを活用しながら、歩行者や自転車が近くに
いないか、しっかり前を見て、油断せずに安全運転をお願いします。運転
は集中力と思いやりです。（交通企画課 交通事故抑止支援室 0776-22-
2880）

全県

285 10/27
行方不明者の手
配について

福井市栗森２丁目地籍に住む８０歳代女性が、本日午後６時頃に自宅を
徒歩で出てから行方不明になっています。女性は、身長１５０センチメート
ルくらい、痩せ型、短髪白髪頭、服装は白色帽子、えんじ色の上着に灰色
ズボン、黒色の靴を履いています。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）

嶺北地区

286 10/28
行方不明者の手
配解除について

昨日、福井警察署から行方不明者として手配した福井市栗森２丁目地籍
に住む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。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

嶺北地区

287 10/28
運転免許自主返
納の窓口開設

①１１月１１日（金）総合町民センター②１１月２４日（木）里山文化交流セン
ターで、それぞれ午前１０時から午後３時まで運転免許の自主返納を受け
付けます。返納後は、その場でおおい町によるサポート制度の申請ができ
ます。運転に不安のある方やそのご家族の方、この機会にご検討くださ
い。お問い合わせは、福井県小浜警察署交通課（０７７０－５６－０１１０）
まで。～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

嶺南地区

288 10/31 猿の目撃情報

本年１０月３１日午後０時３０分頃、吉田郡永平寺町東古市地籍におい
て、体長１．０メートル位の猿１匹が目撃されました。猿を目撃した場合は、
近付かず、速やかに市役所または警察に通報して下さい。（福井警察署
０７７６－５２－０１１０）

福井署

289 11/1
11月は交通死亡
事故が最も多い
月

11月は交通死亡事故が最も多く発生する月です！過去５年間に県内で発
生した交通死亡事故を見ると、11月中は２５件と月別で最多であり、月別
平均14.9件の２倍近くも発生しています。　日没が早まるこの時期、悲惨な
交通死亡事故を無くすため、○ドライバーは「運転中は運転だけに集中！
そして、思いやりを持った運転を！」○歩行者や自転車は「明るい服装・反
射材の着用」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

290 11/2
11月５日は「津
波防災の日」

〇　津波防災の日とは東日本大震災を教訓に制定された「津波対策の推
進に関する法律」の中で、国民の間に広く津波対策についての理解と関
心を深めるため、毎年１１月５日を「津波防災の日」とすることが定められ
ました。〇　津波から身を守るために・　緊急地震速報訓練に参加しましょ
う。　・　危険な場所を確認しましょう。・　避難場所を確認しましょう。・　避
難訓練に参加しましょう。～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

291 11/2
小浜市内で車上
狙いが連続発
生！

１１月１日から２日の朝にかけて、小浜市内で車上狙いが連続発生しまし
た。被害にあわないために、車に鍵をかけ、車内にカバン等の貴重品を置
かないことを徹底してください。また、不審者を発見した際は警察に通報し
てください。（小浜警察署　0770-56-0110）

小浜署



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

292 11/2
行方不明者の手
配

本日午前５時３０分頃、鯖江市小黒町地籍に住む７０歳代の男性が、徒歩
で出掛けたまま行方不明となっています。男性の特徴は、身長１７０センチ
メートル位、体格中肉、白髪、短髪で、黒色の上着と黒色の長袖シャツ、
黒色の長ズボンを着用、緑色の靴を履いています。このような男性を見か
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

293 11/3
名義貸し（外貨
購入）電話に注
意

昨日（１１月２日）、鯖江市内の高齢女性宅に、証券会社を名乗る者から、
「銀行の外貨を購入したいが、私は権利がなくて買えないから、あなたの
権利を譲ってほしい」等と詐欺の電話がありました。これは名義貸しという
架空料金請求詐欺の手口です。このような電話はすぐに切って、警察に
通報してください。御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えくださ
い。（鯖江警察署　０７７８－５２－０１１０）

