
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

8 31 土 全国
一ヶ月で，銃器所持3807件，違法薬物5477件計5トン(約15万の錠剤を
含む)を摘発。

ブヘイラ 結婚式の祝砲の誤射で1人が死亡。

カリュービーヤ 違法薬物の売人2人を逮捕。1，5キロの大麻草と銃器を所持。

カリュービーヤ
トゥクトゥクの料金を巡るトラブルで，相手に切りつけた容疑者を逮捕。
販売のための違法薬物を押収。

カイロ ザマーレクで，警官に切りつけた容疑者を逮捕。

アシュート
偽造キーで車とオートバイを盗んでいた容疑者グループを逮捕。8件の
犯行を自供。

アレキサンドリア
偽造キーで車を盗んでいた容疑者グループ4人を逮捕。7件の犯行を自
供。

全国
24時間で，銃器所持202件，刃物所持324件，違法薬物所持279件，薬
物影響下の運転14件を摘発。

アレキサンドリア
住宅から金品を盗んでいた容疑者グループ2人を逮捕。5件の犯行を自
供。

全国
3日間のスポーツクラブ，青年クラブ周辺の取締強化で，49件64人の違
法薬物(31キロの大麻草，17キロのハシーシ，1キロのヘロインなど)の
所持を摘発。

シャルキーヤ 夫を刺殺した容疑者を逮捕。

シャルキーヤ トラブルの相手を殺した容疑者を逮捕。

8 30 金 カイロ 3件の薬局で強盗を行った容疑者2人を逮捕。

アレキサンドリア 公印，公文書の偽造ビジネスを行っていた容疑者2人を逮捕。

ガルビーヤ 被害者に毒を飲ませて殺害の上，所持品を奪った容疑者を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持228件，刃物所持336件，違法薬物所持279件，薬
物影響下の運転8件を摘発。

