
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

部品ねらい 7/7 5:30～7/10 5:30 しいの木台５丁目 自宅敷地内 タイヤ

自転車盗 7/11 1:00～7/8 9:00 松ヶ崎 路上 施錠無し・軽快車

住宅侵入未遂 7/11 12:14 中央１丁目 二階建て住宅 被害無し

自転車盗 7/10 21:00 ～7/11 6:30 小青田２丁目 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ駐輪場 施錠有り・子供車

空き巣未遂 7/11 11:10～15:27 豊住１丁目 二階建て住宅 被害無し

部品ねらい 7/9 21:00 ～7/11 20:30 大津ヶ丘２丁目 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ駐車場 タイヤ

自転車盗 7/10 18:00 ～7/11 8:30 若柴 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ駐輪場 施錠無し・軽快車

自転車盗 7/11 20:50 ～21:10 南柏中央 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ駐輪場 施錠有り・軽快車

自転車盗 7/12 16:40 ～20:00 豊住３丁目 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ駐輪場 施錠有り・電動

空き巣 7/9 5:00 ～7/12 17:10 西柏台２丁目 二階建て住宅 窓こじ開け・現金

空き巣未遂 7/12 17:50 ～21:35 大塚町 二階建て住宅 被害無し

空き巣 7/12 19:30 ～22:00 あかね町 二階建て住宅 格子外し・現金

電話ｄｅ詐欺 7/12 11:00 みどり台３丁目

7月13日 土 空き巣未遂 7/12 14:45 ～7/14 0:39 千代田３丁目 三階建て住宅 被害無し

自転車盗 7/11 23:00 ～7/13 21:10 大室 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ駐輪場 施錠無し・軽快車

自転車盗 7/9 22:00～7/10 20:00 中新宿１丁目 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ駐輪場 施錠有り・実用車

自転車盗 7/13 14:00～17:30 柏の葉４丁目 駐輪場内 施錠無し・軽快車

オートバイ盗 7/9 12:00～7/14 15:00 東中新宿４丁目 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ駐輪場 施錠有り・原付一種

空き巣 7/2 10:00～7/15 13:15 あかね町 二階建て住宅 無施錠箇所・現金等

自転車盗 7/9 7:20～14:30 豊四季 駐輪場内 施錠無し・軽快車

自転車盗 7/10 10:00 ～7/15 5:30 南柏１丁目 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ駐輪場 施錠有り・軽快車

オートバイ盗 6/24 20:00 ～7/15 12:0 松ヶ崎 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ駐輪場 施錠無し・原付一種

空き巣 7/13 15:00 ～7/15 20:40 みどり台４丁目 三階建て住宅 ドアこじ開け・記念硬貨等

自転車盗 7/13 11:00 ～20:00 東２丁目 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ駐輪場 施錠無し・軽快車

自転車盗 7/12 8:00 ～18:00 柏 自宅敷地内 施錠無し・軽快車

電話ｄｅ詐欺 7/12 17:00 東柏１丁目

オートバイ盗 7/17 6:00 ～18:00 柏４丁目 路上 施錠有り・原付一種

空き巣 7/17 8:10 ～20:40 高田 二階建て住宅 玄関こじ開け・宝飾品等

空き巣 7/17 8:00 ～21:00 旭町４丁目 二階建て住宅 窓こじ開け・現金

空き巣 7/17 19:00 ～22:30 常盤台 二階建て住宅 窓三角割り・外貨通貨等

オートバイ盗 7/16 22:00 ～7/17 20:00 豊四季 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ駐輪場 施錠有り・原付一種

自転車盗 7/18 14:30 ～15:30 若柴 駐輪場内 施錠無し・軽快車

自転車盗 7/13 0:00 ～7:30 篠籠田　 自宅敷地内 施錠無し・軽快車

オートバイ盗 7/18 14:00 ～21:00 高田 ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ駐輪場 施錠不明・原付一種

部品ねらい 7/18 19:00 ～7/19 6:50 柏 駐車場内 ナンバープレート

空き巣 7/14 19:00 ～7/15 21:00 ひばりが丘 二階建て住宅 無施錠箇所・ネックレス等

電話ｄｅ詐欺 7/16 18:30 しいの木台４丁目

自転車盗 7/11 8:00 ～17:00 南柏中央 駐輪場内 施錠有り・軽快車

自転車盗 7/17 17:00 ～7/19 22:00 加賀３丁目 駐輪場内 施錠無し・軽快車

オートバイ盗 7/20 15:45 ～20:30 大島田１丁目 駐輪場内 施錠有り・大型自動二輪

架空請求詐欺の葉書に注意！

7月14日

息子騙り・現金手交型

水

息子騙り・現金手交型

火7月16日

土7月20日

木

全国銀行協会騙り・カード手交型

金7月12日

日

7月17日

金7月19日

　 現在、柏市内で葉書による架空請求詐欺が多発しています。「消費料金に関する訴訟
最終告知のお知らせ」等と記載された葉書が届いた場合は詐欺ですので絶対に相手方に
は電話を掛けないようお願い致します。
※　最近では封書で「重要」と印鑑が押されたものや「情報保護シール」が付いた詐欺の
葉書が届く事もあります。不審に思ったら直ぐに警察に連絡を！！

届出日等

7月11日

月7月15日

木7月18日

柏警察署 ０４－７１４８－０１１０
【安全で安心な街～柏を目指して】


