
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

犯罪発生情報
1

大阪府警察本部 令和3年1月2日（土） 12時02分

大阪府警察と住宅侵入犯罪等抑止対策協議会が、おうちの防犯対策をわかりやすく解説した動画を制作しまし
た。
動画では、いろんな防犯対策を組み合わせて「泥棒が避けたくなる家」にするためのポイントをわかりやすく解
説しています。
新年を機におうちの防犯対策を見直してみませんか？
ぜひご覧ください！
↓動画はこちら
https://youtu.be/sIbxwpV8B8g
↓住宅侵入犯罪等抑止対策協議会についてはこちら
http://www.daibousetsu.com/prevention

- -
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大阪府警察本部 令和3年1月4日（月） 10時02分

【大麻乱用の現状】
現在、大阪では大麻の乱用が少年にまで広がっており、検挙者も年々増えています。
【大麻の有害性】
インターネット上では、「大麻は、タバコや酒より安全」などというような情報も流れていますが、実際は依存
性があり、心身に悪影響を及ぼすものです。
【少年の皆さんにお願い】
大麻を勧められても「NO」と言える強い気持ちを持って下さい。
【保護者の皆さんにお願い】
お子様が大麻を使っているかも知れない等の困りごとがあれば、警察に相談して下さい
【地域の皆さんにお願い】
大麻に関する情報があれば、警察に連絡をお願いします。
少年の大麻の現状についてはこちら↓↓
http://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/12/7363.html
少年の各種相談窓口はこちら↓↓
http://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/12/4/index.html

- -
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大阪府警察本部 令和3年1月5日（火） 12時03分

子供に対する不審者による声かけ事案は、登下校時間帯に多く発生しています。
学校が始まれば、お子さんには防犯ブザーを持たせた上、不審な人物がいた際には、
・「お菓子をあげる」「こっちおいで」などと声をかけられても絶対についていかない
・無理矢理連れていかれそうになれば、大声を出したり防犯ブザーを鳴らすなどして、周りの大人に知らせる
よう、ご指導をお願いします。
１分防犯動画「ぼうはんブザーわすれないで」↓
https://www.youtube.com/watch?v=JujM1SY3fmk

- -
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南警察署 令和3年1月10日（日） 9時00分

南警察署からのお知らせです。
１１０番は、事件・事故の緊急通報用電話です。
いたずら１１０番は犯罪です。１１０番が繋がりにくくなるおそれがありますので、絶対にしないでください。
皆様からのご相談、ご意見、ご要望などについては、警察相談専用電話「＃９１１０」をご利用いただくか、お
近くの警察署や交番へお願いします。
１１０番の適正利用にご協力をお願いします。

- -
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大阪府警察本部 令和3年1月15日（金） 16時03分

昨年の緊急事態宣言期間中、時短営業や休業店舗を狙った出店荒しが発生しました。
店舗関係者の皆様は、時短営業や休業される場合は
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、被害にあわないようにご注意下さい。

- -
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大阪府警察本部 令和3年1月16日（土） 10時03分

緊急事態宣言の発令により、特に夜間は、人通りが減少することが予想されます。
外出する際は、
〇なるべく人通りの多い、明るい道を通る
〇携帯電話などを操作しながらの「ながら歩き」はしない
〇時々後ろを振り返る
〇常に防犯ブザーを持ち歩き、いざというときはすぐに鳴らす
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わかりやすく動画にまとめています。
ぜひご覧下さい
動画はこちら↓↓
https://www.youtube.com/watch?v=iER9O3p1kwg

- -
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大阪府警察本部 令和3年1月17日（日） 18時02分

審者による声掛け事案は、登下校時間帯に多く発生しています。
緊急事態宣言の発令に伴い、外出する人の減少が予想されますので、お子さんには防犯ブザーを携帯させた上、
人目が少ない時間・場所は注意するよう、ご指導をお願いします。
関連ツイートはこちら↓
https://twitter.com/OPP_seian/status/1349508797039927297
防犯動画「家族で！地域で！みんなで守ろう！子どもの安全！」↓
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/sogo/oshirase/4/9/koho00/10547.html

- -
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大阪府警察本部 令和3年1月27日（水） 12時03分

子供達の犯罪被害を未然に防ぐために有効な、防犯ブザーの活用方法について紹介する防犯動画
「防犯ブザー持って鳴らして確かめて」
を作成しました。
動画の後半では、府警音楽隊が、星野源さんのドラえもんを演奏します。
動画はこちら↓
https://youtu.be/jraO5ISyxKE
ぜひご覧ください。

- -
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南警察署 令和3年1月27日（水） 14時14分

１月２６日午後４時ころ、大阪市中央区谷町６丁目１７番付近の路上において、小学生の女児２名が、不審な男
性から「道教えてくれへん」と声を掛けられ、その後約１５０メートルに渡って、徒歩で後方から付いてこられ
る事案が発生しました。
不審な男性は、年齢５０歳位、白髪交じりの短髪、灰色ジャージを着用、緑色リュックサックを所持した者で
す。
子供の安全を守るため、防犯ブザーを持たせましょう。

谷町６丁目１７番付近の路上
不審な男性は、年齢５０歳位、白髪交じりの短髪、灰色ジャージを着用、緑
色リュックサックを所持した者
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大阪府警察本部 令和3年2月1日（月） 10時25分

メールや偽サイトであなたを狙うフィッシング詐欺に注意してください。
フィッシングとは、実在する企業等を騙るメールやSNSを送り、信用した受信者を偽サイトに誘導し、クレジッ
トカード番号等の個人情報を盗み取る手口をいいます。
「至急確認」等と書かれていても、よく注意し、メールに添付されたURLを確認して安易にクリックしないよう
にしてください。
セキュリティへの意識を高め、被害に遭わないようにしましょう！
２月１日から３月18日は「サイバーセキュリティ月間」です！
世界的にも大人気なゲームキャラクターがフィッシング詐欺に立ち向かう動画を公開しています。動画は、こち
らから↓↓
https://twitter.com/OPP_seian

- -
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大阪府警察本部 令和3年2月1日（月） 13時30分

【消防職員が電話で『家族構成を教えて』等個人情報を聞くことはありません!!】
最近、消防職員を名乗り、「防災パンフレットを配付するので、家族構成、仕事、帰宅時間を教えて」等と、防
災を名目に個人情報を確認する不審な電話があったという情報が寄せられています。
このような電話は犯罪に繋がる可能性が高く、注意が必要です。
不審な電話には対応せず切断し、警察や家族に相談してください。
このような電話は犯罪に繋がる可能性が高く、注意が必要です。
不審な電話には対応せず切断し、警察や家族に相談してください。

- -
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南警察署 令和3年2月3日（水） 17時34分

２月３日午後３時２５分ころ、大阪市中央区島之内２丁目１１番付近の路上において、小学生の男児１名が自転
車で通行中、自転車に乗った不審な女性から、乗車していた自転車を蹴られるといった事案が発生しました。
不審な女性は、年齢７０歳位、短髪、眼鏡を着用し、自転車に乗車していました。
子供の安全を守るため、防犯ブザーを持たせましょう。

島之内２丁目１１番付近の路上 不審な女性は、年齢７０歳位、短髪、眼鏡を着用し、自転車に乗車

犯罪発生情報
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東警察署 令和3年2月5日（金） 20時20分

２月５日午後４時ころ、大阪市中央区谷町４丁目に所在する店舗内において、買い物中の女子中学生が、男から
「今日一人で帰っていたね」等と、声をかけられる事案が発生しました。
男は年齢２０歳代、茶髪センター分け、茶色パーカー、黒色リュック所持の男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。

谷町４丁目に所在する店舗内
男は年齢２０歳代、茶髪センター分け、茶色パーカー、黒色リュック所持の
男１名

犯罪発生情報
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大阪府警察本部 令和3年2月10日（水） 18時02分

大阪府内では、小学生児童が、見ず知らずの人物から「おうちにだれかいる？」と声をかけられたり、スマート
フォンで撮影される事案が発生しています。
お子さんには不審な人物には近づかないよう、ご指導をお願いします。
また、実際に不審な人物を見かければ、110番通報をお願いします。
子供のための防犯ブザー活用動画はこちら↓
https://youtu.be/jraO5ISyxKE

- -
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東警察署 令和3年2月25日（木） 18時02分

本日午後４時１０分頃、大阪市中央区谷町４丁目４番付近において、通行中の女子中学生に対し、文言不明なる
も声を掛けてつきまとい、何れかの方向に立ち去って行く事案が発生しました。
不審者は、体格細身、グレー色のニット帽から白髪がはみ出しており、ベージュ色の上衣、色不明のズボンを着
用、シルバー色の自転車に乗車した年齢５０歳から６０歳くらいの男です。
不審者を見かければ、すぐに近くの大人に助けを求め、110番通報してください。

谷町４丁目４番付近
不審者は、体格細身、グレー色のニット帽から白髪がはみ出しており、ベー
ジュ色の上衣、色不明のズボンを着用、シルバー色の自転車に乗車した年
齢５０歳から６０歳くらいの男

犯罪発生情報
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大阪府警察本部 令和3年3月2日（火） 15時58分

大阪府内の犯罪発生情報や防犯対策情報等をお届けするスマートフォンアプリ「大阪府警察安まちアプリ」の運
用を開始しました。
　「安まちアプリ」には、安まちメール、防犯マップ、防犯パトロール、痴漢撃退・防犯ブザー等の機能があり
ます。
　ショッピングモール等で利用できるお得な割引クーポンも配信しています。
　ぜひダウンロードしてください。

ダウンロードは、こちらから↓↓
ｉＯＳ用（アップストア）
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232

Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production

「安まちアプリ」の紹介動画は、こちらから↓↓
https://youtu.be/htSevCWDlYI

― ―

https://youtu.be/jraO5ISyxKE
https://twitter.com/OPP_seian
https://youtu.be/jraO5ISyxKE
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
https://youtu.be/htSevCWDlYI
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南警察署 令和3年3月7日（日） 5時28分

令和３年３月７日午前３時１８分ころ、大阪市中央区東心斎橋２丁目７番付近において、徒歩で通行中の男性
が、持っていた手提げ鞄を、黒っぽい色のバイクに乗車した犯人に、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、現場から西方向に逃走しています。
鞄は車道とは反対側に持つようにしましょう。

東心斎橋２丁目７番付近 黒っぽい色のバイクに乗車。　犯人は、現場から西方向に逃走。

犯罪発生情報
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南警察署 令和3年3月8日（月） 5時20分

３月８日午前４時２５分ころ、大阪市中央区島之内一丁目付近の道路上において、被害者が徒歩で通行中、後方
から徒歩で近づいてきた犯人の男に、ハンドバッグをひったくられる事件が発生しました。
犯人は、年齢２５歳から３０歳くらい、身長１８０ｃｍくらい、がっちりした体格で、黒色長袖トレーナー、灰
色ズボンを着た男１名です。
カバンは道路と反対側で持ち、夜間は街灯の多い明るい道や、人通りのある道を選んでの通行を心掛けてくださ
い。

島之内一丁目付近の道路上
犯人は、年齢２５歳から３０歳くらい、身長１８０ｃｍくらい、がっちりした体格
で、黒色長袖トレーナー、灰色ズボンを着た男１名。

犯罪発生情報
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南警察署 令和3年3月9日（火） 2時31分
３月８日午後７時３２分ころ、大阪市中央区日本橋２丁目のコンビニエンスストアにおいて、包丁を所持した女
が店員に対して包丁を突きつけ、「金を出せ」等と脅して金銭を強取しようとした強盗未遂事件が発生しました
が、同日午後８時２９分ころ、付近警戒中の警察官が被疑者を逮捕しました。

日本橋２丁目のコンビニエンスストア -

犯罪発生情報
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大阪府警察本部 令和3年3月9日（火） 11時56分

安まちメール、防犯マップ、防犯ブザー機能等がついたスマートフォンアプリ「安まちアプリ」の紹介動画を、
YouTubeで公開しています。
　ぜひ、ご覧ください。

「安まちアプリ」の紹介動画は、こちらから↓↓
https://youtu.be/htSevCWDlYI

「安まちアプリ」のダウンロードはこちらから↓↓
iOS用（アップストア）
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232

Android用（グーグルプレイ）
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production

― ―
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大阪府警察本部 令和3年3月11日（木） 14時27分

大阪府内では、主に下校中の小学生に対する不審者による声掛けやつきまとい等の事案が多く発生しています。
お子さんには、
・知らない人には声を掛けられてもついていかない。
・防犯ブザーを携帯し、しつこくつきまとわれたり、無理やり連れていかれそうになったら、すぐに鳴らす。
・不審な人物を見かけたら、家族や学校関係者に知らせる。
ように、指導していただくようお願いします。
【安まちアプリ】
　安まちメールを受信したり、子供被害情報をマップで確認できる安まちアプリのダウンロードは、こちらから
↓↓
ｉＯＳ用（アップストア）
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
「安まちアプリ」の紹介動画は、こちらから↓↓
https://youtu.be/htSevCWDlYI

- -
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南警察署 令和3年3月14日（日） 14時06分

令和３年３月１４日午後０時１０分頃、大阪市中央区難波１丁目４番先において、徒歩で通行中の２０代女性
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４０歳代、身長１７５センチメートル位、黒髪坊主頭、黒色トレーナー、黒色スウェットズボ
ン、黒縁眼鏡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。

難波１丁目４番先
不審者は、年齢４０歳代、身長１７５センチメートル位、黒髪坊主頭、黒色ト
レーナー、黒色スウェットズボン、黒縁眼鏡を着用していた男

犯罪発生情報
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南警察署 令和3年3月16日（火） 14時17分

３月１５日午後４時３５分ころ、大阪市中央区中寺１丁目付近の道路上において、下校途中の小学生３名が、不
審者に、携帯電話で写真を撮られるという事案が発生しました。
不審者は、年齢４０歳代、身長約１７０ｃｍ、紺色ジャンパーを着た男１名です。
子どもの安全を守るため、防犯ブザーを持たせてあげましょう。

中寺１丁目付近の道路上 不審者は、年齢４０歳代、身長約１７０ｃｍ、紺色ジャンパーを着た男１名

犯罪発生情報
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南警察署 令和3年3月21日（日） 4時22分

３月２１日午前１時１７分ころ、大阪市中央区日本橋１丁目の路上で、徒歩通行中の被害者が、２人組の男から
因縁をつけられた上、暴行をされ、現金を奪われる路上強盗事件が発生しました。
犯人は、年齢等不詳の男２人組。
不審者を見かけたら、１１０番通報してください。

日本橋１丁目の路上 犯人は、年齢等不詳の男２人組。

犯罪発生情報
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東警察署 令和3年3月24日（水） 21時53分

３月２４日午後７時４０分頃、大阪市中央区本町橋８番付近において、徒歩で帰宅途中の女性が、見知らぬ男に
「ちょっと時間いいですか」等と声を掛けられる事案が発生しました。
男は、年齢３０～４０歳位、身長１７０センチ位、黒っぽいスーツ上下、黒色リュック、白色マスク着用で、女
性が断ると、徒歩で南方向に立ち去りました。
人通りの少ない場所や夜間の一人歩きはなるべく避け、不審者に遭遇した時は、１１０番通報、または周囲の人
に助けを求めるとともに、防犯ブザー等も活用しましょう。

本町橋８番付近
男は、年齢３０～４０歳位、身長１７０センチ位、黒っぽいスーツ上下、黒色
リュック、白色マスク着用で、女性が断ると、徒歩で南方向に立ち去りまし
た。

https://youtu.be/htSevCWDlYI
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
https://youtu.be/htSevCWDlYI
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大阪府警察本部 令和3年3月26日（金） 16時51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つきにくく危険な場所で
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。
【安まちアプリ】
安まちメールを受信したり、子供被害情報をマップで確認できる安まちアプリのダウンロードは、こちらから↓
↓
ｉＯＳ用（アップストア）
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
「安まちアプリ」の紹介動画は、こちらから↓↓
https://youtu.be/htSevCWDlYI

- -
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大阪府警察本部 令和3年3月31日（水） 16時52分

