
種別・番号 発　信 受信日 受信時間 「犯罪発生情報」・「防犯対策情報」 発生場所 犯人の特徴

犯罪発生
1

東警察署 令和2年1月2日 （木） 6時06分

１月２日午前４時２５分ころ、大阪市中央区南久宝寺町２丁目付近において、徒歩で帰宅中の女性が、後方から
近付いてきた男に身体を触られるという事案が発生しました。
犯人は、身長１７０cm位、中肉、茶髪、赤色インナー、黒色ジャケット着用、白色イヤホンをした２０歳位の男
１名で、徒歩で南方向に逃走しました。
不審な人物を発見すれば、すぐに１１０番通報して下さい。

南久宝寺町２丁目付近
犯人は、身長１７０cm位、中肉、茶髪、赤色インナー、黒色ジャケット着用、
白色イヤホンをした２０歳位の男１名で、徒歩で南方向に逃走

犯罪発生
2

南警察署 令和2年1月4日 （土） 9時04分

本日午前７時３０分ころ、大阪市中央区日本橋二丁目において、通行中の女性が、男に後をつけられた上、下半
身を見せられるという事案が発生しました。
男の人相・着衣は、年齢４０歳から５０歳くらい、身長１６０センチくらい、紺色のコート、眼鏡、マスクを着
用した小太りの男で、現場から西方向へと徒歩で逃走しています。
後をついてくるなど、不審な動きをする者を発見すれば、すぐに１１０番通報してください。

日本橋二丁目
男の人相・着衣は、年齢４０歳から５０歳くらい、身長１６０センチくらい、紺
色のコート、眼鏡、マスクを着用した小太りの男で、現場から西方向へと徒
歩で逃走

犯罪発生
3

南警察署 令和2年1月5日 （日） 20時00分

本日午後５時５０分ころ、大阪市中央区西心斎橋１丁目付近において、通行中の女性に対して、下半身を露出す
る事案が発生しました。
犯人は、年齢３０歳くらい、黒色短髪、身長１７０センチくらい、体格がっちり、黒っぽいコート、黒っぽいズ
ボン、ベージュ色マフラーを着用している男１名です。

西心斎橋１丁目付近
犯人は、年齢３０歳くらい、黒色短髪、身長１７０センチくらい、体格がっち
り、黒っぽいコート、黒っぽいズボン、ベージュ色マフラーを着用している男
１名

犯罪発生
4

南警察署 令和2年1月7日 （火） 22時21分

本日午後８時５０分ころ、大阪市中央区難波一丁目付近において、通行人の女性に対し、男が手招きしながら
「こっち、こっち」と言い、通行人とすれ違い様に下半身を露出する事案が発生しました。
犯人は、年齢５０歳代、身長１６５センチメートルくらい、中肉、黒髪短髪、黒色コートに黒色ズボンを着用
し、白色マスクと眼鏡を着用した男です。
不審者を見かければすぐに警察に通報して下さい。

難波一丁目付近
犯人は、年齢５０歳代、身長１６５センチメートルくらい、中肉、黒髪短髪、黒
色コートに黒色ズボンを着用し、白色マスクと眼鏡を着用した男

犯罪発生
5

南警察署 令和2年1月16日 （木） 11時56分

昨日午後２時30分ころ、大阪市中央区瓦屋町三丁目を徒歩で通行中の小学生女児等に対し、男が下半身を露出す
るという事案が発生しました。
犯人は、白っぽい上衣に紺色のズボンを着用した年齢３０歳代の男で、徒歩でいずれかへと逃走しました。
不審な動きを見せる人物には、うかつに近付かず、すぐに110番通報をお願いします。

瓦屋町三丁目
犯人は、白っぽい上衣に紺色のズボンを着用した年齢３０歳代の男で、徒
歩でいずれかへと逃走

犯罪発生
6

東警察署 令和2年1月20日 （月） 18時16分

１月２０日午後３時３０分頃、大阪市中央区本町２丁目４番付近において、女性が自転車に乗車した男性に後ろ
を付きまとわれる事案が発生しました。
男性の特徴は年齢８０歳代、身長１５０センチ代後半、中肉、紺色キャップ帽、紺色のジャンパーを着用、色不
明の軽快車に乗車。
不審な人物を見れば、１１０番通報をお願いします。

本町２丁目４番付近
男性の特徴は年齢８０歳代、身長１５０センチ代後半、中肉、紺色キャップ
帽、紺色のジャンパーを着用、色不明の軽快車に乗車。

犯罪発生
7

南警察署 令和2年1月23日 （木） 11時06分

令和２年１月２０日午前８時ころ、大阪市中央区日本橋２丁目２０番付近において、小学生の女子児童２名が、
不審者に写真を撮られる事案が発生しました。
不審者は、身長１８０センチメートルくらい、黒色上衣、黒色ズボン、めがね着用の男性１名です。
不審者を見かけたらすぐに１１０番通報してください。

日本橋２丁目２０番付近
不審者は、身長１８０センチメートルくらい、黒色上衣、黒色ズボン、めがね
着用の男性１名

犯罪発生
8

南警察署 令和2年1月23日 （木） 17時03分

本日午後３時４０分頃、大阪市中央区難波３丁目４番付近において、通行人の女性に対し、男が下半身を露出す
る事案が発生しました。
犯人は、年齢４０歳代、身長１７０センチメートルくらい、細身、黒色上衣、黒色ズボンを着用した男です。
不審者を見かければ安易に近づかず、すぐに１１０番通報して下さい。

難波３丁目４番付近
犯人は、年齢４０歳代、身長１７０センチメートルくらい、細身、黒色上衣、黒
色ズボンを着用した男

犯罪発生
9

東警察署 令和2年1月24日 （金） 14時28分

１月２４日午前８時３０分ころ、大阪市中央区常磐町２丁目３番付近において、男が小学生の写真をスマホで撮
影していたという事案が発生しました。
男の特徴は、年齢４０歳代、身長１７０センチ位、中肉、黄土色ジャケット、黒っぽいズボン着用です。
不審な人物を発見すれば、１１０番通報をお願いします。

常磐町２丁目３番
男の特徴は、年齢４０歳代、身長１７０センチ位、中肉、黄土色ジャケット、
黒っぽいズボン着用

犯罪発生
10

南警察署 令和2年1月25日 （土） 2時52分

令和２年１月２５日午前１時３４分頃、大阪市中央区安堂寺町２丁目６番付近路上において、徒歩通行中の男性
が、単車に乗った犯人に、追い抜きざま、ショルダーバッグをひったくられる事件が発生しました。
犯人は、色不明のバイクに乗車し、白色ストライプ入りヘルメット、色不明のジャンバー着用の男１名。
ひったくりの被害に遭わない様、車道と反対側に鞄を持つようにしましょう。

安堂寺町２丁目６番付近路上
犯人は、色不明のバイクに乗車し、白色ストライプ入りヘルメット、色不明の
ジャンバー着用の男１名。

犯罪発生
11

南警察署 令和2年1月25日 （土） 5時48分

１月２５日午前３時４６分ころ、大阪市中央区道頓堀１丁目東３番付近において、通行中の女性に対し、男が下
半身を露出する事件が発生。
犯人は、年齢３０歳代、細身、黒縁メガネ、黒っぽいキャップ帽、黒っぽい上衣、ジーンズ着用の男１名。
不審者を見かけたらすぐに１１１番通報してください。

道頓堀１丁目東3番付近
犯人は、年齢３０歳代、細身、黒縁メガネ、黒っぽいキャップ帽、黒っぽい上
衣、ジーンズ着用の男1名。

犯罪発生
12

大阪府警察本部 令和2年2月3日 （月） 11時36分

深夜帯に大阪府内全域の幹線道路沿い店舗を狙った窃盗事件が多発しています。
飲食店、ガソリンスタンド、貴金属店をはじめとした様々な業種の店舗・事務所が狙われています。
犯人は複数人で行動し、普通乗用車に乗車、バール等の工具を所持しています。
店舗周辺で不審な人物、車両を発見した場合は、迅速な通報をお願いするとともに、店舗関係者の方は、閉店後
の店舗内での多額の現金保管は避けるなどの現金保管管理の徹底、防犯カメラ・センサーライト等の設置など、
防犯設備の強化の対策をお願いします。

大阪府内全域の幹線道路沿い店舗 犯人は複数人で行動し、普通乗用車に乗車、バール等の工具を所持

安まちメール事案一覧表　（令和2年 1月～令和2年 12月）



犯罪発生
13

大阪府警察本部 令和2年2月10日 （月） 17時44分

大阪市内において、駐車車両を狙った車上ねらいが多発しています。
発生時間は午前１時ころから午前５時ころまでの間で、路上やコンビニエンスストア、飲食店等の駐車場に駐車
している車両が狙われています。
犯人は、ガラスクラッシャー等で窓ガラスを割り、車内からカバン等を窃取するので、車内には荷物を置きっぱ
なしにせず、からっぽにしてください。

- -

犯罪発生
14

東警察署 令和2年2月20日 （木） 2時15分

２月２０日午前０時２０分ころ、大阪市中央区伏見町１丁目付近路上において、徒歩で通行中の女性が、すれ
違った見知らぬ男から、一定の間隔をあけつつ、しばらくの間後をつけられ、声をかけてきたり手を振ってくる
等といったつきまとい事案が発生しました。
犯人は、年齢４０歳代位、身長１６０数cm位、禿げ頭、茶色コート着用の男１名です。
不審者を発見すればすぐに１１０番通報して下さい。

伏見町１丁目
犯人は、年齢４０歳代位、身長１６０数cm位、禿げ頭、茶色コート着用の男
１名

犯罪発生
15

大阪府警察本部 令和2年2月25日 （火） 15時44分

深夜帯、大阪市内で路上に駐車中の車を狙った車上ねらいが多発しています。
運転手が車内で仮眠している際の被害も多くあります。
施錠していても、犯人は窓ガラスを割って、車内からカバン等を窃取します。
駐車する際は、防犯カメラや防犯灯など、防犯設備の整った駐車場を利用し、車内にはカバン等を置かず、「車
内からっぽ」にしましょう。