全県

294 11/3
野生のイルカに
近づかないで！

本日（１１月３日）午後１時２０分頃、美浜町の海水浴場で、遊泳客１名が
イルカに腕や指を噛まれてケガをする事案が発生しました。県内の海水浴
場では、今年に入り、遊泳客がイルカに噛まれてケガをする事案が複数
件発生しています。野生のイルカを目撃した際には、海に入らず、イルカ
に近づかないようにしてください。（敦賀警察署　０７７０－２５－０１１０）

全県

295 11/4
敦賀市内で車上
狙いが連続発
生！

１１月２日から３日にかけて、敦賀市内の住宅街で、窓ガラスが打ち破ら
れる車上狙いが連続発生しました。被害にあわないために、車内にカバン
等の貴重品を置かないことを徹底し、車に鍵をかけてください。また、駐車
されている車の中をのぞきこむような動きをしている人を見かけた際に
は、警察に通報してください。（敦賀警察署　０７７０－２５－０１１０）

敦賀署

296 11/4
夜間に交通死亡
事故多発！

11月は、交通死亡事故が最も多く発生する月です！過去５年間に県内で
発生した交通死亡事故を見ると、11月中は２５件と月別で最多で、その多
くが夜間、特に17時～22時の間に発生しています。　日没が早まるこの時
期、悲惨な交通死亡事故を無くすため、ドライバーは○　「夜道にも歩行者
や自転車がいるかも！意識して運転に集中！！」○　「早めのライト点灯・
ハイビーム活用！」歩行者や自転車利用者は○　「明るい服装・反射材の
着用！」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

297 11/4
行方不明者の手
配解除

本年１１月２日、鯖江警察署から行方不明者として手配した７０歳代の男
性については、本日、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

298 11/4
行方不明者の手
配について

福井市三郎丸３丁目地籍に住む７０歳代の女性が、１１月４日午後４時３０
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１５０センチメートルくらい、体格＆#30246;せ型、白髪まじりの短髪で、
青色花柄の杖を所持しています。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）

嶺北地区

299 11/5
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三郎丸３丁目に
住む７０歳代女性については、無事発見されました。ご協力ありがとうござ
いました。（福井警察署）

嶺北地区

300 11/5
詐欺の電話に注
意！

本日午前１０時３０分頃、鯖江市内の高齢者宅に、鯖江市役所職員を名
乗る者から「緑色の申請書が出されていないので出してください」等と話す
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時は、すぐに電
話を切って警察に相談して下さい。ご家族や知り合いの方にも注意するよ
うお伝え下さい。(鯖江警察署0778-52-0110)

全県

301 11/5
公然わいせつ事
案の発生

本日午後４時４０分頃、福井市若栄町地籍において、男が下半身を露出
する事案が発生しました。男は、年齢３０歳代、身長１８０センチメートル
位、細身、青色キャップ、オレンジ色長袖シャツ、紺色ジーンズ着用でし
た。このような事案に遭遇した場合は、その場から離れ、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

302 11/7
人対車の交通死
亡事故多発!!

11月は、交通死亡事故が最も多く発生する月です！過去５年間に県内で
発生した交通死亡事故を見ると、人対車の事故が11月中に１３件発生し
ており、10月の３件から急増しています！また13件中10件（約８割）は歩行
者が道路を横断中に発生しています。日没が早まるこの時期、悲惨な交
通事故を無くすため、ドライバーは〇「歩行者ファースト！子ども・高齢者・
歩行者を守る気持ちで、思いやり運転！」歩行者や自転車利用者は〇
「明るい服装・反射材の着用！」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

303 11/7
未納料金請求の
携帯電話に注意

先日、県内でＮＴＴファイナンスを騙る「インターネットサイト利用料金の未
払い」に関する詐欺被害が発生！・支払わなければ裁判になる・お金は後
で戻ってくるなどと言って、コンビニのLoppiやマルチコピー機等のマルチメ
ディア端末に誘導したのち、レジでお金を支払わせようとしてきます。この
ような電話がかかってきたら、すぐに切って、警察に通報を！御家族や知
り合いの方にも注意するようお伝えください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェ
クトチーム　0776-22-2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

