
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

南警察署 平成31年1月6日 （日） 8時22分

１月６日午前６時３５分ころ、大阪市中央区東心斎橋１丁目５番付近路上において、徒歩で通行中の男性が
持っていた手提げカバンを後ろから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、自転車に乗車した年齢３０～４０代の男１名、グレーのウィンドブレーカーを着ていました。
カバンは道路と反対側に持つようにしましょう。

東心斎橋１丁目５番付近
犯人は、自転車に乗車した年齢３０～４０代の男１名、グレーのウィンドブ
レーカーを着ていました。

犯罪発生
2

南警察署 平成31年1月9日 （水） 5時24分

平成３１年１月９日午前４時４５分頃、大阪市中央区東心斎橋２丁目１番付近路上において、徒歩で通行中の
女性が持っていたカバンを自転車に乗っ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、身長１７５センチくらい、中肉、グレー色ジャージを着用した男１名です。
カバンは道路と反対側に持つようにしましょう。

東心斎橋２丁目１番付近 犯人は、身長１７５センチくらい、中肉、グレー色ジャージを着用した男１名

犯罪発生
3

南警察署 平成31年1月10日 （木） 3時40分

平成３１年１月９日午前３時頃、大阪市中央区道頓堀１丁目６番１８号付近路上において、徒歩で通行中の女
性が後方から来た自転車に乗った犯人にカバンをひったくられる事件が発生しました。
犯人は、年齢３０～４０歳くらい、身長１７０センチくらい、中肉、黒髪の男です。
カバンは道路と反対側に持つようにしましょう。

道頓堀１丁目６番１８号付近 犯人は、年齢３０～４０歳くらい、身長１７０センチくらい、中肉、黒髪の男

犯罪発生
4

南警察署 平成31年1月11日 （金） 18時29分

本日午後２時４０分頃、大阪市中央区高津３丁目において、帰宅途中の小学生が、知らない男から「お年玉あ
げる」「こっちおいで」等と声をかけられる事案が発生しました。
不審者は、年齢６０歳代、茶色ダウンジャケット、黒っぽいズボン着用、白色自転車に乗車していたとのこと
です。不審な人物を見かければすぐに１１０番通報してください。

高津３丁目
不審者は、年齢６０歳代、茶色ダウンジャケット、黒っぽいズボン着用、白
色自転車に乗車

犯罪発生
5

東警察署 平成31年1月12日 （土） 15時36分

１月１２日午後１時３０分頃、中央区玉造元町１丁目１番付近路上において、女児が、男から卑猥な内容で声
を掛けられる事案が発生しました。
男は６０歳くらい、身長１６０センチくらい、小太り、茶色ジャンパー、色不明の長ズボンを着用。
不審者を見かけた際は、防犯ブザー等を活用し、１１０番通報してください。

玉造元町１丁目6番付近
男は６０歳くらい、身長１６０センチくらい、小太り、茶色ジャンパー、色不明
の長ズボンを着用。

犯罪発生
6

東警察署 平成31年1月15日 （火） 10時19分
１月１２日に「女児に対する声かけ事案」の発生メールを配信しましたが、同メールの本文中、発生場所に関
し正しくは「中央区玉造１丁目６番先路上」となりますので訂正します。

― ―

犯罪発生
7

東警察署 平成31年1月17日 （木） 1時27分

１月１６日午後９時８分ごろ、大阪市中央区谷町４丁目１番付近路上で、徒歩で帰宅中の女性が、後方から徒
歩で近づいてきた男性に、髪をつかまれて顔を覗き込まれる事案が発生しました。
犯人は、年齢不詳、体格細身、黒色頭髪、黒色上下のスーツ着用、ビジネスバッグを所持した男性１名で、現
場からいずれかに逃走しました。不審者を見かけた際は、１１０番通報してください。

谷町４丁目１番付近
犯人は、年齢不詳、体格細身、黒色頭髪、黒色上下のスーツ着用、ビジネ

スバッグを所持した男性１名

犯罪発生
8

南警察署 平成31年1月22日 （火） 8時09分

平成３１年１月２２日午前３時２０分ころ、大阪市中央区島之内１丁目８番付近路上において、通行中の男性
が顔面にスプレー様のものを吹きかけられ、足蹴りされる暴行を受け、所持していた手提げかばんを奪われる
被害にあいました。
犯人は、２人いて、２人とも若い感じ、白色マスク、フードをかぶった黒っぽい服装の男です。

島之内１丁目８番付近
犯人は、２人いて、２人とも若い感じ、白色マスク、フードをかぶった黒っぽ
い服装の男です。

犯罪発生
9

南警察署 平成31年1月22日 （火） 20時55分

本日午後６時１５分ころ、大阪市中央区安堂寺町２丁目付近において、帰宅途中の小学生が、知らない男から
「お年玉あげるからおいで」等と声をかけられる事案が発生しました。
不審者は、年齢３０歳代後半、黒色ジャンバー、グレー色キャップ帽、白色マスクを着用していたとのことで
す。

安堂寺町２丁目付近
不審者は、年齢３０歳代後半、黒色ジャンバー、グレー色キャップ帽、白色

マスクを着用。

犯罪発生
10

南警察署 平成31年2月9日 （土） 5時41分

平成３１年２月９日午前４時３７分ころ，大阪市中央区千日前２丁目９番２号付近路上において徒歩で通行中
の男性が追い抜きざまにズボンの後ろポケットに入れ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、身長１７０センチくらい、黒っぽい服装、黒色のニット帽を着用した男です。
財布はポケットに入れずに、カバン等に入れて持つようにしましょう。

千日前２丁目９番２号付近路上
犯人は、身長１７０センチくらい、黒っぽい服装、黒色のニット帽を着用した

男

犯罪発生
11

南警察署 平成31年2月18日 （月） 2時46分

平成３１年２月１８日午前１時ころ、大阪市中央区瓦屋町２丁目１５番先路上において徒歩で帰宅中の男性が
手に持っていた財布を２人組の犯人にひったくられる事件が発生しました。
犯人は、身長１７０センチくらい、細見、黒っぽい服装の２人組です。
不審な人を見かければ１１０番通報しましょう。

瓦屋町２丁目１５番先路上 犯人は、身長１７０センチくらい、細見、黒っぽい服装の２人組

犯罪発生
12

南警察署 平成31年3月1日 （金） 0時25分

平成３１年２月２８日午後１０時２５分頃、大阪市中央区東心斎橋１丁目１０番付近路上において、自転車で
通行中の女性が、後方から来た単車に乗車した二人組の犯人に、追い抜きざまに自転車の前かごに入れていた
カバンをひったくられそうになる事案が発生しました。
　犯人は、単車に二人乗りした年齢２０歳代の２人組です。
　自転車に乗る際は、ひったくり防止カバーをつける等しましょう。

東心斎橋１丁目１０番付近路上 犯人は、単車に二人乗りした年齢２０歳代の２人組

犯罪発生
13

東警察署 平成31年3月8日 （金） 23時12分

３月８日２０時５０分ころ、大阪市中央区博労町１丁目４番付近路上で、後方から来た単車に乗った男に、前
かごに入れていたバッグをひったくられる事件が発生しました。
犯人は男１名、黒色単車に乗車し、北の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、夜道には特に注意しましょう。

博労町１丁目４番付近路上 犯人は男１名、黒色単車に乗車し、北の方向に逃走

安まちメール事案一覧表　（平成31年 1月～令和元年 12月）



犯罪発生
14

南警察署 平成31年3月10日 （日） 2時15分

本日午前０時５３分頃、大阪市中央区千日前二丁目３番９号味園ビルレジャービル千日前二番街南側路上にお
いて、ひったくり事件が発生しました。
犯人は、黒っぽいスクーター型の単車に乗った二人組です。
犯人の服装は、黒っぽい着衣、色不明のヘルメットです。
自転車に乗る際は、ひったくり防止カバーをつける等しましょう。

千日前二丁目３番９号
味園ビルレジャービル

千日前二番街南側路上

犯人は、黒っぽいスクーター型の単車に乗った二人組。
犯人の服装は、黒っぽい着衣、色不明のヘルメット。

犯罪発生
15

南警察署 平成31年3月12日 （火） 0時43分

犯人は、平成３１年３月１２日午前０時ころ、大阪市中央区島之内１丁目１番付近において、帰宅中の被害者
の後方から単車に乗って近づき、追い抜きざまにカバンをひったくって逃走しました。
犯人は、ナンバーはねあげの白色原付バイクに乗車した、年齢不明、上下黒服、黒っぽい半キャップヘルメッ
ト、黒ネックウォーマー着用の男１名

島之内１丁目１番付近
ナンバーはねあげの白色原付バイクに乗車した、年齢不明、

上下黒服、黒っぽい半キャップヘルメット、黒ネックウォーマー着用の男１
名

犯罪発生
16

南警察署 平成31年3月12日 （火） 4時21分

犯人は、平成３１年３月１２日午前２時ころ、大阪市中央区島之内２丁目８番付近において、通行人男性の後
方から単車に乗って近づき　追い抜きざまにカバンをひったくって逃走しました。
犯人は、黒色スクーターに乗車し、フルフェイスヘルメットを着用した者１名。
道路を歩く際は、カバンは道路の反対側に持つようにしましょう。

