
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

11 30 土 ソハーグ
6年前の殺人を巡って報復の応酬が懸念されていた2氏族について，治
安当局が和解を仲介。

カイロ
復縁を断った元婚約者に発砲した容疑者がその後，自殺を試みた。双
方ともに重傷。

全国

一カ月で，銃器所持5223件(重機関銃4丁，機関銃2丁，自動小銃533
丁，ショットガン1022丁，拳銃382丁，密造銃3280丁，銃密造所7か所)，
刃物所持7958件，違法薬物関連7019件(乾燥大麻1.2トン，大麻樹脂437
キロ，ヘロイン82キロ，アヘン42キロ，エストロックス72キロ，合成麻薬18
キロ，覚せい剤9キロ，違法薬物21万錠)を摘発。

アレキサンドリア 犬を巡る隣人間のトラブルで，相手を刺殺した容疑者3人を逮捕。

アスワン
2019年1月の殺人事件の報復を避けるため，治安当局が2氏族間の和
解を仲介。

カイロ ドアを壊して商店に侵入し，盗みを行った容疑者を逮捕。

アレキサンドリア
偽造キーで住居に侵入し，盗みを行っていた容疑者グループ2人を逮
捕。その他11件の犯行を自供。計200万ポンド相当の被害を確認。

ポートサイード カフェにいた被害者を射殺した容疑者7人のうち5人を逮捕，1人を射殺。

カイロ 250ポンドを盗んだ相手を刺殺した容疑者を逮捕。

アレキサンドリア
警察官の交通取締を装い車を停め，被害者が降車した間に車を盗んで
いた容疑者グループ7人を逮捕。

アスワン 乾燥大麻50キロと銃器を所持した容疑者2人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持220件，刃物所持243件，違法薬物関連263件，薬
物影響下の運転11件を摘発。