大阪府内で、夜間閉店中の飲食店等をねらった窃盗（出店荒し）事件が連続発生しています。
店舗管理者の方は、閉店後、店を離れる際、戸締まりを確実にするとともに、レジの中に現金を残さないように
しましょう。
また、閉店後の店に対し、
　・店の様子を窺う
　・周りをうろうろしている
ような行動をとる不審者を発見すれば、すぐ110番通報してください。

- -
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大阪府警察本部 令和3年4月1日（木） 13時33分

「ＪＫビジネス」と呼ばれ、女子高校生等による接客サービスを売り物とする営業は、性被害等に遭うおそれの
ある危険なアルバイトです。
大阪府では、条例により１８歳未満の青少年を「ＪＫビジネス」で雇用することなど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。

- -
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南警察署 令和3年4月5日（月） 9時23分

本日午前４時２１分ころ、大阪市中央区宗右衛門町前路上において、徒歩通行中の男性が２人組の男から因縁を
つけられたうえ、現金を奪われる強盗事件が発生しました。
犯人は、２０歳くらいの男性２名で、１人はカーキ色上衣、黒色ズボン、眼鏡、もう１人は、青色上衣、黒色ズ
ボン。
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。

宗右衛門町前路上
犯人は、２０歳くらいの男性２名で、１人はカーキ色上衣、黒色ズボン、眼
鏡、もう１人は、青色上衣、黒色ズボン。

犯罪発生情報
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大阪府警察本部 令和3年4月7日（水） 14時59分

大阪府内では、不審者による子供への声掛けやつきまとい等の事案が、登下校の時間帯に多く発生しています。
特に新しく小学校に入学されたお子さんにはこちらの動画を参考に、登下校に気をつけるよう、ご指導をお願い
します。
動画はこちら↓
【学校の行き帰りに気をつけて】
https://youtu.be/YuOcbzNOcfs
【防犯ブザー持って鳴らして確かめて】
https://youtu.be/jraO5ISyxKE

- -
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南警察署 令和3年4月9日（金） 7時33分

令和３年４月９日午前２時１８分ころ、大阪市中央区島之内１丁目１８番付近において、徒歩で通行していた男
性が持っていた鞄を黒っぽい色の単車に乗車した犯人に、追い抜きざまにひったくられる事件が発生しました。
犯人は現場から東方向に逃走しています。
鞄は車道とは反対側に持つようにしましょう。

島之内１丁目１８番付近
黒っぽい色の単車に乗車した犯人

現場から東方向に逃走

犯罪発生情報
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南警察署 令和3年4月9日（金） 16時51分

４月８日午後０時ころ、大阪市中央区島之内２丁目１番付近路上において、小学生女児が不審者から携帯電話で
写真を撮られるという事案が発生しました。
不審者は、身長、年齢、服装等不明の男性１名です。
子どもの安全を守るため、防犯ブザーを持たせましょう。

島之内２丁目１番付近路上 不審者は、身長、年齢、服装等不明の男性１名

犯罪発生情報
33

大阪府警察本部 令和3年4月15日（木） 15時48分

「安まちアプリ」の安まちメール機能では、従来の「安まちメール」と同じ内容を配信していますので、「安ま
ちアプリ」と「安まちメール」の両方を利用していると、余分なデータ通信量がかかります。
つきましては、「安まちアプリ」を利用している方で、「安まちメール」も受信している方は、本メール末尾の
【※利用者情報の変更・解除はコチラ】から、「安まちメール」の解約をお願いします。
なお、金融機関やコンビニエンスストア関係者の方で、警察署からグループ配信のメールを受信されている方
は、引き続き「安まちメール」のご利用をお願いします。
「安まちアプリ」は、こちらからダウンロードできます↓↓
ｉＯＳ用（アップストア）
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production

- -
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大阪府警察本部 令和3年4月16日（金） 10時01分

４月１９日（月）から４月２８日（水）までの間、大阪府内の鉄道事業者と合同で「春の列車内ちかん追放キャ
ンペーン」を実施します。
４月は新入生及び新入社員等、新たに電車を利用する乗客が増える時期です。
痴漢被害に遭われたり、見かけられたら、駅係員または警察官にお知らせください。
痴漢は犯罪！みんなの力で、列車内からちかんを追放しましょう！
列車内ちかん被害相談　０６（６８８５）１２３４
列車内・駅でのちかん被害について、女性警察官が２４時間受け付けています。

- -

https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
https://youtu.be/htSevCWDlYI
https://youtu.be/YuOcbzNOcfs
https://youtu.be/jraO5ISyxKE
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
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大阪府警察本部 令和3年4月17日（土） 10時02分

【性犯罪に注意しましょう！】
女性のみなさん！外出する時は、
○　なるべく人通りの多い、明るい道を通る
○　携帯電話を操作しながら、あるいは音楽を聴きながらの「ながら歩き」はしない
○　時々後ろを振り返り、周りに不審者がいないかを確認する
○　いざという時すぐに活用できるよう、防犯ブザーや「安まちアプリ」をいつも携帯する
○　身の危険を感じた時は、すぐに１１０番通報する
ようにしましょう！
安まちメール、防犯マップ、防犯パトロール、痴漢撃退・防犯ブザーやショッピングモール等で利用できる
お得な割引クーポンも配信している「大阪府警察安まちアプリ」を、ぜひダウンロードしてください。
ｉＯＳ用（アップストア）
　 https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
 Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
　 https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
「安まちアプリ」の紹介動画
　 https://youtu.be/htSevCWDlYI

- -
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大阪府警察本部 令和3年4月18日（日） 3時58分

4月18日0：00～0：10ころ、大阪市北区西天満4丁目7番付近において、徒歩で通行中の男性が、後方から来た男
に呼び止められ、ナイフを突きつけられ、財布等を奪われる事件が発生しました。
犯人は、年齢20歳～30歳ぐらい、身長170cmぐらい、痩せ型、灰色ニット帽着用の男1名で、徒歩でいずれかに逃
走。
深夜はなるべく明るく人通りの多いところを通行しましょう。

北区西天満4丁目7番付近
犯人は、年齢20歳～30歳ぐらい、身長170cmぐらい、痩せ型、灰色ニット帽
着用の男1名で、徒歩でいずれかに逃走。
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大阪府警察本部 令和3年4月18日（日） 9時02分

【春の地域安全運動のお知らせ】
４月１９日（月）から４月２８日（水）までの１０日間、春の地域安全運動が実施されます。
活動重点は
○　子供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」です。
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」で動画を公開していますので、こちらをご確認くださ
い。
https://www.youtube.com/watch?v=VTbhW2aB4eM
安まちメール、防犯マップ、防犯パトロール、痴漢撃退・防犯ブザーやショッピングモール等で利用できるお得
な割引クーポンも配信している「大阪府警察安まちアプリ」を、ぜひダウンロードしてください。
ｉＯＳ用（アップストア）
　 https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
 Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
　 https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production

- -
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大阪府警察本部 令和3年4月20日（火） 13時48分

盗撮行為の規制範囲を広げた改正条例が本日４月２０日に施行されました。
盗撮は犯罪です！！
人生が狂う前にSTOP盗撮！！

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/seikatsu/kodomo_jyosei/11703.html

- -
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大阪府警察本部 令和3年4月21日（水） 11時46分

４月１９日（月）から４月２８日（水）まで行っている「春の地域安全運動」の動画を作成しました。
動画の後半には、音楽隊による「アニメヒロインメドレー」の演奏もあります。
ぜひご覧ください。
動画は、YouTube大阪府警察安まち公式チャンネルで公開しています↓↓
  https://youtu.be/VTbhW2aB4eM
安まちアプリのダウンロードは、こちらから↓↓
ｉＯＳ用（アップストア）
  https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
  https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production

- -
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大阪府警察本部 令和3年4月22日（木） 15時02分

同意のない性的な行為の強要はすべて性暴力です。
その手口は、モデル募集等と称して女性を勧誘し、これに応じた女性に対して、契約書等へのサインを求めた上
で、ＡＶへの出演を強要し、これを断った場合、高額な違約金が発生すると脅したりします。
もし被害に遭われた時、または、そのような話を聞いた時は、躊躇することなく警察に相談してください。

- -

https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
https://youtu.be/htSevCWDlYI
https://www.youtube.com/watch?v=VTbhW2aB4eM
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/kodomo_jyosei/11703.html
https://youtu.be/VTbhW2aB4eM
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
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大阪府警察本部 令和3年4月22日（木） 18時02分

現在、府民の皆様の防犯意識の向上や自主防犯行動の促進を図るため、春の地域安全運動を実施しています。
本日は「女性の犯罪被害防止」についてのお知らせです。
スマートフォンに集中していると、周りの不審者の気配に気づくのが遅れます。
「歩きスマホ」はせず、周りに注意して下さい。
マンション内のエントランスや階段・エレベーターホール・自宅玄関前でも、油断せず、周りに注意しましょ
う。
危ないと感じたときは、大声で周りに助けを求めたり、「大阪府警察安まちアプリ」の防犯ブザー機能を活用し
て下さい。
皆さんが安心して過ごせるように、この期間中に身の回りの防犯について関心を高めて下さい。
○　振り向いて　あなたの後ろに　迫る影
安まちメール、防犯マップ、防犯パトロール、痴漢撃退・防犯ブザーやショッピングモール等で利用できるお得
な割引クーポンも配信している「大阪府警察安まちアプリ」を、ぜひダウンロードしてください。
ｉＯＳ用（アップストア）
　 https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
 Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
　 https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
「安まちアプリ」の紹介動画
　 https://youtu.be/htSevCWDlYI

- -
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大阪府警察本部 令和3年4月23日（金） 18時02分

現在、春の地域安全運動を実施しています。
本日は「子供の犯罪被害防止」についてのお知らせです。
子供に対するつきまとい事案・強制わいせつ等は、午後３時から午後６時までの間に、道路上、公園、共同住宅
において多く発生します。
まちぐるみによる見守り活動が、子供の安全につながります。
見守り活動の輪を広げ、地域のまなざしで子供を見守る目を増やしていきましょう。
皆さんが安心して過ごせるように、この期間中に身の回りの防犯について関心を高めて下さい。
○　持たせよう　防犯ブザーと　危機意識
安まちメール、防犯マップ、防犯パトロール、痴漢撃退・防犯ブザーやショッピングモール等で利用できるお得
な割引クーポンも配信している「大阪府警察安まちアプリ」を、ぜひダウンロードしてください。
ｉＯＳ用（アップストア）
　 https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
 Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
　 https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
「安まちアプリ」の紹介動画
　 https://youtu.be/htSevCWDlYI

- -
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大阪府警察本部 令和3年4月25日（日） 10時02分

過去の緊急事態宣言期間中、休業店舗を狙った出店荒し等が発生しました。
店舗関係者の皆様は
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、被害防止に努めてください！
安まちアプリのダウンロードは、こちらから↓↓
ｉＯＳ用（アップストア）
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063233
Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production

- -
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南警察署 令和3年4月26日（月） 3時59分

令和３年４月２６日午前２時２２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
が手に持っていたカバンを、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、折りたたみ式自転車に乗車し、黒色パーカーを着用した男です。
鞄は車道と反対側に持つようにしましょう。

宗右衛門町２番付近路上 犯人は、折りたたみ式自転車に乗車し、黒色パーカーを着用した男
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大阪府警察本部 令和3年4月26日（月） 18時02分

現在、春の地域安全運動を実施しています。
本日は「自動車関連犯罪の被害防止」についてのお知らせです。
大阪府下では、自動車盗や駐車中の車からの車上ねらい・部品ねらいが多発しています。
車を駐車するときは、エンジンを切り、窓をしっかり閉めて車内には何も置かないで、ドアロックを忘れないよ
うにしましょう。
ナンバープレートの盗難被害防止には「盗難防止ネジ」の取付けが効果的です。
皆さんが安心して過ごせるように、この期間中に身の回りの防犯について関心を高めて下さい。
○　カギ締めて　荷物残さず　からっぽに
安まちメール、防犯マップ、防犯パトロール、痴漢撃退・防犯ブザーやショッピングモール等で利用できるお得
な割引クーポンも配信している「大阪府警察安まちアプリ」を、ぜひダウンロードしてください。
ｉＯＳ用（アップストア）
　 https://apps.apple.com/jp/app/id1545063233
 Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
　 https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
「安まちアプリ」の紹介動画
　 https://youtu.be/htSevCWDlYI

- -
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南警察署 令和3年4月27日（火） 2時53分

令和３年４月２７日午前１時２５分ころ、大阪市中央区島之内一丁目２１番付近において、徒歩で通行していた
男性が持っていた鞄をスクータータイプの単車に乗車した犯人に、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、現場から北方向に逃走しています。
鞄は車道とは反対側に持つようにしましょう。

島之内一丁目２１番付近 犯人は、現場から北方向に逃走

https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
https://youtu.be/htSevCWDlYI
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
https://youtu.be/htSevCWDlYI
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063233
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063233
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
https://youtu.be/htSevCWDlYI
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大阪府警察本部 令和3年4月28日（水） 18時02分

本日、春の地域安全運動最終日です。
今回の運動の重点は
○　子供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
でした。
どれも皆さんの身近で起こるかもしれない犯罪です。
これからも１人１人が防犯について考えて、皆さんが安心して過ごせるように身の回りの防犯について関心を高
めて下さい。
○　みんなで力をあわせて　安全・安心まちづくり
安まちメール、防犯マップ、防犯パトロール、痴漢撃退・防犯ブザーやショッピングモール等で利用できるお得
な割引クーポンも配信している「大阪府警察安まちアプリ」を、ぜひダウンロードしてください。
ｉＯＳ用（アップストア）
　 https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
 Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
　 https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
「安まちアプリ」の紹介動画
　 https://youtu.be/htSevCWDlYI

- -
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大阪府警察本部 令和3年4月30日（金） 18時02分

女性の皆さん！
緊急事態宣言発令中は、夜間だけでなく昼間も人通りが少なくなることが予想されます。
【外出中】
　・なるべく人通りの多い明るい道を通る
　・時々後ろを振り返り不審者がいないか確かめる
　・防犯ブザーや「安まちアプリ」をいつも携帯しておく
【帰宅時】
　・エレベーターには知らない人と２人きりでは乗らない
　・玄関の鍵を開ける前に、周りに不審者がいないかもう一度確かめる
【在宅時】
　・玄関ドアやベランダの鍵を施錠する
　・入浴時は、窓は確実に閉める
ようにし、身の危険を感じればすぐに１１０番通報するようにしましょう！
安まちメール、防犯マップ、防犯パトロール、痴漢撃退・防犯ブザーやショッピングモール等で利用できる
お得な割引クーポンも配信している「大阪府警察安まちアプリ」を、ぜひダウンロードしてください。
ｉＯＳ用（アップストア）
　 https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
　 https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
「安まちアプリ」の紹介動画
　 https://youtu.be/htSevCWDlYI

- -
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大阪府警察本部 令和3年5月4日（火） 16時17分
4月18日に、大阪市北区西天満4丁目付近において発生した路上強盗事件については、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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南警察署 令和3年5月7日（金） 2時47分
５月７日午前０時ころ、大阪市中央区東心斎橋２丁目のコンビニエンスストアにおいて、男が「金を出せ」等と
言い、店員から金銭を脅し取ろうとした強盗未遂事件が発生しましたが、同日午前１時５０分ころ、付近警戒中
の警察官が被疑者を逮捕しました。

東心斎橋２丁目のコンビニエンスストア -
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南警察署 令和3年5月7日（金） 6時58分

５月７日午前５時３５分ころ、大阪市中央区東心斎橋１丁目１５番先路上において、徒歩で帰宅途中の女性の後
方から、ミニサイクルに乗った男が近付き、女性の身体を触り、そのまま東方向に逃走するという事案が発生し
ました。
犯人は、黒っぽい色のミニサイクルに乗った年齢３０歳代前後の中肉の男で、灰色のパーカー、黒色ズボンを着
用していました。
外出時は、明るく人通りの多い道を通りましょう。

