
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，特にシュルーク紙のみ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

7 31 水 アレキサンドリア 家庭教師をしていた子どもに性的いたずらをした容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 頭を殴られて死亡したと見られる遺体を発見。

カイロ
外壁を登りキッチンの窓から侵入し、アパートから電機製品、金製品を
盗んだ男を逮捕。

カイロ 復讐のため、甥を殺した相手の殺害を計画していた容疑者を逮捕。

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グループ4人を逮捕。

シャルキーヤ 殺人などで判決の出ている手配犯を逮捕。銃器を所持。

カリュービーヤ 金銭トラブルでいとこを刺殺した容疑者を逮捕。

ミニヤ 薬物影響下の運転6件を摘発。

スエズ 取引のため違法薬物を所持していた容疑者グループ5人を逮捕。

カリュービーヤ 違法薬物のディーラー12人を逮捕。

7 30 火 全国
24時間で、銃器所持157件、刃物所持197件、違法薬物所持162件、薬
物影響下の運転8件を摘発。

カイロ
衛星TVの不調を直すため屋上に上ったところ、そこにいた男女と鉢合
わせし、刺殺された遺体を発見。容疑者2人を逮捕。

ガルビーヤ 盗みを目的に友人を殺した容疑者2人を逮捕。

イスマイリーヤ
煙草を積んだトラックに乗り込み、運転手を脅して車を奪った容疑者グ
ループを逮捕。

ブヘイラ 夫の4歳の連れ子を虐待し死に至らせた容疑で妻を逮捕。

カリュービーヤ 違法薬物所持3件を摘発。銃器も所持。

ガルビーヤ トゥクトゥク運転手を射殺して車を奪った容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 違法薬物のディーラー2人を逮捕。

ガルビーヤ 路上の冷水器から水を飲んだ男性が中毒死。

7 29 月 ミニヤ
野良犬に成人2人、子ども10人がかまれた。病院で狂犬病の血清を接
種。

ギザ 銃器で武装した強盗がガソリンスタンドから35万ポンドを奪った。

アレキサンドリア
銀行ATMを使う高齢者の手助けを装って、自分のために金を引き出して
いた容疑者を逮捕。

ギザ 口論の後、妻を絞殺した容疑者を逮捕。

カリュービーヤ 違法薬物のデイーラー2人を逮捕。銃器も所持。

ソハーグ
両替商に押し入り84万ポンドを奪った容疑者4人を逮捕。1人は従業員。
逃走時に発砲し、負傷者が出た。

掲載日付



発生県名 概要掲載日付

カイロ タクシー運転手を刃物で脅して金を奪った容疑者2人を逮捕。

カイロ 鍵を抜き忘れた車を盗んだ容疑者2人を逮捕。

7 28 日 ギザ
妻の連れ子の4歳児を虐待し殺し、隠蔽のため3階から投げ落とした容
疑者と子の母を逮捕

ギザ 24時間で、違法薬物のディーラー37人を逮捕。

カリュービーヤ 郵便局から20万ポンドを盗んだ容疑者3人を逮捕。

ギザ 親しい者の家から装飾品を盗んだ容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 以前の諍いから被害者を刺殺した容疑者2人を逮捕。