島之内２丁目８番付近 犯人は、黒色スクーターに乗車し、フルフェイスヘルメットを着用した者１名

犯罪発生
17

南警察署 平成31年3月13日 （水） 0時57分

平成３１年３月１２日午後１１時４５分頃、大阪市中央区瓦屋町１丁目９番付近路上において、自転車で通行
中の女性が、後方から来た単車に乗車した二人組の犯人に、追い抜きざまに自転車の前かごに入れていたカバ
ンをひったくられる事件が発生しました。
自転車には、ひったくり防止カバーを装着しましょう。

瓦屋町１丁目９番付近路上 単車に乗車した二人組の犯人

犯罪発生
18

南警察署 平成31年3月13日 （水） 7時17分

平成３１年３月１３日午前５時１５分頃、大阪市中央区道頓堀２丁目１番付近路上において、徒歩で通行中の
男性が、前方から来た単車に乗車した二人組の犯人に、すれ違いざまに手に持っていたカバンをひったくられ
る事件が発生しました。
荷物は車道の反対側に持ちましょう

道頓堀２丁目１番付近路上 単車に乗車した二人組の犯人

犯罪発生
19

南警察署 平成31年3月13日 （水） 20時43分

３月１３日午後７時５分ころ、大阪市中央区島之内１丁目５番付近路上において、不審な男が女性に対して自
己の陰部を見せつけるという事案が発生しました。
不審者の特徴は、年齢４０～５０歳くらいの男、身長１７０センチくらい、体格太め、グレー色または紺色の
パーカ、Ｇパン着用。
不審者を見かけたらすぐに１１０番しましょう！

島之内１丁目５番付近路上
不審者の特徴は、年齢４０～５０歳くらいの男、身長１７０センチくらい、

体格太め、グレー色または紺色のパーカ、Ｇパン着用

犯罪発生
20

南警察署 平成31年3月13日 （水） 1時02分

平成３１年３月１３日午後１０時４６分頃、大阪市中央区島之内２丁目５番付近において、徒歩で通行中の女
性が、後方から来た単車に乗車した２人組の犯人に追い抜きざまに手に持っていたカバンをひったくられる事
件が発生しました。
荷物は車道とは反対側に持ちましょう。

島之内２丁目６番付近 車に乗車した３人組の犯人

犯罪発生
21

南警察署 平成31年3月15日 （金） 23時21分

平成３１年３月１５日２２時１４分頃、大阪市中央区東平２丁目２番地付近において、徒歩で通行中の男性
が、後方から来た単車に乗車した犯人に追い抜き様に左手に所持していたカバンをひったくられそうになった
が、未遂に終わったひったくり未遂事件が発生しました。
荷物は車道と反対側に持ちましょう。

東平２丁目２番地付近 単車に乗車した犯人

犯罪発生
22

東警察署 平成31年3月17日 （日） 6時52分

本日午前４時３５分頃、大阪市中央区谷町４丁目８番付近において、女性の後ろを付いて行き下半身を露出し
て見せつける事案が発生しました。
犯人は、年齢２０歳から３０歳くらい、身長１８０cmくらい、体格細身、黒髪、水色の上下服を着用した男１
名。
不審者を発見すれば、直ぐに１１０番通報してください。

谷町４丁目８番付近
犯人は、年齢２０歳から３０歳くらい、身長１８０cmくらい、

体格細身、黒髪、水色の上下服を着用した男１名

犯罪発生
23

東警察署 平成31年3月19日 （火） 12時11分

平成３１年３月１９日、午前１１時１３分頃、大阪市中央区農人橋２丁目１番付近路上で、男がビッグスクー
ターを盗み、取り返そうとした被害者の顔を殴って徒歩でいずれかに逃走する路上強盗事件が発生しました。
犯人は、２５歳位の男性、黒色ニット帽、黒色にドクロ柄のジャケット、白っぽいズボンを着用。
不審な人物を見かけた際には、通報をお願いします。

農人橋２丁目１番付近路上
犯人は、２５歳位の男性、黒色ニット帽、

黒色にドクロ柄のジャケット、白っぽいズボンを着用

犯罪発生
24

東警察署 平成31年3月25日 （月） 11時06分

平成３１年３月２５日、午前９時４０分頃、大阪市中央区谷町５丁目３番付近路上で、通行中の男児が女に無
言で頭部を叩かれる事案が発生しました。
犯人は、年齢３０～４０歳代、身長１５５センチ位、体格は細身、黒髪を一つ括りにした髪型、眼鏡、黒色ト
レンチコート、白色タートルネック、黒色ズボン着用、黒色ショルダーバッグを所持した女性。
被害に遭いそうになった際は、近くの大人に助けを求め、防犯ブザーを鳴らすようご指導をお願いします。

谷町５丁目３番付近路上
犯人は、年齢３０～４０歳代、身長１５５センチ位、体格は細身、黒髪を一
つ括りにした髪型、眼鏡、黒色トレンチコート、白色タートルネック、黒色ズ
ボン着用、黒色ショルダーバッグを所持した女性

犯罪発生
25

東警察署 平成31年3月30日 （月） 20時59分

平成３１年３月３０日午後７時４０分頃、大阪市中央区備後町１丁目４番付近において、男が通行中の女性に
対し「１時間でいいから付き合って」と声を掛け、腕を引っ張った後、断った女性の自宅マンションまでつい
て来るという事案が発生しました。
犯人は年齢３０歳位、身長１７０センチ位、黒色ダウン、ダメージジーンズ着用、ショルダーバッグを所持し
た男１名で、現場からいずれかに逃走しました。
不審者を見かけた際は、１１０番通報してください。

備後町１丁目４番付近
犯人は年齢３０歳位、身長１７０センチ位、黒色ダウン、ダメージジーンズ
着用、ショルダーバッグを所持した男１名

犯罪発生
26

東警察署 平成31年4月5日 （金） 20時24分

本日午後７時２０分ころ、大阪市中央区高麗橋３丁目３番付近を通行中の女性が、不審者に卑猥な内容で声を
かけられる事案が発生しました。
不審者は、黒色の自動車に乗車した５０代くらいの男性で、白色のＴシャツを着用。
不審者を見かけた際は、防犯ブザー等を活用し、１１０番通報してください。

高麗橋３丁目３番付近
不審者は、黒色の自動車に乗車した５０代くらいの男性で、白色のＴシャツ
を着用。



犯罪発生
27

東警察署 平成31年4月6日 （土） 5時27分
６日午前４時２９分ころ、大阪市中央区安土町３丁目５番付近路上で、被害者が道路脇に腰掛け座っていたと
ころ、手に持っていた手提げバッグをひったくられる事件が発生しました。
犯人は若い男２人組で東方向に徒歩で逃走しました

安土町３丁目５番付近路上 犯人は若い男２人組で東方向に徒歩で逃走

犯罪発生
28

東警察署 平成31年4月7日 （日） 15時33分

本日午後２時３３分ころ、大阪市中央区大阪城３番地大阪城公園内において、女性に対し、下半身を露出する
事案が発生しました。
犯人は、年齢３０～４０歳位、黒色Tシャツ、黒色ジーパン、眼鏡、白色マスク着用の男１名です。
不審者を見かけたら１１０番通報してください。

大阪城３番地大阪城公園内
犯人は、年齢３０～４０歳位、黒色Tシャツ、黒色ジーパン、眼鏡、白色マス
ク着用の男１名

犯罪発生
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東警察署 平成31年4月15日 （月） 13時37分

４月１５日午前７時３０分頃、大阪市中央区内本町２丁目３番付近路上で、通学中の女子中学生２名が、後方
から見知らぬ男性に「どこの中学、この近く、公立、私立」等と声をかけられる事案が発生しました。
不審者は、年齢３０歳代から４０歳代の男１名、緑色パーカー、黒色ズボンを着用、頭髪黒色、黒ぶち眼鏡、
シルバー色折り畳み自転車に乗車し、声をかけた現場からいずれかに立ち去りました。
不審者に遭遇したときは、警察に通報してください。

内本町２丁目３番付近路上
不審者は、年齢３０歳代から４０歳代の男１名、緑色パーカー、黒色ズボン
を着用、頭髪黒色、黒ぶち眼鏡、シルバー色折り畳み自転車に乗車

犯罪発生
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南警察署 平成31年4月16日 （火） 5時55分

４月１６日４時５分ころ、大阪市中央区瓦屋町３丁目１０番付近路上で、自転車で通行中の女性が、後方から
追い抜き様に、自転車前カゴに入れていたリュックサックをひったくられる事件が発生しました。
犯人は、単車に乗車し、黒色フルフェイスヘルメットをかぶった男１名です。
自転車には、ひったくり防止カバーを付けましょう。