東心斎橋１丁目１５番先路上
犯人は、黒っぽい色のミニサイクルに乗った年齢３０歳代前後の中肉の男
で、灰色のパーカー、黒色ズボンを着用
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大阪府警察本部 令和3年5月11日（火） 14時44分

他県で、他人の住宅用の鍵に刻印された製造番号を見て、インターネットを利用して業者に注文して合鍵を作
り、他人宅に侵入する犯罪が発生しました。
自宅の鍵等については、
・管理できない場所に放置しない
・はがせば「開封済み」等と文字が残るセキュリティシールを上から貼る
等して、他人に製造番号を盗み見されないよう、管理に気をつけましょう。

- -
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大阪府警察本部 令和3年5月12日（水） 12時03分

「安まちアプリ」では、従来の「安まちメール」と同じ内容を配信していますので、安まちアプリと安まちメー
ルの両方を利用していると、余分なデータ通信量がかかります。
つきましては、安まちアプリを利用している方で、従来の安まちメールも受信している方は、本メール末尾の
【※利用者情報の変更・解除はコチラ】から、安まちメールの解約をお願いします。
なお、金融機関やコンビニエンスストア関係者の方で、警察署からグループ配信のメールを受信されている方
は、引き続き安まちメールのご利用をお願いします。
安まちアプリは、こちらからダウンロードできます↓↓
ｉＯＳ用（アップストア）
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production

- -

https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
https://youtu.be/htSevCWDlYI
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
https://youtu.be/htSevCWDlYI
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
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南警察署 令和3年5月12日（水） 15時20分

令和３年５月１２日午前１０時４５分ころ、大阪市中央区島之内２丁目６番付近路上において、徒歩で通行中の
３０代女性が、不審者から「連絡先教えてよ。」等と声を掛けられた後、腕を掴まれ、暴言を吐かれる事案が発
生しました。
不審者は、身長１７５センチメートル位、年齢２０歳代、体格やせ型、金色頭髪、黒色ジャンパー、黒色ズボン
の男です。
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。

島之内２丁目６番付近路上
不審者は、身長１７５センチメートル位、年齢２０歳代、体格やせ
型、金色頭髪、黒色ジャンパー、黒色ズボンの男
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東警察署 令和3年5月17日（月） 15時31分

５月１７日午後２時５分ころ、大阪市中央区内本町付近において、児童に対して、男がすれ違いざまに怒鳴りつ
ける事案が発生しました。
男は３０歳代くらい、黒色ポロシャツ、ジーパン着用、茶色の自転車に乗り、南方向に立ち去りました。
不審者を見つけた時は、警察への通報をお願いします。

内本町付近
男は３０歳代くらい、黒色ポロシャツ、ジーパン着用、茶色の自転車に乗り、
南方向に立ち去りました。
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大阪府警察本部 令和3年5月20日（木） 10時05分

平成１５年５月２０日午後３時頃、大阪府泉南郡熊取町七山から、吉川友梨ちゃん（当時９歳・現在２７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いたします。
詳しくは、大阪府警察ホームページをご確認下さい。
●泉南郡熊取町における小学生女児に対する未成年者略取誘拐事件
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/jyoho/2/3564.html
●動画【吉川友梨ちゃんを捜しています！】
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/sogo/oshirase/4/9/koho00/10446.html

- -
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南警察署 令和3年5月20日（木） 18時25分

５月２０日午後２時ころ、大阪市中央区谷町８丁目１番付近の路上において、下校途中の小学生の男児が、不審
者にメモ用紙を渡されそうになり、後方から付いてこられる事案が発生しました。
不審者は、白髪交じりの頭髪、眼鏡着用の男です。
子どもの安全を守るため、防犯ブザーを持たせましょう。

谷町８丁目１番付近の路上 不審者は、白髪交じりの頭髪、眼鏡着用の男
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南警察署 令和3年5月28日（金） 7時19分

５月２８日午前４時５９分ころ、大阪市中央区南船場一丁目１７番付近において、徒歩で帰宅途中の女性に対
し、路上に立っていた男が、すれ違いざまに女性の身体を触り、そのまま南方向に逃走した後、駐めてあった自
転車に乗って西方向に逃走するという事案が発生しました。
犯人は、黒色ミニサイクルに乗った身長１７５ｃｍ位、年齢３０歳代前後の中肉の男で、黒色短髪、黄緑色半袖
Ｔシャツ、黒色ズボンを着用していました。

南船場一丁目１７番付近

犯人は、黒色ミニサイクルに乗った身長１７５ｃｍ位、年齢３０歳代前後の中
肉の男で、黒色短髪、黄緑色半袖Ｔシャツ、黒色ズボンを着用していまし
た。
南方向に逃走した後、駐めてあった自転車に乗って西方向に逃走
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大阪府警察本部 令和3年5月29日（土） 4時52分

５月２９日午前２時５７分ころ、大阪市中央区南久宝寺町１丁目７番付近において、徒歩で通行中の被害者が、
後方から近付いて来た男２人に呼び止められ、催涙スプレーの様なものをかけられ、鞄を奪われる事件が発生し
ました。
犯人は２０代の男２名で、１人は、身長１６５cmくらい、細身、黒髪短髪で、もう１人は、身長１７０cmくら
い、細身、黒髪短髪、白色長袖シャツを着用しています。
不審者を発見すれば、１１０番通報しましょう。
また、深夜はなるべく明るく人通りの多いところを通行しましょう。

南久宝寺町１丁目７番付近
犯人は２０代の男２名で、１人は、身長１６５cmくらい、細身、黒髪短髪で、
もう１人は、身長１７０cmくらい、細身、黒髪短髪、白色長袖シャツを着用。
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南警察署 令和3年5月31日（月） 2時16分

令和３年５月３１日午前１時３０分ころ、大阪市中央区心斎橋筋２丁目６番付近路上において、徒歩通行中の男
性が所持していた手提げ鞄をスクータータイプの単車に乗車した犯人に、追い抜き様にひったくられる事件が発
生しました。
犯人は黒色原付単車に乗車した、男２名で、１名が黒色上衣、赤色ヘルメットを被った男、もう１名が黒色上
衣、青色ヘルメットを被った男です。
鞄を持って徒歩で通行する際は、車道と反対側に持つようにしましょう。

心斎橋筋２丁目６番付近路上
犯人は黒色原付単車に乗車した、男２名で、１名が黒色上衣、赤色ヘル
メットを被った男、もう１名が黒色上衣、青色ヘルメットを被った男
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大阪府警察本部 令和3年5月31日（月） 18時47分

４月１９日から４月２８日まで、「春の地域安全運動」を行いました。
運動期間中の各警察署の主な取組を紹介した動画を作成しましたので、ぜひご覧ください。
動画は、YouTube大阪府警察安まち公式チャンネルで公開しています↓↓
　https://youtu.be/c5GK5k6sifQ

- -
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大阪府警察本部 令和3年6月2日（水） 11時54分

新たに、『ＧＰＳ機器等用いた位置情報の無承諾取得等』『実際にいる場所における見張り等』『拒まれたにも
関わらず、連続して文書を送る行為』が規制の対象になります。
ストーカー行為は、次第にエスカレートして、凶悪な犯罪に発展するおそれのある行為です。１人で悩まず、早
めに相談をしましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください↓↓
　https://twitter.com/OPP_seian/status/1399920652266577922

- -
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南警察署 令和3年6月2日（水） 11時59分

令和３年６月１日午後４時頃、大阪市中央区谷町６丁目３番付近において、徒歩で帰宅途中の小学生女児が、不
審者に、腕を掴まれそうになり、児童が防犯ブザーを鳴らし不審者を撃退するという事案がありました。
不審者は、年齢４０～５０歳代の男、身長１７０センチメートル位、白髪交じりの黒髪、灰色トレーナーに長ズ
ボンを着用していました。
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。

谷町６丁目３番付近
不審者は、年齢４０～５０歳代の男、身長１７０センチメートル位、白髪交じ
りの黒髪、灰色トレーナーに長ズボンを着用
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南警察署 令和3年6月2日（水） 21時52分

令和３年６月２日午後５時ころ、大阪市中央区難波１丁目９番付近において、徒歩で通行中の女子高生が、不審
者から「突然すいません、タイプです。」等と声を掛けられ、これを拒否したところ、腕を掴まれ、「おいこ
ら、待てよ。」等と暴言を吐かれる事案が発生しました。
不審者は、身長１６５センチメートル位、年齢３０歳代、体格中肉、黒色短髪、白黒チェック柄上衣、灰色ズボ
ンを着用し、オレンジ色の肩掛け鞄を所持した男です。

難波１丁目９番付近
不審者は、身長１６５センチメートル位、年齢３０歳代、体格中肉、黒色短
髪、白黒チェック柄上衣、灰色ズボンを着用し、オレンジ色の肩掛け鞄を所
持した男
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南警察署 令和3年6月3日（木） 9時53分

本日、管内の保護者から、「６月２日午後３時２０分ころ、大阪市中央区谷町６丁目１４番付近で、小学生女児
が下校中に、自転車に乗った男が、自転車から降りて無言で近付いて来た。」旨の通報がありました。
不審者は、ベージュの上衣にグレーの長ズボン、黒色帽子をかぶった中年男です。
子どもの安全を守るため、防犯ブザーを持たせましょう。

谷町６丁目１４番付近
不審者は、ベージュの上衣にグレーの長ズボン、黒色帽子をかぶった中年
男

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/jyoho/2/3564.html
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/sogo/oshirase/4/9/koho00/10446.html
https://youtu.be/c5GK5k6sifQ
https://twitter.com/OPP_seian/status/1399920652266577922
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大阪府警察本部 令和3年6月3日（木） 11時35分

大阪府内では、夜間に徒歩で通行中の女性を狙って、後ろから近づき体を触るなどする性犯罪事件が発生してい
ます。
注意力が散漫になる「ながらスマホ」はたいへん危険です。
周りに注意しながら歩くようにして、不審な人物がいれば、すぐ110番通報して下さい。
【安まちアプリのご案内】
安まちメール、防犯マップ、防犯パトロール、痴漢撃退・防犯ブザーやショッピングモール等で利用できるお得
な割引クーポンも配信している「大阪府警察安まちアプリ」を、ぜひダウンロードしてください。
　ｉＯＳ用（アップストア）
　 https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
 Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
　 https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
「安まちアプリ」の紹介動画
　 https://youtu.be/htSevCWDlYI

- -
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南警察署 令和3年6月4日（金） 14時29分

本日午前１１時１６分ころ、大阪市中央区日本橋１丁目６番付近路上において、自転車に乗車した男が、女性の
背後から面前に回り込み「すいません。」と言いながら、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、頭髪耳までの黒髪、下衣黒系短パン、白っぽい自転車を使用する男です。
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。

日本橋１丁目６番付近路上
犯人は、年齢４０歳位、頭髪耳までの黒髪、下衣黒系短パン、白っぽい自
転車を使用する男
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大阪府警察本部 令和3年6月4日（金） 19時32分

安まちアプリは、安まちメール機能に加え、防犯マップや防犯ブザー機能等があり、防犯対策に有効なアプリで
すので、ぜひダウンロードをお願いします。
なお、安まちアプリでは、従来の安まちメールと同じ内容を配信していますので、安まちアプリと安まちメール
の両方を利用していると、余分なデータ通信量がかかります。
つきましては、安まちアプリを利用している方で、従来の安まちメールも受信している方は、本メール末尾の
【※利用者情報の変更・解除はコチラ】から、安まちメールの解除をお願いします。
金融機関やコンビニエンスストア関係者の方で、警察署からグループ配信のメールを受信されている方は、引き
続き安まちメールをご利用ください。
安まちアプリは、こちらからダウンロードできます↓↓
ｉＯＳ用（アップストア）
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production

- -
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東警察署 令和3年6月5日（土） 19時05分

６月５日午後１時５０分ころ、大阪市中央区南本町２丁目、本町３丁目の路上において、ひったくり等の事件が
連続発生しました。
被害男性の乗車する自転車の前かごから、かばん等を窃取し、逃走しました。
犯人は、単車に乗車した男１名です。
不審者等を見かけたら１１０番通報しましょう。

南本町２丁目・本町３丁目の路上 犯人は、単車に乗車した男１名
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南警察署 令和3年6月6日（日） 4時55分

令和３年６月６日午前３時３５分頃、大阪市中央区千日前１丁目４番付近路上において、徒歩通行中の男性が、
所持していた鞄を、自転車に乗車した犯人に追い抜き様にひったくられる事件が発生しました。
犯人はスポーツタイプの自転車に乗車し、白色上衣、白色ズボン、白色の靴を着用のうえ、白色の鞄を所持した
２０代くらいの細身の男です。
鞄を持って通行する際は、車道と反対側に持つようにしましょう。

千日前１丁目４番付近路上
犯人はスポーツタイプの自転車に乗車し、白色上衣、白色ズボン、白色の
靴を着用のうえ、白色の鞄を所持した２０代くらいの細身の男
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東警察署 令和3年6月6日（日） 15時37分

６月６日午後０時８分頃、大阪市中央区南本町３丁目２番付近路上において走行中の自転車の前かごから、バッ
グを窃取し逃走するひったくりが発生しました。
犯人は性別不明、色不明フルフェイス若しくはジェットヘルメット着用、白色ビッグスクーターに乗車し、南方
向に逃走しています。
不審者等見かければ、１１０番通報してください。

南本町３丁目２番付近路上
犯人は性別不明、色不明フルフェイス若しくはジェットヘルメット着用、白色
ビッグスクーターに乗車し、南方向に逃走
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大阪府警察本部 令和3年6月7日（月） 10時34分
６月に入り、大阪市内で単車によるひったくり事件が連続発生しています。
犯人は後方から近づき、追い抜きざまに自転車の前カゴ等からカバンをひったくります。
自転車の前カゴにはひったくり防止カバーをつけ、カバンは車道と反対側に持ちましょう。

- -
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大阪府警察本部 令和3年6月11日（金） 12時02分

大阪では、小学生等の児童がSNSやネットゲームで知り合った者から、誘い出されたり、わいせつ行為に遭う等
の被害が発生しています。
犯人の中には、同世代であるかのように装って子供達に接触してくる者もいます。
保護者の皆さんには、お子さんが犯罪被害に遭わないために、
　・スマホの使用についてルールを決める
　・フィルタリングアプリ等を活用して年齢に合った制限をしておく
等、お子さんのインターネット利用の見守りをお願いします。

- -
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南警察署 令和3年6月13日（日） 4時30分

6月13日午前２時30分ころ、大阪市中央区東心斎橋２丁目５番付近を自転車で通行中の女性が身体を触られる事
件が発生しました。
犯人は、年齢30代、身長170センチメートルくらいの小太り、短めの黒髪、黒っぽい色のＴシャツを着用した男
で、現場から徒歩で南方向に立ち去っています。
夜間は、できるだけ明るく、人通りの多い道を選んで通行するようにしましょう。

東心斎橋２丁目５番付近
年齢30代、身長170センチメートルくらいの小太り、短めの黒髪、黒っぽい
色のＴシャツを着用した男で、現場から徒歩で南方向に立ち去っています。
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東警察署 令和3年6月13日（日） 20時30分

６月１３日午後７時１５分頃、大阪市中央区谷町３丁目付近において、徒歩で通行中の女性が後方から近付いて
きた黒色自転車に乗車した男に臀部を触られるという痴漢が発生しました。
犯人の男は、年齢２０代、身長１７０センチくらいのやせ型、黒色フード付きパーカー、黒色ズボンを着用して
おり、その後、北方向に逃走しました。
人通りの少ない場所や夜間一人歩きはなるべく避け、不審者に遭遇した際は１１０番通報、または周囲の人に助
けを求めると共に防犯ブザー等も活用しましょう。

谷町３丁目付近
犯人の男は、黒色自転車に乗車した年齢２０代、身長１７０センチくらいの
やせ型、黒色フード付きパーカー、黒色ズボンを着用しており、その後、北
方向に逃走。

https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
https://youtu.be/htSevCWDlYI
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
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南警察署 令和3年6月15日（火） 0時07分