全国
48時間で、銃器所持348件、刃物所持378件、違法薬物所持335件、薬
物影響下の運転11件を摘発。

ギザ
取引のトラブル相手の息子を誘拐し、30万ポンドの身代金を要求した容
疑者4人を逮捕。

シャルキーヤ 違法薬物のディーラー2件7人を逮捕。一部は銃器を所持。

シャルキーヤ
相続した家の木を巡って姉の夫とトラブルになった容疑者が火炎瓶を投
げ、4歳の姪が重い火傷を負った。

カイロ 金銭トラブルのあった相手を刺殺した容疑者6人のうち一部を逮捕。

カリュービーヤ
違法薬物を取引していた容疑者2人を逮捕。計1.5キロの違法薬物、銃
器を所持。

ギザ
車で追いかけてきた容疑者2人が車に乗っていた被害者を射殺。被害
者の関係者は以前からのトラブルによるものと証言。

カリュービーヤ 2グループ間のトラブルで刃物が使われ、2人負傷。

カイロ
自宅前に駐車し、買物に行ったところ車が盗難にあった。逮捕された容
疑者はカージャック目的であったと自白。

メノフィーヤ 新婚の妻が刺殺された。犯人と見られる夫も重傷。

7 27 土 全国 24時間で、違法薬物所持187件を摘発。

ギザ
既婚女性に誘われその自宅に入った被害者が、妻と打ち合わせの上で
帰宅した夫の脅迫に抵抗したところ刺殺された。容疑者2人は遺体を被
害者の車中に遺棄。

ガルビーヤ 建築現場でケーブルを盗んでいた男が感電死。

ガルビーヤ 冷房機器の爆発で1人死亡。

ファイユーム 24時間で、銃器所持3件、違法薬物取引2件を摘発。

カイロ 路上で遺体が発見された事案が2件、また自宅で刺殺体が発見された。

イスマイリーヤ 抵抗する運転手を刺殺してトゥクトゥクを奪った容疑者3人を逮捕。

全国 一週間で、銃器所持698件を摘発。



発生県名 概要掲載日付

ソハーグ 遺産を巡る兄弟間のトラブルで、相手を刺した容疑者を逮捕。

ケナ 農地を巡る2氏族間のトラブルで発砲があり、5人死亡、2人重傷。

全国
24時間で、銃器所持202件、刃物所持202件、違法薬物所持187件、薬
物影響したの運転4件を摘発。

カリュービーヤ 違法薬物を取引していた3人を逮捕。一部は銃器を所持。

ベニスエフ 巡礼ビザを偽造した容疑者4人を逮捕。

カリュービーヤ 手配犯2人を逮捕。

7 26 金 カイロ
トゥクトゥクの乗客が目的地到着後に運転手に切りつけ、トゥクトゥクを
奪った。容疑者を逮捕。

全国 2019年上半期に46万件の盗電があり、10.3億ポンドを追徴。

カイロ ドアを壊して住居に侵入、盗みを行った容疑者を逮捕。

アシュート 2氏族間のトラブルで、モスクで発砲。2人死亡、3人負傷。

カイロ 14歳のいとこに性的暴行を加えた容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 違法薬物のディーラーを逮捕。

ギザ 2氏族間のトラブルで、2人負傷。

7 25 木 カリュービーヤ 手配犯242人を逮捕。

カリュービーヤ 違法薬物を取引していた12人を逮捕。銃器も所持。

ミニヤ 手配犯を逮捕。

全国 24時間で、薬物影響下の運転24件を摘発。

カイロ 違法薬物のディーラーを逮捕。

カイロ 不品行と違法薬物使用を咎めた父親を殺した容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 毒蛇にかまれて1人が死亡。

カイロ
警官を装って歩行者を質問中に携帯電話を奪って逃げた容疑者を逮
捕。

ガルビーヤ 違法薬物のディーラー2人を逮捕。

7 24 水 ガルビーヤ 口論の後、妻を刺した容疑者が飛び降り自殺。

カイロ 奪った銃を発砲し、7人を負傷させた容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 違法薬物のディーラー2人を逮捕。