304 11/8
払い戻しの詐欺
電話に注意

本日、福井市内で市役所職員を騙り、介護保険料の払い戻しがある、封
書を送ったが届いていないかと話す詐欺電話を確認しました。ＡＴＭへ行
けと言われたり、口座番号や暗証番号を聞かれたら、それは詐欺です。す
ぐに切って、警察に通報を！御家族や知り合いの方にも注意するようお伝
えください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776-22-2880）～安
全安心情報は県警Twitterでも配信中～ https://twitter.com/fukui_police

全県

305 11/9
詐欺電話が引き
続き発生！

昨日から引き続き、県内各地で市役所職員を騙り「介護保険料の払い戻
しがある」と話す電話や、警察官を騙り「キャッシュカードはあるか」と話す
詐欺電話が複数確認されています。キャッシュカードを預かる、ＡＴＭへ行
けと言われたり、口座番号や暗証番号を聞かれたら、それは詐欺です。す
ぐに切って、警察に通報を！御家族や知り合いの方にも注意するようお伝
えください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776-22-2880）～安
全安心情報は県警Twitterでも配信中～ https://twitter.com/fukui_police

全県

306 11/10
高齢歩行者が犠
牲となる事故多
発

11月は、交通死亡事故が最も多く発生する月です！過去５年間に県内で
発生した交通死亡事故を見ると、11月中の高齢歩行者の死者は13人で月
別平均5.1人の２倍以上!!また、13人中10人（約８割）が夜間に犠牲となっ
ております。日没が早まるこの時期、悲惨な交通事故を無くすため、ドライ
バーは○「夜道にも歩行者や自転車がいるかも！意識して運転に集
中！！」○「歩行者ファースト！子ども・高齢者・歩行者を守る気持ちで、
思いやり運転！」○「早めのライト点灯・ハイビーム活用！」歩行者や自転
車利用者は○「明るい服装・反射材の着用！」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

307 11/11
県内各地で詐欺
電話が発生

今週、県内各地で高齢者宅に市役所職員を騙って介護保険の払い戻しが
あるとの詐欺電話があり、本日も、越前市内で同様の詐欺電話があった
後、金融機関職員を騙り「口座番号を教えて」と話す詐欺電話がありまし
た。ＡＴＭへ行けと言われたり、口座番号や暗証番号を聞かれたら、それ
は詐欺です。すぐに切って、警察に通報を！御家族や知り合いの方にも
注意するようお伝えください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム
0776-22-2880）

全県

308 11/14
銃による狩猟が
解禁されます！

明日（１１月１５日）から福井県全域で銃による狩猟が解禁されます。登山
などで山に入るときは○目立つ服装をする○定められた登山道を歩く○
罠を見かけても近づかないことが事故防止に繋がります。ハンターは、
ルールとマナーを守って安全に狩猟をしてください。

全県

309 11/16
行方不明者の手
配について

勝山市滝波町４丁目地籍に住む７０歳代の女性が、昨日午後１０時頃か
ら行方不明となっています。特徴は、身長１５０センチメートル位、やせ型、
白髪交じりのおかっぱ頭で、灰色運動靴を履いています。このような女性
を見かけた方は、勝山警察署まで連絡してください。（勝山警察署０７７９
－８８－０１１０）

福井地区
坂井地区
奥越地区

310 11/18
自宅への鍵掛け
の徹底

年末年始の時期は、帰省や旅行のために自宅を長期間留守にすることが
多く、空き巣等の侵入窃盗の被害が増える傾向にあります。被害に遭わ
ないために、○自宅への鍵掛けを徹底する○高額の現金や貴重品等を
自宅で保管しないでください。