令和３年６月１４日午後１０時３０分ころ、大阪市中央区谷町６丁目３番付近路上において、徒歩で通行中の女
性が、不審者に後方からつきまとわれる事案が発生しました。
不審者は、身長１６５センチメートル位、年齢３０歳代、体格ガッチリ型、頭髪茶髪で普通くらいの長さ、水色
上衣、色不明短パン着用の男です。
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。

谷町６丁目３番付近路上
不審者は、身長１６５センチメートル位、年齢３０歳代、体格ガッチリ型、頭
髪茶髪で普通くらいの長さ、水色上衣、色不明短パン着用の男
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南警察署 令和3年6月16日（水） 3時32分

６月１６日午前０時３９分頃、大阪市中央区難波千日前１５番付近路上おいて、徒歩で通行中の女性の後方か
ら、自転車に乗車した３０代位の男が、女性の腕を掴み、上半身を触る等の事件が発生しました。
犯人は、自転車に乗車した、３０代位の男で、白色Tシャツ、黒色ズボンを着用していました。
付近でも同様の被害が発生しています。
夜間はできるだけ明るく、人通りの多い道を選んで通行するようにしましょう。

難波千日前１５番付近路上
犯人は、自転車に乗車した、３０代位の男で、白色Tシャツ、黒色ズボンを
着用
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大阪府警察本部 令和3年6月16日（水） 14時26分

【サイバー犯罪対策課からのお知らせ】
「ランサムウェア」と呼ばれる危険なプログラムによる被害が多発しています！
このプログラムは、感染したパソコン等のデータを暗号化するなどして使用できなくしたうえ、復旧と引き換え
に金銭を要求されます。
また、最近の傾向として、
　○　古いバージョンのファイアーウォールなどのセキュリティ機器の脆弱性を狙われて被害にあう事例
　○　バックアップをとっていたが、同じネット環境に保存していたので、バックアップデータも被害に遭って
しまった事例
が確認されています。
被害を防止するためには、
　１　ファイアーウォールなどセキュリティ機器は必ず最新の状態に更新！
　２　メールなどで送られてきたＵＲＬリンクや添付ファイルは開かない！
　３　データはバックアップをとり、ハードディスクなど、ネット環境から切り離したところへ保存する！
を徹底してください！
対策をして、ランサムウェアからの被害を防止しましょう。

- -
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東警察署 令和3年6月18日（金） 13時55分

６月１８日午前８時頃、大阪市中央区瓦町１丁目１番先路上において、徒歩で通行中の女子中学生に対し、男が
「おい」と怒鳴りつけ、逃げる女子中学生を徒歩で追い掛けるといった事案が発生しました。
不審者は、黄色のTシャツを着用した年齢３０代くらいの男で、いずれかの方向に立ち去りました。
人通りの少ない場所は避け、複数人で行動するようにし、すぐに近くの大人に助けを求めて１１０番通報してく
ださい。

瓦町１丁目１番先路上
不審者は、黄色のTシャツを着用した年齢３０代くらいの男で、いずれかの
方向に立ち去りました。
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大阪府警察本部 令和3年6月18日（金） 14時16分

クロスボウ（通称：ボウガン）が使用された凶悪事件が相次いで発生したことを受け、令和３年６月１６日に銃
砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布されました。
これにより、改正法の施行日以降、クロスボウの所持が原則禁止され、許可制となることとなりました。
警察に処分依頼をしていただければ無償でお引き取りいたしますので、最寄りの警察署等になるべく早めにご相
談ください。
詳しくは、こちらをご覧ください↓↓
  https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/crossbow/index.html

- -
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東警察署 令和3年6月19日（土） 15時41分

令和３年６月１９日午後２時５２分頃、大阪市中央区大阪城３番付近において、男性が臀部を露出しながら自転
車で走行する事案が発生しました。
不審者は３０歳代から５０歳代男性、黒色短髪、小太り、オレンジ色半袖Ｔシャツを着用し色不明の自転車に乗
車。
現場から南方向へ走り去っています。
不審な人物を見れば、１１０番通報をお願いします。

大阪城３番付近
不審者は３０歳代から５０歳代男性、黒色短髪、小太り、オレンジ色半袖Ｔ
シャツを着用し色不明の自転車に乗車。
現場から南方向へ走り去っています。
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大阪府警察本部 令和3年6月19日（土） 20時02分

安まちアプリは、安まちメール機能に加え、防犯マップや防犯ブザー機能等があり、防犯対策に有効なアプリで
すので、ぜひダウンロードをお願いします。
なお、安まちアプリでは、従来の安まちメールと同じ内容を配信していますので、安まちアプリと安まちメール
の両方を利用していると、余分なデータ通信量がかかります。
つきましては、安まちアプリを利用している方で、従来の安まちメールも受信している方は、本メール末尾の
【※利用者情報の変更・解除はコチラ】から、安まちメールの解除をお願いします。
金融機関やコンビニエンスストア関係者の方で、警察署からグループ配信のメールを受信されている方は、引き
続き安まちメールをご利用ください。
安まちアプリは、こちらからダウンロードできます↓↓
ｉＯＳ用（アップストア）
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production

- -
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東警察署 令和3年6月23日（水） 18時43分

(1)6月23日午後2時30分ころ、大阪市中央区糸屋町2丁目2番付近路上
(2)同日午後4時50分ころ、大阪市中央区谷町5丁目6番付近路上
上記日時場所において、男が下半身を露出する事案が連続で発生しました。
犯人は年齢３０歳～４０歳位、小太り、黒色Ｔシャツ及び黒色短パン着用、茶色の短髪、白色スポーツタイプの
自転車に乗車した男１名。
２回目の現場から北方向に自転車で走り去っています。
不審者を発見すれば、すぐに110番通報してください。

糸屋町2丁目2番付近路上
谷町5丁目6番付近路上

犯人は年齢３０歳～４０歳位、小太り、黒色Ｔシャツ及び黒色短パン着用、
茶色の短髪、白色スポーツタイプの自転車に乗車した男１名。
２回目の現場から北方向に自転車で走り去っています。
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南警察署 令和3年6月24日（木） 18時26分

6月２４日午後５時２０分ころ、大阪市中央区日本橋２丁目１４番付近路上において、正面から来た自転車に乗
車した男性が、徒歩で通行中の２０代女性に対して、卑猥な言葉を掛ける事案が発生しました。
不審者は、色不明のスポーツ型自転車に乗車した、年齢２０代、がっちり型、黒髪短髪、白色半袖Tシャツ、マ
スクを着用した男性です。
不審な人物を見かければ１１０番通報をして下さい。

日本橋２丁目１４番付近路上
不審者は、色不明のスポーツ型自転車に乗車した、年齢２０代、がっちり
型、黒髪短髪、白色半袖Tシャツ、マスクを着用した男性

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/crossbow/index.html
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
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南警察署 令和3年6月24日（木） 21時11分

６月２４日午後７時頃、大阪市中央区日本橋２丁目２番付近において、徒歩で通行中の女性に対し、見知らぬ男
が身体を触る事件が発生しました。
犯人は、年齢４０～５０代、白色Ｔシャツ、黒色半ズボン、サンダルを着用した髭面の男で、現場から徒歩で東
方向に立ち去っています。
夜間は、できるだけ明るく、人通りの多い道を選んで通行するようにしましょう。

日本橋２丁目２番付近
犯人は、年齢４０～５０代、白色Ｔシャツ、黒色半ズボン、サンダルを着用し
た髭面の男で、現場から徒歩で東方向に立ち去っています。
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南警察署 令和3年6月28日（月） 17時58分

本日午後４時３０分ころ、大阪市中央区安堂寺町２丁目４番先路上において、徒歩で通行中の女性２名に対し
て、自転車に乗車した男が、下半身を露出する事案が発生しました。
犯人は、年齢３０歳くらい、小太り、短い金髪、白色半袖上衣、灰色ズボン着用、色不明の自転車に乗車した男
です。
外出の際は、防犯ブザーなどを携帯し、不審な人物を見かけたら、すぐに１１０番通報をして下さい。

安堂寺町２丁目４番先路上
犯人は、年齢３０歳くらい、小太り、短い金髪、白色半袖上衣、灰色ズボン
着用、色不明の自転車に乗車した男
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南警察署 令和3年6月29日（火） 6時59分

６月２９日午前４時５５分ころ、大阪市中央区心斎橋筋１丁目２番付近を徒歩で通行中の女性が身体を触られる
事件が発生しました。
犯人は、自転車に乗車した、年齢４０代、茶色頭髪、白色上衣を着用した男です。
できるだけ人通りの多い道を通りましょう。

心斎橋筋１丁目２番付近 犯人は、自転車に乗車した、年齢４０代、茶色頭髪、白色上衣を着用した男
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南警察署 令和3年6月30日（水） 20時46分

６月３０日午後７時１０分ころ、大阪市中央区日本橋１丁目において、付近を徒歩で通行中の女性が身体を触ら
れる事件が発生しました。
犯人は、年齢３０から４０歳代、つばの付いた帽子、黒縁眼鏡、マスク、色不明のパーカー、チノパン、茶色の
靴を着用した身長１５０ｃｍくらいの男で、肩掛け鞄を所持していました。
夜、出歩く際は、明るく人通りの多い道を選びましょう。

日本橋１丁目
犯人は、年齢３０から４０歳代、つばの付いた帽子、黒縁眼鏡、マスク、色
不明のパーカー、チノパン、茶色の靴を着用した身長１５０ｃｍくらいの男
で、肩掛け鞄を所持
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大阪府警察本部 令和3年7月1日（木） 9時22分

７月１日（木）、大阪府内６６番目の警察署として、中堺警察署が開署しました。
管轄区域は堺市中区となり、これまで堺市中区を管轄していました西堺警察署の管轄区域は、堺市西区のみとな
ります。
堺市中区に関する「安まちメール」の配信や「警察署ホームページ」の作成等、地域安全情報の配信は、今後、
中堺警察署が行います。
「安全・安心なまち大阪」の実現に向けて、引き続き、みなさんの防犯対策をよろしくお願いします。

- -

犯罪発生情報
90

大阪府警察本部 令和3年7月2日（金） 9時38分

平成１５年５月２０日（火）午後３時頃、大阪府泉南郡熊取町七山から、吉川友梨さん（当時９歳、現在２７
歳）が行方不明になっています。
事件解決に結びつく有力情報には、上限額３００万円の報奨金が支払われます。
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/2/3552.html

- -
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南警察署 令和3年7月6日（火） 2時10分

令和３年７月６日午前０時５０分ころ、大阪市中央区日本橋１丁目２１番付近路上において、自転車で通行中の
女性が、不審者に後方からつきまとわれる事案が発生しました。
不審者は、年齢５０歳代、身長１７５センチメートル位、中肉、白髪交じり長髪、紺色上衣、自転車に乗車した
男です。
夜間は出来るだけ明るく、人通りの多い道を通行し、不審な人物を見つけたら、すぐに１１０番通報して下さ
い。

日本橋１丁目２１番付近路上
不審者は、年齢５０歳代、身長１７５センチメートル位、中肉、白髪交じり長
髪、紺色上衣、自転車に乗車した男
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南警察署 令和3年7月6日（火） 18時53分

７月６日午後４時１０分ころ、大阪市中央区東平１丁目２番付近を徒歩で通行中の男子中学生が、単車に乗車し
た男に暴言を吐かれた上、単車を降りた男にあとをつけられる事案が発生しました。
男は、年齢不明、身長１７０センチメートル位、ボーダー柄の半袖Ｔシャツを着用して黒色ヘルメットを被って
いました。
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番通報してください。

東平１丁目２番付近
男は、年齢不明、身長１７０センチメートル位、ボーダー柄の半袖Ｔシャツを
着用して黒色ヘルメットを被っていました。
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東警察署 令和3年7月7日（水） 12時14分

７月７日午前９時５２分ころ、大阪市中央区森ノ宮中央１丁目１６番付近において、徒歩で通行中の児童が、後
ろから近付いて来た男に追越し様に肩を叩かれるという事案が発生しました。
不審者は身長１７０センチ位、黒色パーカー、茶色ズボン、青色リュックサックを背負った男１名。
不審な人物を見かけた際は１１０番通報をお願いします。

森ノ宮中央１丁目１６番付近
不審者は身長１７０センチ位、黒色パーカー、茶色ズボン、青色リュックサッ
クを背負った男１名。
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南警察署 令和3年7月10日（土） 9時58分

令和３年７月１０日午前１時ころ、大阪市中央区瓦屋町２丁目８番付近路上において、ズボンをおろして立って
いた男が、通行中の女性に対して、携帯電話機の卑猥な動画を見せてくる事案が発生しました。
不審者は、年齢３０代、身長１７０センチメートル位、細見、白色半袖シャツ着用の男です。
夜間は出来るだけ明るく、人通りの多い道を通行し、不審な人物を見つけたら、すぐに１１０番通報してくださ
い。

瓦屋町２丁目８番付近路上
不審者は、年齢３０代、身長１７０センチメートル位、細見、白色半袖シャツ
着用の男
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大阪府警察本部 令和3年7月11日（日） 12時02分

大阪府警察では、帰宅途中や、買い物帰り、散歩などの生活の中に、防犯の目を持っていただく「ながら見まも
り活動」を推奨しています。
ぜひご自身や、ご家族、ご友人のために、防犯について考えてみてください。
安まちアプリは、こちらからダウンロードできます↓↓
ｉＯＳ用（アップストア）
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production

- -
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東警察署 令和3年7月14日（水） 14時04分

令和３年７月１４日午後０時３０分ころ、大阪市中央区森ノ宮中央１丁目１４番付近路上において、女子中学生
数名に対して、男が「学校どこ」等と声をかける事案が発生しました。
男は、年齢５０歳代くらい、身長１６５センチくらい、赤色半袖シャツを着て、自転車に乗っていました。
不審者を発見すれば、１１０番通報しましょう。

森ノ宮中央１丁目１４番付近路上
男は、年齢５０歳代くらい、身長１６５センチくらい、赤色半袖シャツを着て、
自転車に乗っていました。

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/jyoho/2/3552.html
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
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大阪府警察本部 令和3年7月15日（木） 18時02分

現在、令和３年度第２回大阪府警察官採用選考の受験申込期間中です！
　私たちといっしょに、「悪を許さない」「人のために役立ちたい」、そして「大阪を安全で安心して暮らせる
まちにしたい」という熱い思いを持っている人をお待ちしています！

申込方法については、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/saiyo/keisatsukan_saiyo/4/8783.html
大阪府警察採用センター令和３年度版パンフレットと、大阪府警察音楽隊による「紅蓮華」の演技演奏動画は、
こちらから↓↓
https://youtu.be/JJOKUo3MNf8

- -
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東警察署 令和3年7月16日（金） 9時41分

７月１６日午前６時５０分頃、大阪市中央区博労町２丁目付近において、徒歩で登校中の小学生女児が、見知ら
ぬ男から「写真を撮らせて」等と声を掛けられる事案が発生しました。
男は年齢２０代後半位、黒色Ｔシャツ、色不明の短パン、腕に入れ墨のような模様があり、女児に声を掛けた
後、徒歩で立ち去りました。
不審な男を発見した際は１１０番通報をお願いします。

博労町２丁目付近
男は年齢２０代後半位、黒色Ｔシャツ、色不明の短パン、腕に入れ墨のよう
な模様があり、女児に声を掛けた後、徒歩で立ち去りました。
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南警察署 令和3年7月23日（金） 23時13分

７月２３日午後９時４５分ころ、大阪市中央区谷町７丁目１番付近路上において、徒歩で通行中の女性に対し、
犯人の男が下半身を露出する公然わいせつ事案が発生しました。
犯人の男は、年齢４０歳代、体格ガッチリ型で、茶色長ズボンを履いていました。
不審な人物を発見した際は、身の安全を確保してから１１０番通報してください。

谷町７丁目１番付近路上
犯人の男は、年齢４０歳代、体格ガッチリ型で、茶色長ズボンを履いていま
した。
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南警察署 令和3年7月24日（土） 17時55分

