
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

10 31 木 ケナ
オートバイに乗った2人組が，容疑者1人を移送中の警察車両に発砲。
飛び降りた同容疑者も加わり銃撃戦となり，容疑者3人と警察官が死
亡。自動小銃2丁を押収。

カイロ
カイロ空港で，英国から送付された小包から違法薬物を隠した玩具を発
見。

アレキサンドリア
住民に薬物を飲ませて意識を失わせた上で，住居から金品を盗んだ容
疑者4人を逮捕。同様の4件の犯行を自供。

ブヘイラ
SNSで女性を装って誘惑，撮影した写真で脅迫して，10代前半の生徒を
暴行した容疑者を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持221件，刃物所持243件，違法薬物関連284件，薬
物影響下の運転12件を摘発。

ギザ
遺産を巡るトラブルで，ガスボンベ4本をベランダから投げ，兄弟の家2
件に放火をした後，兄弟に罪を着せるため自分で自分を刺した容疑者
を逮捕。

ケナ
10月26日，捜査が迫っていると伝えておびき出した相手を銃で殺して違
法薬物などを奪った容疑者を逮捕。銃器，アヘン2キロを所持。

カイロ
カイロ空港で，国外からカイロを経由して国外に送られる荷物から80キ
ロのカートを発見。

カイロ
窓ガラスを割って企業事務所に侵入し，事務機材を盗んだ容疑者2人を
逮捕。

ギザ
違法薬物売買の容疑者グループ3人を逮捕。銃器と乾燥大麻1キロを所
持。

ギザ 取締強化で，24時間で違法薬物売買の容疑者37人を逮捕。

ガルビーヤ
偽造の運転免許証で免許の更新をしようとした容疑者を逮捕。1000ポン
ドで偽造免許証を購入したと自供。

10 30 水 ミニヤ 口論の後，相手を刺殺した容疑者を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持220件，刃物所持283件，薬物関連267件，薬物影
響下の運転9件を摘発。

ブヘイラ
国外への移住のための書類偽造ビジネスを行っていた容疑者6人を逮
捕。偽造された各種省庁の証明書，用紙，公印を所持。

カイロ
通行順を巡るトラブルで，ミクロバスの運転手を刺殺したトゥクトゥク運転
手を逮捕。

アスワン 殺人の容疑で2人を逮捕。

ガルビーヤ
高齢の女性に暴力を振るった映像がSNSに掲載されていた容疑者を逮
捕。

シャルキーヤ 運転手を射殺して車を奪った容疑者複数を捜査中。

10 29 火 イスマイリーヤ
(注：10月13日報道の続報)身代金目的で被害者を拉致した容疑者15人
を逮捕。

全国
2019年3月から10月までに社会連帯省が政府職員10.4万人に薬物検査
を行ったところ，2％の2040人が陽性。当初の8％から減少。1.5万人が
自主的に薬物依存回復プログラムに参加。

全国 24時間で，交通警察が，薬物影響下の運転29件を摘発。

アシュート 取締強化で，銃器所持29件を摘発。

カイロ
一時駐車した車両の窓ガラスを割り，車中の80万ポンドを盗んだ容疑者
5人を逮捕。

掲載日付
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カイロ 殺人で終身刑の判決の出ている手配犯を逮捕。

アシュート 銃器密売の容疑者と客2人を逮捕。

カイロ 車を盗んでいた容疑者グループ2人を逮捕。9件の犯行を自供。

ダカハリーヤ マンザラ湖周辺の取締で，銃器所持11件，違法薬物関連5件を摘発。

ミニヤ 口論の後，相手を刺殺した容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 違法薬物売買の容疑4人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持217件，刃物所持279件，違法薬物関連325件，薬
物影響下の運転7件を摘発。

10 28 月
カフル・エルシェイ
ク

車の通行順を巡るトラブルの中で1人が死亡。この死亡について，銃で
狙われて殺されたかのような画像がSNSに掲載され，被害者の親族が
容疑者への復讐，容疑者宅襲撃を準備する事態となったが，治安当局
が事態を鎮静化。

カイロ
紛失した車の登録証があると被害者を誘い出し，車を盗んだ容疑者3人
を逮捕。

ケナ 農地を巡るトラブルで発砲し，いとこを殺した容疑者を逮捕。

ガルビーヤ
切符なしで乗車し，切符を購入する費用を持参していなかった乗客2人
が走行中の列車から飛び降り，1人が死亡，1人が負傷。対応した車掌
を逮捕。

アレキサンドリア 復讐を止めるため，治安当局が2氏族間を仲介。

ギザ 銃器所持の容疑者複数を逮捕。拳銃3丁，ショットガンなど13丁を押収。

カイロ
偽造キーで住居に侵入，金品を盗んでいた手配犯を逮捕。4件の犯行を
自供。

カイロ 偽造キーで車を盗んでいた容疑者を逮捕。その他4件の犯行を自供。

ギザ
違法薬物売買の容疑者を逮捕。アヘン35キロを所持。スエズ県からケ
ナ県へ運ぶ途中だったと自供。

ミニヤ 銃器所持12件，違法薬物関連7件を摘発。

カリュービーヤ 歩行者から携帯電話を盗んでいた容疑者グループ3人を逮捕。

カイロ 2011年の政変時に刑務所から逃げた手配犯を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持183件，刃物所持236件，違法薬物関連256件，薬
物影響下の運転8件を摘発。