全県

311 11/22 幹線道路に注意

国道２７号や国道１６２号等の幹線道路で正面衝突の人身事故が多発し
ています。幹線道路は信号が少なく単調な道が続くため、注意が散漫にな
りがちで、そのまま運転すると大事故につながります。前方・左右をよく見
て運転に集中しましょう。（小浜警察署）

嶺南地区

312 11/23
詐欺の電話に注
意！

本日午前９時１０分頃、鯖江市内の高齢者宅に、警察官を名乗る者から
「詐欺事件があった。犯人はカードを偽造している。あなたが持っている
キャッシュカードを教えて欲しい。」などと話す不審電話がありました。この
ような電話がかかってきた時は、すぐに電話を切って警察に相談してくださ
い。ご家族や知り合いの方にも注意するようお伝えください。（鯖江警察署
0778-52-0110）

全県

313 11/24
行方不明の手配
解除について

令和４年１１月１６日に勝山警察署から行方不明者として手配した勝山市
の７０歳代の女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。（勝山警察署０７７９－８８－０１１０）

嶺北地区



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

314 11/24
詐欺の電話に注
意！

詐欺の電話に注意してください。電話で○ＡＴＭへ行って○口座番号や暗
証番号を教えて○キャッシュカードを預かる○支払わなければ裁判になる
と言われたらそれは「詐欺」です。すぐに切って、警察に通報を！御家族
や知り合いの方にも注意するようお伝えください。（特殊詐欺撲滅対策プ
ロジェクトチーム　0776-22-2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配信
中～ https://twitter.com/fukui_police

全県

315 11/25
還付金を騙る電
話に注意

本日午後１時半頃、福井市内で市役所職員を騙って「保険の払い戻しが
ある」等と話す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。お金を戻すための手続きに必要などと言って、口座
番号や暗証番号を聞き出そうとしてきても絶対に教えないでください。この
ような電話は、すぐに切って、警察に通報してください。御家族や知り合い
の方にも注意するようお伝えください。（福井南警察署0776-34-0110）

福井地区

316 11/26
行方不明者の手
配について

福井市幾久町地籍に住む７０歳代の女性が、昨日、自宅から徒歩で所在
不明となっています。女性は、身長１５０センチメートル位、＆#30246;せ
型、白色短髪、青色迷彩ジャンパーに茶色長ズボン、青色のスニーカーを
履いていて、黒色のトートバッグを所持しています。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０７７６－５２－０
１１０）

福井地区

317 11/26
行方不明者手配
情報の訂正

先ほど、福井警察署から手配した行方不明者の特徴について、「＆＃３０
２４６せ型」と表記されているのは「やせ型」の間違いですので訂正します。

福井地区

318 11/26
行方不明者の手
配解除

本日、福井警察署から行方不明者として手配した福井市幾久町地籍に住
む７０歳代の女性については、無事、発見されました。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

319 11/27 猿の目撃情報

令和４年１１月２７日午後１時４５分頃、福井市新田本町地籍において、体
長１メートル位の猿１匹が目撃されました。猿を目撃した場合は、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。（福井警察署０７７６
－５２－０１１０）

福井署
坂井署

320 11/28 猿の目撃情報

本日（１１月２８日）午前１０時頃、福井市開発５丁目地籍で、体長１メート
ル位の猿１匹が目撃されました。　昨日も福井市新田本町にて目撃されて
います。　猿を目撃した場合は、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。（福井警察署　０７７６－５２－０１１０）

福井地区

321 11/30
盗撮に注意して
ください！

１１月２４日午後９時頃、福井市板垣３丁目地籍の一般住宅で、入浴中に
浴室の窓越しにスマートフォンを向けられる事案が発生しました。入浴時
には、浴室や脱衣場の窓の戸締りをし、不審な物音等がする場合は警察
に通報してください。（福井南警察署 ０７７６－３４－０１１０）

福井南署

322 11/30 猿の目撃情報

本日（11月30日）午前9時頃、福井市文京６丁目地籍で、体長１メートル位
の猿１匹が目撃されました。連日、福井市内で猿が目撃されています。猿
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。（福井警察署　０７７６－５２－０１１０、福井市有害鳥獣対策室　０７７
６－２０－５７０１）