７月２４日午後４時３０分ころ、大阪市中央区心斎橋筋２丁目３番付近路上において、徒歩で通行中の女性が身
体を触られる事件が発生しました。
犯人は、黒髪、白色と水色のボーダー柄上衣、白色と水色のボーダー柄の半ズボンを着用した男です。
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。

心斎橋筋２丁目３番付近路上
犯人は、黒髪、白色と水色のボーダー柄上衣、白色と水色のボーダー柄の
半ズボンを着用した男
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大阪府警察本部 令和3年7月29日（木） 19時10分

７月２９日午後５時３５分ころ、大阪市西区本田付近のコンビニエンスストアで刃物を持った男による強盗事件
が発生しました。
犯人は刃物を持って逃走しています。
近隣の方は十分に注意してください。

西区本田付近のコンビニエンスストア 犯人は刃物を持って逃走
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南警察署 令和3年8月2日（月） 6時16分

令和３年８月２日午前４時３６分頃、大阪市中央区西心斎橋２丁目１番付近路上において、徒歩通行中の男性
が、所持していた手提げ鞄を自転車に乗車した犯人に追い抜き様に、ひったくられそうになる事件が発生しまし
た。
犯人は、それぞれ自転車に乗車した男２名で、１名が年齢２０代～３０代、黒色長袖シャツ、黒色ズボン、黒色
マウンテンバイクに乗車した男、もう１名が、年齢２０代～３０代、黒色柄シャツ、黒色ズボン、色不明の自転
車に乗車した男です。
鞄を持って徒歩で通行する際は、車道と反対側に持つようにしましょう。

西心斎橋２丁目１番付近路上

犯人は、それぞれ自転車に乗車した男２名で、１名が年齢２０代～３０代、
黒色長袖シャツ、黒色ズボン、黒色マウンテンバイクに乗車した男、もう１名
が、年齢２０代～３０代、黒色柄シャツ、黒色ズボン、色不明の自転車に乗
車した男
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大阪府警察本部 令和3年8月3日（火） 12時01分
違法な客引き等による大学生の逮捕者が増加傾向にあります。
「稼げるで！」「儲かるで！」そんな甘い話はありません。
大切な学生生活を有意義に過ごすためにも客引き・スカウトは絶対にやめましょう！

- -
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大阪府警察本部 令和3年8月4日（水） 19時20分
7月29日に配信しました、大阪市西区本田付近のコンビニエンスストアにおける強盗事件につきましては、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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東警察署 令和3年8月8日（日） 17時49分

８月８日午後４時３３分ころ、大阪市中央区城見１丁目付近において、男が下半身を露出するという事案が発生
しました。
男は年齢４０歳代位、身長１７０センチ位、細身、黒髪、紫色Tシャツ、黒色短パン
不審な人物を見れば１１０番通報をお願いします。

城見１丁目付近
男は年齢４０歳代位、身長１７０センチ位、細身、黒髪、紫色Tシャツ、黒色
短パン
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南警察署 令和3年8月9日（月） 0時15分

令和３年８月８日午後８時５０分ころ、大阪市中央区高津１丁目１０番付近において、徒歩で帰宅途中の女性に
対し、後方から近付いてきた男が女性の脚部を触り、南方向に逃走するという事件が発生しました。
犯人は、年齢不詳、身長１６０センチメートルくらい、細身、黒髪、色黒で、白色キャップ帽、白色半袖Tシャ
ツ、黒色半ズボンを着用した男です。
夜間は出来るだけ明るく、人通りの多い道を選んで通行するようにしましょう。

高津１丁目１０番付近
犯人は、年齢不詳、身長１６０センチメートルくらい、細身、黒髪、色黒で、
白色キャップ帽、白色半袖Tシャツ、黒色半ズボンを着用した男
南方向に逃走
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大阪府警察本部 令和3年8月10日（火） 17時02分

電車や駅の構内で発生する、ちかん・盗撮の被害を防ぐための、防犯啓発動画「ちかん・盗撮に気をつけましょ
う！」を作成しました。
出演は、MBSアナウンサーの西村麻子さんです。
動画はこちら↓
https://youtu.be/IVqm3TTJ31Q
動画でも紹介している安まちアプリのダウンロードはこちらから↓
ｉＯＳ用（アップストア）
　 https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
　 https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production

- -

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/saiyo/keisatsukan_saiyo/4/8783.html
https://youtu.be/JJOKUo3MNf8
https://youtu.be/IVqm3TTJ31Q
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
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大阪府警察本部 令和3年8月11日（水） 14時54分

JC3（日本サイバー犯罪対策センター）では、電子メールやショートメッセージサービス（SMS）を利用して、通
信事業者を装ってフィッシングサイトに誘導する手口が増加しているのを確認しています。
メールの送信元を偽装したり、「アカウントが永久にロックされる」等と不安をあおり、メールのメッセージに
含まれるURLリンクへの確認を促す等、巧妙な手口が確認されています！
誘導されるフィッシングサイトも、正規サイトに似せて精巧に作られており、見た目で判別することは困難なた
め、IDやパスワード等を騙し取られてしまうおそれがあります！
被害に遭わないために、次の点に注意！
　(1)メールのメッセージ内に含まれるリンク先は安易にクリックしない！
　(2)通知内容の確認は、公式サイト等から確認する！
　(3)ID・パスワードを入力する際は、公式サイトであることを確認した上で入力する！
さらに詳細な手口について、JC3のホームページにおいて注意喚起情報が公開されています。
参照の上、被害防止に努めましょう！
JC３「通信事業者を装ったフィッシングの注意喚起」
　https://www.jc3.or.jp/threats/topics/article-382.html

- -
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大阪府警察本部 令和3年8月12日（木） 19時02分

いざという時に近くの人に危険を知らせることができる安まちプリの「防犯ブザー機能」と「ちかん撃退機能」
の使ってみた動画を作成しました。
ぜひご覧ください。
「防犯ブザー機能使ってみた！」動画は、こちらから↓↓
https://youtu.be/HDAvDvd6dNk
「ちかん撃退機能使ってみた！」動画は、こちらから↓↓
https://youtu.be/3qrMvU6YZuQ
安まちアプリのダウンロードは、こちらから↓↓
ｉＯＳ用（アップストア）
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production

- -
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南警察署 令和3年8月16日（月） 17時49分

８月１６日午後４時３０分ころ、大阪市中央区南船場３丁目２番付近路上において、不審者が、自転車で通行中
の女性の前に無言で立ちふさがり、その後も付近を徘徊する事案が発生しました。
不審者は、年齢２０から３０歳代、身長１７０ｃｍくらいで、白色帽子、白色半袖シャツ、七分丈ズボン、マス
ク着用の男です。
人通りが多い道を通行し、不審な人物を見かけたら、身の安全を確保してから１１０番通報してください。

南船場３丁目２番付近路上
不審者は、年齢２０から３０歳代、身長１７０ｃｍくらいで、白色帽子、白色半
袖シャツ、七分丈ズボン、マスク着用の男
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南警察署 令和3年8月19日（木） 5時43分

８月１９日午前４時ころ、大阪市中央区難波４丁目２番先路上において、花壇に座っていた女性に対して、自転
車に乗車した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歳くらい、中肉中背、白髪混じりの短髪、水色パーカー、黒色ズボン着用、色不明の自転車に
乗車した男です。
外出の際は、防犯ブザーなどを携帯し、不審な人物を見かけたら、すぐに１１０番通報をしてください。

難波４丁目２番先路上
犯人は、年齢４０歳くらい、中肉中背、白髪混じりの短髪、水色パーカー、
黒色ズボン着用、色不明の自転車に乗車した男
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南警察署 令和3年8月19日（木） 8時32分

本日午前７時１０分ころ、大阪市中央区谷町７丁目１番付近路上において、自転車で走行中の女性に対して、男
が下半身を露出する事案が発生しました。
犯人は、年齢３０～４０歳代くらい、中肉中背、黒色短髪、黒色半袖Ｔシャツを着用した男です。
外出の際は、防犯ブザーなどを携帯し、不審な人物を見かけたらすぐに１１０番通報をして下さい。

谷町７丁目１番付近路上
年齢３０～４０歳代くらい、中肉中背、黒色短髪、黒色半袖Ｔシャツを着用し
た男
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南警察署 令和3年8月23日（月） 15時49分

８月２３日午後０時ころ、大阪市中央区難波千日前付近の高齢者宅に、電力会社を名乗る男が訪れ「電気の切り
替えが必要である。」「解約金は当社が負担する。」と述べたが断られ、現場から立ち去るという事案が発生し
ました。
不審者は、身長１６５センチ位、細身、年齢３０歳代、黒髪短髪、白色カッターシャツ、紺色ズボンの男です。
不審な人物を発見した際は、まず自分の身の安全を確保して、すぐに１１０番通報しましょう。

難波千日前付近の高齢者宅
不審者は、身長１６５センチ位、細身、年齢３０歳代、黒髪短髪、白色カッ
ターシャツ、紺色ズボンの男
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東警察署 令和3年8月24日（火） 12時40分

８月２４日午前１１時４３分ころ、大阪市中央区備後町２丁目付近路上において、徒歩で通行中の女性が後方か
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。
犯人の男は、年齢４０から５０歳くらい、身長１６５センチくらいの細身、黒色短髪、黒色マスク、銀縁の眼
鏡、黒色半袖シャツ、黒色ズボンを着ていました。
防犯ブザーを携行し、危険を感じた時には、ためらわずに使用しましょう。

備後町２丁目付近路上
年齢４０から５０歳くらい、身長１６５センチくらいの細身、黒色短髪、黒色マ
スク、銀縁の眼鏡、黒色半袖シャツ、黒色ズボンを着ていました。
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南警察署 令和3年8月25日（水） 7時47分

８月２５日午前６時３８分ころ、大阪市中央区瓦屋町１丁目５番付近路上において、徒歩で帰宅途中の女性に対
し、後方から近付いてきた男が女性の臀部を触り、南方向に走って逃走するという事件が発生しました。
犯人は、年齢不詳、細身、黒っぽいＴシャツを着用した男です。
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番通報してください。

瓦屋町１丁目５番付近路上
犯人は、年齢不詳、細身、黒っぽいＴシャツを着用した男

南方向に走って逃走
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大阪府警察本部 令和3年8月25日（水） 17時32分

様々な活動を通して子供達の安全を見守る「ながら見まもり」について紹介する動画
「ながら」で見守るこどもの安全＆音楽隊演奏動画「宝島」を作成しました。
出演は大阪府警察音楽隊です。
動画はこちら↓
https://youtu.be/nZB5o-iwPRg

- -
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東警察署 令和3年8月25日（水） 20時11分

令和３年８月２５日午後２時５０分頃、大阪市中央区法円坂１丁目２番付近路上において、自転車で通行中の小
学生女児が、見知らぬ男からすれ違い際に「こんにちは、ありがとう、よろしく」と声をかけられる事案が発生
しました。
男の特徴は、年齢４０～５０歳代、身長１６７センチ位、細身、黒色交じりの白髪、濃い眉毛、細い四角型のメ
ガネ、グレー色Ｔシャツ、色不明長ズボンを着用、イヤホンの使用は無し。
不審な人物を見れば１１０番通報をしてください。

法円坂１丁目２番付近路上
男の特徴は、年齢４０～５０歳代、身長１６７センチ位、細身、黒色交じりの
白髪、濃い眉毛、細い四角型のメガネ、グレー色Ｔシャツ、色不明長ズボン
を着用、イヤホンの使用は無し。

https://www.jc3.or.jp/threats/topics/article-382.html
https://youtu.be/HDAvDvd6dNk
https://youtu.be/3qrMvU6YZuQ
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production
https://youtu.be/nZB5o-iwPRg
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東警察署 令和3年8月28日（土） 11時59分

8月28日午前9時頃、大阪市中央区森之宮中央2丁目13番付近路上において、自転車の後部に乗車していた児童
が、見知らぬ男に「こんにちは」と声を掛けられる事案が発生しました。
男の特徴は、年齢40から50歳代、身長167センチ位、細見、黒色交じりの白髪、濃い眉毛。
不審な人物を見れば110番通報してくだい。

森之宮中央2丁目13番付近路上
男の特徴は、年齢40から50歳代、身長167センチ位、細見、黒色交じりの白
髪、濃い眉毛。
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南警察署 令和3年8月28日（土） 20時54分

本日午後７時３５分ころ、大阪市中央区南船場２丁目６番付近路上において、徒歩で帰宅途中の女性に対して、
男性がズボンを膝までずらし下半身を露出する事案が発生しました。
犯人は、３０歳～４０歳くらい、身長１８０センチメートルくらいの男性です。
外出の際は、防犯ブザーなどを携帯し、不審な人物を見かけたらすぐに１１０番通報をして下さい。

南船場２丁目６番付近路上 犯人は、３０歳～４０歳くらい、身長１８０センチメートルくらいの男性
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大阪府警察本部 令和3年8月30日（月） 12時02分

９月１日（水）から９月１０日（金）までの間、大阪府内の鉄道事業者と合同で「秋の列車内ちかん追放キャン
ペーン」を実施します。
痴漢等の被害に遭われたり、見かけられたら、駅係員または警察官にお知らせください。
痴漢は犯罪！みんなの力で、列車内から痴漢・盗撮を追放しましょう！
列車内ちかん被害相談　06-6885-1234
列車内・駅での痴漢被害について、女性警察官が２４時間受け付けています。

- -
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南警察署 令和3年8月31日（火） 6時12分

令和３年８月３１日午前５時３分ころ、大阪市中央区日本橋１丁目１２番付近路上において、自転車通行中の女
性が所持していたリュックサックをスクータータイプの単車に乗車した犯人に、追い抜き様にひったくられる事
件が発生しました。
犯人は、白色と黒色のツートンカラーの原付に乗車した男２名で、１名が黒色上衣に黒地に白ライン入り長ズボ
ン、赤色ヘルメットを被った男、もう１名が白色上衣に半ズボン着用、黒色ヘルメットを被った男です。
鞄は車道の反対側に持つようにしましょう。

日本橋１丁目１２番付近路上
犯人は、白色と黒色のツートンカラーの原付に乗車した男２名で、１名が黒
色上衣に黒地に白ライン入り長ズボン、赤色ヘルメットを被った男、もう１名
が白色上衣に半ズボン着用、黒色ヘルメットを被った男
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南警察署 令和3年9月1日（水） 12時02分

１　吉本興業株式会社と放送芸術学院専門学校と鉄道警察隊の「列車内ちかん・盗撮被害防止」コラボ動画を作
成しました。
２　鉄道警察隊に、ちかん・盗撮被害防止に関する防犯教室を行うチーム「Ｒａｉｌｓ（レイルズ）」を結成
し、紹介動画を作成しました。
皆さまからの防犯教室のご依頼、お待ちしております。
「ちかん・盗撮は絶対に許さない！！」は、こちらから↓↓
https://youtu.be/8vU7HjyGxqY
【大阪府警察鉄道警察隊にＲａｉｌｓ（レイルズ）発足】～秋の列車内ちかん追放キャンペーンが始まります～
は、こちらから↓↓
https://youtu.be/usNgWfW74S8

- -
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南警察署 令和3年9月6日（月） 6時17分

令和３年９月６日午前４時４５分ころ、大阪市中央区西心斎橋２丁目１１番付近路上において、自転車通行中の
女性が前かごに入れていた手提げ鞄をスクータータイプの単車に乗車した犯人に、追い抜き様にひったくられる
事件が発生しました。
犯人は色不明の単車に乗車した２名で、服装等は不明です。
自転車にはひったくり防止カバーをつけ、夜間は街灯の多い明るい道や、人通りのある道を選んでの通行を心掛
けてください。

西心斎橋２丁目１１番付近路上 犯人は色不明の単車に乗車した２名で、服装等は不明
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南警察署 令和3年9月7日（火） 9時23分

令和３年９月７日午前５時２６分ころ、大阪市中央区日本橋１丁目３番付近において、徒歩で帰宅中の女性に対
し、男が身体を触る事件が発生しました。
犯人は年齢５０歳位、身長１６０センチメートル位、白っぽい上衣、帽子を着用していました。
外出の際は防犯ブザーなどを携帯し、夜間は明るく人通りの多い道を通りましょう。