アレキサンドリア
トラブルの相手を鈍器で殺害，遺体に火を付けて逃亡した容疑者を逮
捕。

全国
資金洗浄のため，違法薬物取引の売上1500万ポンドで不動産などを購
入しようとした容疑者10人を逮捕。

カリュービーヤ 銃器，違法薬物を所持した容疑者計25人を逮捕。

カイロ 夫婦間のトラブルで，妻を刺殺した容疑者を逮捕。

カリュービーヤ 違法薬物の売人2人を逮捕。大麻草3キロ，銃器を所持。

カリュービーヤ 違法薬物の売人2グループ計4人を逮捕。銃器も所持。

カイロ 月極駐車料金を巡るトラブルで，駐車場職員が被害者に発砲し，逮捕。

8 29 木 シャルキーヤ 食事の準備が遅いとして，妻を殴り，刺した容疑者を逮捕。

ケナ 廃屋で母子の遺体を発見。

掲載日付



発生県名 概要掲載日付

カイロ 素行を疑って妻に暴行を加え，殺した容疑者を逮捕。

ブヘイラ 違法薬物の売人2人を逮捕。

ギザ 7.5キロの大麻草を所持した違法薬物の売人を逮捕。

ガルビーヤ 被害者を銃で撃ち殺した容疑者を逮捕。

カイロ 偽造キーで車を盗んだ容疑者2人を逮捕。

全国 一カ月で，薬物影響下の運転853件を摘発。

カイロ 偽造キーで車を連続して盗んだ容疑者2人を逮捕。

カリュービーヤ
オートバイを盗む際に持主に発砲した容疑者2人が治安機関と銃撃戦
になり射殺された。

ギザ 多数の銃器と刃物30点などを所持した容疑者を逮捕。

カフル・エルシェイ
ク

SNSで臓器売買を広告した容疑者を逮捕。

ブヘイラ 違法薬物を摂取したと見られる遺体を路上で発見。

カリュービーヤ 違法薬物を売買していた容疑者グループ4人を逮捕。

シャルキーヤ 自宅内で殺されたとみられる遺体を発見。

8 28 水 カイロ ドアを壊して住居に入り盗みを行っていた容疑者グループ3人を逮捕。

カイロ
照射距離3キロを超えるレーザーポインターを販売していた容疑者を逮
捕。

カイロ
偽造キーで車を盗んでいた容疑者2人を逮捕。2件を自供したが，余罪
があるとみられる。銃器を所持。

全国 24時間で，銃器所持220件，違法薬物所持282件を摘発。

ガルビーヤ
偽造ビザのあるパスポートを所持した容疑者を逮捕。15万ポンドで入手
したと自供。

シャルキーヤ 違法薬物の売人3人を逮捕。

アレキサンドリア
殺人の容疑者2人が，逮捕に抵抗し発砲，治安機関に1人が射殺され，1
人が逮捕された。

スエズ パイプラインから石油製品を盗んでいた特殊車両を押収。

スエズ
高齢の女性のハンドバッグをオートバイでひったくる犯行を重ねていた
容疑者2人を逮捕。

カリュービーヤ 銃器，違法薬物を所持した容疑者24人を逮捕。

ガルビーヤ 金銭トラブルの相手を刺殺した容疑者を逮捕。

ギザ
地中海岸から輸送途中の600万ポンド相当の違法薬物（ハシーシ100キ
ロ）を押収。



発生県名 概要掲載日付

カリュービーヤ
路上で，車中から盗みを行っていた容疑者グループ4人を逮捕。銃器を
所持。

カイロ
車に接触して倒れたように装い，運転手が様子を見るため車を降りた間
に別の1人が車中の携帯電話を盗み，その後，トゥクトゥクで逃走した容
疑者2人を逮捕。

8 27 火 カイロ
盗みのために家に入っているところを見つけた住人を殺害し，逃亡した
容疑者を逮捕。

ケナ トラックを止め，運転手を銃で脅して所持品を奪った容疑者2人を逮捕。

ガルビーヤ
医師の資格なく，医療診断を行う施設2か所を営業していた容疑者を逮
捕。

カイロ 転売のためトゥクトゥクを盗んだ容疑者を逮捕。

カリュービーヤ
運転手の隙を盗んで車中から携帯電話などを盗んでいた容疑者グルー
プ3人を逮捕。

イスマイリーヤ
違法薬物の売人2人が，逮捕に抵抗し発砲，治安機関に射殺された。ヘ
ロイン1キロ，自動小銃2丁を押収。

カイロ カイロ空港で，違法薬物の入った郵便物を発見。受取人を逮捕。

アレキサンドリア
フィッシングの銀行サイトを作成，偽の電子メールを送り，盗んだパス
ワードでオンラインで家電製品などを購入した容疑者を逮捕。

ギザ オートバイでひったくりを行っていた容疑者3人を逮捕。

カイロ
自社の金庫の鍵のコピーを作り，18万ポンドなどを盗んだ従業員を逮
捕。

8 26 月 ガルビーヤ 違法薬物の過剰摂取で死亡した遺体を農地で発見。

ブヘイラ 子ども同士の悪ふざけから，いとこを刺殺した容疑者を逮捕。

カリュービーヤ
容疑者2人が，オートバイを盗まれるのを止めようとした被害者を射殺
後，逃亡。

カイロ 手配犯数人を逮捕。

ブヘイラ
違法薬物の販売を断った薬局店員を絞殺し，薬局を放火した容疑者を
逮捕。

メノフィーヤ
オートバイの盗んでいた容疑者グループ3人を逮捕。10件の犯行を自
供。

全国
24時間で，銃器所持207件，刃物所持270件，違法薬物所持296件，薬
物影響下の運転8件を摘発。

アシュート 銃器所持で容疑者7人を逮捕。機関銃1丁，自動小銃3丁他を押収。

アシュート
銃器の密売買を行っていた容疑者を逮捕。マトルーフで購入し，ソハー
グで販売予定だったと自供。

イスマイリーヤ 違法薬物(10キロの大麻草など)の所持を摘発。

マトルーフ 違法薬物(1.25キロのハシーシ)の所持を摘発。

カイロ 違法薬物(2000錠の向精神薬)の所持を摘発。

ガルビーヤ 違法薬物(1000錠の向精神薬)の所持を摘発。



発生県名 概要掲載日付

ガルビーヤ 結婚式で，花婿が招待客に誤って撃たれ，負傷。

カリュービーヤ 違法薬物の売人2人を逮捕。300グラムのヘロインを押収。

ガルビーヤ 違法薬物の売人を逮捕。銃器を所持。

ギザ 子どもを誘い出し，性的暴行を加えようとした容疑者を逮捕。

8 25 日 カイロ 礼拝後，警察官が刺されて死亡。容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 娘に性的暴行を加えた容疑者を逮捕。

カイロ 車のバッテリーを盗んで販売業者に売っていた容疑者2人を逮捕。

カイロ
トゥクトゥクで近づいて歩行者の携帯電話を盗んでいた容疑者2人を逮
捕。

カイロ 住宅警備員の子が，同宅から金製品を盗み，逮捕された。

カイロ 拳銃を所持していた容疑者を逮捕。

カイロ 自動小銃を所持していた容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 違法薬物所持3件を摘発。

