
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

オートバイ盗 11/20 19:00 ～11/21 7:00しいの木台４丁目 自宅敷地内 施錠有り・普通自動二輪

自転車盗 11/20 16:00 ～17:30 大島田１丁目 店舗駐輪場 施錠有り・スポーツ車

自転車盗 11/21 16:40 ～22:05 北柏２丁目 店舗駐輪場 施錠有り・軽快車

オートバイ盗 11/21 21:30 ～11/22 7:00しいの木台４丁目 路上 施錠有り・原付二種

自転車盗 11/22 14:30 ～17:00 南増尾２丁目 自宅敷地内 施錠無し・軽快車

自転車盗 11/16 18:00～11/23 14:00 豊四季 アパート・マンション駐輪場 施錠無し・軽快車

住宅侵入盗 11/21 15:00～11/23 11:00 西柏台２丁目 二階建て住宅 無施錠掃き出し窓・現金

自転車盗 11/21 19:00 ～11/22 6:30 柏５丁目 駐輪場 施錠有り・軽快車

自転車盗 11/20 20:30 ～11/21 6:40 柏５丁目 駐輪場 施錠有り・軽快車

部品ねらい 11/23 22:15 ～11/24 9:15 十余二 店舗敷地内 タイヤ

部品ねらい 11/20 20:00～11/24 12:00 戸張 アパート・マンション駐輪場 ナンバープレート

車上ねらい 11/8 14:10 ～15:00 大山台１丁目 店舗駐車場 マフラー

自転車盗 11/23 19:00 ～22:00 若柴 店舗駐輪場 施錠無し・軽快車

部品ねらい 11/23 13:00～11/24 16:15 戸張 アパート・マンション駐輪場 ナンバープレート

自転車盗 11/22 9:30 ～11/14 15:30 中央町 駐輪場 施錠無し・実用車

自転車盗 11/23 10:30 ～11/24 1:30 末広町 駐輪場 施錠無し・マウンテンバイク

住宅侵入盗 11/16 14:00～11/24 17:00 西原６丁目 二階建て住宅 無施錠玄関ドア・現金

自転車盗 10/25 11:00 ～11/25 8:10 高柳 駐輪場 施錠有り・軽快車

自動車盗 11/24 18:00 ～11/25 8:30あけぼの３丁目 店舗駐車場 自家用普通貨物車

自転車盗 11/24 22:00～11/25 14:00 宿連寺 アパート・マンション駐輪場施錠無し・スポーツ車

自転車盗 11/25 18:00 ～21:10 新柏３丁目 施設敷地内 施錠無し・スポーツ車

部品ねらい 11/25 8:30 ～21:30 北柏３丁目 アパート・マンション駐輪場 ナンバープレート

11月26日 火 自転車盗 11/24 21:00～11/25 22:30 南柏２丁目 アパート・マンション駐輪場 施錠有り・軽快車

自動車盗 11/26 19:00 ～11/27 6:20 高柳 アパート・マンション駐輪場 自家用普通乗用車

自転車盗 11/26 10:00 ～11/27 8:00 高柳 駐輪場 施錠有り・軽快車

自転車盗 H29.8 ～R1.11/8 13:00 大津ヶ丘 アパート・マンション駐輪場 施錠有り・軽快車

オートバイ盗 11/26 18:30～11/27 11:30 大室１丁目 アパート・マンション駐輪場施錠有り・普通自動二輪

自転車盗 11/18 11:00～11/19 22:00 加賀３丁目 駐輪場 施錠有り・スポーツ車

自転車盗 11/21 19:30～11/23 11:00 加賀３丁目 施設敷地内 施錠無し・スポーツ車

自転車盗 11/25 19:00～11/27 15:30 高柳２丁目 自宅敷地内 施錠有り・スポーツ車

自転車盗 11/27 16:00 ～21:30 高柳１丁目 駐輪場 施錠有り・スポーツ車

オートバイ盗 11/24 16:00～11/28 23:50 正連寺 路上 施錠有り・大型自動二輪

オートバイ盗 11/28 18:00 ～11/29 1:05 正連寺 路上 施錠有り・普通自動二輪

車上ねらい 11/24 17:00 ～11/29 3:50 若柴 アパート・マンション駐車場 窓ガラス割り・現金

車上ねらい 11/28 16:00 ～11/29 8:10 若柴 アパート・マンション駐車場窓ガラス割り・被害品なし

自動車盗 11/28 22:00 ～11/29 6:00 布瀬 自宅敷地内 自家用普通貨物車

自転車盗 11/28 9:40 ～11/29 12:00 旭町１丁目 駐輪場 施錠無し・軽快車
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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

車上ねらい 11/28 13:00 ～11/29 9:15 小青田５丁目 アパート・マンション駐輪場 窓ガラス割り・バッグ

自転車盗 11/27 13:30 ～18:10 南柏１丁目 店舗駐輪場 施錠無し・軽快車

自転車盗 11/28 16:00 ～11/29 7:00 豊上町 自宅敷地内 施錠無し・軽快車

自転車盗 11/19 22:00 ～22:15 十余二 店舗駐輪場 施錠無し・軽快車

住宅侵入盗 11/29 7:45 ～11/30 9:00 弥生町 アパート１階 腰高窓・現金

自転車盗 11/30 18:30 ～19:00 若柴 店舗駐輪場 施錠無し・軽快車

住宅侵入盗 11/29 22:00 ～11/30 9:00 松葉町３丁目 アパート２階 無施錠玄関・現金

※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！
百貨店や金融機関を騙り、「あなたのカードが不正に利用されている。」「カードを作り

直す必要があるから渡して。」などと電話をかけ、被害者を騙して暗証番号を聞き出し、

直接自宅に赴き、キャッシュシュカードやクレジットカードを騙し取る詐欺事件が多発して

います。

百貨店がキャッシュカードに関する電話をしたり、金融機関が自宅にキャッシュカードを

取りに行ったり、暗証番号を聞くことはありません。絶対にカードや現金を渡さないように

注意してください。

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30日 土

柏警察署 ０４－７１４８－０１１０
【安全で安心な街～柏を目指して】


