
エジプト紙ウェブ版での犯罪報道（ポイント）の留意点 

 

皆さまの防犯対策の一助となるよう，日刊アラビア語紙シュルーク（Shrouq）

のウェブ版に掲載された犯罪報道のポイントをまとめました。 

以下の点にご留意の上，防犯対策のご参考としていただければ幸甚に存じま

す。 

  

〇報道は発生した犯罪を網羅したものではありません。 

〇一般的な防犯対策以外のテロ事案，汚職，詐欺，密輸（違法薬物関連を除 

く），飲食物取締（期限切れ，未承認食品の販売など）などの報道は，基本的 

に記載していません。 

〇日付はウェブ版掲載の日付で，必ずしも犯罪発生や法執行の日ではありませ 

ん。 

〇記事内で発生場所が明記されていない場合があります。その場合，法執行を行 

った機関の所在地で分類しています。 

〇マアーディ，ザマレク，カイロ空港のみ，場所が特定されていれば記載してい 

ます。 

〇在エジプト日本大使館として，特にシュルーク紙を推奨するものではありませ 

ん。他の新聞や媒体，友人・知人からなど多くのチャンネルから情報を収集す 

ることをお勧めします。 

 

 

■報道を見る限りにおいても，銃器，刃物を使用した犯罪，違法薬物の取引，薬 

物影響下の運転が多数発生しています。当館ウェブサイトに掲載されている

「安全の手引き」も参考として，防犯の対策をお願いいたします。 



発生県名 概要

5 31 金 ガルビーヤ 水道料金集金人から金を奪った容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 取引のため違法薬物と銃器を所持していた容疑者を逮捕。

シャルキーヤ
自宅で死後数日たった遺体を発見。遺体近くにハンマーと血痕があっ
た。

ミニヤ 違法薬物下の運転3件を摘発。

ガルビーヤ 灌漑用機材を盗んでいた容疑者5人を逮捕。

カイロ空港 規定を超えたエジプト貨を国外に持ち出そうとした容疑者を逮捕。

ギザ
取締で，取引のため違法薬物を所持していた容疑者28人，銃器を所持
していた5人を逮捕。

カリュービーヤ 取引のため違法薬物を所持していた容疑者3人を逮捕

5 30 木 カイロ 取引のため違法薬物を所持していた容疑者を逮捕。

アレキサンドリ
ア，カリュービー
ヤ

取引のため1000万ポンド相当の違法薬物を所持していたグループを逮
捕。

ポートサイード 違法薬物を積んだトラックを摘発。

カリュービーヤ 刺殺された遺体を自宅近くで発見。

イスマイリーヤ
スエズ運河を越えてエジプト本土に違法薬物を持ち込もうとしたグルー
プを逮捕。

ガルビーヤ 取引のため違法薬物と銃器を所持していた容疑者2人を逮捕。

カリュービーヤ 夫が眠った後，刺殺し，遺体を路上に遺棄した容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 運河で遺体を発見。

カイロ 取引のため違法薬物を所持していた手配犯を逮捕。

ミニヤ，ベニスエ
フ

オートバイを使って盗みを行っていたグループを逮捕。

アレキサンドリア 取引のため違法薬物を所持していた容疑者を逮捕。

ポートサイード 車の売買トラブルで被害者を拉致したグループを逮捕。

5 29 水 スエズ 女性が鈍器で撲殺後，遺体を焼かれた。金の装飾品が盗まれた。

掲載日付



発生県名 概要掲載日付

シャルキーヤ 取引のため違法薬物と銃器を所持していた容疑者5人を逮捕。

カリュービーヤ 取引のため違法薬物と銃器を所持していた容疑者9人を逮捕。

カイロ 学校内のATMを壊して金を盗もうとした容疑者を逮捕。

カイロ 取引のため違法薬物を調合していた容疑者2人を逮捕。

カイロ 警官を装った容疑者を逮捕。

スエズ トラブルの相手を殺した容疑者を逮捕。

ガルビーヤ
1ヶ月以上行方不明だった男性の遺体を発見。二家族間のトラブルが原
因の被害者とみられる。

5 28 火 カイロ 女性たちから金の装飾品を奪っていたグループを逮捕。

ギザ トラブルのあった相手を刺殺した容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 取引のため違法薬物と銃器を所持していた3件を摘発。