南シナイ 違法薬物売買の容疑者を逮捕。ヘロインを所持。

10 27 日 ギザ
障碍者に暴行を加え，その模様をSNSに流した未成年の容疑者3人を
逮捕。

カイロ
診断書発行が遅いとして医師を殴った患者家族と殴り返した医師を逮
捕。

カイロ 大麻樹脂と銃器を所持した容疑者を逮捕。

アシュート 取締強化で，銃器35点と手配犯8人を逮捕。
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ダカハリーヤ
マンザラ湖周辺の取締強化で，銃器所持14件，違法薬物関連11件を摘
発。

カイロ 違法薬物売買の容疑者1人を逮捕。手配犯。

カイロ
外国での労働機会提供を装って金を集めていた容疑者を逮捕。偽造の
公文書を押収。

カイロ 違法薬物売買の容疑で1人を逮捕。

ギザ 売買のため大麻樹脂を所持した容疑者を逮捕。

カイロ 勤務先の住宅から金品を盗んで逃亡した容疑者を逮捕。

カイロ 化粧製品を積んだ車を盗んだ容疑者2人を逮捕。

カフル・エルシェイ
ク

銃器売買の容疑者2人を逮捕。

全国
3日間の教育機関周辺の取締強化で，違法薬物関連50件を摘発，乾燥
大麻43キロ，大麻樹脂6キロ，ヘロイン1キロ，違法薬物4000錠を押収。

ガルビーヤ 口論の後，銃で妻を殺した容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 違法薬物売買の容疑者1人を逮捕。大量の乾燥大麻を所持。

シャルキーヤ 歩行者を刃物で脅し，携帯電話を奪っていた容疑者2人を逮捕。

10 26 土 ギザ アヘン35キロを所持した容疑者2人を逮捕。

シャルキーヤ
2者間のトラブルのあったウルフィ婚（証人はいるが，宗教・政府機関へ
の届出をしない婚姻)の妻を絞殺し，遺体を運河に沈めた容疑者と共犯
者計5人を逮捕。

カイロ
マアーディの中国人の居住するアパートに偽造キーなどで侵入，25万ポ
ンド，7千ドルの入った小型金庫を盗んだ4人を逮捕。

全国
1週間で，銃器所持679件，刃物所持1637件，違法薬物関連923件，薬
物影響下の運転223件を摘発。

カイロ 車を盗んでいた，禁固刑の出ている手配犯を逮捕。4件の犯行を自供。

ソハーグ 身代金目的で11歳児童を誘拐した容疑者2人を逮捕，人質を解放。

ギザ
女性名義でSNSで被害者を誘いだし，待ち合わせ場所で同女性の親族
を名乗って金を奪った容疑者8人を逮捕。

ギザ 銃器所持の容疑者10人を逮捕。

ガルビーヤ
歩いていた17歳生徒を車で誘拐し，100万ポンドの身代金を要求した容
疑者5人を逮捕，人質を解放。

ギザ 違法薬物売買の容疑者46人を逮捕。

カイロ
カイロ空港で，プトレマイオス朝からファーティマ朝時代のコインの密輸
出を阻止。

カリュービーヤ 鉄道の資材を盗んだ容疑者2人を逮捕。

10 25 金 カリュービーヤ 住居に強盗に入り，被害者を殺害した容疑者2人を逮捕。

アレキサンドリア 降雨でアパートの一部が崩壊し，1人死亡。
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ダカハリーヤ 取締強化で銃器所持20件を摘発。

アシュート
トラブル，復讐が互いに行われているグループへの取締強化で，25件
の銃器所持を摘発。

シャルキーヤ 降雨で住居のベランダの一部が崩壊し，1人死亡。

カリュービーヤ
車の通行順を巡るトラブルで，相手のトゥクトゥク運転手を刺した容疑者
を逮捕。被害者は重傷。

カイロ
航空会社職員2人が金銭を受け取り，海外への旅行許可を偽造容疑で
逮捕。

ファイユーム 路上で刃物を使って強盗を行った容疑者3人のうち1人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持218件，刃物所持261件，違法薬物関連282件，薬
物影響下の運転12件を摘発。

10 24 木 ポートサイード 税関で，リンゴの貨物の中で248キロの大麻樹脂を発見。

ミニヤ 自宅で首を絞められて殺された遺体を発見。

アレキサンドリア
覆面をしてガソリンスタンド店員を刃物で脅して15万ポンドを奪った容疑
者5人を逮捕。容疑者のうち2人は被害店舗の店員。

ガルビーヤ 降雨後，電柱から感電死した原因は盗電のための配線と判明。

シャルキーヤ 自社の発電機を盗んだ容疑者を逮捕。

ソハーグ 車を盗んでいた容疑者2人を逮捕。5件の犯行を自供。

全国
24時間で，銃器所持297件，刃物所持308件，違法薬物関連293件，薬
物影響下の運転12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。