発生県名 概要掲載日付

アスワン
客待ちの順番を巡るトラブルで、相手のトゥクトゥクに火をつけた容疑者
を逮捕。被害者は2度の火傷を負った。

アレキサンドリア
500キロ相当の麻薬を小売用に加工しようとしていた容疑者2人のうち1
人を逮捕。

アスワン 殺人で終身刑の判決が出ている逃亡犯を逮捕。

アレキサンドリア 違法薬物の摂取で死亡した男を路上駐車の車両内で発見。

ケナ 2氏族間のトラブルで発砲があり、1人が死亡、2人が負傷。

カリュービーヤ
婚姻関係のない女性と暮らしていた男が、その関係を巡って近隣住民と
トラブルになり、非道徳な生活と婚姻関係のない女性と暮らしていた容
疑で逮捕。

カリュービーヤ 金銭トラブルのある2グループ間で発砲があり、3人が負傷。

カリュービーヤ
隣接する建物から壁を壊して郵便局から45万ポンドを盗んだ容疑者3人
を逮捕。

シャルキーヤ 違法薬物を取引していた容疑者グループ6人を逮捕。

全国
24時間で、銃器所持185件、刃物所持202件、違法薬物所持169件、薬
物影響下の運転8件を摘発。

マトルーフ 違法薬物を取引していた容疑者グループ3人を逮捕。

ファイユーム 金銭トラブルの相手を刺した容疑者を逮捕。

7 23 火 アスワン 太陽光発電設備の倉庫から銅製の部品を盗んだ容疑者２人を逮捕。

ギザ
自宅で刺殺された遺体を発見。刺殺後、盗みを働いたアパートの警備
員を逮捕。

カイロ
自宅に押し入ってきた容疑者3人から逃れようとベランダに出た被害者
が転落し、重傷。怨恨によるもの。

アシュート トラブルの相手を絞殺し、遺体に火をつけ、遺棄した容疑者を逮捕。

カイロ
薬局に押し入り、刃物で脅して金を奪った容疑者2人を逮捕。1人は薬局
の元従業員。

ギザ 携帯電話の売買をめぐるトラブルで相手を殺した容疑者2人を逮捕。

シャルキーヤ
13歳の娘をウルフィ婚(証人はいるが，宗教・政府機関への届出をしな
い婚姻)させた父親を逮捕。娘は既に12歳の時に1回目の結婚をし、子
を出産していた。

ギザ 農地を巡るトラブルで、1人が射殺された。

ミニヤ 農地を巡るいとこ同士のトラブルで、相手を刺殺した容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 13歳の娘を殴り、物乞いをさせていた父親を逮捕。

カリュービーヤ 違法薬物の売買を行っていた容疑者グループ3人を逮捕。銃器を所持。

カリュービーヤ
携帯電話を奪うため刃物でトゥクトゥク運転手を刺し、トゥクトゥクを奪っ
て逃走した容疑者を逮捕。

カイロ
夏季休暇で不在の家を狙って空巣を行っていた容疑者グループを逮
捕。



発生県名 概要掲載日付

ギザ 2グループ間のトラブルで発砲があり、1人が死亡、1人が負傷。

ブヘイラ
娘に無理やり農薬を飲ませて殺した容疑で母親を逮捕。娘は妊娠して
いた。

7 22 月 ミニヤ トラブルの相手を刺殺した容疑者を逮捕。被害者の子も刺されて負傷。

アレキサンドリア ATMから金を盗もうとした容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 違法薬物の売買を行っていた容疑者を逮捕。刃物を所持。