カイロ
ジュース購入の際のトラブルで2グループが互いに銃を発砲，8人が負
傷，8人を逮捕。

アシュート
トラブル相手の殺人を依頼，実行犯は被害者を射殺後，オートバイで逃
走。容疑者2人を逮捕。

5 27 月 ガルビーヤ 息子を暴行から守ろうとした男が刺殺された。

ミニヤ 農地に植える作物を巡って父子が争い，子が斧で父を殺した。

ギザ 口論になった甥を刺殺した容疑者を逮捕。

カイロ 電気ケーブルを盗んだ容疑者2人を逮捕。

アレキサンドリア 取引のため違法薬物と銃器を所持していた2人を逮捕。

シャルキーヤ 家族間のトラブルで妻を絞殺した男が自殺を図った。

カリュービーヤ 取引のため違法薬物と銃器を所持していた1人を逮捕。

全国
24時間の取締で，銃器176件，刃物208件，違法薬物189件の所持。4件
の薬物影響下の運転を摘発。

カイロ
銀行から大量の現金を受け取り，自社に向かう途中で一部を盗まれる。
容疑者2人を逮捕。



発生県名 概要掲載日付

カイロ 建設現場から3トンの鉄材を盗んだ容疑者3人を逮捕。

アスワン 二家族間のトラブルで刃物によって3人が負傷。

ケナ
拉致され，暴行，監禁された男を解放。容疑者との間に金銭トラブルが
あった。

5 26 日 ミニヤ 交通取締で，違法薬物影響下の運転3件を摘発。

アレキサンドリア 2件の文書偽造ビジネスを摘発。

アレキサンドリア 列車故障で5人負傷。

カイロ 手配犯を逮捕。

ギザ 屋外を登り住居から盗みを行っていた容疑者1人を逮捕。

スエズ 車のバッテリーを盗んでいた容疑者2人を逮捕。

ダカハリーヤ 取引のため違法薬物を所持していた2人を逮捕。

全国
24時間の取締で，200件の銃器，202件の刃物の所持，違法薬物影響下
の運転8件を摘発。

カリュービーヤ 女性へのハラスメントで二グループが銃器，刃物で争い，6人が負傷。

シナイ 違法薬物の原料800kgを押収。

カイロ
ミクロバスに乗ったところ，乗客5人に銃器，刃物で脅され所持金を奪わ
れた。5人を逮捕。

カリュービーヤ イフタール中に口論になり相手を刺した容疑者を逮捕。

アレキサンドリア
借金を返すよう暴行を受けていた男性が死亡。容疑者1人を逮捕し，残
りの容疑者を追跡中。

カイロ 屋外を登り住居から盗み，また車を盗んでいた容疑者2人を逮捕。

カイロ
女に誘惑されたところにその夫に銃と刃物で脅され，裸の写真を撮影，
脅迫されていた事件を解決。容疑者2人を逮捕。

カリュービーヤ
車の通行順を巡って口論になり，トゥクトゥク運転手を刺した容疑者を逮
捕。

ブヘイラ
礼拝時に聞いていた音源の音量を巡り，相手を刺殺した容疑者を逮
捕。

5 25 土 ミニヤ 取引のため，違法薬剤と銃器を所持していた3人を逮捕。



発生県名 概要掲載日付

ミニヤ 二家族間のトラブルで互いに投石，8人逮捕。

カリュービーヤ
家族の反対で結婚を断った交際相手の男性の拉致を行った女子学生と
実行犯6人のうち4人を逮捕。

ガルビーヤ 取引のため，違法薬剤と銃器を所持していた1人を逮捕。

カイロ
ガラス窓を割り，車上にあった140万ポンドを盗んだ容疑で3人の手配犯
を逮捕。

南シナイ 前夫（子の父親）とのトラブルで，子を殺した容疑者を逮捕。

ミニヤ 交通取締で，3件の薬物影響下の運転を摘発。

カイロ 職場のトラブルで，同僚を刺殺した容疑者を逮捕。

アスワン
3年前からの二家族間のトラブルで互いに発砲，3人死亡，8人負傷，15
人を逮捕。

カリュービーヤ 取引のため銃器を所持していた容疑者1人を逮捕。

カリュービーヤ 金の無心をした息子を刺した父親を逮捕。

全国 24時間の交通取締で，22件の薬物影響下の運転を摘発。

ソハーグ
違法な建て増しを取り締まろうとした地区行政の副責任者が襲われ，重
傷。5人を逮捕。

5 24 金 ベニ・スエフ 肉の値段を巡るトラブルで発砲があり，1人負傷。

ミニヤ 取締で，違法薬物下の運転を3件摘発。

ギザ 夫を薬で眠らせた後，愛人と夫を刺殺した妻を逮捕。

ミニヤ 取締で，銃器所持24件，違法薬物所持10件を摘発。

ガルビーヤ 強盗のため，銃器を所持した手配犯1人を逮捕。

スエズ 金銭トラブルで友人を刺殺した容疑者を逮捕。

カリュービーヤ 電気ケーブルを盗もうとした容疑者を逮捕。

ソハーグ
土地所有を巡るいとこ同士のトラブルで発砲，2人が死亡，3人が負傷，
5人を逮捕。

ケナ 強盗などの凶悪犯4人を逮捕，1人を射殺。



発生県名 概要掲載日付

5 23 木 ミニヤ
ボール遊びが二家族間のトラブルになり互いに投石，5人が負傷，5人を
逮捕。

ガルビーヤ 2日間行方不明だったトゥクトゥク運転手の遺体を発見。

シャルキーヤ
歩行者から携帯電話を強奪していたグループが抵抗した被害者を射
殺。4人を逮捕。

アレキサンドリア
刃物で脅し，運転手から車と携帯電話を奪ったグループ4人を逮捕。被
害者に車などと引き換えに金銭を要求する目的。

ガルビーヤ 取引のため違法薬物と銃器を所持していた容疑者1人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持201件，違法薬物所持208件，刃物所持217件を摘
発。