カイロ 計1050万ポンドの罰金刑の出ている手配犯を逮捕。

カリュービーヤ 路上で携帯電話を盗んでいた容疑者グループ3人を逮捕。

10 23 水 全国

社会連帯省はスクールバス運転手580人を検査し，11人が薬物を摂取
していたと発表。5万人の運転手の検査結果は，2015年は24％が陽性
だったが昨年は12％に減少，2500人のスクールバス運転手の検査結果
は，2015年は12％が陽性だったが，昨年は2.9％に減少。

カイロ
外から2階に登り，窓を壊して住居に侵入し金品を盗んだ容疑者を逮
捕。

カイロ
銀行に47.8万ポンドの入金に来た被害者のカバンを奪い，オートバイで
逃走した容疑者2人を逮捕。容疑者の1人は被害者店舗の元従業員。

カイロ 口論の後，相手を銃で撃ち殺した容疑者を逮捕。

カイロ
電話設備からケーブルを盗んだ容疑者4人を逮捕。犯行により千世帯の
電話が不通となった。

ダカハリーヤ
警官の取締を装って，車中の370万ポンドとともに車を奪って逃走した容
疑者グループ3人を逮捕。

シャルキーヤ
8歳児を誘拐し，200万ポンドを要求した容疑者4人を逮捕。逮捕を恐れ
た容疑者は先に人質を解放。

ソハーグ 銃器を密造，密売していた容疑者を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持233件，刃物所持311件，違法薬物所持263件，薬
物影響下の運転12件を摘発。
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ギザ
取締強化で，銃器所持の容疑者15人，違法薬物売買の容疑者56人を
逮捕。

ポートサイード 口論の後，同僚をナイフで刺した容疑者を逮捕。

カイロ 違法薬物売買のトラブルで1人が刺殺された。

10 22 火 全国
24時間で，銃器所持61件，刃物所持195件，違法薬物所持137件，薬物
影響下の運転4件を摘発。

ベニスエフ 暴行しようとした相手に抵抗されて被害者を殴った容疑者を逮捕。

ブヘイラ 違法薬物売買の容疑者3人を逮捕。違法薬物2500錠を所持。

アシュート
銃器密造，売買の容疑者3人を逮捕。銃器の密造所3か所，ショットガン
61丁，密造銃43丁を摘発。

シャルキーヤ
違法薬物売買の容疑者が逮捕に向かった治安機関に発砲し，射殺され
た。自動小銃，拳銃，ヘロイン1キロを押収。

ギザ 銃器の部品を密造していた容疑者を逮捕。

カイロ
銀行や両替商から出てきた被害者の車をつけ，車上荒らしを行っていた
容疑者グループ6人を逮捕。

ギザ 違法薬物売買の容疑者を逮捕。大麻樹脂6キロを所持。

カイロ 計250万ポンドの罰金刑の出ている手配犯を逮捕。

シャルキーヤ 違法薬物売買の容疑者3人を逮捕。違法薬物6千錠を所持。

カイロ
勤務先から3.3万ドルを盗み，女性のベールをかぶった女性を装って持
ち出そうとした容疑者を逮捕。

アスワン 違法に入国した外国籍者20人と入国を助けた容疑者を逮捕。

メノフィーヤ
文書偽造の容疑者を逮捕。偽の公印，各省庁の公文書便せん，離婚，
死亡証明書の用紙などを押収。

シャルキーヤ
被後見人の通学する学校に行き，教師などに暴行を加えた数名が告発
された。

ベニスエフ
スエズ運河東岸から西岸に違法薬物を持込，売買の容疑者2人を逮
捕。大麻樹脂50キロ，アヘン10キロを所持。

ガルビーヤ オートバイを盗んでいた容疑者グループ2人を逮捕。7件の犯行を自供。

10 21 月 ギザ 遺棄された乳児の遺体を発見。

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。

ガルビーヤ 1人を殺した容疑者を逮捕。

カイロ ベールをした3人が発砲し，被害者1人が死亡，1人が負傷。

カイロ 銃器所持で1人を逮捕。

ギザ 建設現場から電気ケーブル100キロを盗んだ容疑者4人を逮捕。

ブヘイラ トゥクトゥクに乗った2人組が，学校前で児童1人を誘拐。

カイロ 偽の武道の修了証を発行していた容疑者を逮捕。銃器を所持。
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シャルキーヤ 違法薬物売買の容疑者2人を逮捕。ヘロイン2.1キロを所持。

カイロ

ライドシェアサービスに使用するための車のレンタル費用を巡るトラブル
で，負債8万ポンドを払わないとして被害者を拉致，その妻に8万ポンド
の身代金を要求した容疑者3人を逮捕。減額された負債を被害者母親
が支払い。