ギザ 偽造したビザと契約書を売っていた容疑者夫妻を逮捕。

カイロ 死刑判決などが出ている手配犯を逮捕。

シャルキーヤ 自分の子とトラブルのあった子どもに暴力をふるった容疑者を逮捕。

カリュービーヤ
車，オートバイを盗み，解体後，パーツとして売っていた容疑者3人を逮
捕。

全国
24時間で，銃器所持213件，刃物所持252件，違法薬物所持245件(計75
キロと6千錠)，薬物影響下の運転4件を摘発。

イスマイリーヤ
SNSで脅迫メッセージを送り，プリペイドカードでの支払を要求した容疑
者を逮捕。

カイロ 2011年政変時に脱走した手配犯を逮捕。

8 24 土 ブヘイラ SNSで売春の広告を出した主婦を逮捕。

ダカハリーヤ
銃器と違法薬物の売人が逮捕の際に抵抗，治安当局と銃撃戦になり，
射殺された。

カイロ 夫婦間のトラブルで，妻を殺した容疑者を逮捕。

ケナ
婚姻契約前のトラブルで，花嫁側が警官を装って花婿を拉致，暴行し，
婚姻破棄について口外しない旨の文書への署名を迫った。容疑者7人
を逮捕。

シャルキーヤ 住居に侵入し家電などを盗んだ容疑者7人を逮捕。

ギザ 手配犯を逮捕。銃器を所持。



発生県名 概要掲載日付

カイロ オートバイを繰り返し盗んでいた容疑者グループ2人を逮捕。

ミニヤ
住居からの盗みを繰り返していた容疑者グループ2人を逮捕。4件の犯
行を自供。

メノフィーヤ 国外での労働機会提供を装った詐欺の容疑者を逮捕。

ミニヤ 違法薬物関係8件を摘発。

ガルビーヤ オートバイを繰り返し盗んでいた容疑者グループを逮捕。

アシュート
2氏族間のトラブルで，前に逮捕された3人に加えて12人を逮捕，7丁の
自動小銃を押収。

ダカハリーヤ
電力省の調査を装って罰金を徴収しようとした容疑者が，身元が判明
し，電柱に縛られ殴打された。

全国
一週間で，銃器所持656件，違法薬物11件計62キロの押収，刃物所持
1585件を摘発。

カリュービーヤ 違法薬物の売人27人を逮捕。うち7人は銃器を所持。

全国
24時間で，銃器所持223件，刃物所持290件，薬物影響下の運転15件を
摘発。

スエズ 犯罪に使われた銃を密造した容疑者を逮捕。

アスワン 2氏族間のトラブルで互いに発砲，通行人が1人負傷。

8 23 金 全国
4日間で，スポーツクラブ，青少年施設周辺での取締を強化したところ，
74件，計41キロの違法薬物を摘発。

ギザ 違法な外貨両替ビジネス4件を摘発。

カリュービーヤ 違法薬物の売人2人を逮捕，3キロのヘロインを押収。

シャルキーヤ
8歳の子を営利誘拐した容疑者4人を逮捕，子を解放。容疑者の1人は
被害者の父親の友人。

8 22 木 シャルキーヤ 素行を疑って姉を刺した容疑者を逮捕。

ベニスエフ
2011年から2019年まで，盗みを目的に年老いた女性の殺人4件を犯し
た容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 違法薬物の売人を逮捕。18.5キロのハシーシを所持。

シャルキーヤ モスクのトイレで，女性といた容疑者を逮捕。

カイロ ドアを壊して住居に入り，金製品を盗んだ容疑者を逮捕。

アレキサンドリア
被害者を誘い込み，刺殺した後に金を奪い，遺体を遺棄した容疑者を
逮捕。

カイロ 住居からの盗みを繰り返していた容疑者を逮捕。8件の犯行を自供。

カイロ 罰金計1300万ポンドの手配犯を逮捕。

ソハーグ 3丁の自動小銃を所持した容疑者を逮捕。



発生県名 概要掲載日付

カイロ
警官を装って，違法な店舗を見逃す代償として金品を得ていた容疑者3
人を逮捕。

カイロ 油断をついて住居に侵入し盗みを繰り返していた容疑者を逮捕。

ギザ 認可なく違法薬物依存の治療を行っていた4か所を摘発。

カイロ 殺人で死刑判決の出ている手配犯3人を逮捕。

カイロ 4人の手配犯を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持236件，刃物所持326件，違法薬物所持303件，薬
物影響下の運転7件を摘発。

シャルキーヤ 銃器の密造，販売を行っていた容疑者3人を逮捕。

シャルキーヤ 結婚式の祝意で発砲された弾で1人死亡。

ガルビーヤ ポルノ動画を作成，SNSで販売していた容疑者を逮捕。

8 21 水 ギザ 妻の不倫を疑った容疑者が妻を刺殺し，遺体をばらばらにして遺棄。

カイロ 障碍者に犬をけしかける映像をSNSに流した容疑者グループを逮捕。

カリュービーヤ
違法薬物の取引を巡る2グループ間のトラブルで，発砲。1人が死亡，1
人が負傷し，報復で相手とその家へ放火がされた。その後，6人を逮
捕。大量の銃器，違法薬物を押収。