カリュビーヤ SNSでの互いの掲載を巡る口論の後，相手を刺した容疑者を逮捕。

カリュービーヤ 親族間のトラブルで，5人が刺傷などを負い，逮捕された。

11 29 金 ケナ
殺人，強盗，違法薬物取引で有罪判決の出ている手配犯を逮捕。乾燥
大麻2キロ，銃器などを所持。

ギザ
二人の関係を終わらせようとした愛人を絞殺し，住居に放火した容疑者
を逮捕。

カイロ 金銭トラブルで，相手を刺殺した容疑者を逮捕。

アレキサンドリア ゴミ収集をめぐるトラブルで，清掃員を襲った容疑者を捜査。

ブヘイラ
5万から15万ポンドで外国への不法入国を手配していた容疑者グループ
6人のうち3人を逮捕。偽造のエジプト政府文書などを押収。

カリュービーヤ
120万ポンドの金銭トラブルの相手を拉致，監禁した容疑者2人を逮捕。
被害者は監禁から逃げようとしてビルから転落し，死亡。

シャルキーヤ
考古品の盗掘を巡るトラブルで相手を拉致し，35万ポンドを要求した容
疑者グループ4人を逮捕。

11 28 木 ギザ
自宅前でスクールバスを待っていた11歳の子を車で拉致し，50万ポンド
の身代金を要求した容疑者3人を逮捕。容疑者は被害者の隣人。

ブヘイラ 袋に遺棄された変死体を発見。

カイロ 計40年の懲役刑の判決の出ている手配犯を逮捕。

掲載日付

1 ページ



全国
24時間で，銃器所持202件，刃物所持281件，違法薬物関連287件，薬
物影響下の運転10件を摘発。

カイロ
6歳の娘に違法薬物入りのジュースを飲ませて，死亡させた容疑者を逮
捕。

カイロ マアーディで，勤務先から12万ポンドを盗んだ容疑者3人を逮捕。

ブヘイラ 女性の変死体を発見。

アスワン 乾燥大麻50キロと銃器を所持した容疑者2人を逮捕。

ガルビーヤ 家畜や電線などを盗んでいた容疑者2人を逮捕。

ガルビーヤ
他人名義のクレジットカード7枚でATMから金を引き出していた容疑者2
人を逮捕。その他3件の犯行を自供。

11 27 水 ミニヤ 治安当局が，7年間に渡り互いに報復があった2氏族間の和解を仲介。

アレキサンドリア
違法薬物売買の利益7500万ポンドを銀行への出し入れ，企業設立，不
動産や車両購入で資金洗浄した容疑者8人を逮捕。

シャルキーヤ
20ポンドの煙草を買い行かせたが煙草を買ってこなかった被害者を殴
り，死に至らせた容疑者を逮捕。被害者は11歳。

カイロ スリの容疑で3人を逮捕。

カイロ
女性に言った言葉が原因でトラブルとなり，女性の兄を刺殺した容疑者
を逮捕。

11 26 火 全国 病院内での医師への暴行が4件発生。

ファイユーム 422件，計36年の禁固刑の出ている手配犯を逮捕。

アスワン
ロバ2頭を盗もうとした容疑者3人のうち1人がロバの持主の発砲を受け
負傷し，もう1人とともに逮捕された。

全国 交通警察が，薬物影響下の運転32件を摘発。

ダミエッタ 金銭トラブルで，相手を石で殴り殺した容疑者2人を逮捕。

ギザ
住居に侵入し盗みを行っていた容疑者2人を逮捕。その他7件の犯行を
自供。

カリュービーヤ
違法薬物売買の利益2500万ポンドを不動産や車両購入で資金洗浄し
た容疑者2グループ7人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持210件，刃物所持238件，違法薬物関連277件，薬
物影響下の運転8件を摘発。

アスワン
取締強化で，違法薬物売買の容疑者8人を逮捕，乾燥大麻12.5キロなど
を押収。

メノフィーヤ 口論の後，相手に発砲，負傷させた容疑者2人を逮捕。

イスマイリーヤ
誘拐されたかのように装った容疑者を逮捕。家族の注目を集めるためと
自供。

ミニヤ 違法薬物関連16件を摘発。

ガルビーヤ 金銭トラブルで争っていた一方を銃器所持で逮捕。

11 25 月 ガルビーヤ 違法薬物売買と銃器所持の容疑で1人を逮捕。

ガルビーヤ 銃器所持の容疑で1人を逮捕。
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アレキサンドリア
銀行帰りの被害者をつけ，エレベーターに乗ったところを銃器で脅し，
18.5万ポンドを奪った容疑者を逮捕。

アレキサンドリア
運転手を刃物で脅した上で顔に薬剤をかけて，トゥクトゥクを奪った容疑
者を逮捕。

カイロ
営業時間後，勤務先の金庫を壊して4.5万ポンドを盗んだ容疑者を逮
捕。

カイロ 6件，計7.5万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198件，刃物所持210件，違法薬物関連220件，薬
物影響下の運転8件を摘発。

紅海 大麻樹脂2キロを所持した容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 違法薬物関連12件を摘発。

ブヘイラ 公衆道徳に反する行為を営業していた夫婦を逮捕。

シャルキーヤ 犬に噛まれた後に対応しなかったため狂犬病で1人死亡。

ダカハリーヤ
障碍者を暴行した容疑者2人を逮捕。暴行の動画がSNSで掲載されて
いた。

11 24 日 ミニヤ
評判の悪い友人と付き合っているとして，妹を折檻して死に至らせ，そ
の死を転落死に見せかけた容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 自宅内で刺殺された被害者を発見。

ガルビーヤ 多量の違法薬物と銃器を所持した容疑者を逮捕。

ギザ 素行を疑って妻を刺殺した容疑者を逮捕。

ギザ 袋に入れた遺体を運河に遺棄しようとした夫婦を逮捕。

スエズ
スエズ運河の東岸から西岸に乾燥大麻250キロを運び込もうとした容疑
者を逮捕。

スエズ
スエズ運河の東岸から西岸に乾燥大麻375キロを運び込もうとした容疑
者を逮捕。

アレキサンドリア 刃物で脅して運転手からトゥクトゥクを奪った容疑者を逮捕。

アスワン 隣人間のトラブルで，相手を刺殺した容疑者を逮捕。

11 23 土 ギザ
妻に男性を誘惑させ，男性から金を奪おうとした容疑者が，逃走中に転
落死。

全国 一週間で，銃器所持880件，刃物所持1627件を摘発。

ガルビーヤ トラマドール2.5万錠と錠剤を製造する機器を所持した容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 乾燥大麻75キロ，銃器を所持した容疑者3人を逮捕。