ギザ 幻覚剤の製造，売買の容疑者2人を逮捕。幻覚剤8.5キロを押収。

アシュート 対立する2グループに取締を行い，自動小銃10丁を押収。

ギザ 違法薬物売買の容疑者68人を逮捕。

シャルキーヤ
隣人間のトラブルで，妊娠中の相手の妻の腹部を蹴り，流産を招いた容
疑者を逮捕。

10 20 日 アレキサンドリア
夜間にドアを壊して住宅から盗みを行っていた容疑者グループ6人を逮
捕。15件の犯行を自供。

カリュービーヤ 違法薬物売買の容疑者4件を摘発。

イスマイリーヤ
警官を装って，走行中の車を停め，金を奪っていた容疑者グループ5人
のうち3人を逮捕。銃器を所持。

カイロ
違法薬物を使用している動画がSNSに掲載されていた容疑者2人を逮
捕。

ギザ
2氏族間のトラブルで，ガラス瓶と火炎瓶が使用されるのを当局が阻
止。

全国
24時間で，銃器所持56件，違法薬物所持138件，薬物影響下の運転7件
を摘発。

シャルキーヤ
8歳児を誘拐し200万ポンドを要求した容疑者7人を逮捕，人質を解放。
容疑者に被害者の親族。

ギザ 取締強化で，銃器所持の容疑者9人を逮捕。

ミニヤ 車上荒らしの容疑者グループ2人を逮捕。銃器を所持。

カイロ 車にはねられた被害者が搬送先の病院で死亡。容疑者を逮捕。

ガルビーヤ トラブルの相手を刺殺した容疑者を逮捕。

10 19 土 ケナ 道路の使用権を巡る2氏族間のトラブルで，7人が負傷。数人を逮捕。

ガルビーヤ 刺殺された遺体を運河で発見。

ブヘイラ 高校で同級生に刺された生徒を病院に搬送。

カイロ
銀行から出てきたところを狙って金を奪っていた容疑者グループ3人を
逮捕。他2件の犯行を自供。

カイロ 車を盗んでいた容疑者を逮捕。5件の犯行を自供。

カイロ オートバイで携帯電話を奪っていた容疑者を逮捕。

ベニスエフ
オートバイで子どもをさらって，身に着けていた金の装飾品を奪っていた
容疑者を逮捕。その他2件の犯行を自供。

全国
3日間で，違法薬物関連56件を摘発，大麻樹脂5キロ，ヘロイン2キロ，
アヘン1キロ，乾燥大麻1キロ，トラマドール1万錠などを押収。

全国
24時間で，銃器所持44件，違法薬物関連151件，薬物影響下の運転13
件を摘発。
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10 18 金 カイロ カイロ空港で，到着客による違法薬物の密輸入2件を阻止。

ブヘイラ
自分に出ている判決を軽くしようと，自分の子ども2人が誘拐されたこと
を装った容疑者を逮捕。

ギザ
住居に侵入し，盗みを行っていた容疑者4人を逮捕。14件の犯行を自
供。

全国
24時間で，銃器所持48件，刃物所持230件，違法薬物関連157件，薬物
影響下の運転13件を摘発。

ケナ
遺産を巡るトラブルで，夫の兄弟が自分の子どもを拉致したと偽りの告
発をした容疑者夫婦を逮捕。

10 17 木 ガルビーヤ 2グループ間のトラブルで，6人が負傷，14人を逮捕。

シャルキーヤ 違法薬物売買容疑で2人を逮捕。乾燥大麻10キロと銃器を所持。

ガルビーヤ 工場の金庫から300万ポンド盗まれた事件を捜査。

ギザ 取締強化で，違法薬物売買の容疑者34人を逮捕。

カイロ 計71年の禁固刑の出ている手配犯を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持198件，刃物所持271件，違法薬物所持285件，薬
物影響下の運転10件を摘発。

スエズ
スエズ運河東岸から西岸に大麻樹脂50キロ，アヘン10キロを持ち込もう
とした容疑者を逮捕。

ケナ 銃器で脅し，魚を積んだトラックを奪った容疑者2人を逮捕。

カリュービーヤ
自分が誘拐されたと装って自分の父親から金を引き出そうとした容疑者
と共犯者を逮捕。

スエズ
違法薬物取引の利益2500万ポンドを資金洗浄するため，不動産取引な
どを行った容疑者5人を逮捕。

メノフィーヤ
外国留学機会の提供を装って金を集めた容疑者を逮捕。パスポート，ビ
ザ，銀行口座残高証明の一部は偽造と判明。

紅海 偽造や汚損した米ドル紙幣を両替機で使用した容疑者2人を逮捕。

カイロ 刃物で脅して男児に性的暴行を加えた容疑者を逮捕。

カイロ 計1600万ポンドの罰金刑の出ている手配犯を逮捕。

ギザ 違法薬物売買の容疑者を逮捕。ヘロイン250グラムを所持。

ギザ 違法薬物売買の容疑者2人を逮捕。大麻樹脂1.5キロを所持。

カイロ 金銭トラブルで，互いに発砲をした2グループ7人を逮捕。3人が負傷。

シャルキーヤ 違法薬物売買の容疑者3人を逮捕。トラマドール6000錠を所持。

10 16 水 ブヘイラ
フィッシング詐欺でログインIDなどを入手し，各人のSNS上での情報をも
とに脅迫を行っていた容疑者2人を逮捕。23件の犯行を自供。

シャルキーヤ ヘロインの調剤を行っていた容疑者を逮捕。277キロのヘロインを押収。

全国 24時間で，交通警察が38件の薬物影響下の運転を摘発。

カイロ カイロ空港で，3.5万ドルの違法な外貨持出を阻止。
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ダカハリーヤ
被害者を虐待し死に至らせた映像がSNSに掲載された容疑者と，同容
疑者の家に火を付けた住民35人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持192件，刃物所持209件，違法薬物所持249件，薬
物影響下の運転14件を摘発。