ギザ，アレキサン
ドリア

メタンフェタミンを製造していた工場2か所を摘発，容疑者グループ5人を
逮捕し，計100キロ・200万ポンド相当の違法薬物を押収。

カフル・エルシェイ
ク

違法薬物と銃器を所持した手配犯を逮捕。

スエズ
女性のカバンを奪う犯行を繰り返していた2グループ計6人の容疑者を
逮捕。

カイロ 窓ガラスを壊して車を奪う犯行を繰り返していた容疑者2人を逮捕。

カイロ
窓ガラスを壊して車を奪っていた容疑者3人を逮捕。盗んだ車はシャ
シー番号，書類を偽造し，中古車として販売。5件の犯行を自供。

カイロ 違法薬物の売人を逮捕。

カイロ
逆走した車の運転手を調べたところ，違法薬物の所持，また盗難車だっ
たことが判明。

カイロ カイロ空港で，郵便物に入った計40キロの違法薬物(カート)を発見。

シャルキーヤ 違法薬物の売人を逮捕。大麻草75キロと銃器を所持。

カイロ ドアを壊して商店の金庫から金を盗んだ容疑者3人を逮捕。

シャルキーヤ
障碍者に暴行を加え，その模様をSNSに流した容疑者グループ6人を逮
捕。

全国 取締で薬物影響下の運転52件を摘発。

カイロ
偽造キーで車2台を盗み，ショールームで販売していた容疑者グループ
3人を逮捕。



発生県名 概要掲載日付

カイロ
カイロ空港で，それぞれ2万米ドルを国内に持ち込もうとした乗客2人を
逮捕。

シャルキーヤ 違法薬物の売人2人を逮捕。銃器所持で1人を逮捕。

ギザ 自宅に違法薬物を隠して，売買を行っていた主婦を逮捕。

カイロ 多量の違法薬物を所持していた売人を逮捕。

ガルビーヤ 通りに向けて銃を発砲した手配犯を逮捕。

カリュービーヤ
勤務先社長が旅行中，女性を装って顔を隠して同自宅に入り，盗みを
行った容疑者を逮捕。盗品の中から偽造の公印を発見。

カイロ
運転手を刃物で脅し強盗を行おうとしたタクシー乗客が，抵抗した運転
手を刺殺し，車を放火。容疑者を逮捕。

シャルキーヤ
駅から列車の部品40点を盗んでいた容疑者3人のうち2人を逮捕。1人
は逃走。

8 20 火 アスワン 機関銃2丁，RPG2基と弾頭，自動小銃数丁，爆発物などを押収。

ダカハリーヤ 銃器所持8件を摘発。

ギザ
トゥクトゥクの女性客が家具を運ぶ手伝いとして運転手を誘い込み，そ
の夫が運転手を刺殺，遺体を遺棄し，トゥクトゥクを奪った。容疑者2人を
逮捕。

ガルビーヤ 携帯電話を掏っていた容疑者グループ3人を逮捕。

シャルキーヤ 病院で治療中に死亡した患者の遺族が医師に暴行，医療器材を破壊。

ファイユーム 治安機関の仲介で，報復を行わないように2氏族が和解。

カイロ 職場で福祉の受給カード28枚を盗んだ容疑で郵便局員を逮捕。

カリュービーヤ 違法薬物と銃器の所持6件を摘発。

スエズ
違法薬物の使用などを咎められた息子たちと妻が，娘との結婚を条件
に隣人に睡眠中の被害者を撲殺させた。容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 学校から消火器を盗んだ容疑者を逮捕。

カリュービーヤ 夫婦間のトラブルで妻を刺殺した容疑者を逮捕。

カイロ
ドアを壊して住居に入り盗みを行っていた容疑者を逮捕。8件の犯行を
自供。

全国
24時間で，銃器所持242件(自動小銃33，ライフル2，ショットガン45，拳
銃20，密造銃142，銃密造所など)，刃物所持229件，違法薬物所持301
件(違法薬物81キロと5000錠)，薬物影響下の運転6件を摘発。