大阪市内路上 -

犯罪発生
16

東警察署 令和2年2月25日 （火） 22時37分

2月24日午後２時頃、大阪市中央区森ノ宮中央１丁目付近において、男が小学生の女児にスマホを向けて写真撮
影していたという事案が発生しました。
男の特徴は、年齢５０歳から６０歳代位、身長１６５センチ位、無精ひげに上下共に灰色の着衣、銀色軽快車に
乗車していました。
不審な人物を発見すれば、１１０番通報をお願いします。

森ノ宮中央１丁目付近
男の特徴は、年齢５０歳から６０歳代位、身長１６５センチ位、無精ひげに上
下共に灰色の着衣、銀色軽快車に乗車

犯罪発生
17

大阪府警察本部 令和2年2月27日 （木） 13時31分

２月２７日午後０時４５分ころ、高槻市西面南１丁目２２番付近において、男性が男に刃物で襲われる事案が発
生しました。
男は、年齢３０歳から４０歳、上下紺色作業服を着用し、黒色ワンボックスカーに乗車し逃走しています。
このような男を見かければ、身の安全を確保するとともに、１１０番通報等のご協力をお願いします。

高槻市西面南１丁目２２番付近
男は、年齢３０歳から４０歳、上下紺色作業服を着用し、黒色ワンボックス
カーに乗車し逃走

犯罪発生
18

大阪府警察本部 令和2年2月27日 （木） 19時33分
２月２７日午後１時２８分ころ配信した高槻市西面南１丁目２２番付近において発生した殺人容疑事件の被疑者
については、確保しました。
ご協力ありがとうございました。

- -

犯罪発生
19

東警察署 令和2年3月6日 （金） 15時36分

３月６日午後２時１６分ころ、大阪市中央区今橋３丁目付近において、徒歩で通行中の女性が男性に後をつけら
れる、つきまとい事案が発生しました。
男性は、年齢３０代位、身長１７０センチ位、黒色長袖上衣、ベージュ色チノパン、白色ズック靴着用です。
不審者を発見すれば、すぐに１１０番通報してください。

今橋３丁目付近
男性は、年齢３０代位、身長１７０センチ位、黒色長袖上衣、ベージュ色チノ
パン、白色ズック靴着用

犯罪発生
20

東警察署 令和2年3月12日 （木） 23時28分

３月１２日午後５時５０分頃、大阪市中央区南久宝寺町１丁目８番付近において、徒歩通行中の女性が、後方か
ら徒歩で近付いてきた男性に「何かついてるよ、拭いてあげる」と片言の日本語で声を掛けられ、お尻を触られ
る事案が発生しました。
犯人は、年齢３０歳くらい、中肉中背、黒色短髪、ベージュ色上衣、ジーパン、外国人風の男性１名です。
不審者を発見した際は、１１０番通報して下さい。

南久宝寺町１丁目８番付近
犯人は、年齢３０歳くらい、中肉中背、黒色短髪、ベージュ色上衣、ジーパ
ン、外国人風の男性１名

犯罪発生
21

東警察署 令和2年3月13日 （金） 20時30分

本日午後６時５０分ころ、大阪市中央区森ノ宮中央２丁目付近において、遊んでいる児童が、不審者から携帯電
話機のカメラを向けられる事案が発生しました。
不審者は、２０代後半から３０代前半、黒色のコートに黒色ズボンを着用した男です。
なるべく一人での行動を避け、不審者を見かけたら警察へ通報してください。

森ノ宮中央２丁目付近
不審者は、２０代後半から３０代前半、黒色のコートに黒色ズボンを着用し
た男

犯罪発生
22

東警察署 令和2年3月15日 （日） 15時51分

３月１５日午後１時４０分頃、大阪市中央区法円坂１丁目６番付近において、男が未就学男児をカメラで撮影す
るという事案が発生しました。
男の特徴は、年齢不詳、白髪頭、緑色の上衣を着用していました。
不審な人物を発見すれば、１１０番通報をお願いします。

法円坂１丁目６番付近 男の特徴は、年齢不詳、白髪頭、緑色の上衣を着用

犯罪発生
23

東警察署 令和2年3月17日 （火） 17時10分

３月17日午後３時45分ころ、大阪市中央区大阪城３番付近において、遊戯中の男子幼児が、見知らぬ成人男性か
ら「握手しよう」等と声をかけられる事案が発生しました。
不審者は、色不明の自転車に乗車した男１名、年齢60歳から70歳代、カーキ色のフード付ジャンパー、色不明
ジーパンを着用し、付近で遊んでいる複数の子供に声をかけた後、自転車で南方向へ立ち去りました。
不審者を見かけた時は警察への通報をお願いします。

大阪城３番付近
不審者は、色不明の自転車に乗車した男１名、年齢60歳から70歳代、カー
キ色のフード付ジャンパー、色不明ジーパンを着用し、付近で遊んでいる複
数の子供に声をかけた後、自転車で南方向へ立ち去りました。

犯罪発生
24

大阪府警察本部 令和2年3月23日 （月） 17時48分

深夜帯、大阪市内で路上に駐車中の車を狙った車上ねらいが多発しています。
車のカギを施錠していても、犯人は窓ガラスを割って車内に置いてあるカバン等を盗みます。
車を離れる時は、たとえ短時間であっても、車内にカバン等を置かないようにしましょう。
「車内からっぽ宣言！」

- -

犯罪発生
25

南警察署 令和2年3月26日 （木） 3時05分

令和２年３月２６日午前１時４３分頃、大阪市中央区安堂寺町１丁目３番付近路上において、徒歩で帰宅中の女
性が持っていた鞄をバイクに乗車した男に追い抜きざまにひったくられる事件が発生。
犯人は、黒色バイクに乗車した男１名です。
鞄は車道と反対側に持つようにしましょう。

安堂寺町１丁目３番付近路上 黒色バイクに乗車した男１名



犯罪発生
26

大阪府警察本部 令和2年4月1日 （水） 9時50分
いわゆる「ＪＫビジネス」と呼ばれ、女子高生等による接客サービスを売り物とする営業は、大阪府青少年健全
育成条例により、有害役務営業と定義し、青少年を雇用すること等が禁止されています。
青少年を「ＪＫビジネス」に近づかせないようにしましょう。

- -

犯罪発生
27

東警察署 令和2年4月2日 （木） 20時26分

２日午後６時３０分ころ、大阪市中央区大阪城２番付近において、男が座った状態でズボンを下げて手を動かし
ていたという事案が発生しました。
犯人は、年齢４０代位、細身、長めの髪の毛、茶色のジャケットを着た男１名。
現場から徒歩で西方向へ立ち去りました。
不審者を発見すれば、すぐに１１０番通報して下さい。

大阪城２番付近
犯人は、年齢４０代位、細身、長めの髪の毛、茶色のジャケットを着た男１
名。

犯罪発生
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大阪府警察本部 令和2年4月3日 （金） 10時01分

大阪府内で女性を狙った性犯罪が多発しています。
ＳＮＳを通じて声をかけてきたり、飲食店などでお酒を飲ませたりしたのち、犯行に及ぶ手口も報告されていま
す。
知らない人から声をかけられても簡単に信用せず、いやな時ははっきりと断りましょう！

- -
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大阪府警察本部 令和2年4月8日 （水） 15時10分

新型コロナウイルスに伴う緊急事態宣言による休業中の事務所や店舗を狙った侵入窃盗事件の発生が懸念されま
す。
事務所や店舗の関係者の皆様は
〇施設の扉や窓の施錠を確実に行う
〇施設内に現金や高価な商品、道具等を置いたままにしない
〇防犯カメラや非常通報装置等の防犯設備を活用する
等の防犯対策を行い、被害に遭わないようにしてください。

- -
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大阪府警察本部 令和2年4月12日 （日） 6時48分

4月12日未明、大阪市内で店舗や時間貸駐車場に駐車中の車両の積載物を狙った車上ねらいが多発しました。
犯人は、車内にカバンや財布等の積載物があれば、施錠していてもガラスを割るなどして盗みます。
被害に遭わないためには、たとえ短時間であっても、車内にカバン等を置かないように、『車内からっぽ宣
言！』を心がけてください！
また、不審な車両や人物を見かけたときは、すぐに110番通報してください。

- -
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大阪府警察本部 令和2年4月12日 （日） 11時06分

令和２年４月１２日午前８時１５分ころ、大阪市中央区日本橋１丁目３番付近路上において、男性がいきなり、
ハンマー様の物で殴られる事件が発生しました。
犯人は、３０歳くらい、身長１８０センチくらい、黒色ニット帽、黒色ジャンパー、青色ジーパン着用の男で
す。
犯人は現在も確保されていません。
このような人物を見かければ、すぐに１１０番通報してください。

日本橋１丁目３番付近路上
犯人は、３０歳くらい、身長１８０センチくらい、黒色ニット帽、黒色ジャン
パー、青色ジーパン着用の男

犯罪発生
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大阪府警察本部 令和2年4月15日 （水） 14時23分

新型コロナウイルス感染症をめぐる情勢を踏まえ、門真・光明池両試験場及び大阪府下６３の警察署で行われて
いる運転免許の更新業務等を、令和２年４月１６日（木）から当面停止します。
なお、有効期間、間近の方の延長手続きを郵送等により受け付けています。
詳しくは大阪府警察のホームページをご確認ください。
URL:https://www.police.pref.osaka.lg.jp

- -
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大阪府警察本部 令和2年4月16日 （木） 11時28分

大阪府警察では、大阪府警察シンボルマスコット「フーくん・ケイちゃん」が、新型コロナウイルスに便乗した
特殊詐欺の被害防止を訴える動画や新型コロナウイルスの感染防止のための手洗い体操動画を製作し、大阪府警
察ホームページ等にアップしていますので、ご覧ください。
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/sogo/oshirase/4/9/koho00/10377.html
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/sogo/oshirase/4/9/koho00/10376.html
大阪府警察ツイッターアカウント　OPP_seian
大阪府警察インスタグラムアカウント　fukei_koho

- -
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南警察署 令和2年4月17日 （金） 15時59分