10 15 火 ギザ 大麻樹脂0.5キロを所持した容疑者2人を逮捕。

ギザ 同性愛者を誘い出し，盗みを行っていた容疑者4人を逮捕。

ギザ
取締強化で，違法薬物所持の容疑者38人，銃器所持の容疑者12人を
逮捕。

カイロ 隣人間のトラブルで，投石，発砲があり，3人が負傷，5人を逮捕。

カイロ 携帯電話の売買のトラブルで，相手を刺殺した容疑者を逮捕。

ギザ 歩行者からカバンを奪っていた容疑者グループ4人を逮捕。

ガルビーヤ 外国での労働機会を装って金を集めていた容疑者を逮捕。

カイロ 住居から金品を盗んだ容疑者を逮捕。

カイロ
運転手に薬物入りの飲み物を飲ませて昏睡させ，車を奪った容疑者2人
を逮捕。

ギザ
偽造キーで車を盗んでいた容疑者グループ3人と，盗難車と分かって車
を売買していた容疑者4人を逮捕。8件の犯行を自供。

ファイユーム 互いに復讐を止めるため，当局が2氏族間の和解を仲介。

ソハーグ 互いに復讐を止めるため，当局が2氏族間の和解を仲介。

10 14 月 イスマイリーヤ
2歳児を誘拐し，身代金を要求しようとした容疑者2人を逮捕，人質を解
放。

ポートサイード
ティーンエイジャー同士のトラブルに双方家族が加勢，1人が刺殺され，
容疑者2人を逮捕。

ギザ 刺し傷が多数ある女性の遺体を発見。

ソハーグ 3年間で互いに2人を殺した2家族間を当局が仲介。

カイロ
刑務所から出所した容疑者が，昔のトラブルの相手と争い，その家に放
火。

カイロ 車上荒らしの容疑者2人を逮捕。

カリュービーヤ 自宅で妻を刺殺した容疑者が自首。

ガルビーヤ 運転手を刃物で脅し，タクシーを奪った容疑者3人を逮捕。

アスワン 運転手を殺しトゥクトゥクを奪った容疑者2人を追跡中。

シャルキーヤ 乾燥大麻70キロと銃器を所持した容疑者を逮捕。

ダカハリーヤ カバンなどを盗んでいた容疑者2人を逮捕。14件の犯行を自供。

ダカハリーヤ
錠前を切断して商店に入り，電化製品を盗んだ容疑者2人を逮捕。別の
犯行も自供。

ギザ 銃で脅し金品を奪う犯行4件の容疑者4人を逮捕。
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全国
24時間で，銃器所持181件，刃物所持243件，違法薬物所持242件，薬
物影響下の運転9件を摘発。

アレキサンドリア 3階建て建物が倒壊し，1人死亡。

10 13 日 全国 24時間で，交通警察が薬物影響下の運転37件を摘発。

ギザ 刺殺されたトゥクトゥク運転手の遺体を路上で発見。

カイロ
2.8万ドルを盗んだ相手を拉致し，金を取り返そうとした容疑者2人を逮
捕。

カイロ 1400万ポンドの罰金，36年の禁固の判決の出ている手配犯を逮捕。

カイロ
金銭トラブルの相手が支払わない1.5万ポンドを取り返そうと，相手を拉
致し，同額の身代金を要求した容疑者3人を逮捕，人質を解放。

カイロ
警官を装って金品を奪っていた元警官と手配犯6人からなる容疑者グ
ループを逮捕。

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5人を逮捕。銃器を所
持。8件の犯行を自供。

ポートサイード
タクシー運転手を刺殺し，遺体を道路に遺棄の上，車を奪った容疑者を
逮捕。

全国
24時間で，銃器所持212件，刃物所持263件，違法薬物所持239件，薬
物影響下の運転14件を摘発。

イスマイリーヤ 覆面をした容疑者6人がコーヒーショップにいた被害者を拉致し，逃走。

10 12 土 メノフィーヤ
女性を巡るトラブルをSNSに掲載した被害者が刺殺され，容疑者4人を
逮捕。

アスワン 互いの復讐を止めるため，当局が2氏族間の和解を仲介。

ケナ 銃器で脅して積荷ごとトラックを奪った容疑者3人を逮捕。

ケナ 銃器と乾燥大麻，大麻樹脂を所持した容疑者2人を逮捕。

ケナ 銃器と大麻樹脂を所持した容疑者2人を逮捕。

ミニヤ 行方不明だった1歳児の遺体で発見。

全国
1週間で，銃器所持811件，刃物所持1538件，違法薬物所持1047件，薬
物影響下の運転241件を摘発。

ギザ
違法薬物を買うための金を渡さなかった父親を殺し，遺体を床に埋めた
容疑者を逮捕。

カイロ
違法薬物売買の容疑者3件を摘発。それぞれ大麻樹脂2.5キロ，幻覚剤
860グラム，大麻樹脂27キロと違法薬物6000錠を所持。

ダカハリーヤ
クレジットカードの暗証番号を詐取し，他人のカードを使用した容疑者を
逮捕。

シャルキーヤ 銃で脅して車を奪った容疑者3人を逮捕。

カイロ 工場に忍び込み工具を盗んでいた容疑者2人を逮捕。

アレキサンドリア
被害者を拉致し監禁の上，暴行し，各種書類への署名を強制しようとし
た容疑者グループを逮捕。

ベニスエフ パイプラインから石油製品を盗んでいた容疑者グループを逮捕。

全国
24時間で，銃器所持218件，刃物所持266件，違法薬物所持291件，薬
物影響下の運転18件を摘発。
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ギザ 妻に性的嫌がらせをした相手を刺した容疑者を逮捕。

