
平成30年3月28日発行

管轄

日 曜日 時 間 町 名 場 所 警察署

3 土
23:16～
23:19 高倉町 倉庫 食料品 八王子

7 水
2:07～
2:09 高倉町 倉庫 食料品 八王子

11 日 2:16 高倉町 倉庫 物色のみ 八王子

10～11 土～日
23:00～
9:30 中野町 事務所 物色のみ 八王子

12～13 月～火
18:00～
8:20 下柚木二丁目 事務所 現金 南大沢

17 土
0:00～
8:00 明神町四丁目 店舗 現金 八王子

14～18 水～日 左入町 一戸建て 現金 八王子

1～9 高月町 作業場 工事車両 八王子

9 金
12:40～
13:10 散田町一丁目 路上 財布 高尾

10～11 土～日
21:30～
8:30 散田町一丁目 駐車場 財布 高尾

11～12 日～月
3:00～
8:00 堀之内 作業場 発電機 南大沢

11/29
～

12/15
山田町

（受渡方法）

手渡し 約1,300万円 高尾

10/24
～
1/3

明神町四丁目 送金 約3,300万円 八王子

2/16 金 10:00～
14:00 西浅川町 手渡し

キャッシュ
カード

高尾

28 水 17:40～
18:30 川口町 電子マネー 14万円 八王子

3/9 金 12:38～
12:54 兵衛一丁目 電子マネー 5万円 南大沢

13 火 9:40～
10:39 高倉町 送金 約115万円 八王子

13～14 火～水
10:00～
14:00 北野台一丁目 手渡し 500万円 南大沢

8～15 楢原町 手渡し 500万円 八王子

施錠無し

施錠無し

特殊詐欺(オレオレ,振り込め,還付金等)　(13件)

電子メールで「未納がある。支払わないと裁
判になる」などと送り、電子マネーを購入さ
せてＩＤを伝えさせた。

電話で孫をかたり「お金が必要」などと言
い、取りに来た男に手渡しさせた。

電話で銀行職員などをかたり「融資を受ける
には事前に保証金が必要」などと言い、複数
回に分けて支払わせた。

電話で弁護士等をかたり「訴えられている、
今なら示談金で逮捕されない」などと言い、
複数回に分けて送金させた。

施錠無し

八王子市から市内の犯罪発生状況のお知らせです
◎誰もが身近に被害に遭う可能性の高い犯罪が以下のように発生しています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　被害に遭わないよう十分に注意しましょう！

犯罪被害発生状況 八王子・高尾・南大沢警察署管内
平成30年3月9日～平成30年3月22日（把握分）平成29年度　第50号

被 害 日 時
状　況

被害場所
被害金品

侵入窃盗（7件）

ガラスを壊して侵入

ガラスを壊して侵入

ガラスを壊して侵入

金庫破り

施錠無し

自動車盗 (1件)

施錠無し

車上ねらい (3件)

車両の荷台から盗難

ガラスを壊して物色

電話で息子をかたり「カバンが盗まれた」な
どと言い、取りに来た男に手渡しさせた。

電話で甥をかたり「会社のお金を使って投資
に失敗した」などと言い、取りに来た男に手
渡しさせた。

ショートメールで業者をかたり「有料サイト
の未納がある」などと送り、電子マネーを購
入させてＩＤを伝えさせた。

電話で市役所職員などをかたり「保険の還付
がある」などと言い、ＡＴＭで送金させた。



15 木 10:30～
11:00 北野町 手渡し

キャッシュ
カード

南大沢

15 木 12:20～
12:50 打越町 手渡し

キャッシュ
カード

南大沢

15 木 8:15～
19:46

中野上町二丁目 手渡し 240万円 八王子

19 月 12:30～
13:45 子安町四丁目 電子マネー 7万円 八王子

19 月 17:10～
17:56 長房町 送金 20万円 高尾

11 日 11:00頃 鹿島 路上

12 月 7:50頃 中野山王三丁目 路上

12 月 19:40頃 大和田町六丁目 路上

13 火 18:40頃 松が谷 公園内

16 金 16:30頃 山田町 路上

22 木 18:40頃 七国二丁目 路上

23 金 16:30頃 下柚木二丁目 路上

  ○掲載している情報は『侵入窃盗』『ひったくり』『車上ねらい』『自動車盗』『振り込め詐欺』『不審者情報』です。
  ○事件の概要や目撃情報は,管轄の警察署へ連絡願います。
　○場所や被害者が特定されないように表示していますが,皆様方におかれましても,被害者に十分配慮した取り扱いをお願いします｡
　○この情報は八王子市ホームページへも掲載しています。
　 ※　八王子市トップページ→防犯情報→防犯に役立つ情報の提供→犯罪被害発生状況
　○発行　八王子市生活安全部防犯課　TEL 042-620-7395

ショートメールで業者をかたり「有料サイト
の未納がある」などと送り、電子マネーを購
入させてＩＤを伝えさせた。

女子高校生が帰宅途中、男に数分間つ
きまとわれる事案が発生しました。

30歳代くらい,中肉,身長170cm
くらい,ジャンパー,ズボン

＜暮らしの防犯情報＞

女子中学生が通行中、下半身を露出し
た男を目撃する事案が発生しました。

50歳代くらい,やせ型,身長
170cmくらい,髪型髪色不明,赤
色ニットキャップ着用,上衣黒
色ジャンパー,下衣黒色ズボン,

男子小学生が帰宅途中、男に「乗って
いかない？」と声をかけられる事案が
発生しました。

60歳くらい,メガネ着用,灰色長
袖Tシャツ,黄色っぽい自動車使
用

30歳～40歳代,黒髪普通,黒色上
衣,白色っぽい自動車使用

女子小学生が通行中、下半身を露出し
た男を目撃する事案が発生しました。

女子高校生が帰宅途中、男に体を触ら
れる事案が発生しました。

20歳～30歳代,身長160～170cm,
黒髪短め,黒縁眼鏡,黒色ダウン
ジャケット,黒色ズボン

女性が通行中、下半身を露出した男を
目撃する事案が発生しました。

電話で甥をかたり「カバンを失くした」など
と言い、取りに来た男に手渡しさせた。

40～50歳代くらい,やせ型,身長
160～170cmくらい,黒色パー
カー上衣,黒色っぽいズボン,黒
色リュックサック

女子小学生が登校中、男に「ちょっと
こっち来て」と声をかけられる事案が
発生しました。

灰色上衣,黒色っぽいズボン,眼
鏡着用,シルバー色自動車使用

不審者情報(7件)

ショートメールで業者をかたり「有料動画サ
イトの未納料金がある」などと送り、コンビ
ニ決済を操作させて送金させた。

電話で市役所職員をかたり「還付金がある」
などと言い、取りに来た男に手渡しさせた。

電話で市役所職員をかたり「還付金がある」
などと言い、取りに来た男に手渡しさせた。

　市役所職員などをかたり、
  還付金がある。
  ATMで手続きできる。

　市役所職員がATM操作を指示
することは絶対にありません！
　　まずは、市役所に確認を！

　★還付金詐欺とは、市役所などの公的機関をかたる者が、「医療費などの還付がある」などと噓を言い、ATMを操作させて
　お金を送金させる特殊詐欺の一つです。多くは銀行等の金融機関を名乗る者からも電話がかかってきます。

市民宅に対し還付金詐欺の電話が数多くかかってきています！