福井南署

323 12/2
県内各地で詐欺
電話を確認！

本日、県内各地でオレオレ詐欺の電話が確認されています。県内の病院
の医師を名乗る者から「息子さんが喉の病気になった」との電話があった
後、息子を名乗る者から「病気になった」「病院で財布をなくした」などと話
した上で、お金を要求してきました。このような電話は、すぐに切って、警
察に通報を！御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えください。
（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム 0776-22-2880）

全県

324 12/4
不審な電話に注
意！

本日（４日）午後６時頃、福井市内に居住する男性の携帯電話に、通信
サービス料金請求会社を名乗る男性から「スマートフォンアプリの利用料
が未納である。民事裁判になる。コンビニで電子マネーを買って今すぐ支
払うように。」等と電話がありました。身に覚えのない請求の電話があった
ら、家族や友人、警察に相談してください。（福井警察署　０７７６－５２－０
１１０）

福井署

325 12/5
１２月は交通事
故死傷者が最多

12月は交通事故死者・重傷事故が最も多い月です！過去5年間を見ると、
12月中は154人と月別で最多であり、11月から39人も増加しています。
日没が早まるこの時期、悲惨な交通死亡事故を無くすため、○ドライバー
は「運転中は運転だけに集中！そして、思いやりを持った運転を！」○歩
行者や自転車は「明るい服装・反射材の着用」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

326 12/6
払い戻しの詐欺
電話に注意

昨日から連続して、県内で市役所職員を騙り、介護保険料の払い戻しが
ある、封書を送ったが届いていないかと話し、ＡＴＭへ誘導する詐欺電話
を確認！ＡＴＭで払い戻しの手続きはできません。電話でＡＴＭへ行けと言
われたり、口座番号や暗証番号を聞かれたりしたら、それは詐欺です。す
ぐに切って、警察に通報を！御家族や知り合いの方にも注意するようお伝
えください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776-22-2880）

全県
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327 12/7
警察官を騙る詐
欺電話に注意

本日、午前中、越前市内の高齢女性宅に、警察官を騙り「あなたの口座が
被害に遭っている」「手続きをすればお金が戻ってくる」「口座番号・暗証番
号を教えて」「後から金融機関職員がキャッシュカードを取りに行く」との詐
欺電話を確認！これは、キャッシュカードを騙し取る詐欺の手口です。
キャッシュカードはあなただけのものです。絶対に渡したり、暗証番号を教
えたりしないでください。また、このような電話はすぐに切って、警察に通報
してください。御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えください。（特
殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776-22-2880）～安全安心情報は
県警Twitterでも配信中～ https://twitter.com/fukui_police

全県

328 12/7
「鍵かけた？」を
合い言葉に！

本年、乗り物や住宅での窃盗事件の約８割が無施錠での被害でした。鍵
掛けを徹底することで、「車」「自転車」「住宅」の窃盗被害のリスクが減り
ます。ご家族のみなさんで、「鍵かけた？」を合い言葉に注意をしあってく
ださい。（生活安全企画課0776-22-2880）～安全安心情報は県警Twitter
でも配信中～ https://twitter.com/fukui_police

全県

329 12/8
行方不明者の手
配について

小浜市山手２丁目に住む９０歳代の女性が、１２月７日午後６時３０分頃か
ら、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１５５セ
ンチメートル位、白髪混じりのショートカット、腰が曲がっており、紫色の
ジャンパーを着ている可能性があります。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０７７０－５６－０１
１０）

小浜署

330 12/8
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、小浜市山手２丁目に
住む９０歳代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）～安全安心情報は
県警Twitterでも配信中～ https://twitter.com/fukui_police

