
速報！犯罪発生情報

発生場所 犯罪種別 発生時間 場所分類 手口

旭町3丁目 ひったくり 10/11 1:43 路上 自転車利用

大室 住宅侵入盗 10/11 8:30～21:20 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ1階 ガラスを割る

10月11日 金 北柏3丁目 住宅侵入盗 10/11 9:30～20:30 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ2階 格子を外す

中原1丁目 自動車盗 10/10 8:00～10/11 3:00 自宅駐車場 完全施錠

大島田 自動車盗 10/10 21:00～10/11 6:30 その他 完全施錠

増尾台3丁目 車上・部品ねらい 10/11 17:15～18:30 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ駐車場 後部ガラスを割る

豊住4丁目 車上・部品ねらい 10/11 20:00～10/12 7:20 自宅駐車場 鍵破壊

10月12日 土 大津ヶ丘3丁目 自動車盗 10/12 1:15～21:30 月極･有料駐車場 完全施錠

10月13日 日 あけぼの3丁目 自動車盗 10/12 22:30～10/13 10:50 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ駐車場 完全施錠

新逆井1丁目 車上・部品ねらい 10/13 0:00～ 6:00 自宅駐車場 ガラスを割る

名戸ヶ谷 車上・部品ねらい 10/14 13:40～13:45 店舗駐車場 装着のナンバープレート被害

正連寺 車上・部品ねらい 10/12 10:00～10/14 13:00 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ駐車場 トラック荷台の発電機被害

10月14日 月 松葉町2丁目 自動車盗 10/11 6:55～10/14 13:23 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ駐車場 完全施錠

旭町5丁目 車上・部品ねらい 10/13 20:30～10/14 9:10 店舗駐車場 装着のナンバープレート被害

根戸 車上・部品ねらい 10/10 8:00～10/14 10:00 会社駐車場 ﾄﾞｱを破壊

豊四季 自動車盗 10/14 21:00～10/15 4:35 会社駐車場 完全施錠

高田 車上・部品ねらい 10/14 23:20～10/15 7:00 自宅駐車場 ガラスを割る

若白毛 自動車盗 10/14 16:20～10/15 7:00 会社駐車場 完全施錠

宿連寺 車上・部品ねらい 10/14 23:00～10/15 7:30 店舗駐車場 ガラスを割る

松葉町3丁目 車上・部品ねらい 10/14 18:30～10/15 5:50 月極･有料駐車場 運転席ﾄﾞｱガラスを割る

明原3丁目 住宅侵入盗 10/11 18:50～10/14 23:00 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ2階 無締り

10月15日 火 松葉町3丁目 車上・部品ねらい 10/14 22:30～10/15 5:45 自宅駐車場 助手席ﾄﾞｱガラスを割る

松葉町5丁目 車上・部品ねらい 10/14 18:50～10/15 7:00 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ駐車場 ガラスを割る

北柏2丁目 車上・部品ねらい 9/27 19:30～9/28 6:20 会社駐車場 トラック荷台の物が被害

布施新町1丁目 車上・部品ねらい 10/15 8:55～9:05 路上 無施錠

藤ヶ谷新田 車上・部品ねらい 10/11 17:30～10/13 11:50 会社駐車場 下部設置のバッテリー被害

風早1丁目 自動車盗 10/14　22:00～10/15 8:30 会社駐車場 完全施錠

松葉町3丁目 車上・部品ねらい 10/14 20:30～10/15 7:00 自宅駐車場 不明

つくしが丘2丁目 住宅侵入盗 10/15 8:40～10:40 一戸建住宅 無締り

花野井 車上・部品ねらい 10/11 12:00～10/16 7:10 月極･有料駐車場 助手席ﾄﾞｱガラスを割る

柏3丁目 車上・部品ねらい 10/15 20:00～10/16 10:45 月極･有料駐車場 装着のナンバープレート被害

10月16日 水 大青田 自動車盗 10/16 0:30～13:50 路上 完全施錠

柏4丁目 車上・部品ねらい 10/16 16:00～16:40 路上 自転車前籠のﾊﾞｯｸ被害

名戸ヶ谷 車上・部品ねらい 10/16 17:45～22:30 店舗駐車場 前部ナンバープレート被害

末広町 住宅侵入盗 9/9 21:00～9/10 6:00 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ2階 無締り

あけぼの2丁目 住宅侵入盗 10/15 12:00～16:00 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ1階 ﾄﾞｱこじ開け

10月17日 木 篠籠田 車上・部品ねらい 10/16 22:00～10/17 5:30 路上 装着のナンバープレート被害

東中新宿1丁目 住宅侵入盗 10/17 10:30～10/17 20:40 一戸建住宅 台所の小窓を破壊

豊四季 ひったくり 10/18 0:33 路上 自転車利用

弥生町 住宅侵入盗 10/17 23:00～10/18 5:30 一戸建住宅 ガラスを割る

10月18日 金 南逆井2丁目 住宅侵入盗 10/18 9:20～10/18 11:30 一戸建住宅 無締り

10月19日 土 若葉町 車上・部品ねらい 10/19 15:05～15:35 店舗駐車場 後部ﾄﾞｱガラスを割る

しいの木台5丁目 車上・部品ねらい 10/19 21:20～10/20 7:40 自宅駐車場 運転席ﾄﾞｱ鍵を破壊

10月20日 日 南増尾8丁目 自動車盗 10/20 00:30～9:50 月極･有料駐車場 完全施錠

※速報数値のため統計数値とは異なることがあります。
※住宅侵入盗は，空き巣・忍込み・居空きをいいます。

犯罪届出日

柏警察署　　０４－７１４８－０１１０
【日本一安全で安心な街柏を目指して】

振り込め詐欺に注意!!