カイロ
贈賄を受け，判決が有利になるよう情報を教えたほか，文書を操作した
裁判所書記を逮捕。

カイロ
マアーディで，ガラス窓を割り，車上にあった70万ポンドを盗んだ容疑者
3人を逮捕。銀行から跡をつけて犯行に及んだと自供。

5 22 水 ガルビーヤ リサイクルヤードでゴミの中に手榴弾を発見。

ミニヤ 取引のための違法薬物と銃器を所持していた1人を逮捕。

アレキサンドリア 取引のため違法薬物を所持していた4人を逮捕。

ブヘイラ 二家族間の争いで発砲があり，1人が死亡，3人が負傷。

カイロ
留守の間に店主の自宅に入り盗みを働き，その妻を刺殺した容疑者を
逮捕。

カイロ
マアーディで，外部から登ってアパートへの侵入盗を行っていた容疑者2
人を逮捕。

ケナ 違法薬物取引で容疑者を逮捕。

カイロ
違法薬物の過剰摂取で死亡した仲間の遺体を墓地に捨てた容疑者を
逮捕。

ガルビーヤ 外国での雇用斡旋を偽り，9万ポンドを詐取した容疑者を逮捕。

ギザ 1千万ポンド相当の違法薬物を押収，容疑者4人を逮捕。

アシュート
4氏族間の和解を仲介。
（注：氏族間のトラブルが殺人，傷害につながっている）

ミニヤ 子どもの遊びが隣人間の争いとなり，1人が刺殺された。

ミニヤ 取締で，24件の銃器所持，6件の違法薬物所持を摘発。



発生県名 概要掲載日付

カイロ
トラック運転手を銃で脅して金を奪っていたグループの2人が治安機関と
の銃撃戦の後，逮捕。取引のための違法薬物も所持していた。

カリュービーヤ
オートバイの修理を巡り，持ち主と修理工が争い，一方が刃物で刺され
た。

ガルビーヤ 路上で男の遺体を発見。

アシュート
外国にいる被害者の父が送る金を奪うため，男を殺した容疑者2人を逮
捕。

ガルビーヤ 取引のため違法薬物と銃器を所持していた2人を逮捕。

ダカハリーヤ 手配犯が治安機関と銃撃戦になり，2人死亡。

5 21 火 カイロ カイロ　他殺されたと見られる女性の遺体を発見。

ガルビーヤ 各種修了証の偽造ビジネスを行っていた1人を逮捕。

アレキサンドリア 住居侵入盗を行っていた2人を逮捕。

ファイユーム 父を殺した容疑者を逮捕。

カイロ 携帯電話を奪った手配犯を逮捕。

全国
24時間で，220件の銃器所持，236件の刃物所持，268件の違法薬物所
持，4件の薬物影響下の運転を摘発。

シャルキーヤ 取引のための違法薬物と銃器の所持で2人を逮捕。

ミニヤ
2人目の妻と結婚したことで，薬物を飲ませて男を殺害，遺体をタンクに
隠した1人目の妻とその子を逮捕。

カイロ 歩行者を刃物で脅して金を奪った容疑者を逮捕。

カリュービーヤ 銃で脅して携帯電話を奪っていた容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 各種修了証の偽造ビジネスを行っていた1人を逮捕。