ガルビーヤ
子どもの遊びが原因で2氏族間のトラブルとなり刃物が使われ，1人死
亡，5人負傷。

南シナイ 大麻樹脂3キロを所持した容疑者を逮捕。

マトルーフ 違法薬物と銃器所持で1件，銃器所持で1件を摘発。

10 11 金 ケナ 賃金トラブルで，2人が発砲され負傷。

カイロ 300万ポンドの罰金が課せられている手配犯を逮捕。

カイロ
銀行や両替店から出てきた人を狙ってスリを行っていた容疑者3人のう
ち2人を逮捕。

ダカハリーヤ
違法薬物取引で得た1000万ポンドを銀行取引や不動産購入で資金洗
浄しようとした容疑者を逮捕。

ダカハリーヤ
0.5トンの乾燥大麻，4.8キロの大麻樹脂，260グラムのヘロインを車に積
んで移動中の容疑者グループ3人を逮捕。

ダカハリーヤ 乾燥大麻1キロなどを所持した容疑者2人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持244件，刃物所持257件，違法薬物所持290件，薬
物影響下の運転13件を摘発。

シャルキーヤ
施錠されていないドアから家に入り，被害者を絞殺し，金品を盗んだ容
疑者2人を逮捕。

ギザ 300万ポンド相当の大麻樹脂50キロを所持した容疑者3人を逮捕。

ブヘイラ 自宅内で殺されたと見られる遺体を発見。

ギザ 金銭トラブルの相手を棒で殴り殺した容疑者を逮捕。

10 10 木 アレキサンドリア
一人5.5から6万ポンドで外国に密入国させていた容疑者3人を逮捕。偽
造の政府公印・文書・証明書，民間契約書などを押収。

カイロ 病院で2600ポンドで新生児を買おうとした容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 4件の車の盗難の容疑者グループ3人を逮捕。

カイロ 違法薬物売買の容疑者を逮捕。違法薬物2060錠と銃を所持。

シャルキーヤ 建物が崩れ2人死亡，1人重傷。

ポートサイード 7件の車上荒らしの容疑者グループを逮捕。

イスマイリーヤ 8.5キロの大麻樹脂の所持容疑で3人を逮捕。

シャルキーヤ ヘロイン250グラムと銃器を所持した容疑者を逮捕。

スエズ 大麻樹脂18キロを所持した容疑者を逮捕。

全国 24時間で，銃器所持213件，違法薬物所持270件を摘発。

カイロ 乗客を刃物で脅し所持品を奪った運転手を逮捕。

ダカハリーヤ
違法薬物売買の容疑者グループ4人を逮捕。タラマドール6500錠を所
持。
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アレキサンドリア
タクシー運転手を刃物で脅して金品を奪った容疑者を逮捕。犯行の動
画がSNSで流れていたもの。

ギザ 自宅べランダで裸で自撮りをしていた住民を逮捕。

ギザ オートバイでカバンのひったくりを行っていた容疑者2人を逮捕。

10 9 水 ギザ 5歳児に暴行を行った容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 自宅の火事で1人死亡。

ギザ
被害者を誘惑し，薬を飲ませて眠らせた間に，車を盗んだ容疑者を逮
捕。

アレキサンドリア 違法に外貨両替を行った容疑者を逮捕。

カイロ
住宅のドアを壊して盗みを行っていた容疑者グループ3人を逮捕。5件の
犯行を自供。

ダカハリーヤ
路上で被害者を武器と刃物で脅して車で連れ去り，500万ポンドの身代
金を要求した容疑者5人を逮捕。人質を解放。

カイロ
違法薬物を常用していた兄弟と口論になり，相手を絞殺した容疑者を逮
捕。

ケナ
被害者の職場前の路上で結婚を断られたところ，容疑者が被害者に発
砲し殺害。容疑者を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持225件，刃物所持285件，違法薬物所持313件，薬
物影響下の運転9件を摘発。

ダカハリーヤ
違法薬物売買の容疑者グループ4人を逮捕。トラマドール4500錠を押
収。

全国 24時間で，交通警察が薬物影響下の17件を摘発。

アレキサンドリア
空港で，違法薬物390錠，大麻樹脂150グラムの密輸出しようとした乗客
を阻止。

シャルキーヤ 職場の同僚を刺殺した容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 違法薬物売買の容疑者を逮捕。