ギザ
500-1000ポンドで売春を行っていた容疑でヘルスクラブのオーナーと18
歳未満の容疑者2人を逮捕。

カイロ カイロ空港で，65万ポンドを国外に持ち出そうとした容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 仕事のトラブルで，相手にガソリンをかけ火を付けた容疑者を逮捕。
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ガルビーヤ
車に対して石や果物を投げつけられた事案について，6氏族間で12万ポ
ンドの賠償と，調停を破った場合に10万ポンドを支払う調停がまとまっ
た。

11 22 金 ガルビーヤ 違法薬物ディーラー間のトラブルで，相手を刺殺した容疑者を逮捕。

アレキサンドリア
外国への入国査証取得のための文書偽造ビジネスを行っていた容疑
者を逮捕。偽造の出生証明，会社登記証明，納税者カード，銀行残高
証明，公印などを押収。

ガルビーヤ
シャシー番号などを改ざん，偽造公印を用いて，盗難車や密輸した車両
を密売していた容疑者グループのうち1人を逮捕。31件の犯行を確認。

シャルキーヤ 結婚の祝宴で密造酒が出され，1人が死亡した件の容疑者2人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持239件，刃物所持253件，違法薬物関連292件，薬
物影響下の運転10件を摘発。

ガルビーヤ 車の下で，新生児の遺体を発見。

カイロ
婚姻せずに男性と暮らしていた被害者を刺殺した容疑で，その父と兄を
逮捕。

ギザ
家の事情を隣人に話したとして，6歳の夫の連れ子を折檻して死に至ら
せた容疑者を逮捕。

ギザ エストロックスなど6キロと銃器所所持した容疑者グループ6人を逮捕。

ギザ 取締強化で，違法薬物売買容疑で50人，銃器所持で18人を逮捕。

11 21 木 イスマイリーヤ 違法薬物を調合していた密造所を摘発，ヘロイン8キロなどを押収。

イスマイリーヤ 金銭トラブルで10万ドルの身代金を要求された人質を解放。

ブヘイラ
8人が死亡，10人が負傷する火災の原因となったパイプラインから石油
製品を盗んでいた容疑者7人を逮捕。

アレキサンドリア
一人暮らしの高齢女性を狙って強盗に入り，被害者を殺した容疑者を逮
捕。

カイロ
遺産を巡るトラブルで，2グループが発砲し，1人が負傷。治安当局が沈
静化。

ファイユーム エストロックスと銃器を所持した容疑者を逮捕。

11 20 水 シャルキーヤ 違法薬物と密輸した薬を所持した薬剤師を逮捕。

ダカハリーヤ
大学などの教育機関の証明書の偽造ビジネスを行っていた容疑者を逮
捕。偽造の政府公印を押収。

カイロ 違法薬物売買の容疑者を逮捕。ヘロイン約1キロを所持。

カイロ 住居のドアを壊して住居に侵入し，盗みを行った容疑者を逮捕。

アレキサンドリア
住居のドアを壊して住居に侵入し，盗みを行った容疑者2人を逮捕。13
件の犯行を自供。

ダカハリーヤ
電話で誘い出した被害者を拉致，監禁して300万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 勤務先企業から14.7万ポンドを盗んでいた容疑者を逮捕。

イスマイリーヤ
2011年の政変時に刑務所から脱走した終身犯が，逮捕のため迫った治
安機関と交戦となり死亡。ケナ県で治安機関関係者が犯罪者との交戦
で死亡した件の容疑者も死亡。

4 ページ



ガルビーヤ 違法薬物売買の容疑者が治安機関から逃げる途中で5階から転落死。

カイロ
勤務先駐車場のトゥクトゥクを盗んだと疑われた被害者が，監禁，暴行
され，白紙委任状への署名を強制された。容疑者は被害者の同僚。

11 19 火
カフル・エルシェイ
ク

学校内で教師を刃物で襲い負傷させた，生徒の家族3人を逮捕。

カイロ 盗んだ車を再塗装し，タクシーとして営業していた容疑者を逮捕。

シャルキーヤ
盗まれたと偽って，顧客からの集金額35万ポンドを自ら盗んだ容疑で，
企業の運転手を逮捕。

カイロ
警察官を装って，店舗関係者から料金を支払わず商品を奪った容疑者
を逮捕。

カリュービーヤ
市場内での販売場所を巡るトラブルで，刃物などが使われ，7人が負
傷。関係者を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持67件，刃物所持218件，違法薬物関連145件，薬物
影響下の運転5件を摘発。