ギザ 自室で絞殺された遺体を発見。

5 20 月 ダミエッタ
人身売買と児童労働で容疑者と子ども4人を逮捕。子どもを使って，住
宅，車から盗みを行っていた。

カリュービーヤ 借金の返済を求めた相手を棒で殴り殺した容疑者を逮捕。

ミニヤ 交通取締で，4件の薬物影響下の運転を摘発。



発生県名 概要掲載日付

カイロ 銅線を盗んでいた容疑者2人を逮捕。銃器を所持していた。

カリュービーヤ 子どもの遊びが発端で二家族間の発砲，負傷者を出した事案を調停。

シャルキーヤ
手配犯と治安当局が銃撃戦になり，1人が死亡，1人が負傷。違法薬物
と銃器を所持。

アレキサンドリア 取締で，11件の違法薬物と60件の刃物の所持を摘発。

全国
24時間で，36件の銃器所持，183件の刃物所持，92件の違法薬物所
持，2件の薬物影響下の運転を摘発。

ギザ 復讐のため，男を銃，刃物で殺した容疑者2人を逮捕。

ケナ 取引のため違法薬物と銃器を所持した2人を逮捕。

カリュービーヤ 取引のため違法薬物を所持した1人を逮捕。

ガルビーヤ 取引のため違法薬物と刃物を所持した1人を逮捕。

アスワン 運転手を絞殺して，トゥクトゥクを奪った容疑者を逮捕。

カイロ
金銭トラブルと女性家族を侮辱されたことで相手を刺殺，遺体を墓地に
遺棄した容疑者を逮捕。

5 19 日 ギザ 二家族間のトラブルで，双方が発砲，1人が死亡。容疑者複数を逮捕。

ガルビーヤ 取引のため違法薬物と銃器を所持していた容疑者1人を逮捕。

ガルビーヤ 取引のため違法薬物と刃物を所持していた容疑者1人を逮捕。

カイロ
マアーディで，駐車中の車の窓を割り，現金を盗んだ容疑者2人を逮
捕。

カイロ 取引のため違法薬物を所持していた容疑者2人を逮捕。

カイロ
商談と言われて連れて行き，銃で脅して金を奪った容疑者グループを逮
捕。

ミニヤ 交通取締で，3件の薬物影響下の運転を摘発。

全国 24時間の交通取締で，25件の薬物影響下の運転を摘発。

ギザ 取引のため違法薬物を所持していたグループを逮捕。

カイロ
マアーディで，取引のため違法薬物と銃器を所持していた容疑者3人を
逮捕。



発生県名 概要掲載日付

紅海 病院から6.7万ユーロを盗んだ容疑者5人を逮捕。

ブヘイラ
耕作料を巡るトラブルから農地に放火し，消火活動を妨害した容疑者10
人を逮捕。

カイロ空港 考古物を密輸しようとした容疑者1人を逮捕。

ケナ 取引のため違法薬物と刃物を所持していた容疑者2人を逮捕。

ギザ
二家族間のトラブルで，銃を発砲した男が相手に刺殺された。容疑者を
逮捕。

5 18 土 イスマイリーヤ 車の通行順を巡って発砲した警官を逮捕。

シャルキーヤ 手配犯を逮捕。

カイロ 運転免許証を偽造していたグループを逮捕。

全国 24時間の交通取締で，29件の薬物影響下の運転を摘発。

5 17 金 アレキサンドリア 5件の銃器，83件の刃物，36件の違法薬物の所持を摘発。

カフル・エルシェイ
ク，ガルビーヤ

手配犯2人を逮捕。銃器，違法薬物を押収。

メノフィーヤ 各種研修修了証の偽造ビジネスを行っていた容疑者2人を逮捕。

ミニヤ 交通取締で，1件の薬物影響下の運転を摘発。