瓦屋町３丁目１０番付近路上 犯人は、単車に乗車し、黒色フルフェイスヘルメットをかぶった男１名

犯罪発生
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東警察署 平成31年4月26日 （金） 22時59分

平成３１年４月２６日午後５時００分ころ、大阪市中央区玉造２丁目３番付近において、帰宅途中の女子中学
生が男に「スカウトですけどバイトしないか」等と声を掛けられる事案が発生しました。
男は年齢４０歳位、中肉中背、パーマ頭、深緑色トレーナー、綿パンを着用していました。
不審者を見かければ、防犯ブザーや１１０番通報を活用しましょう。

玉造２丁目３番付近
男は年齢４０歳位、中肉中背、パーマ頭、深緑色トレーナー、綿パンを着

用

犯罪発生
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南警察署 令和元年5月1日 （水） 15時21分

５月１日午後１時２３分ころ、大阪市中央区千日前２丁目１番１５号「なんばウォーク」において、女性が壁
に押し付けられ胸を触られる事案が発生しました。
犯人は身長１７０センチメートル位、中肉中背、黒髪短髪、上下黒色スウェット着用の３０代位の男性。
不審な人物を発見すれば１１０番通報をお願いします。

千日前２丁目１番１５号
「なんばウォーク」

犯人は身長１７０センチメートル位、中肉中背、黒髪短髪、上下黒色ス
ウェット着用の３０代位の男性。

犯罪発生
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南警察署 令和元年5月5日 （日） 9時45分

犯人は、５月５日午前７時３０分ころ、大阪市中央区上本町西３丁目１番先路上において、自転車に乗って移
動中の被害者の後方から近づき、追い抜きざまに、自転車前かごに入れていたカバン等をひったくり逃走しま
した。
犯人は、色不明のピンク色ナンバーの単車に乗った、黒色フルフェイス、全身黒色っぽい服装をした男１名。
自転車に乗る時は、ひったくり防止カバー等を活用しましょう。

上本町西３丁目１番先路上
犯人は、色不明のピンク色ナンバーの単車に乗った、黒色フルフェイス、
全身黒色っぽい服装をした男１名。

犯罪発生
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東警察署 令和元年5月8日 （水） 2時11分

５月８日午前０時４８分ころ、大阪市中央区馬場町３番付近で徒歩通行中の女性が、後方から徒歩で近づいて
きた男性に、後ろから抱きつかれる等の事案が発生しました。
犯人は、年齢不詳、身長１７０センチ位、体格中肉、黒色短髪、黒色ジャージ着用の男１名で現場から徒歩で
いずれかに逃走しました。
不審者を見かけた際は、１１０番通報してください。

馬場町３番付近
犯人は、年齢不詳、身長１７０センチ位、体格中肉、黒色短髪、黒色ジャー
ジ着用の男１名で現場から徒歩でいずれかに逃走

犯罪発生
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東警察署 令和元年5月9日 （木） 16時52分

今年１月から４月下旬にかけて複数回、大阪市中央区谷町２丁目付近で、男子小学生が同じ男から「かっこい
いね」と声を掛けられ写真を撮られる事案が発生しました。　犯人は年齢５０～６０歳位の男。
被害に遭いそうになった時は防犯ブザーを鳴らし近くの大人に助けを求めるようにご指導お願いします。

谷町２丁目付近 犯人は年齢５０～６０歳位の男

犯罪発生
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東警察署 令和元年5月10日 （金） 22時43分

５月１１日午後８時３０分ころ、大阪市中央区大阪城３番大阪城ホール付近で、徒歩で通行中の女子小学生に
対して、自転車に乗車した男が立ちふさがり、「おまえさっき笑ったやろ。」等と声を掛ける事案が発生しま
した。
不審者はスポーツタイプの自転車に乗車した年齢６０～７０歳位、眼鏡、細身、えんじ色の帽子、白髪の口髭
を生やした男。
不審者を見かけた際は、防犯ブザーを活用し、１１０番通報して下さい。

大阪城３番大阪城ホール付近
不審者はスポーツタイプの自転車に乗車した年齢６０～７０歳位、眼鏡、細
身、えんじ色の帽子、白髪の口髭を生やした男

犯罪発生
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東警察署 令和元年5月14日 （火） 16時36分

５月１３日午前８時頃、大阪市中央区内本町１丁目３番先路上において、男が徒歩で通学中の女子中学生の両
手を掴み、「ごめんね」と声を掛け立ち去る事案が発生しました。
不審者は、背が高く、黒色長髪、肌が日焼けした年齢３０歳くらいの男１名。
不審者に声を掛けられた際は、すぐに近くの人に助けを求め、１１０番通報してください。

内本町１丁目３番先路上 不審者は、背が高く、黒色長髪、肌が日焼けした年齢３０歳くらいの男１名

犯罪発生
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東警察署 令和元年5月15日 （水） 8時13分
５月１５日１時頃、大阪市中央区北浜２丁目５番先路上で、自転車で走行中の男性が、原付単車に乗った犯人
に追い越されざまに前かごに入れていた手提げバッグをひったくられる事件が発生しました。
犯人は１名で性別不明、色不明の原付単車、色不明の長袖上衣

北浜２丁目５番先路上 犯人は１名で性別不明、色不明の原付単車、色不明の長袖上衣

犯罪発生
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東警察署 令和元年5月15日 （水） 10時10分

５月１４日及び１５日の午前８時ごろ、大阪市中央区森ノ宮中央２丁目付近路上で、徒歩で通学途中の複数の
小学生が、黒っぽい色のスマートホンを所持した男性にカメラを向けられ「こっち向いて」等と声をかけられ
る事案が発生しました。
不審者は、男１名、年齢６０歳代、身長１７０センチ位、細身、黒色短髪、上下黒色の服装で、付近にいた地
域ボランティアに注意されると立ち去りました。
不審者を見かけたときは、防犯ブザーを活用し、１１０番通報してください。

森ノ宮中央２丁目付近路上
不審者は、男１名、年齢６０歳代、身長１７０センチ位、細身、黒色短髪、上
下黒色の服装、黒っぽい色のスマートホンを所持



犯罪発生
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南警察署 令和元年5月17日 （金） 17時47分

本日、午後３時１５分ころ、大阪市中央区松屋町１番付近において、帰宅途中の小学生が、知らない男から携
帯電話のカメラで写真を撮られた後に、追随される事案が発生しました。
不審者は、年齢不詳、黒色上衣、青色ズボン、サングラス着用、青色リュックサックを所持していたとのこと
です。
不審者を見かけたらすぐに１１０番してください。

松屋町１番付近
不審者は、年齢不詳、黒色上衣、青色ズボン、サングラス着用、青色リュッ
クサックを所持

犯罪発生
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南警察署 令和元年5月18日 （土） 6時13分

令和元年５月１８日午前４時５６分ころ、大阪市中央区宗右衛門町２番付近路上において、徒歩で通行中の男
性が、後方から徒歩来た犯人に、追い抜きざまに、手に持っていた腕時計入りのカバンがひったくられる事件
が発生しました。
犯人は、身長１７０センチメートル位、体格細身、年齢３０歳位、白色キャップ帽着用の男１名。

宗右衛門町２番付近路上
犯人は、身長１７０センチメートル位、体格細身、年齢３０歳位、白色キャッ
プ帽着用の男１名。

犯罪発生
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東警察署 令和元年5月18日 （土） 7時00分

５月１８日午前４時４７分頃、大阪市中央区南本町３丁目２番付近において、男が徒歩で通行中の女性の後方
を、約５分間にわたってついてくるという事案が発生しました。
男は、年齢４０代位、身長１７０センチ位、中肉、黒の短髪。
不審者を見かけた際は、１１０番通報してください。

南本町３丁目２番付近 男は、年齢４０代位、身長１７０センチ位、中肉、黒の短髪。

犯罪発生
43

東警察署 令和元年5月20日 （月） 17時38分

２０日午後４時０５分ころ、大阪市中央区和泉町１丁目１番付近において小学生男児が見知らぬ男からすれ違
いざまに左肩を触られる事案が発生しました。
男は年齢６０～７０歳位、身長１６０～１６５センチ位、やせ型、黒色キャップ帽、黒色長袖上衣、緑色長ズ
ボン、眼鏡着用。
犯行後、銀色の軽快車に乗って西方向に逃走しました。
被害に遭いそうになった時は防犯ブザーを鳴らし、近くの大人に助けを求めるようにご指導お願いします。

和泉町１丁目１番付近
男は年齢６０～７０歳位、身長１６０～１６５センチ位、やせ型、黒色キャップ
帽、黒色長袖上衣、緑色長ズボン、眼鏡着用。

犯罪発生
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東警察署 令和元年5月22日 （水） 9時20分