小浜署

331 12/8
みんなで交通事
故防止へ声掛け
を

12月に入り、県内で死亡事故が発生しました。この事故により、本年の交
通事故死者数は27人となり、昨年の死者数を既に上回っています。
ちょっとした気の緩みで大切な命を失わないよう、家族や職場などでハン
ドルを握る方に、「交通事故に気をつけて」「運転は、集中力と思いやり！」
などと声を掛け合いながら交通安全意識を高めましょう。（交通企画課交
通事故抑止支援室0776-22-2880）

全県

332 12/8 猿の目撃情報

本日(１２月８日)午後３時頃、福井市文京５丁目地籍において、猿１匹が目
撃されました。猿を目撃した場合は、近付かず、速やかに警察または市役
所に通報してください。（福井警察署　０７７６－５２－０１１０、福井市有害
鳥獣対策室　０７７６－２０－５７０１）

福井地区

333 12/9 不審者情報

昨日（１２月８日）午後４時１５分頃、坂井市春江町随応寺東の路上で、自
転車に乗った女子生徒が、ハイエースの様な黒色ワゴン車に後をつけら
れる事案が発生しました。この様な事案に遭遇した場合は、すぐにその場
を離れ、警察に通報して下さい。（坂井警察署０７７６－６６－０１１０）～安
全安心情報は県警Twitterでも配信中～ https://twitter.com/fukui_police

全県

334 12/9
県内で詐欺電話
が連続発生

本日、午前１０時頃、福井市内で市役所職員を騙り「払い戻しがある」と話
し、口座番号や暗証番号を聞き出す詐欺電話を確認！電話でＡＴＭへ行
けと言われたり、口座番号や暗証番号を聞かれたりしたら、それは詐欺で
す。また、今月に入ってから、県内各地で連続して、息子や警察官を騙る
オレオレ詐欺や老人ホーム入居権の名義貸しの詐欺電話が確認されてま
すので、御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えください。（特殊詐
欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776-22-2880）～安全安心情報は県警
Twitterでも配信中～ https://twitter.com/fukui_police

全県

335 12/9
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
ため、特に注意が必要です。ドライバーは、まずは運転に集中しましょう。
歩行者・自転車は反射材を活用して、交通事故防止に取り組みましょう。
交通企画課交通事故抑止支援室　0776-22-2880

全県

336 12/9
交通安全県民運
動の曜日の訂正

先ほど配信しました「年末の交通安全県民運動」について、　１２月１１日
（土）を　１２月１１日（日）と、曜日を訂正します。

全県

337 12/11
公然わいせつ事
案の発生

令和４年１２月１０日午前９時３０分頃、福井市舟橋新１丁目地籍の路上に
おいて、裸の男の目撃がありました。男は、１７０センチから１８０センチくら
い、中肉、黒髪短髪、全身裸でした。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。（福井警察署０７７６－５
２－０１１０）

福井署

338 12/12
高齢者の死者・
重傷者が最多！

12月は高齢者の交通事故死者・重傷事故が最も多い月です！過去5年間
の高齢者の交通事故死者・重傷者数を見ると、12月中は85人と月別で最
多で、その半数以上が歩行者です。　悲惨な交通死亡事故を無くすため、
ドライバーは○　「夜道にも歩行者や自転車がいるかも！意識して運転に
集中！！」○　「早めのライト点灯・ハイビーム活用！」歩行者や自転車利
用者は○　「明るい服装・反射材の着用！」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
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339 12/14
雪の季節到来、
慎重な運転を

福井県内は、今週から雪の予報が出ています。冬用タイヤへの交換は済
んでいますか？積雪が少なくてもノーマルタイヤでの走行は大変危険で
すのでやめましょう。毎シーズン、雪の降り始めの朝は交通事故が多発し
ます。外出時は、時間と心にゆとりを持ち、慎重な運転を心がけてくださ
い。～運転は、集中力と思いやり！～（交通企画課交通事故抑止支援室
0776-22-2880）

全県

340 12/14
福井県が詐欺に
狙われています

本日、午後３時頃、大野市内で市役所職員を騙り「払い戻しがある」「書類
を持って行く」と話す詐欺電話を確認!先週末から県内各地で詐欺電話が
確認され、被害も発生しています。電話でATMへ行けと言われたり、口座
番号や暗証番号を聞かれたりしたら、それは詐欺です。暗証番号は絶対
に教えない! キャッシュカードも絶対に渡さない! 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。 御家族や知り合いの方
にも注意するようお伝えください。(特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム
0776-22-2880)~安全安心情＆#25253;は県警Twitterでも配信中~
https://twitter.com/fukui_police

全県

341 12/16
日没後、横断中
に交通事故多発!