全国
24時間で，67件の銃器，175件の刃物，105件の違法薬物の所持，4件
の薬物影響下の運転を摘発。

カイロ 政府の麻薬撲滅キャンペーンを装った男を逮捕。男は営利を否定。

ギザ 取引のため違法薬物と銃器を所持していた容疑者2人を逮捕。

ガルビーヤ 取引のため違法薬物と銃器を所持していた容疑者1人を逮捕。

全国 取引のため違法薬物と銃器を所持していた複数グループを逮捕。

5 16 木 スエズ
マイクロバスでひいてしまった女児の遺体を墓地に遺棄した容疑者を逮
捕。

シャルキーヤ 携帯電話の紛失を巡って，友人を刺殺した容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 取引のため違法薬物を所持していた容疑者6人を逮捕。



発生県名 概要掲載日付

ガルビーヤ 取引のため違法薬物を所持していた容疑者2人を逮捕。

アレキサンドリア
大豆を積んだトラックを止め，運転手を銃で脅してトラックを奪った容疑
者グループを逮捕。

ガルビーヤ 指名手配犯1人を逮捕。

アスワン 金20kgの密輸を図ったアフリカ系外国人を逮捕。

ミニヤ 交通取締で，2件の薬物影響下の運転を摘発。

全国
24時間で，232件の銃器所持，226件の刃物所持，252件の違法薬物，5
件の薬物影響下の運転を摘発。

ケナ 運転手を射殺し，トゥクトゥクを奪った容疑者3人を逮捕。

ダカハリーヤ 喧嘩で母を殴り，2階から落ちた母が死亡した件で容疑者を逮捕。

ギザ
モスクの女性礼拝場所で生後5ヶ月の乳児を誘拐しようとした容疑者1
人を逮捕。

5 15 水 イスマイリーヤ 継母を刺殺した容疑者を逮捕。

カイロ
ウルフィ婚(証人はいるが，宗教・政府機関への届出をしない婚姻)の妻
が正式な婚姻を求めたところ，彼女のポルノ写真で脅迫，10万ポンドを
得て婚姻解消をした後も脅迫した容疑者を逮捕。

シャルキーヤ
14歳男子を誘拐し，200万ポンドを要求した容疑者4人を逮捕，人質を解
放。

ブヘイラ コーヒーショップでの口論で互いに発砲し，1人が死亡，1人が負傷。

カリュービーヤ 歯科医をハンマーで殴って殺した容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 取引のため違法薬物を所持していた容疑者2人を逮捕。

カフル・エルシェイ
ク

偽造した鍵で車を盗んでいたグループを逮捕，銃器，刃物を押収。

カイロ
金銭トラブルのある相手を車に監禁し，暴行を加えた容疑者2人を逮
捕。

カフル・エルシェイ
ク

外国ビザ取得のための書類偽造ビジネスを行っていた容疑者を逮捕。

カイロ 6ヶ所の偽医院を摘発。

ミニヤ 2件の薬物影響下の運転を摘発。

ガルビーヤ 3人の指名手配犯を逮捕。
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5 14 火 ベニ・スエフ 農地への灌漑を巡るトラブルで，兄弟を刺殺した容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 違法薬物を取引していた容疑者2名を逮捕。