スエズ
礼拝後にモスクから出てきた被害者を襲い，20万ポンドの入ったカバン
を奪った容疑者を逮捕。

カイロ 違法薬物売買の容疑者2人を逮捕。大麻樹脂4キロ，銃器を所持。

ポートサイード シリアからの貨物の中に大麻樹脂2820キロを発見。

ケナ 機関銃を含む43丁の銃器を摘発。

ミニヤ 口論の後，互いに暴行を加え，3人が負傷。

11 18 月 全国
24時間で，銃器所持221件，刃物所持265件，違法薬物関連267件，薬
物影響下の運転6件を摘発。

カイロ 違法な外貨両替の容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 口論の後，火炎瓶を投げ，妻に火傷を負わせた容疑者を逮捕。

カイロ シャシー番号を改ざんして中古車として販売された車を押収。

カイロ 2キロのエストロックスを所持した違法薬物売買の容疑者を逮捕。

イスマイリーヤ 手配犯を逮捕。

紅海 違法薬物売買の容疑者を逮捕。大麻樹脂を所持。

シャルキーヤ 遺産を巡るトラブルで，相手に発砲した容疑者2人の逮捕。

ポートサイード 銃で撃たれて，1人が病院搬入後死亡。

11 17 日 ケナ 自動小銃など27丁を押収。

カイロ 商店から商品を盗んだ容疑者3人を逮捕。

カリュービーヤ
コーヒー店での飲物の値段を巡るトラブルで，店側と客側が衝突し，5人
が負傷。

カイロ 車を盗んだ容疑者グループを逮捕。

カイロ
政府検査官を装って工場を訪問し，消火器の有効期限が切れていると
して17万ポンドを要求した容疑者2人を逮捕。
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全国
24時間で，銃器所持40件，刃物所持222件，違法薬物関連138件，薬物
影響下の運転12件を摘発。