カイロ 言い寄ってきた義父を刺殺した容疑者を逮捕。

アシュート 銃器所持と考古学的遺物の所持で容疑者グループ5人を逮捕。

8 19 月 カイロ ドアを壊して住居に入り盗みを働いた容疑者2人を逮捕。



発生県名 概要掲載日付

カイロ マアーディで，夫婦間のトラブル後，妻が4階から落下して死亡。

カイロ カイロ空港で，違法薬物を密輸入しようとした乗客を摘発。

カイロ
車の売買トラブルで，車を運転手ごと強奪して身代金を得ようとした容
疑者2人を逮捕。

シャルキーヤ
オートバイを盗んでいた容疑者グループ2人を逮捕。10台を盗んだことを
自供。

カイロ
オートバイを盗んでいた容疑者グループ2人を逮捕。5件の犯行を自供。
盗まれたオートバイを購入していた容疑者も逮捕。

カイロ
以前の勤務先に隠されていた合鍵を使って侵入，5万ポンドを盗んだ容
疑者を逮捕。

ギザ 2氏族間のトラブルで発砲があり，2人死亡。双方から25人を逮捕。

イスマイリーヤ
外部を登り窓から住居に侵入，盗みを働いた後に放火した容疑者を逮
捕。

ガルビーヤ 被害者を刺殺した容疑者を逮捕。

シャルキーヤ
大麻草60キロ，銃器を所持した容疑者2人を逮捕。また，750グラムの大
麻草を所持した容疑者1人を逮捕。

カイロ ドアを壊して住居に入り40万ポンドを盗んだ容疑者2人を逮捕。

ギザ 結婚式中に喧嘩があり，銃で撃たれて1人が死亡，2人が負傷。

全国
24時間で，銃器所持24件，違法薬物所持113件，刃物所持206件，薬物
影響下の運転9件を摘発。

スエズ 電気ケーブルを盗んでいた容疑者を住民が捕まえ，警察に通報。

カリュービーヤ 違法薬物の売買3件を摘発。いずれも銃器を所持。

ギザ 違法薬物の過剰摂取で死亡した遺体を路上で発見。

8 18 日 スエズ 女性を巡るトラブルで，被害者を射殺した容疑者2人を逮捕。

カイロ 住宅のドアを壊して侵入し，40万ポンドを盗んだ容疑者を逮捕。

カイロ 息子の妻を殺した容疑者を逮捕。

カイロ 17キロのメタンフェタミンを所持したタクシー運転手を逮捕。

アレキサンドリア 違法薬物の売人を逮捕。

アレキサンドリア 刃物で強盗，脅迫を行っていた手配犯を逮捕。

全国 24時間で，薬物影響下の運転30件を摘発。

ダカハリーヤ 姉が幼い妹を刺殺。

カイロ
2グループ間のトラブルで，発砲，刃物が持ち出されたが負傷者はなし。
双方を逮捕。



発生県名 概要掲載日付

カイロ カイロ空港で大量の違法薬物を密輸入しようとした乗客を逮捕。

カイロ
妻と関係があった相手を監禁，暴行を加えた容疑者と共犯者4人を逮
捕，被害者を解放。

全国 24時間で，違法薬物所持123件を摘発。

マトルーフ 25キロの大麻草を所持した容疑者を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持40件，刃物所持242件，違法薬物所持123件，薬物
影響下の運転8件を摘発。

カイロ 女性歩行者にセクハラ行為をした容疑者を拘留。

ガルビーヤ 違法薬物の売人を逮捕。

ギザ 金銭トラブルの相手を刺殺し，遺体を遺棄した容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 違法薬物使用者が自宅で変死。

カイロ 違法薬物の売人2人を逮捕。

8 17 土 ギザ 雇用されている住宅からの盗みを行った容疑者2人を逮捕。

シャルキーヤ
治安機関との間で銃撃があり，容疑者3人死亡,1人負傷。銃器，ヘロイ
ン2.5キロを押収。

全国
2週間で，銃器所持809件，刃物所持3054件，違法薬物所持113件，薬
物影響下の運転6件を摘発。

カイロ 罰金計1000万ポンドの判決の出ている手配犯を逮捕。

シャルキーヤ 違法薬物の売人1人を逮捕。

全国 2週間で，10.5万件の盗電を摘発，6900万ポンドを追徴。

シャルキーヤ 違法薬物の売買3件を摘発。

イスマイリーヤ
違法薬物の調合，販売を行っていた容疑者2人を逮捕。違法薬物計10
キロを所持。

シャルキーヤ 違法薬物の売人2人を逮捕。

ギザ
2氏族間のトラブルで自動小銃を含めた発砲があり，2人死亡，12人が
負傷，24人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持40件，刃物所持223件，違法薬物所持113件，薬物
影響下の運転6件を摘発。

シャルキーヤ 違法薬物1000錠を所持した容疑者を逮捕。

シャルキーヤ
隣人間のトラブルで，相手にガソリンをかけ火を付けた容疑者3人を逮
捕。被害者は負傷。

南シナイ 違法薬物1.5キロを所持したタクシー乗客を逮捕。

8 16 金 シャルキーヤ 犠牲祭での買物を巡り夫婦がつかみ合いになり，倒された妻が死亡。

ギザ 父親が不品行を理由に娘2人を刺殺。



発生県名 概要掲載日付

カリュービーヤ ドアを壊して住居に入り盗みを行った後，放火した容疑者2人を逮捕。

スエズ
司法関係者車両のナンバープレート，免許証を偽造し運転を行っていた
容疑者を逮捕。

カリュービーヤ 車から通行料，駐車料を違法徴収していた3件を摘発。

南シナイ 違法薬物の売人を逮捕。

シャルキーヤ 不審火で1人が死亡。

ギザ 女性の遺体の一部が発見された。

8 15 木 アレキサンドリア 妻をハンマーで殴って殺した容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 銃器と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 妻の連れ子1人を刺殺，1人を負傷させた容疑者を逮捕。