本日午後２時５０分ころ、大阪市中央区難波１丁目８番北側路上付近において、１０代の女性２人が、男性に
「援交せえへん。」と声をかけられ、一人の女性が腕を掴まれる事案が発生しました。
女性は振り切って逃げたところ、男は南方向へ逃走しました。
男は、年齢４０歳くらい、身長１６０から１６５センチメートルくらい、黒髪短髪、紺色ダウンジャケット、小
さ目の白色マスクを着用、黒地の白色英字入りのリュックを所持していました。
不審者をみかけたら１１０番通報しましょう。

難波１丁目８番北側路上付近

男は、年齢４０歳くらい、身長１６０から１６５センチメートルくらい、黒髪短
髪、紺色ダウンジャケット、小さ目の白色マスクを着用、黒地の白色英字入
りのリュックを所持

男は南方向へ逃走
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南警察署 令和2年4月26日 （日） 17時08分

４月２６日午後４時１５分ころ、大阪市中央区日本橋１丁目９番付近において、通行中の女性に対し、男が下半
身を露出する事件が発生。
犯人は、年齢４０歳から５０歳くらい、身長１６５センチメートルくらい、黒髪、小太り、赤色と黄色のチェッ
ク柄シャツ、水色ジーンズ着用の男１名。
不審者を見かけたらすぐに１１０番通報して下さい。

日本橋１丁目９番付近
犯人は、年齢４０歳から５０歳くらい、身長１６５センチメートルくらい、黒髪、
小太り、赤色と黄色のチェック柄シャツ、水色ジーンズ着用の男１名

犯罪発生
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南警察署 令和2年4月27日 （月） 7時28分

４月２７日午前５時５１分ころ、大阪市中央区宗右衛門町４番付近において、通交中の女性に対し、男が下半身
を露出する事件が発生。
犯人は年齢４０歳くらい、中肉、頭頂部が禿げており、黒色パーカー、ジーンズズボンを着用の男１名。
不審者を見かけたらすぐに１１０番してください。

宗右衛門町４番付近
犯人は年齢４０歳くらい、中肉、頭頂部が禿げており、黒色パーカー、ジー
ンズズボンを着用の男１名
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東警察署 令和2年4月27日 （月） 11時20分

東警察署では、緊急事態宣言により休業中の事務所や店舗を狙った侵入窃盗被害を防止するため、警戒活動を強
化しています。
事務所や店舗の関係者の皆様は、店舗内に金品を置かず、戸締りを確実に行って下さい。
また、大阪府内では、新型コロナウイルス感染症に便乗した特殊詐欺被害が発生しています。
特別定額給付金（仮称）の１０万円給付に関して不審な電話やメールがあった場合には、一人で対応することな
く、すぐに家族に相談したり、市区町村、警察に連絡して下さい。

- -

https://www.police.pref.osaka.lg.jp
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/sogo/oshirase/4/9/koho00/10377.html
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/sogo/oshirase/4/9/koho00/10376.html


犯罪発生
38

大阪府警察本部 令和2年4月28日 （火） 13時43分

大阪では、自分の裸の画像等を、SNSで知りった相手に送信することにより、
・消してもらえない
・SNSで知らない人に転送される
等のトラブルが起きています。
SNSで送信するなどして、一度ネットに載った画像を消去することは極めて困難です。
どれだけ信用できる相手で、「誰にも見せない」等と言われても、決して撮らせない、送信しないように気を付
けてください。

- -
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大阪府警察本部 令和2年4月30日 （木） 17時29分

大阪府警察広報課では、新型コロナ感染症拡大防止のため、自宅で「５つの約束」等が学べて・鍛えて・楽しめ
る「うちですごそう！けいさつすごろく」を作成しました。
ぜひ、お子さんと一緒にご家族でお楽しみください！
詳しくは、こちらをご覧ください↓↓
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/topics/10427.html

- -
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大阪府警察本部 令和2年5月1日 （金） 17時22分

YouTubeに、「大阪府警察安まち公式チャンネル」を開設しました。
このチャンネルでは、犯罪被害から身を守るための情報等を発信していきます。　ぜひ、ご覧ください。
「大阪府警察安まち公式チャンネル」は、こちらから↓↓
https://www.youtube.com/channel/UCT2whM8xKeTHct_HCEVWSFg

- -
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南警察署 令和2年5月7日 （木） 1時48分

令和２年５月７日午前０時５８分ころ、大阪市中央区日本橋1丁目１８番付近路上において、自転車で帰宅中の
男性が自転車の前カゴに入れていた鞄を、バイクに乗車した男に追い抜きざまにひったくられる事件が発生しま
した。
犯人は、白色バイクに乗車した男１名です。
連続して発生する恐れがあるので、十分注意してください。

日本橋1丁目１８番付近路上 犯人は、白色バイクに乗車した男１名

犯罪発生
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東警察署 令和2年5月8日 （金） 23時35分

令和２年５月８日午後９時１４分頃、大阪市中央区北浜東３番先路上において、男が通行中の女性に対し、無言
で前に立ちふさがり、そのまま女性にぶつかり、転倒させ、徒歩で南方向に逃走する事案がありました。
男の特徴は、年齢５０歳から６０歳くらい、身長１５５cmくらい、体格小太り、センター分けの黒色頭髪、一見
して作業員風の男です。
不審な人物を発見すれば、躊躇することなく１１０番通報してください。

北浜東３番先路上
年齢５０歳から６０歳くらい、身長１５５cmくらい、体格小太り、センター分け
の黒色頭髪、一見して作業員風の男
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大阪府警察本部 令和2年5月10日 （日） 9時25分

５月１０日午前７時５０分ころから午前８時４０分ころにかけて、大阪市内で単車によるひったくり事件が連続
発生しました。
犯人はいずれも単車に乗車し、徒歩または自転車で通行中の被害者に後方から近づき、被害者が所持していたカ
バンを奪い取り、逃走しています。
カバンは車道と反対側に持つようにして、自転車の前かごにはひったくり防止カバーをつけましょう。

- -
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南警察署 令和2年5月11日 （月） 8時42分

本日午前０時５８分ころ、大阪市中央区日本橋一丁目１番付近の路上を自転車で走行中の被害者が、後方から単
車で近付いてきた犯人に身体を押され、自転車を停止させたところ、前かごに入れていたトートバッグをひった
くられる事件が発生しました。
犯人は、黒色の原付に乗車し、黒っぽい色のヘルメット、黒っぽい色の服装をした、若い感じの男１名で、現場
から東方向に逃走しました。
自転車の前かごにはひったくり防止カバーを付け、後方から近付いてくる単車や人に注意してください。

日本橋一丁目１番付近の路上
犯人は、黒色の原付に乗車し、黒っぽい色のヘルメット、黒っぽい色の服装
をした、若い感じの男１名で、現場から東方向に逃走
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東警察署 令和2年5月18日 （月） 23時16分

５月１８日午後８時頃、大阪市中央区南新町２丁目３番付近路上で、徒歩で帰宅中の女性が、見知らぬ男に声を
かけられ、後をつけられる事案が発生しました。
男の特徴は、年齢３０歳位、身長１７０センチ位、中肉中背、金色短髪、スウェット様の服装です。
不審者を発見すれば、身の安全を確保し、すぐに１１０番通報しましょう。

南新町２丁目３番付近路上
男の特徴は、年齢３０歳位、身長１７０センチ位、中肉中背、金色短髪、ス
ウェット様の服装
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南警察署 令和2年5月19日 （火） 1時50分

本日午前０時２３分ころ、大阪市中央区瓦屋町３丁目１０番先路上において、徒歩で通行中の女性の後方から男
が近づき、卑猥な文言を言いながら女性の身体を触り、追いかけるという事案が発生しました。
被疑者は、年齢４０歳くらい、身長１７５センチメートルくらい、中肉、茶髪短髪、眼鏡、ベージュ色長袖上
衣、ベージュ色長ズボンを着用した男性です。
このような犯人を発見の際は１１０番通報をお願いします.

瓦屋町３丁目１０番先路上
被疑者は、年齢４０歳くらい、身長１７５センチメートルくらい、中肉、茶髪短
髪、眼鏡、ベージュ色長袖上衣、ベージュ色長ズボンを着用した男性
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南警察署 令和2年5月19日 （火） 8時36分
本日、午前０時２３分ころに大阪市中央区瓦屋町３丁目１０番先路上で発生した強制わいせつ事件について、犯
人を検挙しました。
みなさまの御協力ありがとうございました。

- -
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南警察署 令和2年5月20日 （水） 3時11分

令和２年５月２０日午前１時４９分ころ、大阪市中央区心斎橋筋１丁目７番付近歩道上において、徒歩で帰宅中
の男性が持っていた鞄を、二人乗りバイクに乗車した男に、追い抜きざま、鞄をひったくられる事件が発生しま
した。
犯人は、黒っぽいバイクに乗車した二人組の男で、後部の男は白色フルフェイスかぶっていました。
鞄は車道と反対側に持つようにしましょう。

心斎橋筋１丁目７番付近歩道上
犯人は、黒っぽいバイクに乗車した二人組の男で、後部の男は白色フル
フェイスかぶっていました。
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大阪府警察本部 令和2年5月20日 （水） 9時06分

平成１５年５月２０日午後３時ころ、泉南郡熊取町から、吉川友梨ちゃん（当時９歳・現在２６歳）が行方不明
になっています。
どんな些細な情報でも結構ですので、心当たりのある方はご連絡をお願いします。
大阪府警察ホームページでは、事件情報を編集した動画などを掲載しております。
ぜひご覧下さい。
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/jyoho/2/3564.html

- -

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/topics/10427.html
https://www.youtube.com/channel/UCT2whM8xKeTHct_HCEVWSFg
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南警察署 令和2年5月20日 （水） 10時47分

令和２年５月２０日午前８時３０分頃、大阪市中央区心斎橋筋２丁目２番付近で、通行人に対して、男が下半身
を露出する事件が発生しました。
犯人は、４０代位、身長１７０センチ位、丸坊主頭の男です。
不審者を見かければ、すぐに１１０番通報してください。

心斎橋筋２丁目２番付近 犯人は、４０代位、身長１７０センチ位、丸坊主頭の男
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東警察署 令和2年5月21日 （木） 12時49分