10 8 火 ギザ 2グループ間の争いで刃物が使われ，3人が負傷。

アシュート
武器の違法売買の容疑で警察官を逮捕。ソハーグ県に持ち込もうとした
ショットガン30丁を押収。

全国
24時間で，銃器所持245件，刃物所持231件，違法薬物所持262件，薬
物影響下の運転38件を摘発。

ミニヤ
乗客が運転手を脅してトゥクトゥクを奪った容疑者グループと，盗まれた
トゥクトゥクを転売していた容疑者を逮捕。

アシュート 2グループ間のトラブルで銃器を準備していた容疑者4人を逮捕。

ソハーグ 銃で武装して強盗を行っていた容疑者グループ8人を逮捕。

ギザ
2日続けて，刃物や棒などをもってトゥクトゥクや商店の窓を壊すグルー
プが活動。

10 7 月 シャルキーヤ
自宅内で絞殺された被害者を発見。盗みに入ったところ気づかれた容
疑者2人が殺害したものと判明。容疑者2人を逮捕。

カイロ 他グループとの争いの準備で銃器を用意していた容疑者3人を逮捕。

ギザ 銃器と違法薬物所持で容疑者を逮捕。
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アレキサンドリア
バンに乗っていた被害者を銃器で脅して金品を奪った容疑者グループ3
人を逮捕。

ギザ トラマドール1700錠を所持した手配犯を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持15件，違法薬物所持79件，薬物影響下の運転23件
を摘発。

カイロ 遺産相続トラブルで，叔父を棒で殴り殺した容疑者2人を逮捕。

カリュービーヤ
窓を壊して企業の事務所に侵入し，金庫から70万ポンドを盗んだ容疑
者3人を逮捕。

カイロ マアーディで，ナイフで脅して携帯電話を奪っていた容疑者2人を逮捕。

カリュービーヤ 工場の倉庫から資材を盗んだ容疑者5人を逮捕。銃器を所持。

ギザ
違法薬物売買の容疑者が逮捕に向かった当局に発砲，銃撃を受けて1
人が死亡，1人を逮捕。

カイロ
カイロ空港で，104キロのカート(興奮性のある植物の葉)，幻覚剤1000錠
を押収。一部は外国からカイロを経由して第三国に向かう荷物，一部は
カイロ宛の荷物。

ニューバレー 銀行内で刺殺された遺体を発見。

スエズ
企業の事務所から金を盗んだ容疑者3人を逮捕。1人は被害企業の従
業員で，合鍵を作製し犯行に及んだ。

カイロ
カイロ空港で違法な外貨持ち込みの容疑者，また違法薬物41錠を持ち
込もうとした容疑者を逮捕。

アシュート ニジェールからの帰国者がマラリアに罹患，1人が死亡，7人が発症。

アレキサンドリア
病院で，患者が早い治療を求めて口論の後，スタッフを襲おうとして取り
押さえられた。

10 6 日 アレキサンドリア 段ボール工場の火災で2人死亡。

カイロ 違法薬物所持の容疑者を逮捕。大麻樹脂2キロと銃器を所持。

カイロ 違法薬物所持の容疑者2人を逮捕。大麻樹脂12キロを所持。

カイロ 金銭トラブル相手を誘拐し，身代金を要求した容疑者を逮捕。

ブヘイラ 住居の壁が倒れ2人死亡。

ブヘイラ
身代金500万ポンドを要求した容疑者6人を逮捕，人質を解放。被害者
の車を車2台で尾行した後，路上で被害者の車を停止させ，拉致したも
の。

ギザ
家賃を回収後の大家が自宅にいるところを強盗に入った容疑者2人を逮
捕。大家は拘束中に死亡。容疑者は被害者所有物件の賃借人。

アレキサンドリア 商店の火災で2人死亡。

カイロ
外国で働くエジプト人労働者からエジプトの送金を違法に行っていた容
疑者を逮捕。1年間で500万ポンドを扱ったと自供。

シャルキーヤ 口論の後，親族3人に発砲した容疑者を逮捕。

カイロ 銃器所持の容疑者2件を逮捕。

カイロ マアーディで，刃物で脅して携帯電話を奪っていた容疑者2人を逮捕。

12 ページ



10 5 土 カイロ
自社の社員を3日間監禁，暴行し，20万ポンドの証書に署名させた会社
経営者など容疑者を逮捕。被害者が自社製品を盗み，転売したためと
主張。

アレキサンドリア トゥクトゥクから発砲し，被害者を殺した容疑者3人を逮捕。

カイロ
被害者を拉致した容疑者2人を逮捕。被害者の別れた妻が，被害者に
自分の権利を認める証書に署名させるため依頼したものと自供。

シャルキーヤ 生徒の母親を侮辱する発言をし，生徒に暴行した教師を逮捕。

ガルビーヤ
妻との口論の後，妻の10歳の連れ子を5階から突き落とした容疑者を逮
捕。子は死亡。

ブヘイラ 手配犯が逮捕に抵抗し発砲，治安機関に撃ち返され死亡。

アスワン 2氏族間のトラブルで銃が使用され，1人が死亡。

アレキサンドリア 違法薬物売買で容疑者を逮捕。1.1キロのヘロインを所持。

ギザ 銃で脅してオートバイを盗んだ容疑者2人を逮捕。

カイロ空港 1カ月で，パスポート，ビザの偽造を103件摘発。

全国

1カ月で，銃器所持5246件(機関銃1丁，マシンガン8丁，自動小銃528
丁，ショットガン980丁，拳銃398丁，密造銃3019丁，銃密造所11件な
ど)，刃物所持8376件，違法薬物所持7112件，乾燥大麻2トン，大麻樹脂
524キロ，ヘロイン87キロ，アヘン11キロ，合成大麻，メタンフェタミン，幻
覚剤など約80キロ，違法薬物19.5万錠，盗電など約2.4億ポンド相当を
摘発。