全国 24時間で，銃器所持28件を摘発。

カリュービーヤ
乗っていたトゥクトゥクの運転手を殺し，死体を遺棄の上，車を奪った容
疑者2人を逮捕。

カリュービーヤ 結婚式の祝砲の誤射で1人が死亡し，容疑者が逃亡。

ギザ 住宅から金製品などが盗まれた。

シャルキーヤ 妻が携帯電話で話している内容を聞いた夫が妻を刺殺。

メノフィーヤ
アルカリ性物質を浴びせられ，離婚した妻が死亡，妻の家族5人が負
傷。容疑者を逮捕。

カイロ 違法薬物の売人2人を逮捕。ハシーシ1.3トンを所持。

全国 24時間で，違法薬物所持98件を摘発。

メノフィーヤ トラブルの相手を棒で殴り殺した容疑者を逮捕。

カリュービーヤ
トゥクトゥク車内で2人の射殺された遺体が発見された事件の容疑者を
逮捕。金銭トラブルによるもの。

ソハーグ パイプラインから盗んだ22トン分のガスを積んだ車を押収。

8 14 水 カイロ 盗電の取締警官を装って金を奪った容疑者2人を逮捕。

シャルキーヤ 金銭トラブルの相手を殺した容疑者を逮捕。

カイロ 計2500万ポンドの罰金刑の出ている手配犯を逮捕。

全国 24時間で，銃器所持22件を摘発。

カイロ 違法薬物の売人2人を逮捕。

ギザ 書類を偽造し，レンタカーを盗んで売っていた容疑者グループを逮捕。
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ガルビーヤ 住民間のトラブルで7人が負傷。

シャルキーヤ ATMを破壊し，内部の現金を奪った容疑者4人を逮捕。

シャルキーヤ
兄弟同士のトラブルで刃物が使われ，仲裁しようとした被害者が刺殺さ
れた。

ブヘイラ 薬物の過剰摂取で1人死亡。

ガルビーヤ 相続を巡るトラブルで，1人を刺殺，1人を負傷させた容疑者を逮捕。

カリュービーヤ 不品行をとがめて甥を折檻して殺した容疑者を逮捕。

8 13 火 カイロ 偽造キーで車を盗んでいた容疑者グループ3人を逮捕。

アレキサンドリア
女性を家に入れるのを拒まれた子が，父親にガソリンをかけ火を付け
た。被害者は重傷。

ギザ 以前からのトラブルで，1人が報復しようとした相手に刺殺された。

ブヘイラ
同室にいた娘と男性を刺殺し，遺体を家のベランダから外に投げ捨てた
容疑者2人を逮捕。

ギザ 違法薬物の売人2人を逮捕。

ギザ 銃器所持で2人を逮捕。

全国 48時間で，違法薬物所持350件を摘発。

ギザ 違法薬物の売人グループ5人を逮捕。

ガルビーヤ 兄弟同士のトラブルで刃物が使われ，1人が死亡，1人が負傷。

シャルキーヤ 違法薬物の売人を逮捕。75キロの大麻草，銃器を所持。

ガルビーヤ 家族内のトラブルで兄が妹2人を刺し，1人が死亡，1人が負傷。

カリュービーヤ 違法薬物の所持3件を摘発。

8 12 月 カイロ 路上で遺体2体を発見。

アレキサンドリア 計86年の禁固刑を受けている手配犯を逮捕。

カイロ オートバイでカバンのひったくりを行っていた容疑者を逮捕。

ソハーグ 空港で空気銃の密輸入を阻止。

ガルビーヤ 違法薬物の手配犯を4時間のカーチェイスの後，逮捕。銃器を所持。

ガルビーヤ 違法薬物の売人2人を逮捕。銃器を所持。

8 11 日 シャルキーヤ
オートバイの走行で路上の子どもを危険にさらしたことから2氏族間で発
砲があり，6人が負傷。

カリュービーヤ トゥクトゥクを強奪しようとした容疑者3人を逮捕。
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南シナイ
シャルム・エルシェイク空港で，欧州からの違法薬物1.3万錠の密輸入を
阻止。

カイロ カイロ空港で，違法薬物1.2千錠の密輸入を阻止。

8 10 土 カイロ
カイロ空港で，外国人訪問者による200万ポンド相当の違法薬物
(MDMA2キロ)の密輸入を阻止。

カイロ
計19年の禁固，200万ポンド以上の罰金判決の出ている手配犯を逮
捕。

カイロ オートバイを盗んでいた容疑者を逮捕。

カイロ 屋外からアパートに登り，冷房の室外機を盗んでいた容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 車で歩行者から金品を奪った容疑者4人のうち2人を逮捕。