２２日午前５時２０分ころ、大阪市中央区大阪城３番付近路上において単車によるひったくり事件が発生しま
した。
犯人は年齢３０歳位、細身、黒色フルフェィス、黒色ジャンパー、黒色ズボン着用、黒色スクーターに乗った
男１名で、自転車を追い越し様に前かごから手提げかばんをひったくり北方向に逃走しました。
前かごにはひったくり防止カバーを付けましょう。

大阪城３番付近路上
犯人は年齢３０歳位、細身、黒色フルフェィス、黒色ジャンパー、黒色ズボ
ン着用、黒色スクーターに乗った男１名

犯罪発生
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南警察署 令和元年5月27日 （月） 18時40分

昨日午後２時30分ころ、中央区難波千日前周辺から日本橋一丁目周辺にかけて、小学生の女児が不審者に付き
まとわれる事案が発生しました。
不審者は、年齢30歳代から40歳代、身長180cmくらいの男で、マスクをしていました。
屋外では子供を一人で遊ばせず、お子さん・お孫さんには、「怖い」と感じれば、走って逃げたり、近くの大
人に助けを求めるよう教えてあげてください。

難波千日前周辺から日本橋一丁目周辺
不審者は、年齢30歳代から40歳代、身長180cmくらいの男で、マスクをし
ていました。

犯罪発生
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南警察署 令和元年5月30日 （木） 9時02分

令和元年５月３０日午前８時０９分ころ、大阪市中央区島之内２丁目１４番付近において、徒歩で通行中の男
性が、後ろから来た自転車に乗車した男１人に、追い抜きざまに左手に持っていたビジネスバックをひったく
られる事件が発生しました。
荷物は車道と反対側に持ちましょう。

島之内２丁目１４番付近 後ろから来た自転車に乗車した男１人

犯罪発生
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東警察署 令和元年6月1日 （土） 4時06分

本日午前１時３１分頃、大阪市中央区北久宝寺町２丁目付近の路上で、通行中の女性を追いかけ、下半身を露
出して見せつける事案が発生しました。
犯人は、年齢４０歳から５０歳くらい、体格細身、キャスケット帽子、チェック柄シャツ、長ズボン、自転車
に乗った男１名。
暗い夜道では不審者に注意！！！
もしもの時は、誰かに助けを求めたり、すぐに１１０番通報してください！！！

北久宝寺町２丁目付近の路上
犯人は、年齢４０歳から５０歳くらい、体格細身、キャスケット帽子、チェック
柄シャツ、長ズボン、自転車に乗った男１名。

犯罪発生
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東警察署 令和元年6月2日 （土） 1時22分

令和元年６月１日午後１１時１５分頃、大阪市中央区森ノ宮中央２丁目付近において、徒歩通行中の女性の後
方から男が無言で近づき、手でスカートをめくりあげられるという事案が発生しました。
犯人は年齢２０～３０歳位の男１名、身長１６７cm位、上下共に黒っぽい服装、黒色帽子を着用していて、現
場から西方向へ逃走しました。
不審者を見かけた際は、１１０番通報してください。

森ノ宮中央２丁目付近
犯人は年齢２０～３０歳位の男１名、身長１６７cm位、上下共に黒っぽい服
装、黒色帽子を着用していて、現場から西方向へ逃走

犯罪発生
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東警察署 令和元年6月7日 （金） 22時25分

本日午後６時１５分頃、大阪市中央区博労町２丁目付近路上において、停車中の車両内で、男が運転席に乗車
し、下半身を露出させている事案が発生しました。
犯人は、塗色シルバー色のミニバンタイプの自動車に乗車した年齢等不詳の男１名です。
不審な車や人を見かけたりすればすぐに１１０番してください。

博労町２丁目付近路上
犯人は、塗色シルバー色のミニバンタイプの自動車に乗車した年齢等不
詳の男１名

犯罪発生
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東警察署 令和元年6月13日 （木） 3時31分

６月13日午前０時ごろ、大阪市中央区道修町１丁目付近路上で、徒歩で帰宅中の20歳代会社員女性が、見知ら
ぬ男に「お姉さん１人」等と声をかけられた後、20分くらいあとをついて来られる事案が発生しました。
男は、年齢30歳代後半、身長175センチくらい、カーキ色キャップ帽、緑色半袖シャツ、ベージュ色ハーフパン
ツを着用、付近から徒歩でいずれかへ立ち去りました。
夜間の一人歩きは避けて人通りの多い道を選び、防犯ブザーを活用したり、時々後ろを振り向いて不審者がい
ないか確認してください。
不審者を見かけた時は110番通報してください。

道修町１丁目付近路上
男は、年齢30歳代後半、身長175センチくらい、カーキ色キャップ帽、緑色
半袖シャツ、ベージュ色ハーフパンツを着用、付近から徒歩でいずれかへ
立ち去りました。



犯罪発生
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東警察署 令和元年6月19日 （水） 3時38分

６月19日午前１時15分ごろ、大阪市中央区大阪城１番付近路上で、徒歩で通行中の20歳代、男性の大学生が、
ズボンをおろした不審者に遭遇する事案が発生しました。
不審者は、年齢20歳代前半、身長170センチ位、体格細身、色不明のＴシャツと短パンを着用した男性１名、着
用していたズボンをおろした状態で、通行人に目撃されるとミニサイクルに乗車し現場から逃走しました。
夜間のひとり歩きはできるだけ避け、人通りの多い道を選び、不審者を見かけたときは110番通報してくださ
い。

大阪城１番付近路上
不審者は、年齢20歳代前半、身長170センチ位、体格細身、色不明のＴ
シャツと短パンを着用した男性１名、着用していたズボンをおろした状態
で、通行人に目撃されるとミニサイクルに乗車し現場から逃走しました。

犯罪発生
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南警察署 令和元年6月21日 （金） 3時18分

令和元年６月２１日午前１時５０分ころ、大阪市中央区南船場２丁目付近において、下半身を露出している男
を目撃したという事案が発生しました。
男の特徴は年齢３０代、身長１７０センチ位、体格太め、黒髪短髪、赤と黒のボーダーシャツ着用です。
不審者を見かければ１１０番通報してください。

南船場２丁目付近
男の特徴は年齢３０代、身長１７０センチ位、体格太め、黒髪短髪、赤と黒
のボーダーシャツ着用
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南警察署 令和元年6月21日 （金） 8時11分

本日７時３０分ごろ、大阪市中央区心斎橋筋一丁目付近で、チェーン様の物を振り回す不審者が目撃されてい
ます。
不審者は、年齢２０歳代、黒っぽいスーツ姿の男性で、白色乗用車に乗っていずれかの方向に立ち去っていま
す。
このような不審者を見かけた際は、すぐに１１０番通報してください。

心斎橋筋一丁目付近
不審者は、年齢２０歳代、黒っぽいスーツ姿の男性で、白色乗用車に乗っ
ていずれかの方向に立ち去っています。
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南警察署 令和元年6月24日 （月） 5時31分

令和元年６月２４日午前３時５０分ころ、大阪市中央区瓦屋町２丁目１７番先路上において、犯人２名が、徒
歩で帰宅中の被害者にスプレーを吹き付け、持っていたリュックサックを奪おうとする路上強盗未遂事件が発
生しました。
犯人は、いずれも黒っぽい服装をした男２名で、１人は帽子をかぶっています。
不審な人物を見かけたら、速やかに安全な場所へ移動し、１１０番通報して下さい。

瓦屋町２丁目１７番先路上
犯人は、いずれも黒っぽい服装をした男２名で、１人は帽子をかぶってい
ます。
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大阪府警本部 令和元年6月24日 （月） 6時08分

６月２４日午前２時５７分頃、大阪市浪速区大国町１丁目１１番マンション駐車場内において、女性にスプ
レー様のものを吹きかけてバッグを奪おうとした強盗未遂事件が発生しました。
また、同日午前３時５０分頃、大阪市中央区瓦屋町２丁目１７番先路上において、女性にスプレー様のものを
吹きかけてリュックサックを奪おうとした強盗未遂事件が発生しました。
犯人はいずれも男２名で、現場から逃走しております。
不審な人物を見かけたら、速やかに安全な場所へ移動し、１１０番通報してください。

浪速区大国町１丁目１１番マンション駐
車場内

瓦屋町２丁目１８番先路上
犯人はいずれも男２名で、現場から逃走
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東警察署 令和元年7月1日 （月） 19時44分

本日午後６時４５分頃、大阪市中央区瓦町１丁目付近路上において、停車中の車両の運転席に乗車した男が、
下半身を露出させている事案が発生しました。
犯人は、塗色黒っぽい色、ワンボックスタイプの軽四自動車に乗車した、年齢５０歳位、眼鏡を着用した茶髪
の男１名です。
不審な車や人を見かけたりすればすぐに１１０番通報してください。

瓦町１丁目付近路上
犯人は、塗色黒っぽい色、ワンボックスタイプの軽四自動車に乗車した、
年齢５０歳位、眼鏡を着用した茶髪の男１名
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南警察署 令和元年7月2日 （火） 5時15分