アレキサンドリア オーナーへの怨恨から，車の展示場を放火した容疑者3人を逮捕。

ベニスエフ 医師を装って偽造の診断書を発行していた容疑者を逮捕。

カリュービーヤ
口論の後，2グループがナイフで争い，１人が死亡，１人が負傷。2人を
逮捕。

カイロ 住居に侵入し，盗みを行っていた容疑者2人を逮捕。

11 16 土 カイロ
車の賃貸交渉を装い被害者を誘い出し，暴行の上，金を奪った容疑者3
人を逮捕。

ギザ
湾岸諸国からの訪問客を装って被害者女性たちをナイトクラブから誘い
出し，車に乗せた上で，武器で脅して暴行を加えていた容疑者グループ
5人を逮捕。

ファイユーム 結婚式の祝賀の発砲で，1人死亡。

カリュービーヤ 530件，計511年の判決の出ている手配犯を逮捕。

全国
一週間で，銃器所持1528件，刃物所持1882件，違法薬物関連1465件，
薬物影響下の運転354件を摘発。

ガルビーヤ
口論の後，交際相手を鉄の棒で殴り殺し，遺体に火を付けた容疑者を
逮捕。

ニューバレー 6丁の銃器を押収。

スエズ
スエズ運河東岸から西岸に800万ポンド相当の乾燥大麻750キロを持ち
込もうとした容疑者3人を逮捕。

ギザ
偽造の考古学品を売る一方で，偽警察官が取締を装い，考古学品所持
を見逃す代償に金を得ていた容疑者グループ6人を逮捕。

カイロ 違法な外貨両替で容疑者を逮捕。

11 15 金 カイロ カイロ空港で，国外からの乗客3人による違法薬物の密輸入を阻止。

シャルキーヤ
一人で歩いていた5歳児を拉致し，身代金50万ポンドを要求した容疑者
3人を逮捕，人質を解放。無作為に誘拐対象を選んだもの。

ガルビーヤ
看護，コンピューター，語学の偽造修了証発行ビジネスを行っていた容
疑者を逮捕。偽造の政府機関公印を使用。

シャルキーヤ
母が不在の間に，同居していた伯母から虐待を受けていた重症の12歳
の女児を保護。

ギザ 送電塔を分解し，鉄片を売ろうとした容疑者5人を逮捕。

スエズ
スエズ運河東岸から西岸に1000万ポンド相当のヘロイン55キロを持ち
込もうとした容疑者2人を逮捕。

シャルキーヤ
いとことの金銭トラブルで相手の父を年金生活者を拉致し，30万ポンド
の身代金を要求した容疑者グループ4人を逮捕。

シャルキーヤ
妊娠中の妻に暴行を加え，流産による出血多量で死亡させた容疑者を
逮捕。

ギザ
企業立ち上げや不動産売買で，違法薬物売買の利益4500万ポンドを資
金洗浄しようとした容疑者グループ10人を逮捕。

全国 24時間で，交通警察が，薬物影響下の運転で42人を逮捕。

ルクソール 違法薬物売買のため乾燥大麻500キロを所持した容疑者を逮捕。
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ケナ 銃器密売のため，ショットガン21丁を所持した容疑者を逮捕。

11 14 木 アレキサンドリア 銃器の密造を行っていた容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 口論の後，相手を刺殺した容疑者を逮捕。

ブヘイラ
結婚を断られた相手の子，3歳児を殺害し，遺体を遺棄した容疑者を逮
捕。

カイロ 口論の後，隣人を刺殺した容疑者を逮捕。

アスワン
輸送車両を停め，運転手を銃器，刃物で脅して積み荷を奪っていた容
疑者グループ4人を逮捕。

全国 24時間で，交通警察が，薬物影響下の運転で28人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持221件，刃物所持249件，違法薬物関連252件，薬
物影響下の運転9件を摘発。

シャルキーヤ 子に暴行を加えられたとして叔父を殺害した容疑者を逮捕。

カイロ 違法薬物売買のトラブルで，相手を刺殺した容疑者を逮捕。

11 13 水 ブヘイラ パイプラインから石油製品を盗もうとして火災が発生，7人死亡。

ガルビーヤ
駐車場の整理係の順番を巡るトラブルで刃物が使われ，1人が負傷，3
人を逮捕。

カイロ 衣服を輸送中の車を停め，車を奪った4人を逮捕。

ギザ トゥクトゥクを盗もうとした男を殺した容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 手配犯2人を逮捕。銃器を所持。

