
速報！犯罪発生情報

犯罪・手口 発生日時 発生場所 犯罪場所・分類等 犯行手段方法等

自動車盗 8/10 20:30～8/11 7:00 松ヶ崎新田 月極駐車場 普貨・完全施錠

自転車盗 8/7 8:00～8/8 16:00 若柴 駅駐輪場 スポーツ車・施錠あり

自転車盗 8/10 8:30～21:00 根戸 駅駐輪場 軽快車・施錠あり

車上ねらい 8/11 0:00～20:55 柏 月極駐車場 普乗・窓割り・バッグ等

自転車盗 8/11 18:00～8/12 7:00 南逆井２丁目 自宅敷地 軽快車・施錠せず

自転車盗 8/7 14:00～19:00 南柏中央 路上 スポーツ車・施錠せず

住宅侵入盗 8/12 14:20～20:10 しいの木台３丁目 一戸建住宅 空き巣・窓ガラス割り・廊下

自転車盗 8/12 22:00～23:00 末広町 アパート駐輪場 軽快車・施錠せず

自動車盗 8/12 19:00～8/13 5:00 泉町 自宅駐車場 普貨・完全施錠

8月13日 土 自転車盗 8/6 8:20～19:00 柏５丁目 店舗敷地内 軽快車・施錠せず

車上ねらい 8/13 8:00～12:00 つくしが丘３丁目 路上 普乗・無施錠・現金

自転車盗 8/14 12:00～19:00 南逆井４丁目 自宅敷地内 軽快車・施錠せず

自転車盗 8/14 8:20～17:30 柏２丁目 店舗駐輪場 折りたたみ・施錠あり

自動車盗 8/15 1:00～6:15 亀甲台町２丁目 月極駐車場 普貨・完全施錠

自動車盗 8/14 17:00～8/15 5:50 柏５丁目 店舗駐車場 普貨・完全施錠

自動車盗 8/14 22:00～8/15 10:00 豊住５丁目 アパート駐車場 普乗・完全施錠

自転車盗 8/14 6:30～8/15 10:30 若柴 駅駐輪場 軽快車・施錠あり

車上ねらい 8/15 2:00～4:00 旭町１丁目 有料駐車場 普貨・鍵穴破壊・車検証等

車上ねらい 8/15 21:15～21:55 大津ヶ丘１丁目 店舗駐車場 普乗・窓割り・バッグ等

電話de詐欺 8/15 10:30 青葉台２丁目

自転車盗 8/14 23:00～8/15 12:00 吉野沢 アパート敷地内 スポーツ車・施錠せず

車上ねらい 8/16 9:30～12:20 大津ヶ丘１丁目 店舗駐車場 軽貨・荷台・工具類

自動車盗 8/11 20:00～8/16 9:00 増尾４丁目 会社駐車場 普貨・完全施錠

自転車盗 8/16 14:30～15:15 旭町１丁目 店舗駐輪場 軽快車・施錠せず

自転車盗 8/16 15:30～16:45 末広町 店舗駐輪場 スポーツ車・施錠せず

自転車盗 8/13 17:00～8/14 7:10 根戸 アパート駐輪場 軽快車・施錠あり

自転車盗 8/12 8:00～22:00 旭町１丁目 駅駐輪場 スポーツ車・施錠あり

車上ねらい 8/14 22:00～8/15 2:00 あけぼの１丁目 会社駐車場 普貨・ﾄﾞｱこじ開け・現金等

自転車盗 8/16 12:00～21:00 逆井 駅駐輪場 スポーツ車・施錠あり

車上ねらい 8/12 14:00～8/15 8:00 大室 自宅駐車場 普乗・鍵解錠・工具類

自転車盗 8/13 10:45～16:15 花野井 店舗敷地内 軽快車・施錠せず

住宅侵入盗 8/17 13:00～23:40 逆井６丁目 アパート２階 空き巣・無施錠・現金

自動車盗 8/18 4:32～4:42 豊四季 会社敷地内 普貨・完全施錠

自転車盗 8/17 13:00～21:15 松葉町３丁目 自宅敷地内 子供用・施錠せず

自転車盗 8/12 13:40～8/13 0:30 あけぼの１丁目 駅駐輪場 軽快車・施錠せず

自動車盗 8/18 18:45～8/19 6:30 増尾台３丁目 月極駐車場 普貨・完全施錠

自転車盗 8/18 21:40～8/19 13:00 西原５丁目 自宅敷地内 軽快車・施錠あり
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速報！犯罪発生情報

犯罪・手口 発生日時 発生場所 犯罪場所・分類等 犯行手段方法等届出日等

自転車盗 8/19 22:00～8/20 7:00 大津ヶ丘１丁目 マンション駐輪場 軽快車・施錠せず

自転車盗 8/16 19:00～8/19 20:00 中央２丁目 路上 軽快車・施錠せず

自動車盗 8/19 19:00～8/20 6:30 若白毛 資材置場 大貨・完全施錠

自転車盗 8/12 19:00～8/18 8:00 大室 マンション敷地内 軽快車・施錠あり

自転車盗 8/20 16:30～18:20 南増尾 公共施設駐輪場 軽快車・施錠あり

自転車盗 8/18 18:00～8/19 7:00 青葉台２丁目 自宅敷地内 軽快車・施錠せず

自転車盗 8/20 0:00～7:30 豊四季 マンション駐輪場 軽快車・施錠せず

※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・居空き等です。

自動車盗難が多発しています。
特にハイエースの盗難が多く、エンジンキーを抜き、ドアを完全に施錠していても被害に遭っています。
イモビライザー等の盗難防止設備を設置する。防犯灯、防犯カメラ等の防犯設備がしっかり整備され
た駐車場に駐車するなどの盗難対策をお願いします。

8月20日 土