カイロ
ティッシュペーパーを売っていた被害者と口論になり，刺した容疑者を逮
捕。

カイロ 勤務先の家から金製品、現金を盗んだ容疑者とその夫を逮捕。

シャルキーヤ 違法薬物の売買を行っていた容疑者グループ6人を逮捕。

ギザ 銃器所持で10人を逮捕。

カリュービーヤ 違法薬物の売買を行っていた容疑者グループ3人を逮捕。銃器を所持。

ギザ 違法薬物のディーラー40人を逮捕。

アレキサンドリア 0.5トンのハシーシを所持した容疑者2人のうち1人を逮捕。

7 21 日 全国
48時間で、銃器所持56件、刃物所持204件、違法薬物所持181件、薬物
影響下の運転15件を摘発。

ダミエッタ 違法薬物のディーラー3人を逮捕。一部は銃器を所持。

ギザ 死後数日たった遺体を屋外で発見。

ギザ
UNHCR前で待遇改善と欧米への移住を訴えた主にエリトリアからのア
フリカ系外国人が、当局の解散命令に従わず、投石なども行ったため35
人が逮捕された。

カイロ 被害者の所持品を盗んでいた容疑者3人を逮捕。刃物を所持。

ブヘイラ 違法薬物の売買を巡って薬局内で被害者を殺した容疑者を逮捕。

ダカハリーヤ 外国での労働機会を与えることを装い金を集めた容疑者4人を逮捕。

アレキサンドリア 違法薬物のディーラー3人を逮捕。

カイロ
オートバイに乗り、歩行者の携帯電話を奪った容疑者2人を逮捕。抵抗
した被害者を刃物で切りつけた。

全国
一週間で、銃器所持1267件(機関銃1、自動小銃123、ショットガン129、
拳銃88、密造銃795など)、刃物所持1387件を摘発。

カイロ
違法薬物をグループで摂取していたところ死亡した1人の遺体を路上に
遺棄した容疑者3人を逮捕。

ガルビーヤ
トゥクトゥクに乗っていた4人について，農地に盗むにきたものと考えた警
備員が発砲、1人が死亡、1人が負傷。

メノフィーヤ
愛人と再婚するために夫に農薬を飲ませ、最終的に死に至らせた容疑
者を逮捕。

7 20 土 ガルビーヤ
医師を装った容疑者が、支払途中で3万ポンド相当の電気製品を持ち逃
げ。



発生県名 概要掲載日付

アスワン
通信アンテナの塔からバッテリーを盗んでいた容疑者3人のうち1人を逮
捕。2人は逃亡。

ダミエッタ
ミクロバスの運転手が殺され、遺体が用水路に遺棄された。奪われた車
はケナで発見され、各地に逃げた容疑者3人を逮捕。

カリュービーヤ 14件の違法薬物・銃器の所持を摘発。

ギザ 金銭トラブルの相手を刃物で切りつけた容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 口論の後、発砲があり、1人が死亡、1人が負傷。

ガルビーヤ 違法薬物のディーラーを逮捕。

7 19 金 カリュービーヤ 違法薬物のディーラー11人を逮捕。一部は銃器を所持。

ガルビーヤ 土地を巡る2氏族間のトラブルで、1人刺殺、2人負傷。

ファイユーム
銃器と違法薬物を所持していた2人を銃で1人を殺し、1人を負傷させた
容疑で逮捕。

ガルビーヤ 24時間で違法薬物所持6件、銃器・刃物所持10件を摘発。

アレキサンドリア
フェイスブックで乳児を6.5万ポンドで売ろうとしていた容疑者グループを
逮捕。

ミニヤ 薬物影響下の運転3件を摘発。

カイロ 口論の後、知り合いを刺殺した容疑者を逮捕。

7 18 木 ダミエッタ 銃器所持で5人を逮捕。

シャルキーヤ 土地を巡る2家族間のトラブルで発砲があり、子どもが負傷。

アスワン
27年前から続く2家族間のトラブルで1人が射殺され、3人が逮捕され
た。

ブヘイラ 市中で遺体を発見。

アレキサンドリア 違法薬物のディーラー3人を逮捕。

ガルビーヤ 妹と話すことを禁じた兄を刺した容疑者を逮捕。

カイロ 住宅に侵入して盗みを行っていた容疑者2人を逮捕。

カイロ
ゴミの捨て場所をめぐるトラブルで相手を鈍器で殴り、殺した容疑者2人
を逮捕。

イスマイリーヤ 同業の家畜商を刺殺して金を奪った容疑者を逮捕。

カイロ 金銭トラブルの相手に備えて銃器と刃物を所持した容疑者を逮捕。

ガルビーヤ
水道メーターと電気メーターを盗み、売っていた容疑者グループを逮
捕。

ダカハリーヤ
愛人に薬を飲ませ、壁に頭を打ちつけて殺した容疑者を逮捕。車などが
盗まれた。



発生県名 概要掲載日付

ガルビーヤ 脅迫のため銃器を所持していた容疑者を逮捕。

ソハーグ トゥクトゥクで子どもを拉致しようとした容疑者2人を逮捕。

アスワン 土地を巡るトラブルで隣人を刺殺した容疑者を逮捕。

7 17 水 アレキサンドリア
車の運転を巡るトラブルで、相手の車の窓ガラスを棒で割った後、相手
を殴り、車でひき殺した容疑者を逮捕。

イスマイリーヤ
違法薬物と引き換えに娘を違法薬物ディーラーとウルフィ婚（(証人はい
るが，宗教・政府機関への届出をしない婚姻)）をさせた両親とディー
ラーを逮捕。