ギザ
銃器所持7件，違法薬物2件，乾燥大麻2.5キロ，大麻樹脂200グラムを
摘発。

ブヘイラ 違法薬物売買で容疑者を逮捕。大麻樹脂25キロを所持。

ガルビーヤ
家賃支払の遅れを巡り口論となり，相手をナイフで切りつけた容疑者を
逮捕。

10 4 金 ガルビーヤ 口論の後，弁護士に暴行した警察官を捜査。

カイロ 手配犯を逮捕。ヘロイン100グラムを所持していた。

カイロ
違法薬物購入のため被害者の子と孫がマスクをして住居に侵入し，装
飾品などを盗んだ。

ガルビーヤ 線路など鉄道資材800キロを盗んだ容疑者3人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持34件，刃物所持215件，違法薬物所持116件，薬物
影響下の運転6件を摘発。

全国 交通警察が24時間で，薬物影響下の運転47件を摘発。

ベニスエフ パイプラインから石油製品を盗んでいた容疑者2人を逮捕。

ケナ 子どもの遊びが2氏族間のトラブルになり10人が負傷，当局が介入。

10 3 木 アレキサンドリア
SNSのパスワードを詐取し，保存されている写真などを理由に被害者を
脅迫していた容疑者2人を逮捕。

カイロ
ミクロバス乗車中，喧嘩を装い，被害者から金品を奪った容疑者3人を
逮捕。

ガルビーヤ
住居から盗みを行っていた容疑者グループを逮捕。15件の犯行を自
供。
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カイロ
交通違反者が没収された運転免許証の引換証の偽造ビジネスを行って
いた容疑者を逮捕。

ギザ 大麻樹脂1キロを所持した違法薬物の売買容疑で1人を逮捕。

カイロ アパートに侵入し，携帯電話を盗んだ容疑者2人を逮捕。

ギザ
鉄道の資材，工具を盗んだ容疑者2人と盗品を買っていた容疑者を逮
捕。

カイロ
勤務先の住居で現金などを盗んだ上で，屋外からの侵入による第三者
犯行を装ったハウスキーパーを逮捕。

全国
24時間で，銃器所持209件，刃物所持250件，違法薬物238件，薬物影
響下の運転12件を摘発。

スエズ 大麻樹脂30キロを車に隠していた容疑者を逮捕。

スエズ
大麻樹脂46キロ，乾燥大麻50キロ，アヘン100グラムを持っていた容疑
者2人を逮捕。

マトルーフ 大麻樹脂7.2キロ，違法薬物1.5万錠を持っていた容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 隣人間のトラブルで，発砲があり容疑者の親族3人が負傷。

南シナイ 違法薬物売買の容疑者2人を逮捕。

10 2 水 ガルビーヤ 車の事故が原因で，互いに発砲した容疑者2人を当局が制止。

ガルビーヤ 偽造の政府発行の営業許可証を販売した容疑者3人を逮捕。

ブヘイラ 乗用車と列車が衝突し，運転手と同乗者2人が死亡，1人が重傷。

カイロ
2000ポンドを持っているところを目にし，被害者を拉致，身代金を要求し
ようとした容疑者8人を逮捕。銃器を所持。

カイロ 殺人で死刑判決の出ている手配犯を逮捕。

ガルビーヤ 違法薬物の売買容疑で2人を逮捕。大麻樹脂を所持。

カイロ
被害者が銀行に入ろうとしたところに現金の入ったカバンを奪ったオート
バイの2人組を逮捕。

カイロ 銃器所持容疑で1人を逮捕。

カイロ
父を救うため，父を訴えている相手に罪を着せようと姪の誘拐を装った
容疑者を逮捕。

ケナ オートバイを盗んでいた容疑者2人を逮捕。4件を自供。

カリュビーヤ
ヘロイン250グラムなどを所持した2人，またヘロイン250グラムを所持し
た容疑者1人を違法薬物の売買容疑で逮捕。

ミニヤ 別れ話から口論になり相手を刺殺した容疑者を逮捕。

ソハーグ パイプラインから8.5トンのディーゼルオイルを盗んだ容疑者を逮捕。

10 1 火 アスワン 威嚇射撃を行い，トゥクトゥクを奪った容疑者グループを捜査中。

カイロ
違法薬物の売人を逮捕。大麻樹脂300グラム，ヘロイン20グラムなどを
所持。

シャルキーヤ 金銭を受け取り，運転免許証とビザの取得を支援した警察官を逮捕。
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ギザ アパート内で殺された母子を発見。

アレキサンドリア
偽造のコンピュータ，語学の修了証発行ビジネスを行っていた容疑者を
逮捕。

アスワン 2.5キロの乾燥大麻と銃器を所持した容疑者8人を逮捕。

アスワン 密入国したアフリカ系外国人を逮捕。

シャルキーヤ 8月にカイロで住居に侵入し盗みを行った容疑者グループを逮捕。

全国
24時間で，銃器所持142件（自動小銃14丁，ショットガン24丁，拳銃11
丁，密造銃93丁など），刃物所持213件，違法薬物所持200件，薬物影
響下の運転11件を摘発。

カイロ
違法薬物売買の容疑者グループ4人を逮捕。大麻樹脂150グラムを所
持。
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