全国 一週間で，インターネットを利用した56件の犯罪を摘発。

アレキサンドリア
フェイスブックを利用して，死別，離別した女性のための福祉団体を装
い，携帯電話会社の残高チャージで募金を行っていた容疑者を逮捕。

アレキサンドリア
窓ガラスを割って車を盗み，所有者に金を要求していたグループのうち2
人を逮捕。

全国 24時間で，219件の銃器，194件の刃物の所持を摘発。

ミニヤ ビザ申請などの目的の書類偽造ビジネスを行っていた容疑者を逮捕。

カリュービーヤ 借金を断られたことから家族間で発砲，1人が死亡，1人が負傷。

ダカハリーヤ
企業経営者の車の進路を塞いだ上で，銃で脅し，40万ポンドを奪ったグ
ループを逮捕。

カリュービーヤ 4歳の女児を誘拐しようとした容疑者を逮捕。

カリュービーヤ 子どもの遊びを巡ってのトラブルで発砲，負傷。

5 13 月 ベニ・スエフ 取引のため違法薬物と銃器を所持していた容疑者2人を逮捕。

カリュービーヤ 金を無心したことを断られた職員が教会で司祭を射殺。

ミニヤ 交通取締で，2件の薬物影響下の運転を摘発。

カリュービーヤ
従業員への給与支払いのための金を持った工場主を銃で襲い，44万ポ
ンドを奪ったグループを逮捕。グループには前従業員が含まれ，犯行に
は盗難車が使われた。

カイロ
妻が夫に薬物を3日連続で服用させ，心臓麻痺を起こさせた死亡に至ら
しめた疑い。薬物は妻の愛人が購入。

アスワン トゥクトゥク運転手が棒で殴り殺され，遺体は運河に捨てられた。

ガルビーヤ ビザ取得のため口座残高証明を偽造した容疑者2人を逮捕。

全国
24時間で，206件の銃器，184件の刃物，169件の違法薬物，14件の薬
物影響下の運転を摘発。

カイロ
ミクロバスで進路をさえぎった後，銃で運転手を脅し，銅線を運んでいた
トラックを奪ったグループを逮捕。

ギザ 刺殺された建築現場の守衛の遺体を発見。
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5 12 日 ギザ 息子が母親を刺殺。

カリュービーヤ サッカーの試合中にスタジアムで空に発砲した男を逮捕。

全国
24時間で，238件の銃器，255件の刃物，232件の違法薬物，7件の薬物
影響下の運転を摘発。

アレキサンドリア 取引のため違法薬物を所持していた容疑者を逮捕。

ソハーグ
5万ポンドで政府の職を用意するとの話のトラブルから，相手を銃で殺し
た容疑者2人を逮捕。

全国 24時間で，13件の薬物影響下の運転を摘発。

ギザ
24時間で，違法薬物所持の容疑者42人，銃器所持の容疑者8人を逮
捕。

カリュービーヤ 違法薬物取引のグループを逮捕。

カリュービーヤ
子どもの遊びを巡ってのトラブルで，隣人を刃物で刺した容疑者を逮
捕。

カリュービーヤ 取引のため違法薬物を所持していた容疑者を逮捕。

5 11 土 アスワン　
スーダンからの密入国を手引きするグループ9人を逮捕。うち3人は，ト
ラブルにより車に発砲し密入国者を1人殺害の容疑。

ケナ 150ポンドの支払いの和解中に，相手の頭をパイプで殴り，殺害。

ガルビーヤ 大学教授を装い，研修修了証を偽造していた容疑者を逮捕。

アシュート
精神障碍の子を拉致，35万ポンドの身代金を要求した容疑者を逮捕，
人質を解放。

アレキサンドリア 取引のため違法薬物，銃器を所持していた容疑者2人を逮捕。

全国 1週間で，600件の銃器，299件の薬物影響下の運転を摘発。

ガルビーヤ 脅迫などの凶悪犯を逮捕。

ガルビーヤ 過去のトラブルのため親族に火をつけた容疑者を逮捕。

カリュービーヤ
量り売りの果物の値段を巡り，店主が棒で殴られ死亡，その子が怪我。
容疑者3人を逮捕。

5 10 金 リビア国境 6千万ドル以上を国外に持ち出そうとした容疑者4人を逮捕。

シャルキーヤ 携帯電話の修理を巡るトラブルで，修理客2人が店主を棒で殴り殺害。
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カリュービーヤ 取締強化で，取引のため違法薬物，銃器を所持していた19人を逮捕。