カイロ
医師を装い、視覚障害者から携帯電話を盗んだ容疑者を逮捕。手配犯
だった。

ギザ 女児に暴行を加えていた容疑者を逮捕。被害者は3人と見られる。

全国
24時間で、銃器所持182件、刃物所持180件、違法薬物所持160件、薬
物影響下の運転7件を摘発。

紅海
ハルガダ空港で違法な額のエジプト貨を海外から持ち込もうとした容疑
者を逮捕。

7 16 火 ミニヤ 復讐を止めるため、当局が2氏族間の和解を仲介。

ギザ 違法薬物を取引していた容疑者2人を逮捕。銃器を所持。

アレキサンドリア
希望者から金を集め、漁船で地中海を渡り、不法入国させようとしてい
た容疑者グループを逮捕。

ギザ 自宅で死亡していた遺体から殴打の跡を発見。

マトルーフ 取引のため違法薬物40キロを所持していた容疑者を逮捕。

カリュービーヤ 違法薬物を取引していた容疑者2グループを逮捕。一部は銃器を所持。

全国
24時間で、銃器所持182件、刃物所持204件、薬物影響下の運転7件を
摘発。

シャルキーヤ 隣人とのトラブルで相手に発砲、負傷させた容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 家族間のトラブルで、妻の叔父を刺殺した容疑者と共犯者を逮捕。