５月21日午前９時46分ころ、大阪市中央区今橋１丁目の教育施設において、１人の女性が、正門を乗り越えて施
設内に侵入する事案が発生しましたが、それを発見した教職員からとがめられ、正門から出て南方向へ徒歩で立
ち去りました。
不審者は、年齢50歳代、身長160センチ位、白髪交じりで肩までのボサボサ頭、赤色ニットの上衣、黒色スカー
トを着用、トートバッグを所持した女性１名。
不審者を発見したときは、110番通報してください。

今橋１丁目の教育施設
不審者は、年齢50歳代、身長160センチ位、白髪交じりで肩までのボサボ
サ頭、赤色ニットの上衣、黒色スカートを着用、トートバッグを所持した女性
１名。
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大阪府警察本部 令和2年5月24日 （日） 6時28分

令和２年５月２４日午前２時４０分ころ、大阪市西区本田１丁目１番先路上において、若い男数名が、徒歩通行
中の男性に対し因縁をつけ、顔面等を殴打して怪我を負わせ、被害品を強取する路上強盗事件が発生しました。
犯人は徒歩で逃走しています。
不審者等を発見した際は、ご自身の安全を確保するとともに、１１０番通報等のご協力をお願いします。

西区本田１丁目１番先路上
若い男数名

犯人は徒歩で逃走
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大阪府警察本部 令和2年5月24日 （日） 6時45分

令和２年５月２４日午前２時４０分ころ、大阪市西区本田１丁目１番先路上において、若い男数名が、徒歩通行
中の男性に対し因縁をつけ、顔面等を殴打して怪我を負わせ、被害品を強取する路上強盗事件が発生しました。
犯人は徒歩で逃走しています。
不審者等を発見した際は、ご自身の安全を確保するとともに、１１０番通報等のご協力をお願いします。

西区本田１丁目１番先路上
若い男数名

犯人は徒歩で逃走
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東警察署 令和2年5月25日 （月） 3時23分

令和２年５月２５日午前２時１３分頃、大阪市中央区谷町３丁目１番付近において、男が通行中の女性に対し
「君かわいいね」等と声を掛け、背中を何度か触るという事案が発生しました。
男は、年齢４０歳位、小太り、黒髪、深緑色ポロシャツ着用、色不明の自転車に乗車しています。
不審者を発見した際は、すぐに１１０番通報しましょう。

谷町３丁目１番付近
男は、年齢４０歳位、小太り、黒髪、深緑色ポロシャツ着用、色不明の自転
車に乗車
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大阪府警察本部 令和2年5月27日 （水） 14時27分

大阪府警察では、新1年生など登校に不慣れなお子さんや、久しぶりに学校に行くお子さんに対し、
・不審者に気をつけること
・信号を守ること
について説明する動画を作成し、YouTubeに掲載しましたので、是非ご覧ください。
掲載動画はこちら→　https://www.youtube.com/watch?v=YuOcbzNOcfs

- -
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東警察署 令和2年5月29日 （金） 1時19分
５月２９日午前０時頃、大阪市中央区北浜東５番付近で座り込んでいた男性が、自転車に乗った犯人に、手に
持っていた財布をひったくられる事件が発生しました。
犯人は、色不明のロードバイクに乗車の若い男１名、服装等は不明

北浜東５番付近 犯人は、色不明のロードバイクに乗車の若い男１名、服装等は不明
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南警察署 令和2年5月29日 （金） 1時52分

５月２９日午前０時４５分ころ、大阪市中央区島之内２丁目１番付近において、徒歩で通行中の女性に対して、
後方から来た自転車に乗車した男性が、下半身を触りながら声をかける事案が発生しました。
不審者は、黒色自転車に乗車した、年齢２０代か３０代くらい、黒色Ｔシャツ、紺色ジーパンを着用した男で
す。
不審な人物を見かければ１１０番通報して下さい。

島之内２丁目１番付近
不審者は、黒色自転車に乗車した、年齢２０代か３０代くらい、黒色Ｔシャ
ツ、紺色ジーパンを着用した男
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南警察署 令和2年5月31日 （日） 11時46分

令和２年５月３１日午前９時５８分頃、大阪市中央区東心斎橋２丁目５番付近で、通行人に対して、男が下半身
を露出する事件が発生しました。
犯人は、年齢５０歳くらい、身長１６０センチくらい、中肉、黒色キャップ帽、黒色パーカー黒色ズボン着用し
ている男です。
不審者を見かければ、すぐに１１０番通報してください。

東心斎橋２丁目５番付近
犯人は、年齢５０歳くらい、身長１６０センチくらい、中肉、黒色キャップ帽、
黒色パーカー黒色ズボン着用している男

犯罪発生
59

南警察署 令和2年5月31日 （日） 16時33分

令和２年５月３１日午後３時頃、大阪市中央区心斎橋筋２丁目８番付近で、不審な男が、女性の後をつけ回す事
件が発生しました。
犯人は、３０代位、身長１７０センチ、中肉、黒髪短髪、黒色Tシャツ、黒色トートバックを持っていました。
不審な人がいた時は、すぐに１１０番通報しましょう。

心斎橋筋２丁目８番付近
犯人は、３０代位、身長１７０センチ、中肉、黒髪短髪、黒色Tシャツ、黒色
トートバックを持っていました。
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大阪府警察本部 令和2年6月1日 （月） 9時04分

大阪府内では、段階的に学校が再開されていますが、子どもに対する不審者による声かけ事案等は登下校時間帯
に多く発生します。
お子様に対して、以下の「５つの約束」を守るよう各家庭でご指導をお願いします。
　・知らない人についていかない
　・ひとりで遊ばない
　・誰とどこで遊ぶか、いつ帰るかを、お家の人に言ってから出かける
　・連れて行かれそうになったら、大声で知らせる
　・友だちが連れて行かれそうになったら、すぐに大人の人に知らせる
また、登下校だけでなく、お子様が外出するときは、防犯ブザーや安全笛等を携行させるとともに、いざという
ときに使用できるよう、ご家庭で練習して下さい。

- -
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大阪府警察本部 令和2年6月2日 （火） 23時03分

６月２日午後８時から午後９時までの間に、大阪市内において、四輪車によるひったくり、ひったくり未遂、路
上強盗事件が連続発生しました。
四輪車に乗車した犯人が、通行中の被害者の後方から近づき、被害者が所持していたカバンを奪い取るなどして
逃走しております。被害に遭った際に、負傷した被害者もいます。
かばんは車道と反対側に持つ、暗い夜道を一人で歩かないなどの対策をお願いします。

- 四輪車に乗車

https://www.youtube.com/watch?v=YuOcbzNOcfs
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東警察署 令和2年6月4日 （木） 17時29分

６月４日午後４時10分ころ、大阪市中央区大阪城３番付近路上で、自転車で走行中の女子高校生が、自転車に乗
車した男に後をつけられる事案が発生しました。
不審者は、年齢20歳代、細身、眼鏡着用、灰色半袖シャツ、黒っぽいズボン、大きめの黒色リュックサックを所
持、自転車に乗車した男１名で、現場からいずれかに立ち去りました。
人通りの少ない場所や夜間のひとり歩きはなるべく避けて、不審者に遭遇したときは、110番通報、または、周
囲の人に助けを求めるようにしてください。

大阪城３番付近路上
不審者は、年齢20歳代、細身、眼鏡着用、灰色半袖シャツ、黒っぽいズボ
ン、大きめの黒色リュックサックを所持、自転車に乗車した男１名で、現場
からいずれかに立ち去りました。
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南警察署 令和2年6月12日 （金） 22時59分

6月12日午後10時15分ころ、大阪市中央区日本橋2丁目9番付近において、閉店中店舗に、「まだやってる？」等
と言って、下半身を露出しながら入店してくる事件が発生。
犯人は、年齢４０から５０歳位の男、身長１７０センチメートル位、中肉、黒色半袖Ｔシャツにベージュ色長ズ
ボンの服装で、黒縁眼鏡及び白マスク着用。

日本橋2丁目9番付近
犯人は、年齢４０から５０歳位の男、身長１７０センチメートル位、中肉、黒
色半袖Ｔシャツにベージュ色長ズボンの服装で、黒縁眼鏡及び白マスク着
用。
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東警察署 令和2年6月13日 （土） 21時08分

６月１３日午後７時３０分ころ、大阪市中央区森ノ宮中央１丁目１番付近で、通行中の女児に対して、自転車に
乗車した白色レインコート着用の男性が、無言でつきまとう事案が発生しました。不審者は、白色レインコー
ト、マスク着用、色不明の自転車に乗車の男１名。
不審な人物を発見すれば、１１０番通報をお願いします。

森ノ宮中央１丁目１番付近
不審者は、白色レインコート、マスク着用、色不明の自転車に乗車の男１
名。
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大阪府警察本部 令和2年6月14日 （日） 15時04分

大阪府内ではいよいよ本格的に学校が始まりますが、子どもに対する不審者による声かけ事案等は登下校時間帯
に多く発生しています。
お子様に対して
・知らない人についていかない
ことに加え、信号を守るなどの交通ルールについてもご指導願います。
大阪府警では、登下校時に気を付けて頂きたいことを動画にまとめています。
動画は以下から↓↓ご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=YuOcbzNOcfs

- -
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大阪府警察本部 令和2年6月15日 （月） 10時12分

大阪で多く発生している犯罪のひとつに「車上ねらい」があります。
車上ねらいの被害を防ぐには、いったいどうすればいいのか？
それは、車の中に盗まれる物を置かなければいいのです！
車内からっぽ宣言！！
※車上ねらい被害防止を呼びかけるYouTube動画はこちら！
→https://www.youtube.com/watch?v=sj1KIYcdh8Q

- -
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東警察署 令和2年6月16日 （火） 11時41分

６月１６日午前８時２５分頃、大阪市中央区法円坂１丁目６番先路上で、登校中の女子中学生が男に「上本町ど
こあるの。連れて行ってよ。」等と声を掛けられる事案が発生しました。
男は年齢４０～５０歳位、後頭部の頭髪が薄い、身長１８０cm位、小太り、黒色スラックス、黒ズボン、薄い青
色上衣を着用
不審者を見かけた際は１１０番通報して下さい。