令和元年７月２日午前３時２５分ころ、大阪市中央区高津２丁目８番８号ジョイシティ日本橋１階エントラン
スにおいて、ショートパンツを下ろしている男性を目撃したという事案が発生しました。
男性の特徴は年齢３０代半ば、身長１７０センチ位、中肉中背、黒色半袖Tシャツ、赤色ショートパンツ着用で
す。
不審者を発見した場合は１１０番通報をお願いします。

高津２丁目８番８号
ジョイシティ日本橋１階エントランス

年齢３０代半ば、身長１７０センチ位、中肉中背、黒色半袖Tシャツ、赤色
ショートパンツ着用
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南警察署 令和元年7月9日 （火） 10時03分
７月９日午前７時２０分ころ、大阪市中央区東平２丁目付近路上において、刃物様の物を振り回す２０歳から
３０歳代の女性１名が目撃されています。
不審な人物を見かければ、すぐに１１０番通報して下さい！

東平２丁目付近路上 ２０歳から３０歳代の女性１名
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南警察署 令和元年7月10日 （水） 20時10分

７月１０日午後６時５０分ころ、大阪市中央区上汐１丁目付近で、女子中学生が不審者に無言で追いかけられ
るという事案が発生しました。
不審者は年齢不明、黒色パーカーを着た細身の男１名です。
不審な人物を見かければ、１１０番通報して下さい。
子どもには、防犯ブザーを持たせてあげて下さい。

上汐１丁目付近 不審者は年齢不明、黒色パーカーを着た細身の男１名
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南警察署 令和元年7月28日 （日） 8時15分

令和元年７月２８日午前６時４５分ころ、大阪市中央区島之内二丁目付近において、帰宅途中の女性に対し、
男が下半身を露出する事案が発生しました。
犯人は、年齢５０歳代くらい、身長１６５センチくらい、坊主頭、体格中肉、ジーパン着用の男になります。
不審者を見かけたら、警察に通報してください。

島之内二丁目付近
犯人は、年齢５０歳代くらい、身長１６５センチくらい、坊主頭、体格中肉、
ジーパン着用の男
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東警察署 令和元年7月30日 （火） 22時07分

３０日午後７時４９分ころ、大阪市中央区農人橋１丁目４番付近路上において、全裸の男が歩いているという
事案が発生しました。
犯人は年齢２０代後半、身長１６５センチ位、細身、短髪、黒っぽいズボンを手に持った男１名。
現場から南方向へ徒歩で逃走しました。
不審者を発見すれば、すぐに１１０番通報してください。

農人橋１丁目４番付近路上
犯人は年齢２０代後半、身長１６５センチ位、細身、短髪、黒っぽいズボン
を手に持った男１名。
現場から南方向へ徒歩で逃走
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南警察署 令和元年8月4日 （日） 5時07分

本日午前４時ころ、大阪市中央区南船場１丁目付近において、帰宅途中の女性に対し、男が下半身を露出する
事案が発生しました。
犯人は、年齢25～30歳くらい、身長170センチくらいの中肉、茶髪の長髪で、黒色帽子と黒っぽい服を着用して
いました。
不審者を見かければ、警察へ通報をお願いします。

南船場１丁目付近
犯人は、年齢25～30歳くらい、身長170センチくらいの中肉、茶髪の長髪
で、黒色帽子と黒っぽい服を着用
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南警察署 令和元年8月10日 （土） 7時06分

本日午前５時２５分ころ、大阪市中央区南船場４丁目付近において、帰宅途中の女性に対し、男が下半身を露
出する事案が発生しました。
犯人は、年齢30歳代、黒色の短髪で、グレーの上衣と黒色の長ズボンを着用しており、犯行後、自転車に乗っ
て西方向に逃走しています。
不審者を見かければ、警察へ通報をお願いします。

南船場４丁目付近
犯人は、年齢30歳代、黒色の短髪で、グレーの上衣と黒色の長ズボンを
着用しており、犯行後、自転車に乗って西方向に逃走
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南警察署 令和元年8月16日 （金） 9時38分
本日午前４時１５分ころ、大阪市中央区安堂寺町１丁目付近において、通行中の女性に対し、年齢２０歳から
３０歳代、茶髪、マスクを着用した男が下半身を露出する事案が発生しました。
夜間、早朝は、なるべく人通りの多い、明るい場所を選んで通行するようにしましょう。

安堂寺町１丁目付近 年齢２０歳から３０歳代、茶髪、マスクを着用した男
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南警察署 令和元年8月19日 （月） 9時05分

本日午前７時１０分ころ、大阪市中央区島之内２丁目付近において、通行中の女性に対し、年齢２０代前半、
黒色短髪、黒色Tシャツ、白色半ズボンを着用した男性が「ちょっといいですか。俺のこと見て」等と声をかけ
る事案が発生しました。
夜間、早朝は、なるべく人通りの多い、明るい場所を選んで通行するようにしましょう。

島之内２丁目付近 年齢２０代前半、黒色短髪、黒色Tシャツ、白色半ズボンを着用した男性
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南警察署 令和元年8月29日 （木） 16時58分

本日午後４時頃、大阪市中央区南船場１丁目付近で、バット様の物を持ち、南方向へ徒歩にて移動する不審者
の目撃情報がありました。
犯人は、上半身裸、黒色ズボン、キャップ帽、白色マスクを着用した若い感じの男です。
不審者を発見すれば、近寄らず、すぐに１１０番通報してください。

南船場１丁目付近
犯人は、上半身裸、黒色ズボン、キャップ帽、白色マスクを着用した若い感
じの男
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南警察署 令和元年9月1日 （日） 2時29分
本日午前０時５０分ころ、大阪市中央区東心斎橋１丁目付近路上において、徒歩で通行していた年齢３０代の
男が、同所を徒歩で通行中の女性に対して、自己の下半身を露出する事案が発生しました。
不審者を発見した際には１１０番通報してください。

東心斎橋１丁目付近路上 徒歩で通行していた年齢３０代の男
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東警察署 令和元年9月2日 （月） 20時35分

令和元年９月２日午後６時４０分頃、大阪市中央区谷町３丁目５番付近路上で、男子中学生らが男２名から卑
猥な言葉を言われる事案が発生しました。
男２名の特徴は、両名共に２０歳代、身長が１５５～１６０センチ、１名は黒髪長髪を後ろで束ね、黒色Tシャ
ツに長ズボン着用、もう１名は黒色のボサボサ短髪。
被害に遭いそうになった時は防犯ブザーを鳴らし、近くの大人に助けを求めるよう指導お願いします。

谷町３丁目５番付近路上
両名共に２０歳代、身長が１５５～１６０センチ、１名は黒髪長髪を後ろで束
ね、
黒色Tシャツに長ズボン着用、もう１名は黒色のボサボサ短髪。
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大阪府警本部 令和元年9月5日 （木） 11時08分

９月４日１８時から２４時までの間に、大阪市内（都島区、旭区、西成区）において、ひったくりや路上強盗
事件が多発しました。
犯人から強引にカバンを奪われ負傷した被害者もいます。
被害を防止するには、自転車の前かごにひったくり防止カバーを取り付ける、歩きながらスマートフォンを操
作しない、暗い夜道を一人で歩かない等の対策をお願いします。

- -
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大阪府警本部 令和元年9月11日 （水） 11時33分

深夜、帰宅途中の女性が後方から不審者に身体を触られる事件が多発しています。
外出時には時々後ろを振り向いて、不審者につけられていないか確認しましょう。
不審者を見かけたらすぐに１１０番通報してください。
また、音楽を聴きながらや携帯電話を操作しながらの「ながら歩き」は危険ですので控えてください。

- -
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南警察署 令和元年9月14日 （土） 0時56分
昨日午後１０時５３分ころ、大阪市中央区日本橋２丁目にあるホテル入口において、年齢２０代前半の男が、
同ホテルで働く従業員に対して、自己の下半身を露出する事案が発生しました。
不審者を発見した際には１１０番通報してください。

日本橋２丁目にあるホテル入口 年齢２０代前半の男
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南警察署 令和元年9月15日 （日） 1時55分

令和元年９月１５日午前１時ころ、大阪市中央区西心斎橋１丁目付近路上において、通行中の女性に対して、
年齢３０歳から４０歳くらい、体格細身、黒色Ｔシャツ、灰色キャップ帽を着用した男が、下半身を露出する
事案が発生しました。
不審者を発見すれば１１０番通報してください。

西心斎橋１丁目付近路上
年齢３０歳から４０歳くらい、体格細身、黒色Ｔシャツ、灰色キャップ帽を着
用した男
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東警察署 令和元年9月18日 （水） 3時28分
令和元年９月１８日午前１時５０分頃、中央区玉造２丁目付近において女性が帰宅途中、後方を若い男につけ
られる事案が発生しました。
男は２０歳代で自転車に乗っていました。危険を感じればすぐに１１０番通報してください。

玉造２丁目付近 男は２０歳代で自転車に乗っていました
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東警察署 令和元年9月20日 （金） 1時09分