カリュービーヤ
自宅前に水をまかれたことに怒った容疑者2人が相手家族の一人を刺
した。

カリュービーヤ 金銭トラブルの相手に発砲してけがを負わせた容疑者を逮捕。

8 9 金 カイロ
特価の電気製品があると誘い込んだ先で刃物で脅して金を奪った容疑
者を逮捕。

全国 3日間で，違法薬物の取引69件を摘発。

カイロ
ライドシェアサービスに乗車中に運転手を殴り，刃物で脅し，車を奪って
逃走した容疑者3人を逮捕。

カイロ 4件の禁固，計400万ポンド以上の罰金判決の出ている手配犯を逮捕。

カイロ 偽造のカギで車を盗み，解体して部品を売っていた容疑者2人を逮捕。

アシュート 国外から密輸された自動小銃100丁を押収，容疑者グループを逮捕。

シャルキーヤ
2氏族間のトラブルで1人が刺殺され，被害者氏族が報復で容疑者宅を
放火。14人を逮捕。

シャルキーヤ 違法薬物の過剰摂取での死亡者が発見された。

カリュービーヤ 倉庫からトゥクトゥクの部品を盗んだ容疑者4人を逮捕。

カイロ
マアーディのアパートから，貴金属製品，腕時計などを盗んだ容疑者を
逮捕。被害者の使用人だった。

ギザ 違法薬物のディーラー7人を逮捕。

カイロ
修理を請け負った車のカギを複製して車を盗み，返却の代償として2万
ポンドを要求した容疑者を逮捕。

カリュービーヤ
洗い物の水を一方の家の前に流したトラブルで，相手を刺した容疑者を
逮捕。

シャルキーヤ 教育施設内の銀行ATMから金を盗んだ容疑者4人を逮捕。

8 8 木 アスワン 金の密採掘容疑で10人を逮捕。

カイロ 住宅から金の入ったカバンを盗んだ容疑者2人を逮捕。

カイロ 職場の警備員と口論の後，相手を刺殺した母娘を逮捕。
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カイロ トゥクトゥク運転手とその友人が乗客に射殺され，車を奪われた。

カイロ
違法薬物関連の金銭トラブルで相手を殺した容疑者を逮捕。被害者は
大学教授。

ソハーグ
報復のために相手を車中で殴り殺し，遺体を遺棄した容疑者3人を逮
捕。

ギザ
銃を持った容疑者が走行中の車を止めて搭乗者に発砲し，車を奪って
逃走した。搭乗者は負傷。容疑者3人を逮捕。

カイロ 警官を装って被害者から金品を奪っていた容疑者2人を逮捕。

8 7 水 カイロ
容疑者が機材を盗んだと疑った相手3人を暴行，拘禁し，それぞれの家
族に金を要求した容疑者2人を逮捕。

カイロ
知人を装って被害者を呼び出し，相手を殴って携帯電話を奪っていた容
疑者2人を逮捕。

カイロ 7月，81件のパスポート，ビザの偽造を摘発。

全国
24時間で，銃器所持29件，刃物所持210件，違法薬物所持108件，薬物
影響下の運転13件を摘発。

ギザ 銃で脅してガソリンスタンドから金を奪った容疑者3人を逮捕。

カイロ 住宅16件から盗み行っていた容疑者グループ5人を逮捕。

アスワン
金採掘用の重機の所有を巡る2家族間のトラブルで銃器が使用され，3
人負傷。

メノフィーヤ 口論の相手を刃物で刺殺した容疑者を逮捕。

8 6 火 ギザ 道路で遺体を発見。

カイロ
壁を登るなどで家に入り盗みを行っていた容疑者グループ4人を逮捕。
16件の犯行を自供。違法薬物，銃器，刃物を所持。

アレキサンドリア 違法薬物を所持した容疑者2人を逮捕。

カイロ 車上荒らしでPCなどを盗んでいた容疑者を逮捕。44件の犯行を自供。

シャルキーヤ
ガソリンスタンドに強盗に入った容疑者2人を逮捕。その他4件の強盗事
件を自供。

ギザ 4歳児の遺体を発見。容疑者を逮捕。

カイロ
薬物常習者2人が金欲しさに，乗車したタクシーの運転手を殺し，車を
奪った。容疑者1人を逮捕。

カイロ
郵便局前で高齢者にトゥクトゥク乗車を勧める際にスリを行っていた容
疑者グループ3人を逮捕。

ガルビーヤ 女性の遺体を発見。

カリュービーヤ 金銭トラブルから刃物で切りつけた相手を射殺した容疑者を逮捕。

カリュービーヤ 違法薬物の売人2人を逮捕。銃器，刃物も所持。

イスマイリーヤ 家族内のトラブルで発砲があり，1人が負傷。

シャルキーヤ 路上で発見された遺体の死因が薬物の過剰摂取と判明。
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8 5 月 スエズ 射殺された遺体を発見。