法円坂１丁目６番先路上
男は年齢４０～５０歳位、後頭部の頭髪が薄い、身長１８０cm位、小太り、
黒色スラックス、黒ズボン、薄い青色上衣を着用
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大阪府警察本部 令和2年6月17日 （水） 16時33分

大阪府では、夜間、人通りの少ない道を歩いている女性が、知らない男から声をかけられたり、身体を触られる
事案が発生しています。
夜中に外出するときは、なるべく明るく、人通りの多い道を選び、不審な人物がいればすぐに１１０番通報して
下さい。

- -
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南警察署 令和2年6月19日 （金） 14時14分

令和２年６月１８日午後１１時頃、大阪市中央区南船場１丁目１８番付近において、徒歩で通行中の２０歳代女
性に対し、自転車に乗車した男が、すれ違いざまに、体を触る事案が発生しました。
犯人は、年齢２０代、金髪、白色マスクを着用し、自転車に乗車した男です。
できるだけ人通りの多い道や明るい道を通りましょう。

南船場１丁目１８番付近 犯人は、年齢２０代、金髪、白色マスクを着用し、自転車に乗車した男
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東警察署 令和2年6月19日 （金） 18時15分

６月19日午後４時10分ころ、大阪市中央区内久宝寺町２丁目５番付近路上で、徒歩で通行中の小学生女児が、後
方から歩いて来た見知らぬ男に後をつけられる事案が発生しました。
不審者は、年齢40歳から50歳代、体格中肉、赤色キャップ帽、茶色チェック柄の長袖シャツ、黒色ズボン、茶色
の靴を着用の男１名で、現場から徒歩でいずれかに立ち去りました。
不審者を見かけた時は、警察への通報をお願いします。

内久宝寺町２丁目５番付近路上
不審者は、年齢40歳から50歳代、体格中肉、赤色キャップ帽、茶色チェック
柄の長袖シャツ、黒色ズボン、茶色の靴を着用の男１名で、現場から徒歩
でいずれかに立ち去りました。
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南警察署 令和2年6月20日 （土） 4時23分

６月２０日午前３時１５分ころ、大阪市中央区島之内１丁目３番付近において、通行人に対して、男が下半身を
露出する事案が発生しました。
犯人は、年齢２０歳ぐらい、黒色Ｔシャツ、黒色ズボンを着用している男です。
不審者を見かければ、すぐに１１０番通報して下さい。

島之内１丁目３番付近 犯人は、年齢２０歳ぐらい、黒色Ｔシャツ、黒色ズボンを着用している男
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東警察署 令和2年6月20日 （土） 4時38分

６月20日午前２時58分ころ、大阪市中央区博労町１丁目５番付近路上で、徒歩で帰宅途中の20歳代女性が、後方
から自転車で走行してきた男に、追い抜きざまにお尻を触られる事案が発生しました。
犯人は、年齢不明、グレー色上衣、色不明ハーフパンツを着用し、色不明の自転車に乗車した男１名。現場から
南方向へ逃走しました。
夜間のひとり歩きはなるべく避けて、不審者を見かけたときは110番通報してください。

博労町１丁目５番付近路上
犯人は、年齢不明、グレー色上衣、色不明ハーフパンツを着用し、色不明
の自転車に乗車した男１名。現場から南方向へ逃走。
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東警察署 令和2年6月21日 （日） 4時52分

６月２１日午前２時５７分頃、大阪市中央区博労町３丁目２番先路上において、通行中の女性に対し「ちょっと
見て」と声を掛け、ズボンを完全に脱いだ状態で、下半身を見せつけ、徒歩で南方向に逃走するといった公然わ
いせつ事案が発生しました。
犯人は、身長１７０cmくらい、体格中肉、黒色短髪、白色Ｔシャツを着用した年齢２０歳から２５歳くらいの男
です。
不審者を発見すれば、すぐに１１０番通報してください。

博労町３丁目２番先路上
・犯人は、身長１７０cmくらい、体格中肉、黒色短髪、白色Ｔシャツを着用し
た年齢２０歳から２５歳くらいの男
・徒歩で南方向に逃走

https://www.youtube.com/watch?v=YuOcbzNOcfs
https://www.youtube.com/watch?v=sj1KIYcdh8Q
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東警察署 令和2年6月22日 （月） 3時26分

６月２２日午前０時１７分ころ、大阪市中央区博労町１丁目付近のマンションにおいて、マンションのエントラ
ンス内に入った女性に対し、ガラス扉の外から陰部を見せつける事案が発生しました。
犯人は、年齢２０歳くらい、黒色キャップ、白色マスク、黒色パーカー、黒色ハーフパンツ（陰部部分が切り取
られ穴が開いているもの）を着用していた男１名です。
不審者を発見すれば、すぐに１１０番通報してください。

博労町１丁目付近のマンション
犯人は、年齢２０歳くらい、黒色キャップ、白色マスク、黒色パーカー、黒色
ハーフパンツ（陰部部分が切り取られ穴が開いているもの）を着用していた
男１名
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大阪府警察本部 令和2年6月23日 （火） 16時13分

大阪府では、例年夏場にかけて性犯罪の発生が増加する傾向があります。
性犯罪の被害を防ぐための防犯ポイントを解説した動画　防犯ガールになろう！＆音楽隊リモート演奏「世界は
あなたに笑いかけている」を作成し、YouTube「大阪府警察安まち公式チャンネル」にアップしました。
この動画を参考にして、性犯罪の被害を防ぎましょう。
動画はこちら↓
https://www.youtube.com/watch?v=iER9O3p1kwg

- -
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南警察署 令和2年6月26日 （金） 0時12分

本日午後１０時４５分頃、大阪市中央区島之内１丁目１６番先路上において、徒歩で帰宅途中の女性の後方から
ミニサイクルに乗車した男が近づき、一旦女性を追い越した後、Uターンをし、無言で女性の左胸を右手で触
り、そのまま逃走した事案が発生しました。
被疑者は、年齢２０歳くらい、黒色短髪、体格普通、色不明Tシャツを着用し、色不明のミニサイクル自転車に
乗車した男です。
このような犯人を発見の際は、１１０番通報をお願いします。

島之内１丁目１６番先路上
被疑者は、年齢２０歳くらい、黒色短髪、体格普通、色不明Tシャツを着用
し、色不明のミニサイクル自転車に乗車した男
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東警察署 令和2年6月30日 （火） 1時31分

6月29日午後10時47分ころ、大阪市中央区城見1丁目4番付近路上において、徒歩で帰宅途中の20代女性が、前方
から自転車で走行してきた男に、すれ違い様に胸を触られる事案が発生しました。
犯人は年齢４０～５０歳位、中肉、短髪、マウンテンバイクに乗車した男１名。
現場から東方向に逃走しました。
夜間のひとり歩きはなるべく避けて、不審者を見かけたときは110番通報してください。

城見1丁目4番付近路上
犯人は年齢４０～５０歳位、中肉、短髪、マウンテンバイクに乗車した男１
名。
現場から東方向に逃走しました。
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大阪府警察本部 令和2年6月30日 （火） 12時06分

警察庁が作成しました防犯動画を大阪府警察本部ホームページに掲載しました。　掲載ページは以下の通りで
す。
・子供を対象とした「家族で！地域で！みんなで守ろう！子供の安全！」
　https://www.police.pref.osaka.lg.jp/sogo/oshirase/4/9/koho00/10547.html
・女性を対象とした「あなたの身の回りに潜む危険」
　https://www.police.pref.osaka.lg.jp/sogo/oshirase/4/9/koho00/10548.html
・防犯ボランティアを対象とした「地域で創る安全・安心」
　https://www.police.pref.osaka.lg.jp/sogo/oshirase/4/9/koho00/10549.html
動画は10分程度で、それぞれ事例に基づいた防犯ポイントやボランティア活動時のポイントについて解説してい
ます。
是非ご覧ください。

- -
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大阪府警察本部 令和2年7月2日 （木） 9時17分

平成１５年５月２０日午後３時頃、泉南郡熊取町から、吉川友梨ちゃん（当時９歳・現在２６歳）が行方不明に
なっています。
この事件では、引き続き、令和２年７月２日から令和３年７月１日までの間（※特に必要と認めるときは、実施
期間を延長または短縮することがあります。）、事件解決に結びつく情報を提供された方（※匿名等で個人を特
定できない方は除く。）に、上限３００万円の報奨金を支払うことができる捜査特別報奨金対象事件に指定され
ました。
どんな些細な情報でも結構ですので、心当たりのある方はご連絡をお願いします。
詳しくは、大阪府警察ホームページをご確認下さい。
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/jyoho/2/3564.html

- -
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南警察署 令和2年7月3日 （金） 11時09分

令和２年７月２日午後２時４０分ころ、大阪市中央区中寺１丁目付近路上において、黒い車に乗った男２名が、
小学生女児に対し「乗っていけへんか？」等と声をかける事案が発生しました。
子どもの安全を守るため、防犯ブザー等を身に付けさせ、また「しらないひとについていかない」を始めとする
『５つのやくそく』を家族で確認しましょう。
【５つのやくそく】
（別ウィンドウで開きます）
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/topics/8214.html

中寺１丁目付近路上 黒い車に乗った男２名
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東警察署 令和2年7月10日 （金） 18時03分

７月８日午後９時２０分ころ、大阪市中央区法円坂２丁目１番付近歩道上で、徒歩で通行中の女性が、後方から
自転車で走行してきた男に、追い抜きざまにお尻を触られるという事案が発生しました。
犯人は、年齢不詳、小太り、アフロヘアー、白色上衣、色不明のジーパン着用の男１名で、西方向へ逃走しまし
た。
不審者を見かけたときは１１０番通報して下さい。

法円坂２丁目１番付近歩道上
犯人は、年齢不詳、小太り、アフロヘアー、白色上衣、色不明のジーパン着
用の男１名で、西方向へ逃走
自転車で走行してきた男
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南警察署 令和2年7月15日 （水） 5時54分