令和元年９月１９日午後９時４５分頃、大阪市中央区玉造二丁目２４番付近において、徒歩通行中の女性が後
方から自転車で近付いてきた男に体を触られるという事案が発生しました。
犯人は年齢３５歳～４０歳位の男１名、上下紺色作業服着用、黒髪、体形がっちり型、色不明のママチャリに
乗車していて、現場から北方向へ逃走しました。
不審な人物を見かけた際は、防犯ブザー等を活用し、１１０番通報してください。

玉造二丁目２４番付近
年齢３５歳～４０歳位の男１名、上下紺色作業服着用、黒髪、体形がっちり
型、色不明のママチャリに乗車していて、現場から北方向へ逃走
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東警察署 令和元年9月20日 （金） 1時38分

令和元年９月１９日午後１１時１７分頃、大阪市中央区森ノ宮中央一丁目７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に身体を触られる等の事案が発生しました。
犯人は、年齢２０～３０歳位、色黒、色不明のキャップ帽、白ライン様入り黒色ジャージ着用の男１名で現場
から北方向に逃走しました。

同種事案が連続して発生していることから、不審者を見かけた際は１１０番通報してください。
森ノ宮中央一丁目７番付近

年齢２０～３０歳位、色黒、色不明のキャップ帽、白ライン様入り黒色
ジャージ着用の男１名で現場から北方向に逃走

犯罪発生
76

大阪府警本部 令和元年9月20日 （金） 7時45分

９月２０日午前２時５５分ころ、大阪市西区南堀江４丁目付近に所在するマンションの一室に、男が侵入し、
刃物の様な物で女性に負傷を負わせ逃走する事案が発生しました。
犯人については、年齢等不詳の男です。
不審な人物を見かければ、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。

西区南堀江４丁目付近に
所在するマンション

犯人については、年齢等不詳の男
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東警察署 令和元年9月20日 （金） 19時53分

令和元年９月２０日午後６時３５分ころ、大阪市中央区玉造２丁目３番付近において、帰宅途中の男子小学生
が男に「ええもんあげるからちょっとおいで」と声を掛けられる事案が発生しました。
男は年齢６０歳位、身長１６０センチ位、紺色半袖シャツ、紺色長ズボン、黒色ハット帽を着用していまし
た。
不審者を見かければ、防犯ブザーや１１０番通報を活用しましょう。

玉造２丁目３番付近
男は年齢６０歳位、身長１６０センチ位、紺色半袖シャツ、紺色長ズボン、
黒色ハット帽を着用
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南警察署 令和元年9月23日 （月） 3時17分

令和元年９月２２日午後９時３５分ころ、大阪市中央区高津２丁目付近において、下半身を露出している男を
目撃したという事案が発生しました。
男の特徴は年齢３０歳代、身長１７０ｃｍから１８０ｃｍ、体格細身、頭髪黒色、白色Ｔシャツとベージュ色
ズボン着用です。
不審者を見かければ１１０番通報してください。

高津２丁目付近
男の特徴は年齢３０歳代、身長１７０ｃｍから１８０ｃｍ、体格細身、頭髪黒
色、白色Ｔシャツとベージュ色ズボン着用
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大阪府警本部 令和元年9月25日 （水） 19時12分
９月２０日午前７時４４分ころに配信した、西警察署管内で発生した刃物使用の殺人未遂等事件の被疑者につ
きましては検挙しました。
ご協力ありがとうございました。

- -
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東警察署 令和元年9月26日 （木） 18時06分

令和元年９月２６日午後４時頃、下校中の女子中学生が不審な男に後を付いてこられ、大阪市中央区谷町４丁
目１１番付近において、スマートフォンで容姿を撮影される事案が発生しました。
不審者は、年齢５０代後半くらい、身長１６０cmから１７０cmくらい、体格細身、色白、後頭部がはげている
特徴があり、水色のT半袖シャツにベージュ色の長ズボンを着用した男１名です。
不審者を見かければすぐに１１０番通報してください。

谷町４丁目１１番付近
不審者は、年齢５０代後半くらい、身長１６０cmから１７０cmくらい、体格細
身、色白、後頭部がはげている特徴があり、水色のT半袖シャツにベー
ジュ色の長ズボンを着用した男１名

犯罪発生
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南警察署 令和元年9月27日 （金） 9時39分

９月２６日午前８時ころ、大阪市中央区日本橋１丁目付近で、小学生男児が不審者に「携帯電話を操作して」
と声を掛けられ、腕をつかまれるという事案が発生しました。
不審者は、金髪、身長１７０ｃｍ位、中肉、年齢・服装不明、酔っ払い風の男１名です。
不審な人物を見かければ、１１０番通報してください。
子どもには、防犯ブザーを持たせてあげてください。

日本橋１丁目付近
不審者は、金髪、身長１７０ｃｍ位、中肉、年齢・服装不明、酔っ払い風の
男１名

犯罪発生
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東警察署 令和元年10月1日 （火） 21時45分

本日午後７時１５分頃、大阪市中央区大阪城３番大阪城公園梅林内において、全裸風の男が出没する事案が発
生しました。
犯人は、年齢不詳、身長１７５cm位、中肉、頭髪不明の男１名。
不審者を発見すれば、すぐに１１０番通報してください。

大阪城３番大阪城公園梅林内 犯人は、年齢不詳、身長１７５cm位、中肉、頭髪不明の男１名。

犯罪発生
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東警察署 令和元年10月6日 （日） 8時36分
６日午前５時２５分ころ、大阪市中央区農人橋２丁目１番付近路上で、被害者が徒歩で通行中、バイクに乗っ
た犯人に、追い越されざまに、手に持っていたビジネスバッグ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の男１名、黒っぽい服、黒色フルフェイス

農人橋２丁目１番付近路上 犯人は黒っぽいバイクに乗車の男１名、黒っぽい服、黒色フルフェイス

犯罪発生
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東警察署 令和元年10月7日 （月） 19時51分

１０月７日午後６時頃、大阪市中央区上町１番２号付近において、歩道を通行していた小学生の女児に対して
バイクに乗車した男が、すれ違った後にＵターンして女児に近付き、無言で凝視しながら並走する事案が発生
しました。
男は年齢４０歳位、体格中肉、色不明のジェットヘル着用、排気量、色不明のスクータータイプのバイクに乗
車していました。
不審者を見かければ、防犯ブザーや１１０番通報しましょう。

上町１番２号付近
男は年齢４０歳位、体格中肉、色不明のジェットヘル着用、排気量、色不
明のスクータータイプのバイクに乗車

犯罪発生
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東警察署 令和元年10月9日 （水） 20時57分

令和元年１０月９日午後５時ころ、大阪市中央区和泉町１丁目１番付近において、男が小学生の写真をスマー
トフォンで撮影する事案が発生しました。
男は年齢４０歳位、身長１７５センチ位、短髪、黒色長袖シャツに黒色ジャージズボンを着用していました。
被害に遭いそうになった時は、防犯ブザーを鳴らし、近くの大人に助けを求めるよう指導お願いします。

和泉町１丁目１番付近
男は年齢４０歳位、身長１７５センチ位、短髪、黒色長袖シャツに黒色
ジャージズボンを着用

犯罪発生
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東警察署
令和元年10月10日

（木）
17時47分

10日午後2時30分ころ、大阪市中央区森ノ宮中央1丁目1番付近において男が通行中の女性に日本国旗を手渡し、
500円で旗を購入して欲しい等と書かれたメモを手渡される事案が発生しました。
男は若い男で一見して白人風、メモには「旗を購入してもらえたらあなたたちの文化に触れあうことが出来
る」等が書かれていました。
このような依頼を受けた時には現金の支払いについては慎重に検討しましょう。
また、不審な者を見かければ110番通報してください。

森ノ宮中央1丁目1番付近
若い男で一見して白人風、メモには「旗を購入してもらえたらあなたたちの
文化に触れあうことが出来る」等が書かれていました。
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大阪府警本部
令和元年10月15日

（火）
16時01分

平成２７年中に枚方警察署管内で発生した、債権名義貸しのトラブル解決金名目の特殊詐欺未遂事件の被疑者
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)までご連絡をお願いします。

- -
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東警察署
令和元年10月16日

（水）
17時25分

昨日１０月１５日午後４時ころ、大阪市中央区農人橋２丁目付近路上において、女子児童が帰宅途中、不審者
から携帯電話機を向けられ撮影される事案が発生しました。不審者は、４０歳から５０歳くらい、黒色短髪、
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。

農人橋２丁目付近路上 不審者は、４０歳から５０歳くらい、黒色短髪、黒色ズボンを着用した男
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東警察署
令和元年10月24日