ガルビーヤ
診断後、大学病院への転送が決まった患者の家族がスタッフに暴行、
機材を破壊。

7 15 月 ベニスエフ
治安機関の仲介で、2氏族間のトラブルで相手を殺した犯人の父が被害
者の兄弟に200万ポンドを払うことで和解が成立。

ファイユーム
妻と子ども4人を殺した容疑者を逮捕。容疑者は，多額の負債を抱え，
盗掘の共犯者となっていた。

シャルキーヤ 家族間のトラブルで、姪の夫とその兄弟が鎌で被害者を刺殺。

カリュービーヤ
金銭トラブルのある相手の子を誘拐した容疑者2人を逮捕。人質を解
放。

アレキサンドリア
400万ポンドの投資トラブルのある相手を誘拐し、500万ポンドを要求し
た容疑者3人を逮捕。人質を解放。

カイロ
住居から金160万ポンドが盗まれた事件について、被害者の娘が、恋人
と新居を構える費用のため、自宅の鍵の複製を作り、恋人に盗ませたこ
とが判明。



発生県名 概要掲載日付

カイロ 自分の勤める住居から金製品を盗んだ容疑者を逮捕。

カリュービーヤ 違法薬物を取引していた4グループを逮捕。一部は銃器を所持。

ベニスエフ 住宅20軒から盗みを行った容疑者2人を逮捕。

マトルーフ 取引のため違法薬物15万錠を所持していた容疑者を逮捕。

ギザ 住宅から電気製品を盗んでいた容疑者グループを逮捕。

7 14 日 ブヘイラ タクシー運転手が刺殺され、車を奪われる事件が発生。

カイロ 工場経営者を刃物で脅し、証書に署名させた容疑者2人を逮捕。

シャルキーヤ 盗掘中に死亡した仲間の遺体を遺棄した盗掘の共犯者3人を逮捕。

アスワン 銃器を所持した容疑者が治安当局者と銃撃戦になり負傷の後、逮捕。

ギザ 車17台を盗んでいた容疑者3人を逮捕。

ギザ 24時間で、違法薬物のディーラー29人を逮捕。

全国
24時間で、銃器所持180件、刃物所持196件、違法薬物所持166件、薬
物影響下の運転3件を摘発。

カイロ 同棲相手を棒で殴り殺した容疑者を逮捕。

カリュービーヤ
ハッキングにより企業の顧客情報にアクセスし、顧客名義でインター
ネット上で物品の購入を行っていた容疑者を逮捕。

カイロ 商品を盗んだ相手を撲殺した容疑者3人を逮捕。

ギザ
暴行しようとした相手を16歳女性が刺殺。相手のところに誘い込む手助
けをした女性の友人を逮捕。

ガルビーヤ トゥクトゥクを盗もうとした容疑者を逮捕。強盗の手配犯だった。

カイロ
車のシャーシやエンジンを登録されていないものに交換した上で販売し
ていた容疑者グループを逮捕。

7 13 土 ブヘイラ 口論で被害者が刺殺された。

カイロ トラブルのあった相手を刺殺した容疑者を逮捕。

ギザ 家族内のトラブルで、妻を絞殺した夫が自首。

全国 一週間で、銃器所持904件、刃物所持1457件を摘発。

ダカハリーヤ
盗みを目的に睡眠薬入りのジュースを飲ませて殴ったところ被害者が急
死。容疑者3人のうち2人を逮捕。

カリュービーヤ 知人を刺殺して車などを盗んだ容疑者2人を逮捕。

ブヘイラ トラブルのあった相手を刺殺した容疑者を逮捕。

カリュービーヤ トラブルのあった相手を刺殺した容疑者を逮捕。



発生県名 概要掲載日付

カリュービーヤ 違法薬物を取引していた2グループ5人を逮捕。

ガルビーヤ 農作業中に蛇にかまれて被害者が死亡。

ギザ 1万ポンドの借金の返済を求めた相手を絞殺した容疑者を逮捕。

ミニヤ 薬物影響下の運転4件を摘発。

ブヘイラ 建物が倒壊し、１人死亡。

7 12 金 シャルキーヤ 家族間のトラブルで，相手を刺殺した容疑者を逮捕。

全国
社会連帯省が，20県の政府機関の職員3.6万人を検査したところ，706
人が違法薬物に陽性だった。

ギザ

購入商品について未払の客のもとに集金に行ったところ、刃物で脅さ
れ、現金及びクレジットカード引き落としで金を奪われた。その後、道路
で解放された被害者は別の容疑者に車を奪われた。最初の犯行の容
疑者4人を逮捕。

全国 薬物影響下の運転29件を摘発。

アレキサンドリア 運転手を刃物で脅し、トゥクトゥクを奪った乗客2人のうち1人を逮捕。

カリュービーヤ 以前からのトラブルが原因で相手を刺した容疑者を逮捕。

ガルビーヤ
兄弟同士のトラブルで一方を刺殺した容疑者を逮捕。被害者が母親と
争ったことが原因。

7 11 木 カリュービーヤ タバコを巡って争いになり、相手を刺殺した容疑者を逮捕。

全国 24時間で、28件の薬物影響下の運転を摘発。

アレキサンドリア 違法薬物を取引していた容疑者4人を逮捕。銃器を所持。

＊ブヘイラ
子の両親に復讐するために3歳児を殺して、遺体を道路に遺棄した容疑
者を逮捕。

カイロ
考古物の違法取引を持ちかけた後、警察のおとり捜査を装い売り手か
ら金を奪おうとした容疑者6人を逮捕。

全国 24時間で、銃器所持183件、違法薬物所持178件を摘発。

シャルキーヤ 家族間のトラブルで相手を刺殺。容疑者は逃亡。

ギザ 違法薬物を取引していた容疑者2人を逮捕。

カリュービーヤ 殺された被害者を通りで発見。

7 10 水 ブヘイラ 殺された被害者を通りで発見。

ケナ
乗客が運転手を殴ってトゥクトゥクを奪ったが、周囲の住民により取り押
さえられた。

カイロ 自宅で殺害、放火されたと見られる被害者2人を発見。



発生県名 概要掲載日付

全国
24時間で、銃器所持197件、刃物所持184件、違法薬物所持162件、薬
物影響下の運転4件を摘発。

カイロ空港
スポーツの試合参加を装って、違法に労働させる目的で11人の青年と
国外に出発しようとした容疑者を逮捕。スポーツ団体を装う偽造書類を
所持。

ガルビーヤ
オートバイに乗ってバッグや携帯電話を奪っていた容疑者3人を逮捕。
銃器と刃物を所持していた。

ダカハリーヤ
金を盗むために，同居していた友人を殺した容疑者を逮捕。違法薬物
の常習者。

ポートサイード 銃で撃たれた被害者が死亡。

イスマイリーヤ
警官宅から拳銃を盗み、1.5万ポンドで売った容疑者と購入した容疑者
を逮捕。

7 9 火 ガルビーヤ 自宅で5歳児が不審死。

ケナ 復讐を止めるための仲介で，二氏族が和解。

ダカハリーヤ 手配犯を逮捕。違法薬物と銃器を所持。

シャルキーヤ 違法薬物と銃器の所持で容疑者3人を逮捕。

アスワン 違法薬物取引のトラブルで相手を殺した容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 違法薬物の取引を行っていた容疑3件で4人を逮捕。

