
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

住居侵入未遂 3/10  18:00 ～ 3/11 11:00 豊四季 二階建てアパート
ガラス突き破り・被害品

無し

自転車盗 3/5 15:00～17:30 南柏中央 スーパー駐輪場内 施錠有り・軽快車

部品ねらい 3/10 02:00～3/11 07:30 花野井 アパート駐車場内 ナンバープレート１枚

空き巣未遂 3/11 6:15 ～18:30 豊四季 二階建てアパート
ガラス突き破り・被害品

無し

自転車盗 3/11 11:00～14:00 関場町 自宅敷地内 施錠有り・軽快車

自転車盗 3/11 22:10～22:25 関場町 コンビニ敷地内 施錠無し・軽快車

車上ねらい 3/10 0:30 ～3/11 10:30 今谷上町 アパート駐車場内 無施錠・ｉＰａｄ等

部品ねらい 3/11 19:00～3/12 13:10 松葉町２丁目 アパート駐車場内 タイヤ４本

部品ねらい 2/12 13:00～3/12 11:50 豊四季 マンション駐車場内 タイヤ４本

車上ねらい 3/12 11:30 藤ヶ谷 駐車場内 無施錠・バッグ等

住居侵入未遂 3/5 10:00 ～3/11 16:00 花野井 二階建て住宅
ガラス突き破り・被害

品無し

部品ねらい 3/11 17:00 ～3/12 07:00 船戸１丁目 自宅駐車場内 タイヤ４本

部品ねらい 3/11 19:30 ～3/12 07:45 松ヶ崎 自宅駐車場内 タイヤ４本

3月13日 水 自転車盗 3/13 09:00 ～15:00 南増尾 自宅敷地内 施錠無し・軽快車

部品ねらい 3/13 23:00 ～3/14 6:40 宿連寺 アパート駐車場内 タイヤ４本

自動車盗 3/13 18:00 ～3/14 7:20 花野井 アパート駐車場内 施錠有り・普通乗用車

自転車盗 3/6 13:00～3/12 07:00 泉町 駐輪場内 施錠有り・軽快車

自転車盗 3/13 19:26～3/14 01:00 旭町１丁目 駐輪場内 施錠有り・軽快車

3月15日 金 車上ねらい 3/12 14:00 ～14:30 末広町 路上 無施錠･バッグ等

自転車盗 3/15 19:00 ～3/16 11:00 新逆井１丁目 路上 施錠無し・スポーツ車

自動車盗 3/15 20:30 ～3/16 7:45 藤心 老人ホーム駐車場内 施錠有り・普通乗用車

部品ねらい 3/13 ～3/16 11:31 不明 不明 封印

自転車盗 3/16 00:00 ～0:20 豊四季台１丁目 児童センター敷地内 施錠有り・スポーツ車

自転車盗 3/15 6:25 ～20:50 柏５丁目 駐輪場内 施錠有り・スポーツ車

オートバイ盗 3/15 17:00～23:00 若柴 駐輪場内 施錠無し・普通自動二輪

自転車盗 3/17 11:30 ～22:00 旭町１丁目 デパート駐輪場内 施錠有り・スポーツ車

部品ねらい 3/16 16:00～3/18 5:00 酒井根 店舗駐車場内 サイドミラー１個

車上ねらい 3/3 5:00～3/18 8:00 新利根 路上 鍵穴こじ開け・発電機

自転車盗 3/15 10:00～12:00 大島田２丁目 デパート駐輪場内 施錠無し・折りたたみ

自動車盗 3/16 16:00 ～3/18 11:00 若柴 マンション駐車場内 施錠有り・普通乗用車

部品ねらい 3/18 0:00 ～13:30 豊四季 月極駐車場内 エンブレム２個

自転車盗 3/14 7:00 ～3/15 10:00 酒井根 駐輪場内 施錠有り・軽快車

車上ねらい 3/18 17:30 ～21:00 末広町 デパート駐輪場内 リュックサック

自転車盗 3/8 13:00 ～3/18 8:00 豊住３丁目 駐輪場内 施錠無し・軽快車

自転車盗 3/19 13:30 ～16:30 増尾台４丁目 路上 施錠無し・軽快車

空き巣 3/19 8:00 ～18:00 新柏３丁目 二階建てアパート ガラス突き破り・現金等

部品ねらい 3/19 8:30～17:30 旭町８丁目 駐輪場内 前輪タイヤ１本

自転車盗 3/19  6:40 ～18:20 旭町１丁目 駐輪場内 施錠有り・スポーツ車

自転車盗 3/17 20:00 ～3/19 21:30 柏１丁目 駐輪場内 施錠有り・ミニ車

部品ねらい 3/15 17:00 ～3/18 8:00 旭町８丁目 アパート駐輪場内 ねじ２本

※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。

車上ねらい多発！

　住宅街の月極駐車場やアパート・マンションの駐車場などにおいて、深夜帯に連続的に
発生しており、窓割りや鍵穴をこじ開けて、車内を物色する手口が増えていることから、
駐車する際は少しの時間でも必ず施錠すること、車内にバッグや現金、工具等の貴重品を
置いたままにしない（犯人は車内を見ています）ように気をつけて下さい。　
　特に最近は、貨物車から電動ドライバーなどの工具を盗まれる被害が急増しています。
　車両に盗難警報機を取り付ける、窓に防犯フィルムを貼るなどの防犯対策をとりましょう。

　昨年末から柏市内において、車上ねらいが多発しています。
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