アシュート 銃器所持で8人を逮捕，銃器11丁を押収。

カイロ 警官を装って車を停め，盗みを働こうとした容疑者グループ3人を逮捕。

アレキサンドリア 銃の密造所を摘発，銃器を押収。

ギザ
ビザ申請のための銀行発行書類を偽造した容疑者グループ3人を逮
捕。

スエズ
スエズ運河東岸から西岸に違法薬物を持ち込もうとした容疑者グルー
プ4人を逮捕。大麻樹脂92キロ，アヘン2キロを所持。

ケナ 取締強化で，銃器所持26件，乾燥大麻3キロを摘発。

アレキサンドリア 手配犯3人を逮捕。

11 12 火 紅海 違法薬物売買の容疑者4人を逮捕。

紅海
オランダ人観光客を誘い出した上で，所持品を奪った容疑者グループ4
人を逮捕。

カイロ 車上荒らしの容疑者2人を逮捕。その他3件の犯行を自供。

全国
24時間で，銃器所持230件，刃物所持277件，違法薬物関連285件，薬
物影響下の運転9件を摘発。

ガルビーヤ 農地で身元不明の遺体を発見。

7 ページ



シャルキーヤ
違法薬物の売買とその利益の資金洗浄の容疑者4人を逮捕。3000万ポ
ンド相当の土地売買，企業設立などを行った。

アレキサンドリア
道路清掃員2人が襲われ負傷。清掃員に清掃以外の業務を断られたた
め，もう1人はゴミの除去を拒む者に襲われたため。

ギザ 婚約破棄のトラブルで，被害者に暴行を加えた家族を逮捕。

アスワン
治安当局が犯罪の容疑者グループが乗った車両を追ったところ，容疑
者が発砲し，当局が反撃。容疑者は逃走中。

11 11 月 ギザ
口論の後，兄をハンマーで殴って殺し，遺体を階段下に埋めた容疑者を
逮捕。

アレキサンドリア
偽造キーで住居に侵入し，電気製品などを盗んでいた容疑者2人を逮
捕。17件の犯行を自供。

カイロ 2011年の政変時に刑務所を脱走した手配犯を逮捕。

カイロ
カイロ空港で，それぞれ94万ポンドと60万ポンドを国外に持ち出そうとし
た容疑者2人を逮捕。

カイロ 計130万ポンドの罰金刑の出ている手配犯を逮捕。

ケナ
対立関係にある2グループから，手配犯など23人を逮捕，銃器16丁を押
収。

カフル・エルシェイ
ク

携帯電話のアンテナ塔からバッテリーを盗んでいた容疑者を逮捕。

マトルーフ 違法薬物売買の容疑者2人を逮捕。大麻樹脂24キロを押収。

11 10 日 アスワン 銃弾を受け死亡した遺体を発見。

ケナ 治安当局が，互いに報復があった2氏族の和解を仲介。

紅海 空港で，外国からの乗客による偽札1万ドルの持込を阻止。

ファイユーム
路上で取締を受ける前に手配犯が治安当局に発砲し，当局が反撃。負
傷した手配犯を逮捕。

カイロ 住宅に侵入し盗みを行っていた容疑者3人を逮捕。7件の犯行を自供。

カイロ 勤務先の住宅で盗みを行った容疑者2人を逮捕。

カイロ 車を盗もうとした容疑者を逮捕。

ミニヤ 違法薬物関連10件を摘発。

カイロ 手配犯を逮捕。

アレキサンドリア 乗客である高齢女性を殺害，所持品を奪ったタクシー運転手を逮捕。

シャルキーヤ
住宅から垂れ下がった電線で被害者が感電死。住宅のオーナーを逮
捕。

アスワン 違法薬物売買の容疑で医師と薬剤師を逮捕。

ギザ 住宅に侵入し，家財道具を盗んだ容疑者3人を逮捕。

ガルビーヤ
車を売った被害者を殺して，金奪った容疑者2人を逮捕。容疑者は被害
者の知人。
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11 9 土 全国
一週間で，銃器所持692件，刃物所持1694件，違法薬物関連1882件，
薬物影響下の運転406件を摘発，乾燥大麻297キロ，大麻樹脂103キ
ロ，ヘロイン11キロ，エストロックス10キロ，違法薬物3.3万錠を押収。

カイロ トゥクトゥクに乗ってひったくりを行っていた容疑者3人を逮捕。

ダカハリーヤ
労働許可関係の公文書を偽造するビジネスを行っていた容疑者2人を
逮捕。

カイロ 商店から盗みを行っていた容疑者3人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持227件，刃物所持282件，違法薬物関連302件，薬
物影響下の運転12件を摘発

シャルキーヤ
水路延長を巡るトラブルで，相手を鉄の棒で殴って殺した容疑者と関係
者11人を逮捕。

ファイユーム
相続を巡るトラブルで，祖母を斧とナイフで殺した容疑者と共犯の父を
逮捕。

アレキサンドリア
父に自分への訴えを取り下げさせるため，自らが誘拐にあったと装った
容疑者と共犯者2人を逮捕。

11 8 金 カイロ カイロ空港で，国外からの小包から覚せい剤500グラムを発見。

アレキサンドリア ごみ回収を巡るトラブルで，清掃員を切りつけた容疑者を逮捕。

ダカハリーヤ
3か月で，マンザラ湖周辺で銃器247件を摘発，乾燥大麻330キロ，ヘロ
イン2キロなどを押収。

アレキサンドリア
SNSで違法薬物取引の様子などが流れていた容疑者4人のうち2人を逮
捕。

ソハーグ
ソフトドリンクの販売を巡るトラブルで，15歳の少年を刺した容疑者2人を
逮捕。

アレキサンドリア 違法薬物売買の容疑者2人を逮捕。大麻樹脂2キロを押収。

ギザ
報復のためトラブル相手の子を撃ち殺した容疑者が，子の父に棒で殴り
殺された。子の父を逮捕。

11 7 木 アスワン 金銭トラブルの相手を殺した容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 友人とトラブルになり，相手を刺殺した容疑者を逮捕。