自転車に乗った犯人は、令和２年７月１５日午前４時４５分ころ、大阪市中央区南船場１丁目１２番付近路上に
おいて、徒歩通行中の女性の後方から近づき、追い抜きざまに女性が持っていたカバンをひったくりそのまま逃
走しました。
犯人の特徴は、赤色の自転車に乗った、年齢２０歳代、細身、黒色の短い髪、肌色キャップ帽、白色Ｔシャツを
着ており、黒色リュックを背負った男１名。
カバンは車道とは反対側に持つようにしましょう。

南船場１丁目１２番付近路上
犯人の特徴は、赤色の自転車に乗った、年齢２０歳代、細身、黒色の短い
髪、肌色キャップ帽、白色Ｔシャツを着ており、黒色リュックを背負った男１
名。
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南警察署 令和2年7月16日 （木） 3時04分

令和2年7月16日午前1時25分頃、大阪市中央区心斎橋筋二丁目５番付近において男が下半身を露出する事案が発
生しました。
犯人は年齢４０歳位、身長約１７５cm、体格小太り、黒髪短髪、白色カッターシャツに黒色ズボンを着用してい
る男です。
不審者を見かけた際はすぐに警察へ連絡してください。

心斎橋筋二丁目５番付近
犯人は年齢４０歳位、身長約１７５cm、体格小太り、黒髪短髪、白色カッ
ターシャツに黒色ズボンを着用している男

https://www.youtube.com/watch?v=iER9O3p1kwg
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/sogo/oshirase/4/9/koho00/10547.html
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/sogo/oshirase/4/9/koho00/10548.html
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/sogo/oshirase/4/9/koho00/10549.html
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/jyoho/2/3564.html
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/topics/8214.html
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南警察署 令和2年7月19日 （日） 4時51分

令和２年７月１９日午前０時１０分ころ、大阪市中央区南船場一丁目付近道路上において、徒歩で通行中の女性
を追い越しざまに、女性が持っていたカバンがひったくられる事件が発生しました。
犯人の男は、スクーターに乗り、黒色ヘルメットを着用しています。
自転車にはひったくり防止カバーをつけ、徒歩の場合は車道と反対側でカバンを持つようにしましょう。

南船場一丁目付近道路上 犯人の男は、スクーターに乗り、黒色ヘルメットを着用
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大阪府警察本部 令和2年7月20日 （月） 10時52分

小学生の皆さんが、安全で楽しい夏休みを過ごしていただくための防犯動画 「安全で楽しい夏休みにしましょ
う」 を作成し、YouTubeに掲載しました。
不審な人物に声をかけられた際に気をつけてほしいことや、子ども110番の家についてまとめています。
再生時間は約１分で、動画には大阪府警察のフーくんケイちゃんと、大阪府広報担当副知事の「もずやん」が登
場します。
ご家族で是非ご覧ください。  動画はこちら↓
https://www.youtube.com/watch?v=Ky0B2IXzdd8

- -
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南警察署 令和2年7月25日 （土） 15時48分

令和２年７月２５日午前２時ころ、大阪市中央区島之内２丁目１２番付近路上において、徒歩で通行中の男性を
追い越しざまに、男性が持っていたトートバックがひったくられる事件が発生しました。
犯人は、紺色か黒色のスクーターに乗り、黒っぽいフルフェイスヘルメットを被り、白っぽいＴシャツを着用し
ています。
カバンを持って徒歩で通行する時は、車道と反対側にカバンを持つようにしましょう。

島之内２丁目１２番付近路上
犯人は、紺色か黒色のスクーターに乗り、黒っぽいフルフェイスヘルメットを
被り、白っぽいＴシャツを着用
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大阪府警察本部 令和2年7月31日（金） 10時50分

本年５月上旬に淀川警察署管内において発生した、凶器準備集合等事件の被疑者画像を、新たに大阪府警察ホー
ムページに掲載しました。
お心当たりのある方は大阪府警察(１１０番）又は最寄りの警察署(交番)まで連絡をお願いします。
詳しくはこちら↓↓
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/10782.html

- -
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南警察署 令和2年8月3日（月） 1時35分

令和２年８月２日午後１０時３７分ころ、大阪市中央区高津1丁目１０番付近路上において、徒歩で帰宅中の女
性が手に持っていた財布と携帯電話を、自転車に乗車した男に追い抜きざまにひったくられる事件が発生しまし
た。
犯人は、黒色自転車に乗車した身長１７０センチくらいで体格痩せ型、黒髪短髪で２５歳ぐらいのチェック柄の
シャツを着た男１名です。
貴重品は鞄等に収納し、かつ鞄は車道と反対側に持つようにしましょう。

高津1丁目１０番付近路上
犯人は、黒色自転車に乗車した身長１７０センチくらいで体格痩せ型、黒髪
短髪で２５歳ぐらいのチェック柄のシャツを着た男１名
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南警察署 令和2年8月4日（火） 18時19分

本日、午後４時２０分頃、大阪市中央区島之内２丁目４番付近路上において、歩いていた親子を追い抜きざま、
不審な男が自らの下半身を触りながら「こんにちは」と声をかける事件が発生しました。
不審な男は、年齢４０歳代、帽子をかぶり、色不明の上衣を着て、茶色の短パンをはいている人物です。
この様な被害に遭わない様に、人通りの多い道を通り、不審な行動をする人物を目撃すれば、すぐに１１０番通
報しましょう。

島之内２丁目４番付近路上
不審な男は、年齢４０歳代、帽子をかぶり、色不明の上衣を着て、茶色の
短パンをはいている人物
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大阪府警察本部 令和2年8月6日（木） 11時06分
大阪府内で、家人が入浴中、窓から浴室を覗かれたりスマートフォンを差し込まれる事案が発生しています。
入浴中は、浴室の窓を閉め、確実に施錠しておきましょう。
また、家を覗こうとしたり、敷地に入ってこようとする不審者を目撃した時は、すぐ110番通報してください。

- -
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東警察署 令和2年8月10日（月） 20時54分

８月１０日午後６時５８分頃、大阪市中央区谷町２丁目４番付近路上で、午後８時５分頃、大阪市中央区大阪城
３番付近で通行人の女性に対して、自転車に乗車した男が「どこいくの」等と声をかけ、つきまとう事案が発生
しました。
犯人は、中年男性、黒色ボサボサ頭、白色マスク、オレンジ色Ｔシャツ着用、色不明自転車に乗車し、西方向に
逃走しました。
防犯ブザーを活用し、不審者を見かけた時には１１０番通報してください。

谷町２丁目４番付近路上・大阪城３番付近
犯人は、中年男性、黒色ボサボサ頭、白色マスク、オレンジ色Ｔシャツ着
用、色不明自転車に乗車し、西方向に逃走
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大阪府警察本部 令和2年8月11日（火） 14時17分

大阪府では多くの小学校が夏休みとなっています。
お子さんには、犯罪被害に遭わないよう
・知らない人にはついていかない
・防犯ブザーを持って出かける
等の指導をお願いします。

- -
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大阪府警察本部 令和2年8月21日（金） 11時59分

小さなお子さんを持つ保護者の方に、お子さんが犯罪被害に遭わないための防犯動画 こどもを犯罪から守るた
めに を作成しました。
動画では、お子さんに教えていただきたい防犯ポイントについて、大阪府警察音楽隊がリモート形式の防犯教室
でお伝えします。
防犯教室の合間には、保護者の方、特に女性の方に向けた防犯動画も流れます。
防犯教室の後には、NHK「おかあさんといっしょ」でお子さん達に大人気の ぼよよん行進曲 を音楽隊が演奏し
ます。
ぜひご覧ください。
動画はこちら↓
https://www.youtube.com/watch?v=iC3NJavebR4&t=95s

- -
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東警察署 令和2年8月28日（金） 2時17分

８月２７日午後１０時４３分ころ、大阪市中央区谷町５丁目付近において、スクータータイプの単車に乗車した
犯人が、徒歩で通行中の男性を追い越し際に、手提げかばんを強取する事件が発生しました。
犯人の特徴は、黒色スクータータイプに乗車した男１名です。
不審者を発見すれば、すぐに１１０番通報して下さい。

谷町５丁目付近 犯人の特徴は、黒色スクータータイプに乗車した男１名
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南警察署 令和2年9月2日（水） 12時01分

本日、午前１０時５０分頃、大阪市中央区東心斎橋１丁目８番付近で、男が下半身を露出しながら徘徊するとい
う公然わいせつ事件が発生しました。
犯人は、３０歳代、身長１６０セン位、小太り、白色Tシャツ、デニム着用の男です。
この様な不審者を目撃すれば、すぐに１１０番通報しましょう。

東心斎橋１丁目８番付近
犯人は、３０歳代、身長１６０セン位、小太り、白色Tシャツ、デニム着用の

男

https://www.youtube.com/watch?v=Ky0B2IXzdd8
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/10782.html
https://www.youtube.com/watch?v=iC3NJavebR4&t=95s
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南警察署 令和2年9月2日（水） 19時34分
令和２年９月２日午前１０時５０分頃、大阪市中央区東心斎橋１丁目８番付近で発生した公然わいせつ事件につ
いては、犯人を検挙しました。
ご協力ありがとうございました。

- -
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大阪府警察本部 令和2年9月9日（水） 15時42分

大阪府では、夜間の路上で、帰宅中の女性が、後方から
・突然抱きつかれる
・体を触られる
などの性犯罪事件が多く発生しています。
スマホなどの「ながら歩き」は注意力がなくなり、たいへん危険ですので、やめましょう。
帰宅時は、周りに注意して、不審な人物がいれば、すぐ110番通報してください。
性犯罪被害防止動画「防犯ガールになろう」はこちら↓
https://www.youtube.com/watch?v=iER9O3p1kwg

- -
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東警察署 令和2年9月16日（水） 18時46分

９月１６日午後４時３０分頃、大阪市中央区神崎町付近にて、小学生に対して男性が無断でカメラを向ける事案
が発生しました。
男性は、年齢３０歳代、小柄で中肉、黒色ニット帽、眼鏡、黒色マスク、黒色Ｔシャツ、黒色半ズボンを着用、
黒色自転車に乗車し、一眼レフ様のカメラを所持していました。
不審な人物をみれば、１１０番通報をし、お子さんには防犯ブザーを持たせるようお願いします。