（木）
17時17分

10月24日午後３時30分ころ、大阪市中央区谷町４丁目８番付近路上で、徒歩で帰宅中の小学生女児が、後ろか
ら徒歩でついて来た見知らぬ男に「誰に電話かけてるん」等と声をかけられる事案が発生しました。女児が助
けを求める声をあげると、男は「すいません」と言いながらいずれかに逃走しました。
不審者は、年齢60歳から80歳代、中肉、白髪、黒色スーツ上下、白シャツ、黒色ネクタイ着用の男１名。
不審者を見かけたときは、防犯ブザーを活用し、大人の人に助けを求めるようご指導お願いします。

谷町４丁目８番付近路上
不審者は、年齢60歳から80歳代、中肉、白髪、黒色スーツ上下、白シャ
ツ、黒色ネクタイ着用の男１名
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東警察署
令和元年10月27日

（日）
0時52分

１０月２６日午後９時４５分頃、大阪市中央区森ノ宮中央１丁目９番付近において、徒歩通行中の女性が、後
方から自転車で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、３０歳～４０歳位の男１名、黒っぽいウィンドブレーカー、色不明のズボン着用、色不明の自転車に
乗車しており、現場から西方向へ逃走しました。
不審な人物を発見すれば、すぐに１１０番通報してください。

森ノ宮中央１丁目９番付近
犯人は、３０歳～４０歳位の男１名、黒っぽいウィンドブレーカー、色不明の
ズボン着用、色不明の自転車に乗車しており、現場から西方向へ逃走
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東警察署
令和元年10月29日

（火）
1時40分

１０月２９日午前０時１０分頃、大阪市中央区久太郎町１丁目９番付近において、徒歩で通行中の女性が、後
を付いてくる不審な男に気が付き、一旦、コンビニに逃げ込むも、その後も無言で女性の後を付いてくる事案
が発生しました。
不審者は、３０代くらいの年齢で、身長１７０cmくらい、黒色ベレー帽、黒色パーカー、黒色ズボンを着用し
た男で、徒歩でいずれかの方向に立ち去りました。
不審者を見かければ、すぐに１１０番通報してください。

久太郎町１丁目９番付近
不審者は、３０代くらいの年齢で、身長１７０cmくらい、黒色ベレー帽、黒色
パーカー、黒色ズボンを着用した男で、徒歩でいずれかの方向に立ち去り
ました。

犯罪発生
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大阪府警本部
令和元年10月30日

（火）
15時37分

平成３０年１１月に発生した監禁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。

- -
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大阪府警本部
令和元年10月31日

（水）
13時11分

１０月３０日午前１０時５１分ころ、岸和田市上野町東２０番付近において、検察庁が収監予定であった女
が、男の運転するアズキ色軽四自動車に乗車し、車を停止させようとした検察事務官を轢き逃走しました。
女は、身長約１６０センチメートル、細身、黒とカーキ色の帽子を着用していました。
男は、黒色パーカーを着用していました。
このような人物を見かければ、ご自身の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。

- -

犯罪発生
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大阪府警本部 令和元年11月1日 （金） 12時41分
１０月３０日、岸和田市内の大阪地方検察庁岸和田支部前から逃走した、収監予定であった女及び車両を運転
していた男は検挙されました。
ご協力ありがとうございました。

- -
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東警察署 令和元年11月1日 （金） 17時35分

１１月１日午後４時頃、大阪市中央区森ノ宮中央２丁目１番付近路上で、女性がすれ違い際に男から唾を吐き
かけられる事案が発生しました。
男の特徴は、４０～６０歳代、身長１７０ｃｍ位。
不審な人物を見かければ、防犯ブザーを活用し、１１０番通報をお願いします。

森ノ宮中央２丁目１番付近路上 男の特徴は、４０～６０歳代、身長１７０ｃｍ位。

犯罪発生
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南警察署 令和元年11月3日 （日） 20時07分

令和元年11月３日午後５時５０分ごろ，大阪市中央区心斎橋筋１丁目付近路上において，女児が不審者に叩か
れるという事案が発生しました。
犯人の特徴は，黒色パーカーを着用した年齢２０から３０歳代の女性１名です。
不審な人物を見かければ１１０番通報し，子供には防犯ブザーを持たせましょう。

心斎橋筋１丁目付近路上 犯人の特徴は，黒色パーカーを着用した年齢２０から３０歳代の女性１名

犯罪発生
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東警察署 令和元年11月5日 （火） 5時24分

１１月５日午前３時１２分ころ、大阪市中央区木材町２番付近において、下半身を露出し、手で握る様な恰好
をしている男が目撃されました。
男は、年齢３０代くらい、身長１７０ｃｍくらい、小太り、緑色迷彩柄のジャンパー、黒色ズボンを着用、東
方向に逃走しました。
不審者を見かけた際は、１１０番通報してください。

木材町２番付近
男は、年齢３０代くらい、身長１７０ｃｍくらい、小太り、緑色迷彩柄のジャン
パー、黒色ズボンを着用、東方向に逃走

犯罪発生
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大阪府警本部 令和元年11月6日 （水） 10時06分

１０月３０日から１１月５日にかけての深夜、大阪府内で白色普通乗用車によるひったくり・路上強盗事件が
連続して発生しています。
犯人は目出し帽やマスク等で顔を隠した男性２人から４人組です。不審な車を見かけた際は、すぐに１１０番
してください。
またバッグは車道と反対側に持つ、自転車の前かごにはひったくり防止カバーを取り付けるなどの対策をお願
いします。

- -
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東警察署 令和元年11月8日 （金） 11時40分

８日午前１時５５分ころ、大阪市中央区内平野町１丁目に所在するコンビニエンスストアにおいて犯人が店員
に果物ナイフ様の凶器を向け「金を出せ」と脅迫したが、店員が拒否したことから何も取らずに逃走する事件
が発生しました。
犯人は年齢４０歳代の男、身長１６５センチ位、面長、たれ目、額が広い頭髪、黒色上位着用の男。
不審な人物を発見すれば１１０番通報して下さい。

平野町１丁目に所在する
コンビニエンスストア

犯人は年齢４０歳代の男、身長１６５センチ位、面長、たれ目、額が広い頭
髪、黒色上位着用の男

犯罪発生
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大阪府警本部 令和元年11月8日 （金） 11時54分

１１月８日午前１０時５分ころ、大阪市都島区片町２丁目２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。
男は、年齢６０から７０歳、痩せ型、グレー色短髪、カーキ色ジャンパーを着用していました。
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。

都島区片町２丁目２番付近
男は、年齢６０から７０歳、痩せ型、グレー色短髪、カーキ色ジャンパーを
着用

犯罪発生
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大阪府警本部 令和元年11月9日 （土） 5時08分

１１月９日午前３時５９分ころ、東大阪市新町１８番付近において、検察庁が収監済みであった男が、移送中
の車両から徒歩で逃走しました。
男は、身長１７１センチ、やせ型、坊主頭、紺色シャツ、迷彩柄ズボンで裸足。
この様な人物を見かければ、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。

- -

犯罪発生
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大阪府警本部 令和元年11月9日 （土） 8時04分

１１月９日午前３時５９分ころ、東大阪市新町１８番付近において、検察庁で収監済みであった男が、移送中
の車両から徒歩で逃走しました。
男は、身長１７１センチ、やせ型、坊主頭、紺色シャツ、迷彩柄ズボンで裸足。
この様な人物を見かければ、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。

- -
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東警察署
令和元年11月10日

（日）
17時00分

令和元年１１月９日午後１１時３０分頃、大阪市中央区森ノ宮中央１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、灰色のパーカー、黒っぽいズボンを着た若い感じの男１名で、徒歩で西方向に逃走
しました。
不審者を発見すればすぐに１１０番通報して下さい。

森ノ宮中央１丁目付近
犯人は身長１７０ｃｍ位、灰色のパーカー、黒っぽいズボンを着た若い感じ
の男１名で、徒歩で西方向に逃走
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南警察署
令和元年11月10日

（日）
22時05分

１１月１０日午後６時１５分ころ、大阪市中央区日本橋１丁目付近において、小学生女児が不審者に自宅付近
まで追いかけられる事案が発生しました。
不審者は、身長１７０ｃｍ位、黒髪、眼鏡着用、灰色ジャケット、紺色ズボンを着用した３０代の男です。
不審な人物を見かければ１１０番通報して下さい。
子供には、防犯ブザーを持たせてあげて下さい。

日本橋１丁目付近
不審者は、身長１７０ｃｍ位、黒髪、眼鏡着用、灰色ジャケット、紺色ズボン
を着用した３０代の男
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大阪府警本部
令和元年11月11日

（月）
14時30分

１１月９日、東大阪市新町１８番付近において、検察庁が護送中の車両から逃走した男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。

- -
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南警察署
令和元年11月12日

（火）
6時00分

令和元年１１月１２日午前４時２０分頃、大阪市中央区谷町６丁目１２番付近路上において、自転車で走行中
の女性が、単車に乗った犯人に、後方追い抜きざまに、前かごに入れていたカバン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、黒色ヘルメット、黒色の服を着た男性１名。
ひったくりの被害にあわない様、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。