アレキサンドリア
公文書の偽造ビジネスを行っていた容疑者2人を逮捕。14種類の偽造
公印，複数の機関の偽造便せんを押収。

アレキサンドリア 違法薬物売買の容疑者2人を逮捕。大麻樹脂を押収。

アレキサンドリア バス車中ですりを行っていた容疑者を逮捕。車上荒らし3件も自供。

カイロ
公文書の偽造ビジネスを行っていた容疑者2人を逮捕。偽造の公印，便
せん，証明書式を押収。

全国 24時間で，交通警察が薬物影響下の運転39件を摘発。

ギザ
運転手を絞殺，遺体を運河に遺棄し，トゥクトゥクを奪った容疑者2人を
逮捕。

カイロ 2011年政変時に刑務所から逃げた終身刑犯を逮捕。

ギザ 射殺された遺体を発見。

シャルキーヤ 駅に入る列車に投石し，運転手を負傷させた容疑者を逮捕。
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ギザ
不品行を理由にウルフィ婚（証人はいるが，宗教・政府機関への届出を
しない婚姻)の妻を刺殺，遺体をごみ袋に入れて運河に遺棄した容疑者
を逮捕。

メノフィーヤ 口論の後，大叔母を棒で殴り殺し，家に放火した容疑者を逮捕。

11 6 水 カイロ
所属企業の10万ポンドが盗まれたことを装い，自分のものにしようとし
た容疑者を逮捕。

カイロ 殺人で死刑判決の出ている手配犯を逮捕。

カイロ
ドアを壊して住居に侵入，盗みを行っていた容疑者2人を逮捕。3件の犯
行を自供。銃器を所持。

カイロ
車上荒らしや商店を狙った盗みを行っていた容疑者2人を逮捕。6件の
犯行を自供。

ガルビーヤ 違法薬物売買の容疑者を列車内で逮捕。ヘロイン25グラムを所持。

アレキサンドリア
違法薬物売買の利益200万ポンドを銀行預金や不動産売買で資金洗浄
しようとした容疑者3人を逮捕。

ガルビーヤ 銃で取引相手を撃った容疑者を追跡。被害者は重傷。

カリュービーヤ 腎臓の売買を行っていた容疑者2人を逮捕。

11 5 火 全国
一ヶ月間で，国境警備隊が大麻樹脂5831キロ，乾燥大麻7082キロ，ア
ヘン59キロ，違法薬物158万錠，大麻の栽培地2カ所・ケシの栽培地3カ
所（計8400平米），金鉱石1242キロを摘発・押収。

全国 24時間で，交通警察が，薬物影響下の運転45件を摘発。

ギザ 薬物常用者の息子を折檻して死に至らせた容疑者を逮捕。

ケナ
武器を準備していた対立する2グループ双方9人を逮捕。自動小銃9丁を
押収。

カイロ
偽造のIDで，企業の口座から900万ポンドを下ろした容疑者グループを
逮捕。

イスマイリーヤ
走行中の車を停め，運転手を刃物で脅して車を奪っていた容疑者グ
ループを逮捕。

ダカハリーヤ 診療所の機材を盗んだ容疑者を逮捕。

シャルキーヤ
オートバイを奪われないよう抵抗した被害者を射殺した容疑者3人を逮
捕。

マトルーフ 学校でのトラブルを責め，息子を折檻して死に至らせた容疑者を逮捕。

11 4 月 カイロ 車上荒らしの容疑者を逮捕。その他2件の犯行を自供。

ギザ 銃器所持の容疑者7人を逮捕。

ミニヤ
偽造の考古学品を巡る金銭トラブルで，相手を拉致し，身代金を要求し
た容疑者3人を逮捕。

アレキサンドリア
他人のクレジットカードを入手し，引き落とし，商品購入を行った容疑者2
人を逮捕。

シャルキーヤ
住宅に入り盗みを行っているところを見た被害者とその孫を殺害した容
疑者を逮捕。容疑者は，被害者家族の知人。

シャルキーヤ 口論から，いとこを刺殺した容疑者を逮捕。
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ギザ アパート内で2人の遺体を発見。