12月は高齢歩行者の交通事故死者・重傷事故が最も多い月です！過去5
年間の高齢者歩行者の交通事故死者・重傷者数を見ると、12月中は47人
と月別で最多で、そのほとんどが道路横断中に発生しています。特に、日
没後の17時から19時までの間に集中して発生しています。悲惨な交通事
故を無くすため、ドライバーは○「運転に集中！ハイビームの活用！」歩
行者や自転車利用者は○「明るい服装・反射材の着用！」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

342 12/17
サポート詐欺に
注意

昨日、パソコンにウイルス感染の表示が出て、表示された番号に電話した
ところ、高額な電子マネーを購入させられた事案が発生しました。パソコン
にウイルス感染の警告文が表示されても焦らず、警察に相談してくださ
い。御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えください。（坂井西警察
署　０７７６－８２－０１１０）

全県

343 12/18
行方不明者の手
配について

福井市手寄地籍に住む９０歳代の男性が、本日午後１時頃から徒歩で自
宅を出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、はげ頭、中肉、上衣黒色ダウンジャケット、下衣黒色ジャージ、黒色ス
ニーカーを履き、黒色の傘を所持しています。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０７７６－５２－０１１
０）

嶺北地区

344 12/19
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手寄地籍に住む９０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。（福井警察署０７７６－５２－０１１０）

嶺北地区

345 12/19
運転免許自主返
納出張窓口の開
設

運転免許の自主返納出張窓口を開設します。●日時：12月21日(水)10時
～14時●場所：福井市役所本館１階自主返納と支援手続きが一度にでき
ます。本格的な冬を迎える前に、運転に不安がある方や、そのご家族の
方、この機会にぜひ自主返納をご検討下さい！！（福井警察署交通二課
0776-52-0110）（福井南警察署交通課 0776-34-0110）～安全安心情報は
県警Twitterでも配信中～ https://twitter.com/fukui_police

福井地区

346 12/20
行方不明者の手
配について

福井市上森田地籍に住む７０歳代の女性が、本日午後６時３０分頃から
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１６０センチ
メートル位でやせ型、白髪交じりの黒色短髪、クリーム色ジャンパー、黒色
ズボン、水色っぽい長靴を履いています。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）

嶺北地区

347 12/21
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上森田地籍に住
む７０歳代の女性については、無事発見されました。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

348 12/21
電話会社を騙る
SMSに注意

本日、電話会社を名乗り「ご利用料金につきましてお話したいことがありま
す。本日中にこちらまでご連絡下さい。」とのショートメールがあり、記載の
番号に電話を架けたところ、身に覚えのないお金の請求をされたとの相談
が複数あり、危うくお金を振り込みかけた事例もありました。このようなメー
ルが届いても、記載の電話番号に連絡せずに、○家族や友人、警察に相
談○契約している携帯電話会社の店舗に相談するようにしてください。
（福井南警察署　0776-34-0110）

全県

349 12/22
冬用タイヤを装
着して！

先日の積雪では、国道８号において、ノーマルタイヤの車両がスタックし、
渋滞が発生しました。積雪・凍結道路ですべり止めの措置をとらない運転
は、「法令違反」となります！深刻な交通渋滞を引き起こさないよう、冬用
タイヤの装着やタイヤチェーンの携行をお願いします。～安全安心情報は
県警Twitterでも配信中～ https://twitter.com/fukui_police