神崎町付近
男性は、年齢３０歳代、小柄で中肉、黒色ニット帽、眼鏡、黒色マスク、黒色
Ｔシャツ、黒色半ズボンを着用、黒色自転車に乗車し、一眼レフ様のカメラ
を所持
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大阪府警察本部 令和2年9月17日（木） 9時47分

屋外での子ども達をねらった犯罪や声かけ事案等の多くは、登下校時間帯に発生しています。
日常活動の中で防犯の視点を持って子ども達を見守る「ながら見まもり」へのご協力をお願いします。
「ながら見まもり」で子ども達の安全と笑顔を守りましょう。
動画「家族で！地域で！みんなで守ろう！子どもの安全！」はこちら↓
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/sogo/oshirase/4/9/koho00/10547.html

- -
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南警察署 令和2年9月24日（木） 11時15分

本日午前9時50分ころ、大阪市中央区西心斎橋二丁目において、続いて午前10時10分ころには、心斎橋筋二丁目
において、付近を通行中の女性が、背後から来た男に背中を押されたり、髪の毛をつかまれるなどの暴力を振る
われる事案が連続して発生しました。
犯人は、身長170センチメートルくらい、細身で色黒の男で、黒色タンクトップを着用していました。
不審者を見かければ110番通報してください。

西心斎橋二丁目
犯人は、身長170センチメートルくらい、細身で色黒の男で、黒色タンクトッ
プを着用
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東警察署 令和2年9月30日（水） 5時56分

９月３０日午前４時５５分ころ、大阪市中央区松屋町住吉４番付近路上において、自転車で走行中の女性が見知
らぬ男につきまとわれる事案が発生しました。
犯人は年齢３０～５０歳位、小太り、黄色と白の帽子、水色と白色の長袖上衣着用、白色の自転車に乗車した男
１名。
現場からいずれかの方向に逃走しました。
不審者を見かけたときは１１０番通報してください。

松屋町住吉４番付近路上
犯人は年齢３０～５０歳位、小太り、黄色と白の帽子、水色と白色の長袖上
衣着用、白色の自転車に乗車した男１名。
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東警察署 令和2年10月3日（土） 19時23分

１０月３日午後６時ころ、大阪市中央区城見１丁目付近において、女性に対して、男が陰部を見せつけ、現場か
ら西方向に逃走しました。
犯人は、年齢２０歳から３０歳位、黒髪の短髪、白色マスク、赤色Tシャツ、色不明の短パンを着用した男１名
です。
不審者を発見すれば、すぐに１１０番して下さい。

城見１丁目付近
犯人は、年齢２０歳から３０歳位、黒髪の短髪、白色マスク、赤色Tシャツ、
色不明の短パンを着用した男１名。
現場から西方向に逃走。
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大阪府警察本部 令和2年10月4日（日） 20時59分

１０月４日午後６時１４分ころ、高槻市城北町２丁目１番地付近において、刃物の様な物を所持した男の目撃情
報がありました。
男は、年齢５０歳代位、グレー色シャツを着用し、黒色ショルダーバッグを所持していました。
公共交通機関を利用して移動している可能性もあります。
このような男を見かければ、身の安全を確保するとともに、１１０番通報等のご協力をお願いします。

高槻市城北町２丁目１番地付近
男は、年齢５０歳代位、グレー色シャツを着用し、黒色ショルダーバッグを所
持
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大阪府警察本部 令和2年10月8日（木） 11時26分

本年５月上旬に発生した、凶器準備集合等事件の被疑者の動画を、新たに大阪府警察ホームページに掲載しまし
た。
お心当たりのある方は、大阪府警察(１１０番）又は最寄りの警察署(交番)まで連絡をお願いします。
詳しくは、こちらから↓↓
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/10782.html

- -
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大阪府警察本部 令和2年10月9日（金） 10時02分

【全国地域安全運動のお知らせ】
１０月１１日（日）から１０月２０日（火）までの１０日間、全国地域安全運動が実施されます。
活動重点は、
○子どもと女性の犯罪被害防止
○特殊詐欺の被害防止
○自動車関連犯罪の被害防止
の３点です。
スローガンは「みんなで力をあわせて安全・安心まちづくり」となっています。
みなさん、この期間に『防犯意識』を高め、みんなで大阪を犯罪のないまちにしましょう。
☆ＹｏｕＴｕｂｅ「大阪府警察安まち公式チャンネル」で動画公開していますので、ぜひこちらをご確認くださ
い。
https://www.youtube.com/watch?v=tG_WjoNmX-o
◎啓発チラシはこちらへ　大阪府警察ホームページ
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/topics/10950.html

- -
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東警察署 令和2年10月14日（水） 5時11分

１０月１４日午前３時３９分ころ、大阪市中央区北久宝寺町１丁目８番付近において、徒歩で通行中の女性が後
方から自転車で近付いてきた男に追い越しざまに身体を触られるという事案が発生しました。
犯人は年齢不明、白色シャツ、黒っぽいズボン、自転車に乗った男１名。
夜間の一人歩きはなるべく避け、不審者を見かけた時は１１０番通報してください。

北久宝寺町１丁目８番付近 犯人は年齢不明、白色シャツ、黒っぽいズボン、自転車に乗った男１名。

https://www.youtube.com/watch?v=iER9O3p1kwg
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/sogo/oshirase/4/9/koho00/10547.html
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/10782.html
https://www.youtube.com/watch?v=tG_WjoNmX-o
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/topics/10950.html
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東警察署 令和2年10月14日（水） 10時55分

１０月１３日午後６時３０分ころ、大阪市中央区大手前４番付近において、帰宅途中の男子学生に対し、男がす
れ違いざまに足を出してきて足をひっかけられそうになる事案が発生しました。
男は、年齢２０代後半くらい、身長１７０センチくらい、短髪で、一見して素行不良者風でした。
不審者を見かけた際は１１０番通報してください。

大手前４番付近
男は、年齢２０代後半くらい、身長１７０センチくらい、短髪で、一見して素行
不良者風
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南警察署 令和2年10月19日（月） 0時31分

１０月１８日午後１０時３０分ころ、大阪市中央区瓦屋町２丁目付近において、通行中の女性に対して下半身を
露出する事案が発生しました。
不審者は、色不明の自転車を押し黒色帽子、黒色眼鏡、黒色リュックサック、黒色ジャージ上下を着用した４０
代の細身の男です。
不審な人物を見かければ１１０番通報して下さい。

瓦屋町２丁目付近
不審者は、色不明の自転車を押し黒色帽子、黒色眼鏡、黒色リュックサッ
ク、黒色ジャージ上下を着用した４０代の細身の男
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大阪府警察本部 令和2年10月23日（金） 11時05分

【３分で覚えよう！体操で楽しく「５つのやくそく」】
大阪府内では、様々な手口で子どもたちへの声かけ事案等が発生しています。
お子さんが安全で楽しい毎日を過ごせるように防犯動画　ぼうはんたいそう～おやくそくのうた～　をYouTube
に掲載しました。
1人でいる時、知らない人に声をかけられたらどうしたらいいのかなど、「５つのやくそく」を楽しく体操しな
がら学べる内容になっています。
お子さんと一緒にご家族でご覧ください。掲載動画はコチラ↓↓
ぼうはんたいそう～おやくそくのうた～
https://youtu.be/ounXq4eeCTI

- -
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大阪府警察本部 令和2年10月23日（金） 14時39分

本年５月上旬ころに淀川警察署管内で発生した凶器準備集合等事件被疑者を１０月２２日に検挙しました。
ご協力ありがとうございました。
引き続き、どの様な些細な情報でも結構ですので、お心当たりのある方は大阪府警察（１１０番）又は最寄りの
警察署（交番）まで連絡をお願いします。
詳しくは、こちらから↓↓
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/index.html

- -
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大阪府警察本部 令和2年10月30日（金） 10時59分

１１月は、全国警察が総力を挙げて指名手配被疑者の早期検挙に向けた捜査を推進する「指名手配被疑者捜査強
化月間」になります。
大阪府警察ホームページに掲載中の指名手配被疑者によく似た人を見掛けたといった情報等、些細な情報でも結
構ですので、警察に通報していただきますようお願いします。
詳しくは、こちら↓↓
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/index.html
☆YouTube「大阪府警察安まち公式チャンネル」で指名手配被疑者の動画を公開していますのでご覧ください。
https://youtu.be/SxFlKh9ztDw

- -
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南警察署 令和2年10月30日（金） 12時07分

１０月３０日午前１１時１５分ころ、大阪市中央区難波３丁目６番付近において、通行中の女性の背中を追い抜
きざまに殴りつけ、そのまま北方向に逃走した女が目撃されています。
犯人は、黒髪でポニーテール、グレーのランニングウエアと黒のハーフパンツを着用した３０歳代の女です。
外出時は、周辺に注意を配り、不審な行動をとる人物を発見すれば、近寄らず、すぐに１１０番通報して下さ
い。

難波３丁目６番付近
犯人は、黒髪でポニーテール、グレーのランニングウエアと黒のハーフパン
ツを着用した３０歳代の女
北方向に逃走
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大阪府警察本部 令和2年11月2日（月） 14時14分

令和２年８月１９日及び８月２４日に大阪市内において発生した、強盗傷人事件の被疑者画像を、新たに大阪府
警察ホームページに掲載しました。
どの様な些細な情報でも結構ですので、お心当たりのある方は大阪府警察（１１０番）又は最寄りの警察署(交
番)まで連絡をお願いします。
詳しくはこちら↓↓
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/11068.html

- -
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大阪府警察本部 令和2年11月3日（火） 13時05分
１１月３日午前１１時３５分ころ、兵庫県尼崎市稲葉元町２丁目２番４号付近路上で人が撃たれたとの通報が兵
庫県警察にありました。
できるだけ不要な外出は控えるようにしてください。

兵庫県尼崎市稲葉元町２丁目２番４号付近
路上

-
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東警察署 令和2年11月7日（土） 1時16分
１１月７日午前０時６分頃、大阪市中央区北浜４丁目６番付近で、徒歩で通行中の女性が、バイクに乗った犯人
に追い越される際に手に持っていたトートバッグをひったくられる事件が発生しました。
犯人は、色不明のバイクに乗車の男１名、服装等は不明