カイロ 外国のビザを偽造した容疑者を逮捕。

全国 SNSで慈善の寄付を募る詐欺を行っていた容疑者110人を逮捕。

カイロ トゥクトゥクを奪おうとした容疑者を逮捕。

ギザ
2011年に脱獄した殺人犯ともう1人の手配犯を逮捕。取引のための違法
薬物を所持。

カイロ 車を盗んだ容疑者を逮捕。偽造の運転免許証を所持した手配犯。

ガルビーヤ 違法薬物の取引を行っていた容疑者を逮捕。銃器を所持。

カリュービーヤ 隣人間のトラブルで発砲。1人が死亡。容疑者は逃亡。

ギザ 違法薬物の過剰摂取で1人が死亡。

7 8 月 アレキサンドリア
住人の顔に殺虫剤を浴びせてアパートから多額の現金を盗んだ容疑者
3人を逮捕。

全国 24時間で、薬物影響下の運転27件を摘発。

ポートサイード 郵便局で保険事務をしていた被害者が刺殺された。

カイロ
自宅前から車を盗まれた被害者が，車と引替に支払を求める電話を受
けた。

シュブラエルハイ
マ

事務所に盗みに入った容疑者2人が逃走中に発砲、被害者1人が死亡、
1人が負傷。



発生県名 概要掲載日付

ベニスエフ
子どもの遊びから二氏族のトラブルになり、2人が死亡。双方25人を逮
捕。

カイロ
トゥクトゥクに乗車し、女性のバッグをひったくっていた容疑者2人を逮
捕。

ギザ 手配犯6人を逮捕。銃器、刃物を所持。

ガルビーヤ タクシー運転手が乗車した子を拉致し、携帯電話などを奪った。

ガルビーヤ
肉の支払いを巡るトラブルで1人を殺した容疑者を逮捕。復讐を避ける
ため、容疑者の氏族は村から退避、治安当局が村に常駐。

カリュービーヤ 違法薬物の取引を行っていた容疑者を逮捕。銃器を所持。

全国
24時間で、銃器所持20件、刃物所持167件、違法薬物所持75件、薬物
影響下の運転5件を摘発。

ギザ 違法薬物の取引を行っていた容疑者3人を逮捕。

ギザ 5歳児を誘拐し、6.5万ポンドを要求した容疑者を逮捕。

ギザ 自宅で刺殺された遺体を発見。

ブヘイラ 路上に置かれたバッグに子どもの遺体を発見。

ダカハリーヤ 運河で射殺された遺体を発見。

7 7 日 アレキサンドリア
知りあいの老人のアパートに盗みに入った容疑者2人を逮捕。被害者は
死亡したが、外傷はない。

カリュービーヤ 郵便局から45万ポンドが盗まれた。

ベニスエフ 二氏族間のトラブルで1人死亡、7人負傷。

カイロ トゥクトゥクに乗車し、携帯電話をひったくっていた容疑者2人を逮捕。

カイロ 強盗に遭ったことを装い、輸送中の金を盗んだ容疑者を逮捕。

アスワン
予約なしに乗車した被害者が列車から突き落とされ、重傷。容疑者2人
を逮捕。

シャルキーヤ 家畜を盗み、持主に発砲した容疑者3人を逮捕。被害者は負傷。

シャルキーヤ 違法薬物の取引を行っていた容疑者4人を逮捕。

カリュービーヤ 口論が刃物での争いになり、4人負傷。

カリュービーヤ 住居への盗みを行っていた容疑者3人を逮捕。

カリュービーヤ 違法薬物の取引3件を摘発。各容疑者は銃器も所持。

7 6 土 ガルビーヤ 男児に性的暴行を加えた容疑者を逮捕。

カイロ 保健省の許可を受けずに医薬品を販売した事案1件を摘発。



発生県名 概要掲載日付

全国 一週間で、銃器所持1162件、14の犯罪グループを摘発。

アレキサンドリア
収入の3％を受けることを条件に就職斡旋で2000万ポンドを集めた容疑
者を逮捕。

全国
24時間で、銃器所持31件、違法薬物所持98件、薬物影響下の運転7件
を摘発。

カイロ
歩いている女性のバッグをトゥクトゥクからひったくっていた容疑者2人を
逮捕。

カイロ
刃物で脅して携帯電話を奪った容疑者を逮捕。被害者は負傷。手配犯
の犯行。

7 5 金 カイロ 保健省の許可を受けずに医薬品を販売した事案4件を摘発。