日本橋１丁目３番付近
犯人は年齢５０歳位、身長１６０センチメートル位、白っぽい上衣、帽子を着
用
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南警察署 令和3年9月7日（火） 9時24分

令和３年９月７日午前４時ころ、大阪市中央区道頓堀１丁目５番付近において、徒歩で通行中の男性に対し、後
方から押し倒し財布を奪って逃走する事件が発生しました。
犯人は男４人で、うち一人は年齢３０歳位、身長１７５センチメートル位、黒色上衣着用、他３人は、グレー色
上衣、白っぽい上衣、青色上衣を着用していました。
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。

道頓堀１丁目５番付近
犯人は男４人で、うち一人は年齢３０歳位、身長１７５センチメートル位、黒
色上衣着用、他３人は、グレー色上衣、白っぽい上衣、青色上衣を着用
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南警察署 令和3年9月10日（金） 6時12分

令和３年９月１０日午前３時４分ころ、大阪市中央区心斎橋筋２丁目６番付近において、徒歩で通行中の男性が
所持していた手提げカバンを、二人乗りしたスクータータイプのバイクに乗車した犯人に、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、色不明のスクータータイプのバイクに乗車した男２名。
後方から近付いてくる単車や人に注意してください。

心斎橋筋２丁目６番付近 犯人は、色不明のスクータータイプのバイクに乗車した男２名。

犯罪発生情報
127

大阪府警察本部 令和3年9月10日（金） 17時17分

大阪府内では
★自動車盗
★車上ねらい
★部品ねらい
が増加しています。
車を離れる際は確実にドアロックし、防犯設備のある明るい駐車場を利用して、ナンバープレート盗難防止ネジ
を活用し、犯罪被害を防ぎましょう！
併せてハンドルロック等の盗難防止器具を活用しましょう！
車の中にはカバンや貴重品を置かないようにしましょう～車内からっぽ宣言！！

- -
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大阪府警察本部 令和3年9月11日（土） 0時37分

９月１０日午後１０時６分ころ、大阪市浪速区幸町２丁目２番付近において、トラブルになった相手の顔面を殴
打し、包丁をちらつかせるという事案が発生しました。
犯人は、５０歳から６０歳くらい、中肉、坊主頭の男と色不明のＴシャツを着た男で、女が運転する白色の車に
乗って逃走しました。
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。

浪速区幸町２丁目２番付近
犯人は、５０歳から６０歳くらい、中肉、坊主頭の男と色不明のＴシャツを着
た男で、女が運転する白色の車に乗って逃走

https://youtu.be/8vU7HjyGxqY
https://youtu.be/usNgWfW74S8
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南警察署 令和3年9月11日（土） 7時01分

令和３年９月１１日午前５時９分ころ、大阪市中央区高津３丁目付近において、被害者が徒歩で通行中、手に
持っていたカバンを徒歩で近づいてきた犯人の男にひったくられる事件が発生しました。
犯人は、年齢２０歳代くらい、身長１７０ｃｍくらい、やせ型、黒色短髪の男１名です。
鞄は車道と反対側に持つようにし、夜間は街灯の多い明るい道や人通りのある道を選んでの通行するように心が
けてください。

高津３丁目付近
犯人は、年齢２０歳代くらい、身長１７０ｃｍくらい、やせ型、黒色短髪の男１

名
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南警察署 令和3年9月11日（土） 18時54分

本日午前８時１０分頃、大阪市中央区日本橋１丁目１７番先路上において、徒歩で通行中の女性に対して、自転
車に乗った男が自らの下半身を触る仕草を見せつける事案が発生しました。
不審者は年齢５０代後半、黒髪、茶色上衣、青色ズボンを着用した、黒色の自転車に乗った男です。
不審な人物を発見すればすぐに１１０番登録して下さい。

日本橋１丁目１７番先路上
不審者は年齢５０代後半、黒髪、茶色上衣、青色ズボンを着用した、黒色
の自転車に乗った男
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南警察署 令和3年9月15日（水） 18時33分

９月１５日午後４時４５分ころ、大阪市中央区難波１丁目９番付近の階段を通行中の女性が、スカートの中に携
帯電話を差し入れられる事案が発生しました。
犯人は、年齢５０歳くらい，ベージュ色キャップ帽、水色ポロシャツ、薄い灰色ズボンを着用し、鞄をたすき掛
けした男です。
階段を上がる際は、例えばながらスマホをやめたり、後方に注意したりしながら上がりましょう。

難波１丁目９番付近の階段
犯人は、年齢５０歳くらい，ベージュ色キャップ帽、水色ポロシャツ、薄い灰
色ズボンを着用し、鞄をたすき掛けした男
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南警察署 令和3年9月21日（火） 20時58分

９月２１日午後８時１４分頃、大阪市中央区高津２丁目３番付近において、徒歩で通行中の女性に対して、男が
ズボンのチャックから下半身を露出する事件が発生しました。
犯人は３０～４０歳位、中肉、頭髪黒色短髪、上下白っぽい作業服を着た男です。
夜間はできるだけ人通りの多い道を選び、明るい道を歩きましょう。

高津２丁目３番付近
犯人は３０～４０歳位、中肉、頭髪黒色短髪、上下白っぽい作業服
を着た男
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東警察署 令和3年9月24日（金） 11時03分

９月２３日午前７時４０分ころ、大阪市中央区北浜東付近において、通行中の女性が男から卑猥な言葉をかけら
れるという事案が発生しました。
犯人の男は、年齢７０歳前後、白髪頭にキャップ帽、白色半袖シャツ、半ズボン、自転車に乗っていました。
不審者に遭遇した際は、１１０番通報、または周囲の人に助けを求めると共に防犯ブザー等も活用しましょう。

北浜東付近
犯人の男は、年齢７０歳前後、白髪頭にキャップ帽、白色半袖シャツ、半ズ

ボン、自転車に乗っていました。
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大阪府警察本部 令和3年9月24日（金） 14時02分

令和３年１０月１１日（月）から１０月２０日（水）までの１０日間、全国地域安全運動を実施します。
この期間中に、大阪府警察では、「大阪ランパトチャレンジ」を開催します。
大阪ランパトチャレンジは、地域の皆様に、ながら見守り活動の１つである「ランニングパトロール」に気軽に
楽しく参加してもらうための企画です。
ＮＭＢ４８の小嶋花梨さん、塩月希依音さんが出演する「大阪ランパトチャレンジ」の案内動画を作成しました
ので、ぜひ、ご覧下さい！
皆様の参加をお持ちしております！
詳しくは、大阪府警察のホームページをご覧下さい。
大阪ランパトチャレンジ動画（ＮＭＢ４８出演）
https://youtu.be/LOzRqaGqRXo
安まちアプリダウンロードページ　https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/11608.html

- -
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南警察署 令和3年9月27日（月） 6時50分

令和３年９月２７日午前４時３０分ころ、大阪市中央区東心斎橋２丁目４番付近において、女性に対し、男がズ
ボンを膝までずらし下半身を露出する事案が発生しました。
犯人は、４０歳～５０歳くらい、身長１８０センチメートルくらい、細身、青色長袖パーカー、黒色長ズボン着
用、色不明の単車を使用した男です。
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。

東心斎橋２丁目４番付近
犯人は、４０歳～５０歳くらい、身長１８０センチメートルくらい、細身、青色長
袖パーカー、黒色長ズボン着用、色不明の単車を使用した男
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大阪府警察本部 令和3年9月28日（火） 18時02分

全国地域安全運動中に実施します、『大阪ランパトチャレンジ』における参加方法の簡素化について、多数の要
望がありましたので、参加方法を追加しました。
次の「３つの方法」から選んでいただき、ご対応をお願いします。
新しい方法はこちら！
(1)安まちアプリのチーム名やコメント欄に、「参加希望」と都合のいい時間帯（平日午前９時から午後５時）
の記載をお願いします。
恐れ入りますが、当課から代表者の方へ平日午前９時から午後５時までに、ご連絡をさせていただきます。
(2)メールアドレス『osakarunpat-c@police.pref.osaka.jp』宛に
　・チーム名
　・代表者住所、氏名、年齢、連絡先
　・チーム参加者名、年齢
　・マスクサイズ　Ｓ／Ｍ／Ｌ  それぞれの個数
を ◎メール本文中 に記載し、メール送信をお願いします。
(3)（※従来の申し込み方法）
　大阪府警察ホームページから「参加申込書」をメールアドレス
　　　　　　『osakarunpat-c@police.pref.osaka.jp』
まで送信してください。
※『大阪府警察「安まちアプリ」』をダウンロードし、アプリ内で、５～１０人でチーム申請をしていただきま
すが、これで大阪ランパトチャンレジの申込は完了ではありません。
「大阪ランパトチャレンジ概要」はこちら↓
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/anzen/17/12076.html
　NMB48の小嶋さん、塩月さんが出演の大阪ランパトチャレンジ動画はこちら↓
https://youtu.be/LOzRqaGqRXo

- -
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南警察署 令和3年9月29日（水） 12時06分

９月２９日午前１１時１５分ころ、大阪市中央区日本橋１丁目１６番付近において、徒歩で通行中の女性が身体
を触られる事件が発生しました。
犯人は、年齢４０から５０歳代、黒色短髪、身長１７０センチメートルくらいの男です。
外出の際は、防犯ブザー等を携帯するほか、不審な人物を見かけたらすぐに１１０番通報してください。

日本橋１丁目１６番付近
犯人は、年齢４０から５０歳代、黒色短髪、身長１７０センチメートルくらいの
男

https://youtu.be/LOzRqaGqRXo
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/11608.html
mailto:osakarunpat-c@police.pref.osaka.jp
mailto:osakarunpat-c@police.pref.osaka.jp
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/anzen/17/12076.html
https://youtu.be/LOzRqaGqRXo
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南警察署 令和3年9月29日（水） 17時49分

９月２９日午後４時３０分ころ、大阪市中央区島之内１丁目１５番先路上において、徒歩で通行中の女性に対
し、自転車に乗車した男がズボンのチャックを開き下半身を露出する事件が発生しました。
犯人は、身長１７０センチくらい、小太り、黒髪短髪、白色半袖Ｔシャツ、色不明の長ズボン、年齢４０歳くら
い、白色マスク着用の銀色の軽快車に乗車した男１名
外出の際は、防犯ブザーなどを携帯するほか、不審な人物を見かけたら、すぐに１１０番通報して下さい。

島之内１丁目１５番先路上
犯人は、身長１７０センチくらい、小太り、黒髪短髪、白色半袖Ｔシャツ、色
不明の長ズボン、年齢４０歳くらい、白色マスク着用の銀色の軽快車に乗
車した男１名
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大阪府警察本部 令和3年9月30日（木） 12時02分

１０月１１月は麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動期間です。
昨年、府内では少年の大麻取締法違反事件の検挙者数が全国最多となり、今年も増加の一途をたどるなど深刻な
状況であり、大きな社会問題となっています。
ＳＮＳ等では「大麻はタバコやお酒より安全」などと誤った情報が流れていますが、大麻をはじめとする薬物に
は依存性と心身への弊害があり、ケースによっては死に至ることもあります。
「一度くらいなら大丈夫」という安易な気持ちは持たないでください。
正しい知識を持って、誘われてもキッパリ断りましょう。
保護者の皆様は、普段からお子様の様子をよく見てあげて下さい。
困ったことや悩み事があれば、最寄り警察署または少年総合相談（グリーンライン06-6944-7867）に連絡して下
さい。

- -
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大阪府警察本部 令和3年10月1日（金） 18時02分

令和３年１０月１１日（月）から１０月２０日（水）までの１０日間、全国地域安全運動を実施します。
　この期間中に大阪府内では、
　　○　子供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つを重点に様々な防犯活動が行われます。
ＮＭＢ４８の小嶋花梨さん、塩月希依音さん出演による「令和３年全国地域安全運動」のお知らせ動画を作成し
ましたので、ぜひ、ご覧ください！
動画https://youtu.be/umkztSkdTb0
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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南警察署 令和3年10月2日（土） 1時58分

１０月１日午後１１時１５分ころ、大阪市中央区南船場三丁目８番付近路上において、徒歩で帰宅中の女性をじ
ろじろと見て追随する不審者が現れました。
不審者は、身長１７０センチメートルくらい、中肉、黒色短髪、上衣ベージュ色半袖Ｔシャツ、下衣ベージュ色
半ズボンの男で自転車に乗っていました。
夜間に帰宅中の際は、明るく人通りの多い場所を選び、不審な人を見かけたら、すぐに１１０番通報してくださ
い。

南船場三丁目８番付近路上
不審者は、身長１７０センチメートルくらい、中肉、黒色短髪、上衣ベージュ
色半袖Ｔシャツ、下衣ベージュ色半ズボンの男で自転車に乗っていました。
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東警察署 令和3年10月2日（土） 13時22分

１０月２日午前１１時５０分頃、大阪市中央区瓦町１丁目６番付近の路上で、徒歩で通行中の女性が、徒歩の犯
人から追い抜き様にバッグをひったくられるも、未遂に終わった事件が発生しました。犯人は、年齢３０歳から
４０歳くらい、身長１７０センチメートルくらい、小太り、グレー色キャップ帽子の男１名。
不審な人物を発見すれば１１０番通報してください。

瓦町１丁目６番付近の路上
犯人は、年齢３０歳から４０歳くらい、身長１７０センチメートルくらい、小太
り、グレー色キャップ帽子の男１名。
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南警察署 令和3年10月4日（月） 0時22分

１０月３日午後１０時５２分頃、大阪市中央区日本橋１丁目１２番付近路上において、徒歩で通行中の女性に対
して、すれ違いざまに、抱きつく事件が発生しました。
犯人は、白色Ｔシャツ、黒色長ズボン、黒色手提げかばん、白色マスク着用の男です。
夜間、外出する際には、人通りの多い道を選び、防犯ブザーを携帯しましょう。

日本橋１丁目１２番付近路上
犯人は、白色Ｔシャツ、黒色長ズボン、黒色手提げかばん、白色マスク着用
の男
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南警察署 令和3年10月4日（月） 15時26分

１０月３日午前３時頃、大阪市中央区島之内１丁目１１番付近において、自転車にまたがった男が女性に近付き
「お金を払うから。」などと声を掛ける事案が発生しました。
男の特徴は、上衣グレーか黒の無地のＴシャツ、黒色肩くらいまでの長さの髪、白色マスク着用の男です。
夜間、外出する際は、人通りが多く明るい場所を選び、不審な人物を見かけたら、すぐに１１０番通報してくだ
さい。

島之内１丁目１１番付近
上衣グレーか黒の無地のＴシャツ、黒色肩くらいまでの長さの髪、白色マス
ク着用の男
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南警察署 令和3年10月4日（月） 17時32分

１０月４日午後４時頃、大阪市中央区谷町６丁目４番付近において、下校途中の小学生女児２名が、不審者に
「君、元気？お名前は？」と声を掛けられる事案が発生しました。
不審者は、年齢６０代くらい、黄色リュック所持、クリーム色の帽子着用の男です。
子どもの安全を守るため、防犯ブザーを持たせましょう。

谷町６丁目４番付近
不審者は、年齢６０代くらい、黄色リュック所持、クリーム色の帽子着用の
男

https://youtu.be/umkztSkdTb0
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/topics/10950.html
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大阪府警察本部 令和3年10月4日（月） 18時02分