谷町６丁目１２番付近路上
犯人は、黒っぽいバイクに乗車し、黒色ヘルメット、黒色の服を着た男性１
名。

犯罪発生
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東警察署
令和元年11月13日

（水）
18時07分

１３日午後４時２５分頃、中央区内久宝寺町３丁目付近において通行中の小学生女児が、不審者から写真を撮
られる事案が発生しました。
不審者は男女二人組、男は年齢３０歳から６０歳位、灰色上衣、眼鏡着用、女は年齢不明、茶色短髪。
なるべく一人での行動は避け、不審者を見かけたら警察へ通報してください。

内久宝寺町３丁目付近
不審者は男女二人組、男は年齢３０歳から６０歳位、灰色上衣、眼鏡着
用、女は年齢不明、茶色短髪。
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南警察署
令和元年11月15日

（金）
19時39分

令和元年１１月１５日午後５時５分ころ、大阪市中央区上本町西２丁目５番空堀桃谷公園内において、公園内
で遊んでいた小学生が、バイクに２人乗りした男女に追いかけられる事案が発生しました。
不審者は、型不明黒色バイクに乗車した２０代くらいの男女２名。
不審な人を見かければすぐに１１０番通報し、近づかないようにしましょう。

上本町西２丁目５番空堀桃谷公園内 不審者は、型不明黒色バイクに乗車した２０代くらいの男女２名。

犯罪発生
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東警察署
令和元年11月17日

（日）
5時20分

本日午前４時２３分頃、大阪市中央区本町４丁目２番先路上において、女性の肩を叩き、「お姉さんちょっと
見て」と声を掛け、ズボンから陰部を出して見せつける事案が発生しました。
犯人は、年齢２０歳から３０歳後半くらい、体格細身、黒色上下服に革ジャンを着用し、黒色帽子を被ってい
る男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。

本町４丁目２番先路上
犯人は、年齢２０歳から３０歳後半くらい、体格細身、黒色上下服に革ジャ
ンを着用し、黒色帽子を被っている男１名

犯罪発生
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大阪府警本部
令和元年11月18日

（月）
10時20分

11月16日と17日の23時以降、大阪市内（北区・福島区・都島区・城東区・淀川区・西淀川区）において、原付
単車使用によるひったくりが連続して発生しました。今後も発生が予想されます。
自転車の前かごにはひったくり防止カバーを取り付ける、バッグ等は車道と反対側に持つなどの対策をお願い
します。

- -

犯罪発生
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大阪府警本部
令和元年11月27日

（水）
18時18分

１１月２７日午後５時７分ころ、兵庫県尼崎市神田南通１丁目３３番付近路上において、銃の様なもので、人
が撃たれたとの通報が兵庫県警察にありました。
不要な外出は控えるようにしてください。

- -



犯罪発生
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大阪府警本部
令和元年11月29日

（金）
18時40分

１１月２７日午後５時５分ころ、兵庫県尼崎市神田南通１丁目３３番付近路上において発生した、銃を使用し
た殺人事件について、兵庫県警察は被疑者を特定し、５２歳の男を逮捕しました。

- -

犯罪発生
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南警察署 令和元年12月2日 （月） 21時09分

令和元年12月2日午後8時20分ころ、大阪市中央区西心斎橋１丁目付近において、通行中の男女に対して男が下
半身を露出する事案が発生しました。
犯人は、年齢40～50歳くらい、身長170センチくらい、細身、黒色ジャンパー、黒色ズボン、黒色キャップ帽、
白色マスクを着用した男１名です。
不審者を見かければすぐに警察に通報してください。

西心斎橋１丁目付近
犯人は、年齢40～50歳くらい、身長170センチくらい、細身、黒色ジャン
パー、黒色ズボン、黒色キャップ帽、白色マスクを着用した男１名

犯罪発生
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南警察署
令和元年12月13日

（金）
13時49分

令和元年１２月１３日午前８時５分頃、大阪市中央区安堂寺町二丁目７番付近歩道上において、登校中の男児
が若い男２名に、腹部を殴られたという事件が発生。犯人にあっては、身長１７５センチ、黒髪、黒色上着、G
パン、ピアスをしていた男と身長１７５センチ、黒髪の男です。
不審な人を見かけた時には、すぐに１１０番し、児童には防犯ブザーを持たせましょう。

安堂寺町二丁目７番付近歩道上
犯人にあっては、身長１７５センチ、黒髪、黒色上着、Gパン、ピアスをして
いた男と身長１７５センチ、黒髪の男

犯罪発生
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大阪府警本部
令和元年12月13日

（金）
16時02分

１２月３日から１２日までの１０日間で交通死亡事故が１０件発生し、うち７件の被害者が高齢者です。
また、歩行者・自転車の交通違反が原因となる事故が多発しています。
あなたの身近に高齢の方はおられませんか？
外出時には　・信号無視や危険な横断はやめる。・横断歩道等を渡る際には、必ず左右の安全を確認する。・
外出する際は、明るい色の服や反射材を着用する。
等を心がけていただき、悲惨な交通事故を１件でも減らしていきましょう。

- -

犯罪発生
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東警察署
令和元年12月23日

（月）
0時22分

１２月２２日午後１０時３０分頃、大阪市中央区上町Ａ番地先路上において、徒歩で通行中の女性が、後を付
けてきた男に、腕を掴まれるといった事案が発生しました。
犯人は、年齢３０代前半くらい、身長１７０cmくらい、体格中肉、黒髪、紺色コートに黒っぽいズボンを着
用、顔にホクロが数個ある特徴の男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。

上町Ａ番地先路上
犯人は、年齢３０代前半くらい、身長１７０cmくらい、体格中肉、黒髪、紺色
コートに黒っぽいズボンを着用、顔にホクロが数個ある特徴の男１名

犯罪発生
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南警察署
令和元年12月23日

（月）
21時18分

１２月２３日午後４時ころ、大阪市中央区高津３丁目１２番付近において、小学生女児が不審者に声を掛けら
れる事案が発生しました。
不審者は、身長１８０ｃｍ位、細身、黒髪短髪、色不明の肩掛けカバン、灰色パーカー、灰色ズボン着用の２
０代から３０代くらいの男です。
不審な人物を見かければ１１０番通報して下さい。
子供には、防犯ブザーを持たせてあげて下さい。

高津３丁目１２番付近
不審者は、身長１８０ｃｍ位、細身、黒髪短髪、色不明の肩掛けカバン、灰
色パーカー、灰色ズボン着用の２０代から３０代くらいの男
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南警察署
令和元年12月24日

（火）
12時00分

本日午前９時ころ、大阪市中央区上本町西２丁目付近の路上で、通園中の女児が、男に白い液体のようなもの
をかけられるという事案が発生しました。
冬休みに入り、子供が自由に遊べる時間が増えます。
お子さんの安全を守るために、いま一度、お子さんと「５つの約束」を確認しましょう。

上本町西２丁目付近の路上 男

犯罪発生
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大阪府警本部
令和元年12月25日

（水）
2時59分

２月２５日午前１時９分ころ、大阪市阿倍野区美章園１丁目５番付近において、徒歩で通行中の男性が、すれ
違いざまに男に包丁で刺される事案が発生しました。
なお、犯行に使用された包丁は現場において確保していますが、男は逃走しています。
男は、身長約１７０センチメートル、細身、黒色キャップ帽子、白色マスク、緑色上衣、黒っぽいズボンを着
用していました。
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。

阿倍野区美章園１丁目５番付近
男は、身長約１７０センチメートル、細身、黒色キャップ帽子、白色マスク、
緑色上衣、黒っぽいズボンを着用

犯罪発生
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大阪府警本部
令和元年12月25日

（水）
14時51分

１２月２５日午前２時５８分ころに配信した、大阪市阿倍野区美章園１丁目５番付近において、男性が包丁で
刺された事案については、解決しました。
ご協力ありがとうございました。

- -

犯罪発生
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東警察署
令和元年12月25日

（水）
22時27分

１２月２５日午後９時１５分頃、大阪市中央区常磐町２丁目３番先路上において、徒歩で通行中の女性が、見
知らぬ男に後を付けられ「今、お帰りですか」と声をか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、黒髪、グレー色作業服上下着用です。
不審者を発見すれば、まずは身の安全を確保し、すぐに１１０番通報しましょう。

常磐町２丁目３番先路上
男の特徴は、年齢３０歳位、身長１７０センチ位、黒髪、グレー色作業服上
下着用

犯罪発生
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南警察署
令和元年12月28日

（土）
0時28分

１２月２７日午後１０時２３分ころ、大阪市中央区心斎橋筋１丁目８番先において、不審者が女性に対して、
暴行をするという事案が発生しました。
不審者は、身長１７０センチくらい、深緑上衣、黒色ズボン着用の男性。
不審者を見かければ１１０番通報してください。防犯ブザーも活用しましょう。

心斎橋筋１丁目８番先 不審者は、身長１７０センチくらい、深緑上衣、黒色ズボン着用の男性。