アシュート
治安当局が，治安当局者殺害の容疑者と銃撃戦となり，容疑者が死
亡。

ギザ 暴行を受けて死亡したと見られる遺体を路上で発見。

ケナ 治安当局が，互いに復讐を行っていた2氏族の和解を仲介。

アシュート
金銭トラブル相手の子を拉致し，76万ポンドを要求した容疑者3人を逮
捕。

11 3 日 シャルキーヤ 建物内で冷蔵庫修理のための溶接で酸素ボンベに引火し，2人死亡。

紅海 ダイビングクルーズ船の火災で1人死亡。

カイロ
カイロ空港で，違法薬物(プレガバリン，トラマドール)166錠を所持して出
国しようとした乗客を逮捕。

カイロ
刃物の違法売買の容疑者を逮捕。刃物122点，バット66点，金属棒30
点，レーザーポインター9点などを押収。

全国
24時間で，銃器所持93件，刃物所持183件，銃の密造所1か所，違法薬
物関連150件，薬物影響下の運転9件を摘発。

アシュート 2年前の怨恨で，相手を絞殺して遺体を遺棄した容疑者2人を逮捕。

イスマイリーヤ 隣人間のトラブルで，相手を刺した容疑者を逮捕。

11 2 土 全国

一カ月で，銃器所持4774件(ライフル966丁，自動小銃487丁，拳銃360
丁，密造銃2951丁，機関銃5丁，マシンガン5丁など)，銃器密造所12件，
刃物所持7299件，違法薬物関連6313件(大麻樹脂464キロ，乾燥大麻，
ヘロイン114キロ，エストロックス51キロ，アヘン39キロ，違法薬物33万
錠)，盗電約30万件(約2.2億ポンド相当)を摘発。

アスワン
治安当局の捜査で容疑者グループと銃撃戦になり，手配犯1人を射殺。
乾燥大麻80キロ，大麻樹脂4キロ，アヘン2キロ，銃器などを所持。

ブヘイラ 電線が落下し，歩行者が感電死。

ガルビーヤ 口論の後，妻に火を付け，重度の火傷で死に至らせた容疑者を逮捕。

アスワン 公判中に逃げ出した違法薬物売買の容疑者を逮捕。

カイロ
離婚した妻が再婚したことを巡る口論の後，元妻とその兄弟を刺殺した
容疑者を逮捕。

全国
24時間で，麻薬取締局がアレキサンドリア，カイロ，ミニヤ，イスマイリー
ヤ，ガルビーヤ，スエズで違法薬物売買の容疑者を逮捕。大麻樹脂を
押収。

シャルキーヤ
違法薬物売買の容疑者を逮捕。大麻樹脂3.6キロ，違法薬物1000錠を
押収。

マトルーフ 違法薬物売買の容疑者を逮捕。大麻樹脂12.5キロを押収。

スエズ 違法薬物売買の容疑者を逮捕。大麻樹脂6.6キロを押収。

イスマイリーヤ 違法薬物売買の容疑者グループ3人を逮捕。大麻樹脂2.4キロを押収。

イスマイリーヤ 違法薬物売買の容疑者グループ3人を逮捕。大麻樹脂5キロを押収。
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ギザ 違法薬物売買の容疑者を逮捕。違法薬物775錠を押収。

ギザ 取締強化で，違法薬物の容疑者23人を逮捕。

ギザ
交際をやめた被害者に，関係を示す映像を公にすると脅迫した容疑者
を逮捕。

11 1 金 アレキサンドリア
違法薬物売買のトラブル相手の父を拉致し，トラブル金額の1万ポンドを
要求した容疑者を逮捕，人質を解放。

カイロ
誘拐され5000ポンドの身代金を要求されたことを装った容疑者と共犯者
を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持226件(自動小銃24丁，ショットガン36丁，拳銃22
丁，密造銃143丁など)，刃物所持262件，違法薬物関連265件，薬物影
響下の運転10件を摘発。

ケナ 銃器所持で容疑者3人を逮捕。自動小銃3丁を所持。

カイロ オートバイを盗んでいた容疑者グループ3人を逮捕。
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