全国地域安全運動中に実施します、『大阪ランパトチャレンジ』の参加方法について、参加方法を追加しまし
た。
 次の「３つの方法」から選んでいただき、ご対応をお願いします。
新しい方法はこちら！
(1)安まちアプリのチーム名やコメント欄に、「参加希望」と都合のいい時間帯（平日午前９時から午後５時）
の記載をお願いします。
(2)メールアドレス『osakarunpat-c@police.pref.osaka.jp』宛に
・チーム名
・代表者住所、氏名、年齢、連絡先
・チーム参加者名、年齢
・マスクサイズ　Ｓ／Ｍ／Ｌ  それぞれの個数
を  ◎メール本文中  に記載し、メール送信をお願いします。
(3)（※従来の申し込み方法）
大阪府警察ホームページから「参加申込書」をメールアドレス
　　　　　　『osakarunpat-c@police.pref.osaka.jp』
まで送信してください。
大阪府警察「安まちアプリ」をダウンロードし、アプリ内で、５～１０人でチーム申請をしていただきますが、
これで大阪ランパトチャレンジの申込は完了ではありません。
「大阪ランパトチャレンジ概要」はこちら↓
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/anzen/17/12076.html
NMB48の小嶋さん、塩月さんが出演する大阪ランパトチャレンジ動画はこちら
https://youtu.be/LOzRqaGqRXo
NMB48の小嶋さん、塩月さんが出演する全国地域安全運動のお知らせ動画はこちら
https://youtu.be/umkztSkdTb0

- ^
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南警察署 令和3年10月4日（月） 21時55分

１０月４日午後９時頃、大阪市中央区東心斎橋１丁目５番付近において、徒歩で通行中の女性が、すれ違いざま
に男から体を触られる事案が発生しました。
犯人は、年齢不詳、身長１７０センチメートル位、やせ型の体格、短髪、上衣青系の半袖シャツを着用していた
男です。
外出の際は、明るく人通りの多い場所を通り、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。

東心斎橋１丁目５番付近
犯人は、年齢不詳、身長１７０センチメートル位、やせ型の体格、短髪、上
衣青系の半袖シャツを着用していた男
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大阪府警察本部 令和3年10月8日（金） 11時56分

１０月１６日（土）午前１０時より、下記リンク先の府下の協力店舗におきまして、ナンバープレート盗難防止
ネジの無料取付を実施します。
取付は先着順で、店舗により取付個数が異なります。
まだ取付されていない方は、この機会に盗難防止ネジを取付けて、ナンバープレートの盗難被害を防ぎましょ
う！
リンクはこちら↓↓↓
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/bohan/numberplate_campaign.html

- -
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南警察署 令和3年10月9日（土） 5時23分

１０月９日午前４時２７分ころ、大阪市中央区東心斎橋１丁目１番先路上において、徒歩で通行中の女性に対
し、折り畳み自転車に乗車した男が、ズボンのチャックを開き、下半身を露出させて声をかけてくる事件が発生
しました。
犯人は、２０代後半、細身、小柄、黒色半袖シャツ、黒色ズボン、黒色キャップ帽を着用の男１名です。
外出の際は、防犯ブザーなどを携帯するほか、不審な人物を見かけたら、すぐに１１０番通報してください。

東心斎橋１丁目１番先路上
犯人は、２０代後半、細身、小柄、黒色半袖シャツ、黒色ズボン、黒色キャッ
プ帽を着用の男１名
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南警察署 令和3年10月11日（月） 18時19分

１０月１１日午後４時ごろ、大阪市中央区安堂寺町２丁目６番付近路上において、帰宅途中の高校生が、不審な
男から大声で怒鳴りつけられる事案が発生しました。
不審者は年齢４０歳位、やせ型、黒っぽい服装、黒色サングラス着用の男です。
外出の際は、防犯ブザーなどを携帯するほか、夜間は明るく人通りの多い道を通りましょう。
また、不審な人物を見かけたらすぐに１１０番通報をしてください。

安堂寺町２丁目６番付近路上 不審者は年齢４０歳位、やせ型、黒っぽい服装、黒色サングラス着用の男
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南警察署 令和3年10月12日（火） 14時20分

１０月１２日午前７時４５分頃、大阪市中央区島之内２丁目９番付近において、登校途中の男子中学生が、突然
不審者から声を掛けられ、あとをつけられる事案が発生しました。
不審者は、身長１７５センチメートルくらい、細身、黒髪、上下黒っぽい色のスーツ着用の男です。
子供の安全を守るため防犯ブザーを持たせるようにし、不審者を見かけたら１１０番通報しましょう。

島之内２丁目９番付近
不審者は、身長１７５センチメートルくらい、細身、黒髪、上下黒っぽい色の
スーツ着用の男
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南警察署 令和3年10月13日（水） 16時11分

令和３年１０月１３日午後０時ころ、大阪市中央区心斎橋筋１丁目９番付近路上において、女性が突然、不審な
男から卑猥な内容の言葉を掛けられる事案が発生しました。
不審者は、６０歳から７０歳代位、身長１６５センチメートル位、白色Ｔシャツ・ジーンズ・灰色帽子着用、
ショルダーバッグを持っている男です。
外出の際は、防犯ブザーを携帯するほか、不審な人物を見かけたら、すぐに１１０番通報してください。

心斎橋筋１丁目９番付近路上
不審者は、６０歳から７０歳代位、身長１６５センチメートル位、白色Ｔシャ
ツ・ジーンズ・灰色帽子着用、ショルダーバッグを持っている男
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大阪府警察本部 令和3年10月14日（木） 15時58分

平成３０年１１月に発生し公開手配中であった、監禁事件の被疑者については１０月１２日に身柄を確保しまし
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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東警察署 令和3年10月15日（金） 0時16分

10月14日午後10時8分ころ、大阪市中央区内久宝寺町２丁目付近歩道上において、徒歩で帰宅途中の女性が、前
方から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代位、黒髪短髪のがっちり体型で黒色又は紺色の半袖シャツ、短パンを着用した男で、色不明の
自転車に乗車していました。
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。

内久宝寺町２丁目付近歩道上
犯人は年齢４０代位、黒髪短髪のがっちり体型で黒色又は紺色の半袖シャ
ツ、短パンを着用した男で、色不明の自転車に乗車

mailto:osakarunpat-c@police.pref.osaka.jp
mailto:osakarunpat-c@police.pref.osaka.jp
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/anzen/17/12076.html
https://youtu.be/LOzRqaGqRXo
https://youtu.be/umkztSkdTb0
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/bohan/numberplate_campaign.html
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/index.html
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南警察署 令和3年10月17日（日） 17時18分

令和３年１０月１７日午後４時１５分頃、大阪市中央区瓦屋町１丁目１４番付近路上において、徒歩で帰宅中の
女性が、意味不明な言葉を大声で叫んでいる不審者を目撃しました。
不審者は、４０歳から５０歳位、身長１７０ｃｍ位の中肉体型、白色の上衣薄茶色の長ズボン着用の男１名で
す。
不審な人物を見かけたら、すぐに１１０番通報してください。

瓦屋町１丁目１４番付近路上
不審者は、４０歳から５０歳位、身長１７０ｃｍ位の中肉体型、白色の上衣薄
茶色の長ズボン着用の男１名
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東警察署 令和3年10月19日（火） 21時12分

令和３年１０月１９日午後８時頃、大阪市中央区法円坂１丁目１番付近路上において、自転車で通行中の女子中
学生が後方から卑猥な言葉をかけられる事案が発生しました。
犯人は、年齢不詳男性、黒ずくめの服装、黒っぽい自転車に乗車。
不審者に遭遇した際は、防犯ブザーを活用し、１１０番通報をお願いします。

法円坂１丁目１番付近路上 犯人は、年齢不詳男性、黒ずくめの服装、黒っぽい自転車に乗車。
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南警察署 令和3年10月21日（木） 15時01分

令和３年１０月２１日午前８時ころ、大阪市中央区谷町７丁目５番付近路上において、登校中の小学生らが、無
言で男２人からスマートフォンを向けられるという事案が発生しました。
不審者は、２０歳代の男２名、一人はアニメキャラクターの被り物、眼鏡着用、もう一人は上下灰色の洋服を着
用していました。
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「知らない人についていかない」を始めとする
『５つのやくそく』を家族で確認しましょう。

谷町７丁目５番付近路上
不審者は、２０歳代の男２名、一人はアニメキャラクターの被り物、眼鏡着
用、もう一人は上下灰色の洋服を着用
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大阪府警察本部 令和3年10月21日（木） 15時02分

クロスボウ（通称：ボウガン）が使用された凶悪事件が相次いで発生したことを受け、令和３年６月１６日に銃
砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、令和４年３月１５日に施行されることになりました。
これにより、改正法の施行日以降、クロスボウの所持が原則禁止され、許可制となることとなりました。
警察に処分依頼をしていただければ無償でお引き取りいたしますので、最寄りの警察署等になるべく早めにご相
談ください。
詳しくは、こちらをご覧ください↓↓
https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/hoan/crossbow/index.html

- -
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大阪府警察本部 令和3年10月22日（金） 11時35分

【従来の安まちメールを受信されている方へ】
　安まちメールの受信時間帯の設定方法を大阪府警察ホームページに掲載しました。
　就寝時間帯の受信を避けたい等、安まちメールを受信する時間帯を指定したい利用者の方は、ぜひご活用くだ
さい。

安まちメール受信時間帯の設定方法↓↓
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/files/group/2/anmatimail_settei_howto.pdf

【安まちアプリで安まちメールを受信されている方へ】
　安まちアプリの通知に関する受信時間帯の設定方法については、スマートフォンの機種によって異なりますの
で、通信事業者のサポートセンター等にお問い合わせください。

- -
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南警察署 令和3年10月23日（土） 23時22分

１０月２２日午後６時３０分ころ、大阪市中央区難波３丁目８番付近において、徒歩で通行中の女性が、不審者
から「今からどこ行くの。」等と声を掛けられ、追随された後、身体を触られる事案が発生しました。
不審者は、年齢２０歳位、黒髪、白色パーカー、黒色ズボン着用の男です。
外出の際は、防犯ブザーを携帯し、不審者を見かけたら、すぐに１１０番通報して下さい。

難波３丁目８番付近 不審者は、年齢２０歳位、黒髪、白色パーカー、黒色ズボン着用の男
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東警察署 令和3年10月26日（月） 2時29分

令和３年１０月２６日午前１時９分頃、大阪市中央区徳井町２丁目３番付近路上において、徒歩で帰宅中の女性
が、自転車で後方から近付いてきた男性に、身体を触られる事案が発生しました。
犯人は、３０～４０歳代、身長１７０センチ位、小太り、角刈り、黒色パーカーを着て、色不明の自転車に乗車
していました。
防犯ブザーを活用し、不審者を見かけた際は１１０番通報してください。

徳井町２丁目３番付近路上
犯人は、３０～４０歳代、身長１７０センチ位、小太り、角刈り、黒色パーカー
を着て、色不明の自転車に乗車
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大阪府警察本部 令和3年10月28日（木） 17時37分

１０月２８日午後３時５０分ころ、八尾警察署駐車場から、強制わいせつ事件の被疑者として任意同行中の男が
逃走しました。
被疑者は、年齢１８歳、身長１６６センチメートル位、細身、黒色ダウンジャケット、灰色スウェット着用、茶
髪の男１名です。
この様な男を見かければ、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。
自宅等の戸締まり等は確実に行ってください。

- -
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大阪府警察本部 令和3年10月28日（木） 22時29分
10月28日午後3時50分ころ、八尾警察署駐車場から、強制わいせつ事件の被疑者として任意同行中に逃走した男
については、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3年10月30日（土） 11時29分

１０月２９日午後６時４０分ごろ、大阪市中央区法円坂２丁目１番先の陸橋上において、徒歩で帰宅途中の１０
代の被害者が、不審者から身体を擦り付けられるという事案が発生し、いずれかの方向に逃走しました。
犯人は、年齢６０歳位、短髪の白髪頭、水色シャツに黒色ズボンを着用した男一人。
一人歩きはなるべく避け、不審者を見かけたら１１０番通報をして下さい。

法円坂２丁目１番先の陸橋上
犯人は、年齢６０歳位、短髪の白髪頭、水色シャツに黒色ズボンを着用した
男一人。
いずれかの方向に逃走。
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大阪府警察本部 令和3年11月1日（月） 9時27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くようお願いします。
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」で動画公開していますので、ぜひこちらをご確認くださ
い。
○大阪府警察からのお願い　～指名手配被疑者捜査への協力依頼～
https://youtu.be/k8INI-5kQkI
〇大阪府警かわら版　～指名手配被疑者捜査強化月間～
https://youtu.be/L5hTXEIIzlE

- -
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大阪府警察本部 令和3年11月2日（火） 11時59分

１０月２１日に発生した、大阪市阿倍野区内のバイパス上における証拠品車両に対する強盗事件の被疑者画像
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/12198.html

- -
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東警察署 令和3年11月4日（木） 19時25分

本日午後５時４０分ころ、大阪市中央区法円坂１丁目付近歩道上において、キックボードに乗っていた小学生男
児が、前から歩いてきた男二組のうち１名に肩を掴まれたうえ、「どけクソガキ」と怒鳴られ、肩を押される事
案が発生しました。
不審者は、身長１７５センチ位、細見、オレンジ色長袖Tシャツ、白か灰色長ズボン、白か灰色ハンチング帽子
を被った５０歳位の男と、身長１７０センチ位、細見、黒色スーツを着用した５０歳位の男の二人組です。
不審な人物を見かけた際は、近くの大人に助けを求め、１１０番通報してください。

法円坂１丁目付近歩道上
不審者は、身長１７５センチ位、細見、オレンジ色長袖Tシャツ、白か灰色長
ズボン、白か灰色ハンチング帽子を被った５０歳位の男と、身長１７０センチ
位、細見、黒色スーツを着用した５０歳位の男の二人組
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南警察署 令和3年11月8日（月） 11時53分
南警察署管内で、郵便受け等に置いていた合鍵で、店舗内に侵入され現金等が盗まれる被害が発生しています。
今後、確実な施錠と合鍵の保管管理の徹底、現金等の保管管理の徹底等の防犯体制の強化をお願いします。

- -
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大阪府警察本部 令和3年11月11日（木） 13時22分

毎月１１日は「安全・安心まちづくりの日」です。
大阪府警察公式【安まちアプリ】には防犯に関する機能がついています。
今日は安まちアプリをダウンロードして、家族や友人と身近な防犯について考えてみませんか？
毎月１１日は「安まちの日」と覚えてくださいね。
～みんなで力をあわせて、安全・安心まちづくり～
安まちアプリは、こちらからダウンロードできます↓↓
ｉＯＳ用（アップストア）
https://apps.apple.com/jp/app/id1545063232
Ａｎｄｒｏｉｄ用（グーグルプレイ）
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.visor.machiyell.osakapolice.production

- -
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大阪府警察本部 令和3年11月11日（木） 16時11分

大阪府内では、昨年と比較して、電動アシスト自転車用バッテリーの盗難が増加しています。
被害を防ぐためには
○駐輪中はできるだけバッテリーを外して保管する
○外して保管できない場合は、バッテリーと自転車本体を連結するワイヤー錠などでロックする
等して下さい。
また、被害に遭った時のために、バッテリーのシリアルナンバー等を控えておいて下さい。
併せて、自転車のロックも確実に行い、盗難被害を防ぎましょう。

- -
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大阪府警察本部 令和3年11月15日（月） 17時04分

〇新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、ヤミ金融業者が巧妙な手口で融資の勧誘等を行う可能性が高まって
います。
〇「ブラックＯＫ」「即金」「審査なし」に加え、最近では「新型コロナウイルス特例の給付金」「個人間融
資」「後払い現金化」等の言葉を使い、電話やメール、ＳＮＳ等で勧誘してきます。
〇また、給与の買取り等とうたって、違法な貸付けをする『給与ファクタリング』など新手のヤミ金融被害も発
生しています。
ヤミ金融被害に遭うと、負債が膨らみ、生活が破綻する恐れがありますので絶対に利用しないでください。
詳しくは、大阪府商工労働部中小企業支援室のホームページをご覧下さい。
https://www.pref.osaka.lg.jp/kinyushien/kashikin_riyoumae/covid-19_kashikin.html

- -
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南警察署 令和3年11月16日（火） 18時59分

１１月１６日午後５時４３分ころ、大阪市中央区難波３丁目５番付近において、徒歩で通行中の女性に対して、
男性がズボンを膝までずらし、下半身を露出する事件が発生しました。
犯人は、年齢３０歳くらい、身長１７０センチメートルくらい、黒色頭髪、赤色ジャンパー、黒縁眼鏡着用の男
です。
この３０分くらい前にも、南署管内において、同種事案が発生しています。
外出の際は、防犯ブザーを携帯し、不審な人物を見かけたら、すぐに１１０番通報して下さい。