カイロ
自宅内で刺殺された遺体を発見。犯罪に加わることを拒んだため殺され
たものと判明。容疑者2人を逮捕。

ギザ 9軒の商店から盗みを行っていた容疑者グループ5人を逮捕。

カリュービーヤ 違法薬物の売人グループ3人を逮捕。1キロのハシーシと銃器を所持。

ガルビーヤ 刃物を持ち出してのトラブルがあり，1人死亡，4人負傷。

8 4 日 ガルビーヤ 以前の諍いから障害のある被害者を殺害した容疑者を逮捕。

カリュービーヤ
拉致された21歳男性を解放。以前付き合っていた女性が結婚などを目
的に容疑者グループを形成したことが判明。警官2人を含む10人を逮
捕。

カリュービーヤ
アパートの水が停まったことが原因で争いになり，銃の発砲があった。1
人が負傷。

カイロ 罰金計120万ポンド，懲役判決の出ている手配犯を逮捕。

カリュービーヤ 事務所から金を盗んだ容疑者2人を逮捕。銃器，違法薬物を所持。

カリュービーヤ 相続をめぐる口論の後，兄に殴られた被害者が重傷。

ケナ
違法薬物をやめさせるために弟を殴り，感電させたところ死亡。容疑者
を逮捕。

カイロ 被害者を刺殺した強盗容疑で２人を逮捕。

8 3 土 ダミエッタ
姉の素行を巡る口論の後，姉の頭部を鈍器で殴って殺した容疑者を逮
捕。

ガルビーヤ 違法薬物の売人を逮捕。

全国
7月に，銃器所持4521件，違法薬物4549件，数トンの違法薬物，16万錠
の違法薬物を摘発，20人の死刑，441人の終身刑の手配犯を逮捕。

ブヘイラ いとこの家を放火した容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 14件の盗みを働いた容疑者4人を逮捕。

ダカハリーヤ 10キロの大麻草，銃器を所持していた容疑者3人を逮捕。

カイロ 車を盗まれたことを責め，トゥクトゥクのオーナー他が従業員に暴行。

ガルビーヤ 金銭トラブルで，鈍器で殴っていとこを殺した容疑者を逮捕。

カイロ
商店，企業のドアを壊して盗みを行っていた容疑者グループ５人を逮
捕。

カイロ
銀行から金を引き出した被害者をつけ，買物の際に車に残された金を
盗んだ容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 学校から電気製品などを盗んだ後，放火した容疑者3人を逮捕。

ギザ
ミクロバス乗車中に刃物で脅してバッグを奪い，被害者を車から下ろし
た容疑者3人を逮捕。
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ギザ
24時間で，銃器所持16件，違法薬物所持17件（ハシーシ1.4トン），刃物
所持9件，刃物の密造所（刃物355点）を摘発。

カリュービーヤ 金銭トラブルで発砲があり3人負傷。

カイロ
銃器と刃物を所持していた容疑者2人を逮捕。銀行近くで金をおろした
者を狙い強盗を働く予定であったと自供。

カイロ 違法薬物の売人を逮捕。21歳の主婦。

全国
24時間で，銃器所持27件，違法薬物106件（計39キロ），薬物影響下の
運転4件を摘発。

カリュービーヤ 口論の後，相手を刺殺した容疑者を逮捕。

8 2 金 ダミエッタ 違法薬物の売人2人を逮捕。

アレキサンドリア 計2.5キロのハシーシを所持した違法薬物のディーラー2人を逮捕。

全国 24時間で薬物影響下の運転23件を摘発。

全国

7月，国境警備隊が北シナイでトンネル2本を発見した他，18件の爆発
物，46件の12.7mmグレネード，20件の迫撃砲・砲弾，39万錠の違法薬
物（トラマドールとフェネチリン），1.9トンのハシーシ，2.5トンの大麻草，
1.2トンの大麻の種子，6キロのヘロイン，300キロの尿素（爆薬原料），
4.6トンの金鉱石などを押収。シナイ半島で，63か所，計約１0万平米の
大麻の栽培場所を摘発。

ブヘイラ
SNSアカウントを乗っ取って得た個人情報をもとに脅迫をしていた容疑
者を逮捕。

ガルビーヤ 家族内のトラブルでいとこを殺した容疑者を逮捕。

カリュービーヤ 金銭トラブルで発砲沙汰を起こした容疑者5人を逮捕。死傷者はなし。

シャルキーヤ 自宅内で，頭を殴られた模様の祖父と孫の遺体を発見。

シャルキーヤ 娘を絞殺した容疑者を逮捕。

ギザ 取引のため違法薬物10キロを所持した容疑者母子を逮捕。

カリュービーヤ
検問から逃走を図った後，治安機関と銃撃戦となった容疑者1人が死
亡，2人を逮捕。死亡者は殺人の手配犯。大量の違法薬物を所持してい
た。

全国
5-6月に，税関で5.5億ポンド相当の違法薬物，886万ポンド相当の盗聴
機器，監視カメラ，武器，銃器，弾薬の密輸を摘発。

8 1 木 カリュービーヤ
銃器で威嚇しガソリンスタンドから130万ポンドを強奪した容疑者8人を
逮捕。うち1人は従業員。

ブヘイラ 家族内のトラブルで相手を銃で殺した容疑者を逮捕。

カイロ
事務所のドアを壊して中から50万ポンドを盗んだ容疑者2人を逮捕。1人
は元従業員。

カイロ 勤務先の家から金銭，金製品を盗んだ容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 銃器を所持していた容疑者を逮捕。殺人などの手配犯だった。
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ギザ
工場に侵入後，銃器で従業員を脅して金銭などを盗んだ容疑者5人を逮
捕。

カイロ 違法薬物の売人2人を逮捕。

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。

カリュービーヤ
隣人間のトラブルで，2グループが刃物などを使用して争った。5人が負
傷。


