
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

自転車盗 10/27 18:00～19:00 柏４丁目 施設敷地内 施錠有り・ミニ車

自転車盗 11/11 11:35～18:35 十余二 施設敷地内 無施錠・軽快車

自転車盗 11/11 10:30～17:15 大島田１丁目 施設駐輪場 無施錠・スポーツ車

自転車盗 11/11 10:15～18:50 柏３丁目 路上 施錠有り・スポーツ車

車上ねらい 11/7 16:00～11/11 14:10 東台本町 自宅敷地内 ガラス破り・ゴルフバッグ等

自転車盗 11/10 22:00～11/11 10:00 高柳 駅駐輪場 無施錠・軽快車

自転車盗 11/10 23:58～11/11 17:30 高柳 アパート駐輪場 施錠有り・スポーツ車

車上ねらい 11/12 15:40～16:00 旭町7丁目 月極駐輪場 無施錠・現金等

車上ねらい 11/12 17:00～11/13 7:30 新富町２丁目 自宅敷地内 ガラス破り・ゴルフバッグ等

自転車盗 11/8 16:00～11/11 10:00 花野井 店舗駐輪場 施錠有り・軽快車

自転車盗 11/5 11:00～20:00 末広町 店舗駐輪場 施錠有り・軽快車

電話de詐欺 11/13 15:30 19:03 西原２丁目

電話de詐欺 11/9 15:00 16:00 逆井５丁目

自動車盗 11/13 22:59～11/14 5:00 若柴 店舗駐車場 施錠有り・自動車盗

部品ねらい 11/11 17:00～11/14 9:30 十余二 自宅敷地内 ナンバープレート

自動車盗 11/13 18:00～11/14 8:45 若柴 施設敷地内 施錠有り・自家用普通乗用車

自動車盗 11/13 18:15～11/14 10:30 若柴 施設駐車場 施錠有り・自家用普通乗用車

オートバイ盗 11/3 19:00～11/5 17:00 鷲野谷 施設敷地内 施錠有り・普通自動二輪

車上ねらい 11/15 10:05～10:20 末広町 施設敷地内 無施錠・現金等

車上ねらい 11/15 13:00～16:00 柏の葉６丁目 施設敷地内 荷台から・現金等

自転車盗 11/13 18:00～11/14 15:00 豊四季 アパート敷地内 施錠有り・スポーツ車

自転車盗 11/14 18:00～11/15 8:00 豊四季 マンション駐輪場 無施錠・軽快車

自転車盗 11/15 20:00～21:00 若柴 店舗駐輪場 無施錠・軽快車

電話de詐欺 11/13 12:29 13:30 大塚町

自転車盗 9/8 22:00～9/15 20:00 大山台２丁目 店舗駐輪場 無施錠・軽快車

住宅侵入盗 10/16 13:55～16:10 泉 平屋建て住宅 空き巣・無施錠・現金

自転車盗 11/11 17:30～22:00 高柳 店舗駐輪場 施錠有り・軽快車

住宅侵入盗 11/16 21:00～11/17 6:00 松葉町７丁目 二階建て住宅 ガラス破り・被害品なし

住宅侵入盗 11/18 12:00～20:00 布施新町２丁目 二階建て住宅 ガラス破り・現金等

部品ねらい 11/17 16:00～11/18 15:00 塚崎 自宅敷地内 タイヤ

自転車盗 11/15 7:10～18:30 柏２丁目 空き地 施錠有り・軽快車

オートバイ盗 11/17 19:00～11/18 1:00 加賀３丁目 店舗駐輪場 施錠有り・普通自動二輪

自転車盗 11/15 15:00～21:00 若柴 店舗駐輪場 施錠有り・軽快車

届出日等

日

11月12日 月

11月11日 日

11月17日

火　

土

11月18日

11月13日

11月15日 木

百貨店騙り・カード交付

11月16日 金

11月14日 水

百貨店騙り・カード交付

警察官騙り・カード交付



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

車上ねらい 11/18 5:30～10:00 柏３丁目 月極駐輪場 被害品なし

電話de詐欺 11/19 15:30～17:30 南逆井２丁目

自転車盗 9/30 7:00～10/7 19:00 新柏１丁目 駅駐輪場 無施錠・軽快車

自転車盗 11/18 19:00～11/19 16:00 松ヶ崎 マンション駐輪場 無施錠・軽快車

自動車盗 11/13 22:00～11/14 20:00 大島田 店舗敷地内 無施錠・自家用普通乗用車

オートバイ盗 11/19 20:00～21:00 柏１丁目 施設敷地内 施錠有り・原付一種

車上ねらい 11/18 20:00～11/19 10:30 光ヶ丘３丁目 施設敷地内 ガラス破り・現金等

電話de詐欺 11/19 11:20 11:57 かやの町

自転車盗 11/17 14:00～17:00 新逆井１丁目 施設駐輪場 無施錠・軽快車

自転車盗 11/19 16:00～11/20 7:00 新富町２丁目 自宅敷地内 施錠有り・

車上ねらい 11/19 18:00～11/20 6:50 あけぼの３丁目 施設駐車場内 鍵穴破壊・現金等

※速報数値のため統計数値とは異なることがあります。 ※普乗～普通乗用車
※住宅侵入盗は，空き巣・忍込み・居空き等です。    大貨～大型貨物車

キャッシュカードを騙し取る詐欺に注意！
市役所を騙り、「医療費の払い戻しがあるので手続きをします。」と嘘の電話をした
後に、金融機関を名乗り、「古いキャッシュカードでは払い戻しが受け取れない。
新しいキャッシュカードを作るので、古いカードを預かります。」と嘘を言って、暗証番号
を聞きだした上で自宅に訪れて、直接キャッシュカードを騙し取る手口の詐欺事件が
多く発生しています。
このような電話があったら、すぐ家族や警察に相談するようお願いします。

11月19日 月

金融機関騙り・カード交付

市役所騙り・現金振り込み

11月20日火　

柏警察署 ０４－７１４８－０１１０
【安全で安心な街～柏を目指して】