難波３丁目５番付近
犯人は、年齢３０歳くらい、身長１７０センチメートルくらい、黒色頭髪、赤色
ジャンパー、黒縁眼鏡着用の男
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大阪府警察本部 令和3年11月18日（木） 2時02分

１１月１７日午後９時３７分頃、貝塚市小瀬５８番付近から、刃物を持った男が「強盗をする」と言って自動車
に乗車し、いずれかに走り去った事案が発生。
自宅の戸締りをしっかりと行ってください。また、不審者を発見した際は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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大阪府警察本部 令和3年11月19日（金） 9時04分

平成１５年５月２０日（火）午後３時頃、大阪府泉南郡熊取町七山から、吉川友梨さん（当時９歳、現在２７
歳）が行方不明になっています。
事件解決に結びつく有力情報には、上限額３００万円の報奨金が支払われます。
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。
詳しくは、大阪府警察ホームページをご確認ください。
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/jyoho/2/3564.html

- -
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東警察署 令和3年11月19日（金） 15時02分

１１月１９日午後１時４０分ころ、大阪市中央区北浜東付近路上において、徒歩で通行中の男性が、後ろから近
付いてきた自転車の男に、財布をひったくられた事件が発生しました。
男は、白っぽい上着を着て、自転車に乗車し、北方向に逃走しています。
不審者等を見つければ、１１０番通報してください。

北浜東付近路上 男は、白っぽい上着を着て、自転車に乗車し、北方向に逃走。
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大阪府警察本部 令和3年11月19日（金） 16時06分
１１月１８日午前２時ころに配信した、貝塚警察署管内における刃物所持の男については逮捕しました。
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3年11月20日（土） 12時06分

１１月２０日午前９時過ぎ、東大阪市衣摺３丁目付近で、男性が胸を刃物で刺される事件の通報がありました。
犯人の性別、特徴、服装等は現在のところ捜査中です。
・確実に自宅の施錠をお願いします。
・不審な人物を見かけたら、すぐに１１０番通報してください。

東大阪市衣摺３丁目付近 犯人の性別、特徴、服装等は現在のところ捜査中。
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大阪府警察本部 令和3年11月21日（日） 6時14分

１１月２１日午前２時５０分頃、大阪市中央区上本町西５丁目３番付近路上で、２０歳代男性が徒歩で帰宅途
中、３人から５人くらいの男に背中や頭部を蹴られカバンを奪われる強盗事件が発生。
犯人は若い男３人から５人くらいで、徒歩で逃走。
できるだけ人通りの多い場所を選んで帰りましょう。
不審な人物を見かければ１１０番通報のご協力をお願いします。

上本町西５丁目３番付近路上 犯人は若い男３人から５人くらいで、徒歩で逃走。
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南警察署 令和3年11月22日（月） 9時50分

１１月２２日午前８時２分頃、大阪市中央区谷町７丁目２番付近において、４０歳から５０歳位のスーツ姿の男
が、カッターナイフ様の物を持って、歩いていたとの目撃情報がありました。
不審者は、４０歳から５０歳位、身長１７０センチ位、小太り、短髪、スーツ姿の男です。
子どもの安全を守るため、防犯ブザー等を身に着け、不審者を見かけたら、すぐに１１０番通報しましょう。

谷町７丁目２番付近
不審者は、４０歳から５０歳位、身長１７０センチ位、小太り、短髪、スーツ姿
の男
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大阪府警察本部 令和3年11月22日（月） 11時20分

暴力団事務所開設等の禁止区域を追加する改正条例が本日施行されました。
お近くの地域で、「暴力団員風の人が出入りしている」等の情報がありましたら、警察にお知らせください。
暴力団排除「３ない運動」プラスワン
暴力団を恐れない
暴力団に対して資金提供しない
暴力団を利用しない
＋暴力団事務所の存在を許さない
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/topics/11197.html

- -
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大阪府警察本部 令和3年11月22日（月） 21時42分
１１月２０日午前９時すぎ、東大阪市衣摺３丁目付近において発生した、殺人未遂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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南警察署 令和3年11月23日（火） 10時03分

１１月２３日午前５時４６分ころ、大阪市中央区南船場２丁目４番付近路上において、徒歩通行中の男性が３人
組の男性から暴行をされ、リュックサックを奪われる路上強盗事件が発生しました。
犯人は、若い感じの男性３名。
１人目は、身長１７０ｃｍくらい、黒色上衣着用。
２人目は、身長１７０ｃｍくらい、緑色上衣着用。
３人目は、人相着衣等不明。
不審者を見かけた際は、自身の安全を確保した後、１１０番通報して下さい。

南船場２丁目４番付近路上

犯人は、若い感じの男性３名。
１人目は、身長１７０ｃｍくらい、黒色上衣着用。
２人目は、身長１７０ｃｍくらい、緑色上衣着用。

３人目は、人相着衣等不明。
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大阪府警察本部 令和3年11月25日（木） 11時03分

１１月２５日から１２月１日は犯罪被害者週間です。
犯罪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、私たち一人一人の理解と支援が必要です。
誰もが安心して暮らせる社会へ！
皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
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/topics/9636.html

- -
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南警察署 令和3年11月26日（金） 19時07分

１１月２６日午後４時３０分頃、大阪市中央区谷町６丁目６番付近において帰宅途中の女子高生の後をつける事
案が発生しました。
不審者は、３０歳くらい、身長１８０センチメートルくらい、黒髪、黒色ダウンジャケット、黒色ズボン、マス
ク着用の男です。
子どもの安全を守るため防犯ブザーを持たせるようにし、不審者を見かけたら１１０番通報しましょう。

谷町６丁目６番付近
不審者は、３０歳くらい、身長１８０センチメートルくらい、黒髪、黒色ダウン
ジャケット、黒色ズボン、マスク着用の男
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南警察署 令和3年11月29日（月） 15時41分
年末のこの時期は、空気がとても乾燥し、タバコの投げ捨てなどからも枯葉などに燃え移ることもあり、不審火
が多く発生する時期でもあります。警察としても火災の発生を防ぐために、パトロールを強化しています。みな
さんも家屋建物や店舗付近及び死角となる駐車場などに燃えやすいものを置かないようにしましょう。

- -
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南警察署 令和3年11月30日（火） 17時38分

１１月３０日午後４時２５分頃、大阪市中央区高津１丁目１番付近において、徒歩で下校中の小学生女児らに対
し、男性がコートをめくり、全身を露出する事件が発生しました。
犯人は、年齢３０から４０歳くらい、体格中肉、黒色ハット帽、ロングコート、黒色リュックサック、黒色マス
ク、眼鏡着用の男です。
外出の際は、防犯ブザーを携帯するとともに、不審な人物を見かけたら、すぐに１１０番通報して下さい。

高津１丁目１番付近
犯人は、年齢３０から４０歳くらい、体格中肉、黒色ハット帽、ロングコート、
黒色リュックサック、黒色マスク、眼鏡着用の男
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南警察署 令和3年12月2日（木） 11時55分

南警察署管内では、郵便受け等に置いていた鍵、いわゆる「置き鍵」が使用し、店舗や事務所に侵入され、現金
や商品・機材が盗まれる被害が発生しています。
犯人は、昼夜を問わず無人となるテナントビル等に入居する店舗や事務所を狙います。
安易に店舗や事務所の鍵を郵便受け等に放置せず、鍵の保管管理を徹底しましょう。

- -
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大阪府警察本部 令和3年12月3日（金） 15時19分

１２月３日午後２時２８分ころ、大阪市生野区鶴橋三丁目８番付近において、刃物様のものを所持していた不審
者が居たとの目撃情報がありました。
不審者の特徴は、年齢４５歳くらい、身長１７０センチくらい、黒髪、細身、上下黒っぽい服装の男１名。
このような不審者を見かければ、すぐに１１０番通報して下さい。

生野区鶴橋三丁目８番付近
不審者の特徴は、年齢４５歳くらい、身長１７０センチくらい、黒髪、細身、上
下黒っぽい服装の男１名。
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東警察署 令和3年12月6日（月） 17時42分

本日午前８時４０分ころ、大阪市中央区谷町４丁目付近において、通行中の女子中学生が、見知らぬ男から声を
かけられる事案が発生しました。
不審者は、年齢４０歳位、黄土色上位、黒色ズボン、短髪の男１名。
不審な人物を見かけた際は、近くの大人に助けを求め、１１０番通報してください。

谷町４丁目付近 不審者は、年齢４０歳位、黄土色上位、黒色ズボン、短髪の男１名。

https://www.police.pref.osaka.lg.jp/topics/11197.html
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/topics/9636.html
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東警察署 令和3年12月9日（木） 0時04分

本年１２月８日午後１０時２５分ころ、大阪市中央区谷町１丁目付近路上を徒歩で通行中の女性が、後方から近
付いてきたミニバンタイプの車両助手席側から「道を教えてくれ」と声をかけられる事案が発生しました。
声をかけてきた人物は、年齢２０代くらいの男で、服装等は不明です。
また車両の塗色も不明です。
夜間帯は、出来るだけ明るい道を通行し、不審者と思われる人物を発見した際は１１０番通報してください。

谷町１丁目付近路上
声をかけてきた人物は、年齢２０代くらいの男で、服装等・車両の塗色は不
明です。
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大阪府警察本部 令和3年12月9日（木） 15時03分

子供を狙った犯罪や声掛け・つきまとい等の事案は、子供たちが少数になり、大人の目が届きにくい下校時間帯
に多く発生しています。
散歩や買い物等の日常活動を下校時間帯である15～18時頃に合わせて行い、防犯の視点で子供たちを見守る「な
がら見守り」へのご協力をお願いします。
また、子供につきまとうような不審な人物や車を見かければ、すぐ110番通報してください。
府警音楽隊が「ながら見守り」について詳しく説明している動画はこちら↓
https://youtu.be/nZB5o-iwPRg

- -
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大阪府警察本部 令和3年12月10日（金） 18時02分

令和３年１０月１１日から２０日までの１０日間、全国地域安全運動が実施されました。
多くの府民の皆様の協力を得て、様々な防犯活動を行うことができました。
運動期間中の各警察署の主な取り組みをまとめた動画を作成し、ＹｏｕＴｕｂｅの「大阪府警察安まち公式チャ
ンネル」に公開していますので、ぜひ、ご覧ください。
https://youtu.be/2kylcj3bR6Y

- -
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大阪府警察本部 令和3年12月13日（月） 17時02分

令和３年１０月２１日に大阪市阿倍野区内のバイパス上において発生した強盗事件の被疑者を隠避した犯人隠避
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/12283.html

- -
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大阪府警察本部 令和3年12月17日（金） 9時26分

１０月２１日に大阪市阿倍野区内のバイパス上において発生した強盗事件の被疑者を隠避した犯人隠避事件被疑
者を１２月１６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、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3年12月19日（日） 14時29分

本日午後０時３３分ころ、近畿自動車道八尾料金所付近で、車が他車（黒色軽四自動車）に追突したうえ、同軽
四自動車に乗り換えて逃走する事案が発生しました。
犯人は３０歳位の男性で、北方向に逃走しました。
このような車両を見かけた時は、身の安全を確保するとともに、１１０番通報していただくようお願いします。

近畿自動車道八尾料金所付近 犯人は３０歳位の男性で、北方向に逃走
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大阪府警察本部 令和3年12月20日（月） 10時52分

令和３年１０月２１日午後１０時３０分ころ、大阪市阿倍野区内のバイパス上において発生した証拠品車両に対
する強盗事件被疑者２名のうち１名を１２月１９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。
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/12198.html

- -
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大阪府警察本部 令和3年12月21日（火） 11時27分

１２月２１日午前９時２０分ころ、大阪市中央区南船場３丁目２番付近の路上で、複数の通行人を懐中電灯で照
らし、「お前ら１人じゃ何にもできへんのじゃ」等と言いながら歩く不審者が目撃されました。
不審者は、年齢４０歳から５０歳くらい、身長１７０から１７５センチメートルくらい、ボサボサ頭の小太りの
男で、眼鏡を着用していました。
不審な行動を見せる人物には近寄らず、安全な場所からすぐに１１０番通報してください。

南船場３丁目２番付近の路上
不審者は、年齢４０歳から５０歳くらい、身長１７０から１７５センチメートルく
らい、ボサボサ頭の小太りの男で、眼鏡を着用
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南警察署 令和3年12月21日（火） 16時43分

令和３年１２月２１日午前８時２５分頃、大阪市中央区島之内１丁目１８番付近路上において、通勤中の女性
が、意味不明な言葉を大声で叫ぶ不審な男につきまとわれる事案が発生しました。
不審者は、５０代後半から７０代位、身長１７０ｃｍ位、白髪交じりの黒髪、黒っぽい色の丈が長めのジャン
パー着用の男です。
外出の際は防犯ブザーを身に付けるとともに、不審者を見かけたら、すぐに１１０番通報してください。

島之内１丁目１８番付近路上
不審者は、５０代後半から７０代位、身長１７０ｃｍ位、白髪交じりの黒髪、
黒っぽい色の丈が長めのジャンパー着用の男
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東警察署 令和3年12月21日（火） 20時04分

１２月２１日午後１時ころ、大阪市中央区玉造２丁目付近路上において、徒歩で下校中の女子中学生に対して、
自動車に乗車した男が「１０万円あげるから見て」等と声を掛ける事案が発生しました。
犯人は、３０歳位、シルバー色の自動車に乗車した男１名。
不審な男を発見した際は、１１０番通報をお願いします。

玉造２丁目付近路上 犯人は、３０歳位、シルバー色の自動車に乗車した男１名
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大阪府警察本部 令和3年12月22日（水） 11時14分

令和３年１０月２１日午後１０時３０分ころ、大阪市阿倍野区内のバイパス上において発生した証拠品車両に対
する強盗事件被疑者を１２月２１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、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

- -

https://youtu.be/nZB5o-iwPRg
https://youtu.be/2kylcj3bR6Y
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/12283.html
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/index.html
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/12198.html
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/jiken/wanted/index.html
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大阪府警察本部 令和3年12月23日（木） 17時25分

大阪府内の１１月中の
★自動車盗
★車上ねらい
★部品ねらい
の認知件数は、前月と比較していずれも増加しています。
被害に遭わないために
●車を離れる際は確実にドアロック
●車の中にはカバンや貴重品を置かないように「車内からっぽ宣言！！」
●防犯設備のある明るい駐車場を利用
●ナンバープレート盗難防止ネジを活用
等をお願いします。
電動アシスト自転車のバッテリーにもワイヤー錠等をかけ、盗難被害を防ぎましょう！

- -
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南警察署 令和3年12月26日（日） 2時42分

１２月２６日午前１時４５分ころ、大阪市中央区日本橋１丁目３番付近を通行中の女性が、男に身体を触られる
事件が発生しました。
犯人は身長１７０センチくらいの細身、黒髪の男で、灰色のロングコートと黒色のズボンを着用しており、現場
から西方向に徒歩で逃走しました。
夜間に外出する際は、できるだけ明るく人通りの多い道を選び、防犯ブザーを携行しましょう。

日本橋１丁目３番付近
犯人は身長１７０センチくらいの細身、黒髪の男で、灰色のロングコートと黒
色のズボンを着用しており、現場から西方向に徒歩で逃走
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大阪府警察本部 令和3年12月28日（火） 7時38分

１２月２８日午前５時５０分ころ、大阪市中央区心斎橋筋２丁目のブランドショップにトラックが突っ込み、店
内に侵入しようとする事件が発生しました。
被疑者は年齢４０歳から５０歳くらいの男１名で、黒色上衣に黒色ズボンを着用し、手に拳銃様のものを所持し
ているとの目撃情報があります。
不審な人物を見かければ、すぐに１１０番通報してください。不要な外出は控えてください。

心斎橋筋２丁目のブランドショップ
被疑者は年齢４０歳から５０歳くらいの男１名で、黒色上衣に黒色ズボンを
着用し、手に拳銃様のものを所持しているとの目撃情報があります。