全県



№ 発信日 タイトル 内　　　　容 発信地区

350 12/22
ウイルス警告文
にあわてない！

今月に入り、パソコン画面に「ウイルスに感染しました」などと警告文を表
示させて、高額な電子マネーを購入させる架空料金請求詐欺が発生しま
した。警告文が出ても、それは詐欺。画面に表示された電話番号には電
話せず、まずは警察に相談して下さい。御家族や知り合いの方にも注意
するようお伝えください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776-
22-2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

351 12/22
不審な電話に注
意！

本日午後４時３０分頃、福井市内の高齢者宅に対して「介護施設の空きが
ある。今なら入れる。」等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。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。（福井警察署　０７７６－５２－０１１０）

全県

352 12/23 取締り情報

【飲酒運転取締り強化中】国道２７号で敦賀警察署・小浜警察署合同の飲
酒検問を実施！年末年始は飲酒する機会が増えますが、運転する方はも
ちろん、周囲の方も「飲酒運転は絶対にしない！させない！」を合言葉に、
みんなで飲酒運転を許さない社会をつくりましょう！

嶺南地区

353 12/24
週末も詐欺電話
に注意

昨日（１２月２３日）午後６時頃、福井市内で市役所員を騙り「医療保険の
還付金がある」「緑色の封筒は届いていますか」等と話す詐欺電話を確
認！電話でATMに行けと言われたり、口座番号や暗証番号を聞かれたり
したら、それは詐欺です。暗証番号は絶対教えない！キャッシュカードも
絶対渡さない！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。ご家族や知り合いにも注意するようお伝えください。（特殊
詐欺撲滅プロジェクトチーム０７７６－２２－２８８０）

全県

354 12/26
飲酒運転は犯罪
です！

過去5年間の飲酒がらみの交通事故件数を見ると、12月は7件発生してお
り、未だに飲酒運転が行われています。飲酒運転は、死亡・重傷事故につ
ながる悪質な犯罪です。年末年始のこの時期は、飲酒の機会が増えま
す。お互いに「飲酒運転をしない・させない」ために、飲み会では、事前に
お酒を飲まない人（ハンドルキーパー）を決めたり、飲酒運転根絶の呼び
かけをお願いします！（交通企画課交通事故抑止支援室0776-22-2880）

全県

355 12/26
詐欺電話やメー
ル相談が増加！

次のような電話やメールに注意してください。○画面に「ウイルスに感染し
た」などと警告文を表示し高額な電子マネーを購入させる○「還付金があ
る」と話しＡＴＭへ誘導、「暗証番号を教えて」「キャッシュカードを預かる」と
話す。○　ショートメールで未納料金について要求し「支払わないと訴訟に
なる」「お金の○％は戻ってくる」と話す　このような電話やメールは、すぐ
に切るか無視して、警察に通報を！御家族や知り合いの方にも注意する
ようお伝えください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776-22-
2880）～安全安心情報は県警Twitterでも配信中～
https://twitter.com/fukui_police

全県

356 12/27
携帯電話会社の
メール等に注意

今月に入り、県内で携帯電話会社を騙る詐欺のメールや電話が急増
中！・本日に連絡して・未払い料金がある・支払わなければ裁判になる・
お金は後で戻ってくるまどと、だまそうとしてきます。　このようなメールや
電話は相手にせず、警察に相談を！ご家族や知り合いの方にも注意する
ようお伝えください。（特殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム　0776－22－
2880）

全県

357 12/30
PCウイルス名目
の詐欺に注意！

パソコン画面に「ウイルスに感染しました」などと警告文を表示させて、高
額な電子マネーを購入させる詐欺の手口が確認されています。画面に表
示された番号に電話すると、「解除にはお金が必要。」などと言って、コン
ビニなどで電子マネーを買うように指示してきます。警告文が出ても、それ
は詐欺。画面に表示された電話番号には電話せず、まずは警察に相談し
てください。御家族や知り合いの方にも注意するようお伝えください。（特
殊詐欺撲滅対策プロジェクトチーム　０７７６－２２－２８８０）

全県