全国 24時間で，203件の銃器，217件の違法薬物を摘発。

カリュービーヤ 取引のため違法薬物，銃器を所持していた容疑者1人を逮捕。

アレキサンドリア アパートの敷地内で刺殺された母子2人を発見。

カリュービーヤ 以前の諍いのため相手に鉄片で殴られ負傷。

スエズ
銃器，違法薬物関係の凶悪犯が，逮捕を逃れるため発砲，オートバイで
逃走後，治安当局と銃撃戦となり死亡。

アレキサンドリア
２つの袋に入った男性のバラバラ遺体を発見。金銭トラブルにより，瓶で
殴られて殺害された。

ミニヤ
取締強化で，23件の銃器，13件の違法薬物，1件の薬物影響下の運転
を摘発。

5 9 木 マトルーフ
住居，店舗への侵入盗を繰り返していた容疑者3人を逮捕。銃器を押
収。

カリュービーヤ オートバイで歩行者から携帯電話を奪っていた容疑者2人を逮捕。

アシュート 相続を巡って，男が兄弟とその妻子計4人を銃で殺害。

全国
24時間で，211件の銃器，219件の刃物，220件の違法薬物，8件の薬物
影響下の運転を摘発。

カリュービーヤ 隣人との争いで相手に重傷を負わせた容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 取引のため違法薬物，刃物を所持していた容疑者を逮捕。

シャルキーヤ
子どもの遊びを巡る親族同士の争いで，1人が棒で殴られ死亡，1人が
銃で負傷。3人を逮捕。

カリュービーヤ 銃の密造，修理を行っていた容疑者を逮捕。

5 8 水 ケナ
2グループが争い，互いに銃を発砲していたところ，流れ弾で両グルー
プ以外の1人が死亡。

全国
24時間で，194件の銃器，210件の刃物，227件の違法薬物，9件の薬物
影響下の運転を摘発。

ギザ
金の入ったカバンを奪った容疑者8人を逮捕。オートバイで，閉店して出
てきた金細工店の店主からカバンを奪い，威嚇で銃を発砲し，逃走した
もの。

ギザ
警官を装った男たちが車を止め，被害者をミクロバスに連れ込み，5ポン
ド紙幣で750,000ポンドを要求。7人の容疑者を逮捕。以前の職場の関係
で，犯人は被害者が大金を持っていることを知った。
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5 7 火 メトロと鉄道
4月に14件の犯罪グループ，150件の違法薬物，5件の銃器，65件の刃
物の所持を摘発。