北浜４丁目６番付近 犯人は、色不明のバイクに乗車の男１名、服装等は不明
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東警察署 令和2年11月7日（土） 3時48分

１１月７日午前２時５０分ころ、大阪市中央区北浜３丁目２番付近において、徒歩で通行中の女性が自転車に
乗った男とすれ違った際に身体を触られるという事案が発生しました。
犯人は年齢２０歳から３０歳くらい、黒色短髪、黒色スーツ姿、黒色自転車に乗った男１名。
現場から東方向に逃走しました。
夜道の一人歩きはなるべく避け、不審者を見かけた際はすぐに１１０番通報しましょう！

北浜３丁目２番付近
犯人は年齢２０歳から３０歳くらい、黒色短髪、黒色スーツ姿、黒色自転車
に乗った男１名
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大阪府警察本部 令和2年11月8日（日） 8時07分

１１月８日未明、大阪市西区新町１丁目５番付近において、タクシー運転手がタクシーを奪われる事案が発生し
ました。
犯人は、年齢２５歳位、黒色短髪、体格細身、白色長袖シャツを着用した男１名。
このような男を見かければ、ご自身の安全を確保するとともに、１１０番通報等のご協力をお願いします。

西区新町１丁目５番付近
犯人は、年齢２５歳位、黒色短髪、体格細身、白色長袖シャツを着用した男
１名
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大阪府警察本部 令和2年11月8日（日） 8時57分
１１月８日未明、大阪市東淀川区東中島３丁目９番付近において、女性が車を奪われる事案が発生しました。
犯人は、年齢２０～４０歳位、黒髪、体格細身、白色シャツを着用した男１名。
このような男を見かければ、ご自身の安全を確保するとともに、１１０番通報等のご協力をお願いします。

東淀川区東中島３丁目９番付近 犯人は、年齢２０～４０歳位、黒髪、体格細身、白色シャツを着用した男１名

https://youtu.be/ounXq4eeCTI
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/index.html
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/index.html
https://youtu.be/SxFlKh9ztDw
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/11068.html
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南警察署 令和2年11月9日（月） 23時52分

１１月９日午後１１時ころ、大阪市中央区高津３丁目４番付近の路上で、男が下半身を露出する事案が発生しま
した。
犯人は、年齢３０歳から４０歳くらい、身長１６０センチから１７０センチくらい、丸顔で白色マスクを着用し
た、上下スーツ姿の男で、現場から南方向に歩いて立ち去っています。
夜道を歩くときは、できるだか軽く人通りの多い道を選びましょう。
また、不審な行動を見せる人物には決して近寄らず、すぐに１１０番通報してください。

高津３丁目４番付近の路上
犯人は、年齢３０歳から４０歳くらい、身長１６０センチから１７０センチくら
い、丸顔で白色マスクを着用した、上下スーツ姿の男で、現場から南方向
に歩いて立ち去っています。
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大阪府警察本部 令和2年11月11日（水） 12時00分
１１月８日に配信した、西署及び東淀川署管内において発生した強盗致傷事件の被疑者を逮捕しました。
ご協力ありがとうございました。

- -
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大阪府警察本部 令和2年11月11日（水） 17時27分

１１月３日午前１１時３３分ころ、兵庫県尼崎市稲葉元町２丁目付近において発生した、拳銃使用による殺人未
遂事件につきましては、その後の捜査により、１１月５日に５２歳の男を、１１月１１日に５４歳の男を、それ
ぞれ逮捕しました。
ご協力ありがとうございました。

- -
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南警察署 令和2年11月12日（木） 17時09分

令和２年１１月１２日午後３時４０分頃、大阪市中央区上本町西２丁目５番付近路上において、白色自転車に乗
車した４０歳代の男１名が、徒歩で通行中の小学生女児の後をつけるといった事案が発生しました。
不審者は、白色自転車に乗車した４０歳代の男です。
不審者を見かけたら、安易に近づかず、離れた場所から１１０番通報しましょう。
また、子どもの安全を守るため、防犯ブザーを持たせましょう。

上本町西２丁目５番付近路上 白色自転車に乗車した４０歳代の男１名
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大阪府警察本部 令和2年11月16日（月） 17時02分

大阪で多発する車上ねらい・部品ねらいの被害を防ぐための防犯動画　車上も部品もねらわせない　を作成しま
した。
動画では、皆さんに知っていただきたい防犯ポイントについて、大阪府警察音楽隊員が紹介しています。
動画の後半では、音楽隊が、DREAMS COME TRUEの　大阪LOVER　を演奏します。
動画はこちら↓
https://www.youtube.com/watch?v=fO7lQiQmZww
ぜひご覧ください。

- -
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大阪府警察本部 令和2年11月18日（水） 2時43分
１１月１８日午前０時１５分頃、兵庫県尼崎市南武庫之荘５丁目２４番付近において、発砲事案の通報がありま
した。
不審者を見かければ、身の安全を確保するとともに、１１０番通報等のご協力をお願いします。

兵庫県尼崎市南武庫之荘５丁目２４番付近 -
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大阪府警察本部 令和2年11月25日（水） 10時26分

１１月２５日から１２月１日は、犯罪被害者週間です。
被害者やその家族が再び平穏に暮らせるようになるためには、国民一人ひとりの理解と協力が必要です。
誰もが安心して暮らせる社会へ。皆様のご協力をお願いします。
詳しくは、大阪府警察ホームページをご覧ください。
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/sodan/higaisyashien/9637.html
「【性犯罪被害110番】もし、性的な犯罪の被害に遭ったら…」の動画は、こちらから↓↓
https://youtu.be/7wrZTksOyOM

- -
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大阪府警察本部 令和2年11月25日（水） 14時26分

本年８月１９日及び８月２４日に大阪市内において発生した、強盗傷人事件の被疑者を検挙しました。
ご協力ありがとうございました。
引き続き、大阪府警察ホームページに掲載している指名手配被疑者に関して、どの様な些細な情報でも結構です
ので、お心当たりのある方は大阪府警察（１１０番）又は最寄りの警察署（交番）まで連絡をお願いします。
詳しくは、こちらから↓↓
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/index.html

- -
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大阪府警察本部 令和2年12月2日（水） 14時17分

令和２年６月中旬に発生した持続化給付金詐欺事件の被疑者画像を、新たに大阪府警察ホームページに掲載しま
した。
どの様な些細な情報でも結構ですので、お心当たりのある方は大阪府警察（１１０番）又は最寄りの警察署(交
番)まで連絡をお願いします。
詳しくはこちら↓↓
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/11176.html

- -
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南警察署 令和2年12月3日（木） 11時39分

令和２年１２月３日午前８時２０分頃、大阪市中央区松屋町３番付近において、徒歩で通行中の女子高校生が、
不審者に、無言で写真を撮られる事案が発生しました。
不審者は、年齢４０歳代、身長１６０センチメートル位、茶髪、茶色ダウン、黒色ズボンを着用していた男で
す。
外出の際は、防犯ブザー等を携帯し、不審な人物を見かけたら、すぐに１１０番通報して下さい。

松屋町３番付近
不審者は、年齢４０歳代、身長１６０センチメートル位、茶髪、茶色ダウン、
黒色ズボンを着用していた男
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大阪府警察本部 令和2年12月11日（金） 10時02分

大阪府警察とOCA大阪デザイン＆IT専門学校が協力して制作した女性のための防犯マガジン「BOHAN Girl～防犯
ガール～」の動画編を作成し、YouTube大阪府警察安まち公式チャンネルに掲載しました。
性犯罪被害を防ぐための防犯対策をマンガ動画でわかりやすく紹介しています。　動画はこちら↓
https://youtu.be/954bpyH75lU
是非ご覧ください。

- -
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東警察署 令和2年12月15日（火） 21時47分

１２月１５日午後３時５０分頃、大阪市中央区大手通２丁目７番付近において、集団下校中の小学生が男にス
マートフォンで撮影されたという事案が発生しました。
男の特徴は年齢不明、作業員風です。
不審な人物を発見すれば、１１０番通報をお願いします。

大手通２丁目７番付近 男の特徴は年齢不明、作業員風

https://www.youtube.com/watch?v=fO7lQiQmZww
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/sodan/higaisyashien/9637.html
https://youtu.be/7wrZTksOyOM
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/index.html
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/11176.html
https://youtu.be/954bpyH75lU
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大阪府警察本部 令和2年12月16日（水） 10時59分

この度、特殊詐欺被害防止に向けた広報啓発活動を推進するため、アイドルグループ「ＮＭＢ４８」に対して、
特別防犯支援官を委嘱しました。
特別防犯支援官の最初の活動として、メンバーを代表して、小嶋花梨さんと渋谷凪咲さんから、特殊詐欺の被害
防止について、メッセージをいただきました。
↓↓お二人のメッセージはこちらから↓↓
https://youtu.be/v0fxth0wYP4
お二人のメッセージを聞き、特殊詐欺の被害防止に役立ててください。

- -
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大阪府警察本部 令和2年12月25日（金） 18時02分

小さな子供を狙った声掛けやつきまとい等の事案は、子供が一人の時に多く発生しています。
道路上だけでなく、外から見通しの悪い公園や、マンション等の共同住宅の中も、人目に付きにくい危険な場所
です。
小さなお子さんは一人で行動させず、もし不審な人物を発見すれば、すぐ110番通報してください。
防犯動画「こどもを犯罪から守るために」↓
https://www.youtube.com/watch?v=iC3NJavebR4

- -
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大阪府警察本部 令和2年12月28日（月） 15時17分

女性を狙った犯罪が発生するのは夏場に限りません。
年末年始も気を緩めることなく、
〇時々後ろを振り返る
〇なるべく人通りの多い明るい道を通る
〇常に防犯ブザーを持ち歩く
〇身の危険を感じたらすぐに１１０番通報する　ようにしましょう。
大阪府警では、女性の皆さんに気を付けてほしい防犯ポイントをまとめ、動画にしています。
ぜひ一度、ご覧下さい↓↓
https://www.youtube.com/watch?v=954bpyH75lU

- -

https://youtu.be/v0fxth0wYP4
https://www.youtube.com/watch?v=iC3NJavebR4
https://www.youtube.com/watch?v=954bpyH75lU