カイロ 殺人で死刑判決の出ている手配犯を逮捕。

ブヘイラ
犬を使って工場主、農場などに嫌がらせを行い、みかじめ料を取ってい
た容疑者を逮捕。

カリュービーヤ
元婚約者の家にドアを壊して盗みに入った後、失火原因を作った容疑
者を逮捕。

7 4 金 アレキサンドリア トゥクトゥクを盗むためにその運転手を殺した容疑者4人を逮捕。

ケナ 相続を巡るトラブルで、兄弟を銃で殺した容疑者を逮捕。

カイロ 口論の後、相手をレンガで殴った男を逮捕。被害者は死亡。

ギザ 違法薬物のディーラー20人を逮捕。

ガルビーヤ 違法薬物を取引していた容疑者を逮捕。銃器を所持。

ガルビーヤ 車を盗んでいた容疑者グループを逮捕。

カフルエルシェイク他オートバイを盗んでいた容疑者グループを逮捕。

カリュービーヤ 銃器所持、違法薬物所持などで6人を逮捕。

7 3 木 カイロ 女性家族との関係で，被害者を刺殺した容疑者3人を逮捕。

ガルビーヤ
工場の金庫から60万ポンドの現金が盗まれ、元従業員他容疑者2人を
逮捕。

ブヘイラ 暴行しようとした女性に抵抗され、刺殺した容疑者を逮捕。

アスワン 一ヶ月以上続く二氏族間のトラブルで4人死亡、8人負傷。

ガルビーヤ
オートバイを盗んでいた容疑者グループを逮捕。違法薬物の取引も行
い、銃器を所持していた。

カイロ 違法薬物を取引していた容疑者2人を逮捕。

アスワン カージャックを行っていた容疑者グループを逮捕。

カイロ 手配犯3人を逮捕。銃器の取引を行っていた。

ミニヤ 薬物影響下の運転6件を摘発。



発生県名 概要掲載日付

全国 3ヶ月で87万件の各種盗電を摘発。

アレキサンドリア 車を盗み持主に金を要求していた容疑者2人を逮捕。11件の犯行。

7 2 水 シャルキーヤ
叔母を鉄片で殴り殺し、金の装飾品を奪った容疑者を逮捕。遺体を排水
路に遺棄。

全国 24時間の取締で、薬物影響下の運転19件を摘発。

ルクソール
銀行内で現金の入ったカバンを盗み、オートバイで逃走した容疑者を逮
捕。

ガルビーヤ
福祉施設の子のために大量の服を買うと称して服をまとめさせた後、店
主が意識を奪うスプレーを浴びせられ、2.5万ポンド相当の服が盗まれ
た。

アレキサンドリア
車の売買トラブルのある相手の父を拉致し、車の代金相当の身代金を
要求した容疑者3人を逮捕。

シャルキーヤ
死刑判決などが出ている手配犯を逮捕。取引のための違法薬物と銃器
を所持していた。

全国
24時間で銃器所持192件、刃物所持222件、違法薬物所持217人、薬物
影響下の運転6件を摘発。

カイロ アパートに侵入し、装飾品を盗んだ容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 銃器の違法取引をしていた容疑者を逮捕。

ガルビーヤ
トラブルのあった2氏族が、治安機関などの調停で、相手氏族メンバー１
人を殺した氏族が100万ポンドを払い，復讐を行わないことで和解。

カイロ 金銭トラブルの相手の家から金を盗んだ後、放火した容疑者を逮捕。

カリュービーヤ 違法薬物の取引を行っていた容疑者3人を逮捕。

7 1 月 全国 24時間の取締で薬物影響下の運転28件を摘発。

カイロ
安全講座などの偽造修了証を1枚3000ポンドで販売していた容疑者を
逮捕。

カイロ
容疑者の妻の勤務先だった会社の経営者の子を営利誘拐しようとした
容疑者4人を逮捕。銃器を所持していた。

アスワン 金の違法採掘を行っていた容疑者34人を逮捕。

シャルキーヤ
妻と娘の復讐のため、被害者を殺害、体の一部を切り取った容疑者2人
を逮捕。

全国
24時間で、銃器所持173件、刃物所持193件、違法薬物所持149件、薬
物影響下の運転8件を摘発。

ギザ 高速道路で女性の遺体を発見。