全国 24時間の交通取締で，42件の薬物影響下の運転を摘発。

カリュービーヤ
女が，自分の兄弟を殺した男を5万ポンドで雇った男2人に殺させた。女
と実行犯2人を逮捕。

ガルビーヤ 道路にまいた水で口論となった友人を刺殺した容疑者1人を拘留。

全国
24時間で，213件の銃器，229件の刃物，279件の違法薬物，55件の手
配犯，10件の薬物影響下の運転を摘発。

カリュービーヤ
自宅前で子どもを叩いていた男を注意した男性2人が，男に棒で殴られ
1人が死亡，1人が負傷。容疑者を逮捕。

ガルビーヤ イヤリングを奪うために友人の子を拉致，絞殺した夫婦を逮捕。

ケナ
治安当局が犯罪グループのアジトに踏み込み，銃撃戦になり，容疑者2
人が死亡，1人を逮捕。

5 6 月 カリュービーヤ
殺人事件の被害者遺体引取を巡り，医師を殴った被害者家族3人を逮
捕。

カリュービーヤ
生活費を巡る夫婦間のトラブルで，夫が妻を刃物で刺し，止めに入った
兄も刺され，両者とも重傷。

ギザ
強姦しようとした友人の夫から逃れる際にビルから転落して女性が死
亡。

紅海 違法薬物の密輸を摘発。

カイロ空港
違法薬物を隠した菓子を発見。国外に住む子の土産を装って，知人に
託されたもの。

カイロ
投資会社オーナーの27歳の息子が誘拐され，50万ポンドの身代金が要
求された。容疑者3人を逮捕し，人質を解放。

全国
24時間で，31件の銃器，195件の刃物，125件の違法薬物の所持，3件
の薬物影響下の運転を摘発。

ミニヤ 交通取締で，6件の薬物影響下の運転を摘発。

カリュービーヤ 違法薬物を取引していた6グループを逮捕し，違法薬物，銃器を押収。

スエズ ひき逃げで女性を死に至らせた容疑者を逮捕。

カリュービーヤ 最近，刑務所から釈放された男を違法薬物と銃器の所持で逮捕。

5 5 日 ガルビーヤ 取締強化で，3,880人の手配犯を逮捕。

シャルキーヤ 夫婦間のトラブルで，夫が妻の実家に放火。
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ガルビーヤ
金銭トラブルのあった相手の娘を殺し，遺体を袋に入れて運河に捨てた
女を逮捕。

全国
24時間で，50件の銃器，202件の刃物，142件の違法薬物の所持，7件
の薬物影響下の運転を摘発。

カリュービーヤ 違法薬物取引のグループを逮捕，密造銃，違法薬物を押収。

カリュービーヤ 違法薬物と銃器を所持していた容疑者2名を逮捕。

5 4 土 ギザ 現金輸送車運転手が車から1,250万ポンドを盗み，逃走。

アスワン
移動中の車が銃撃され，エリトリア人1人が殺され，3人が負傷。人身取
引を巡るトラブルと見られる。

カリュービーヤ 借金を断られた息子が母を刃物で刺し，逮捕。

カリュービーヤ
家庭内トラブルの後，夫が妻をオートバイで妻の実家に送る途中，妻が
オートバイから落下し，重傷。突き落とした容疑で捜査。

5 3 金 カリュービーヤ 取引のため違法薬物を所持していた容疑者1人を逮捕。

ブヘイラ
住居への侵入盗を行っていたグループ3人を逮捕。4件への侵入を自
白。

全国
24時間で，銃器39件(自動小銃，ショットガン，拳銃，密造銃など)，刃物
158件，違法薬物97件，手配犯37人，薬物影響下の運転5件を摘発。

5 2 木 カイロ空港 国外からの到着客の荷物の中に体内で炸裂する弾丸100個を発見。

ギザ 2グループが互いに発砲，3人が負傷，5人を逮捕。

アレキサンドリア
金銭トラブルから，親族である店舗の共同経営者を拳銃で殺した容疑
者を逮捕。拳銃は2011年政変時に治安当局から盗まれたもので，容疑
者は1.2万ポンドで買ったと述べた。

カリュービーヤ 男性が薬局で注射を受けた後，アレルギー反応で死亡。

アシュート
二つの家の間の壁の撤去を巡って，互いに発砲し，5人が負傷。5人が
逮捕，４丁の自動小銃を押収。

カイロ
オートバイを盗んだ男2人が，オートバイ所有者ともう1人に捕まり暴行を
受けた。双方を逮捕。

カリュービーヤ 金銭トラブルから争いとなり2人組が1人を暴行。2人を逮捕。

5 1 水 ギザ
指名手配犯が治安当局に発砲後，車で逃走したが，当局の発砲を受け
て逮捕された。

ミニヤ 交通取締で，薬物影響下の運転4件を摘発。
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ギザ 3件の住居侵入盗を行った容疑者を逮捕。

シュブラ・エルハ
イマ

過去のトラブルがもとで，相手を刺殺した容疑者を逮捕。

カリュービーヤ
相手を射殺した容疑者2人を逮捕。容疑者たちと口論となった場所に被
害者が友人を伴って戻ったところ，容疑者が拳銃を発砲。容疑者2名
は，銃3丁，密造銃，自動小銃を所持していた。

カイロ 金銭トラブルで誘拐された被害者を解放，容疑者3人を逮捕。

全国

4月中に，1.1万人の手配犯，55件の犯罪組織，3,430件の銃器事案(機
関銃2，マシンガン2，自動小銃390，ショットガン690，拳銃284，密造銃
2,489，銃密造所5など)，5,918件の刃物事案，93件の違法薬物事案を摘
発。

カイロ
アパートの門番を部屋に入れた主婦が門番に刺殺され，門番が逮捕さ
れた。

カリュービーヤ 違法薬物取引の容疑者5人を逮捕。

ミニヤ 交通取締で，4件の薬物影響下の運転を摘発。


