
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

2 29 土 アレキサンドリア
入院中の父親に会うため病院に無理に入ろうとして警備員に暴行を加
えた容疑者4人を逮捕。

アレキサンドリア 子に暴行を加えた未成年者を逮捕。

スエズ 一方の1人が殺された2氏族間の和解を当局が仲介。

アスワン 乾燥大麻88キロと銃器を所持した容疑者を逮捕。

カリュービーヤ 2家族間のトラブルで相手を刺殺した容疑者など4人を逮捕。

アレキサンドリア
強盗に襲われ25万ポンドを失ったことを装った容疑者を逮捕。債務など
を逃れるためと自供。

全国

2月，銃器所持5226件(自動小銃478件，ショットガン963件，拳銃352件，
密造銃3315件，銃密造所10件など)，刃物所持7061件，違法薬物関連
6206件(乾燥大麻1.2トン，大麻樹脂475キロ，ヘロイン79キロ，アヘン10
キロ，エストロックス45キロ，合成麻薬14キロ，覚せい剤12キロ，違法薬
物2.1万錠)を摘発。

カイロ 公文書・公印を偽造し輸入品の通関を行っていた容疑者3人を逮捕。

アレキサンドリア 多量の大麻樹脂を所持した容疑者を逮捕。

全国
72時間の教育機関周辺の取締強化で，違法薬物関連18件23人を摘
発。

アレキサンドリア 2階建建物の一部が崩落し，1人負傷。

シャルキーヤ 法的に結婚できる年齢以下の少女の結婚を摘発。

ギザ
インターネット上に非道徳的な活動について掲示していた外国人を逮
捕。

2 28 金 シャルキーヤ 妻を射殺して，自殺を図った容疑者が重傷。

全国
24時間で，銃器所持202件，刃物所持255件，違法薬物関連226件，薬
物影響下の運転9件を摘発。

イスマイリーヤ 書類偽造で検察職員を捜査。

2 27 木 カイロ 隣人間のトラブルで相手を刺殺した容疑者を逮捕。

カイロ
タハリール広場で許可なく動画を撮影しTikTokに掲載した容疑者2人を
逮捕。

ファイユーム 報復の応酬を防ぐため，治安当局が2氏族間の和解を仲介。

カリュービーヤ
1人が殺害されたことによる報復の応酬を防ぐため，治安当局が2氏族
間の和解を仲介。

ギザ 新生児をモスクに置き去りにした容疑者を逮捕。

アシュート 取締強化で銃器所持5件を摘発。

アレキサンドリア
盗難を装って銀行ATMから30万ポンドを奪った容疑でATM警備会社の
警備員を逮捕。

マトルーフ
アレキサンドリア発マルサー・マトルーフ行の列車が脱線，一部車両が
横転し38人が負傷。

掲載日付



ポート・サイード 学校の教育用タブレットを盗んだ容疑者4人を逮捕。

ソハーグ 弾丸2800発を輸送していた容疑者グループを逮捕。

インターネット空
間

SNS上で，5-10万ポンドで未成年者と一週間ウルフィ婚（証人はいる
が，宗教・政府機関への届出をしない婚姻）が可能と宣伝していた容疑
者2人と子の両親を逮捕。

アレキサンドリア 乗車拒否したトゥクトゥク運転手を刺殺した容疑者3人を逮捕。

2 26 水 アレキサンドリア アパートの一部が崩落し2人が負傷。

アシュート 7年間で7人に死亡者を出した2氏族間の和解を治安当局が仲介。

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）で生
まれた子を15万ポンドで売ろうとした容疑者夫婦を逮捕。正式な結婚資
金を得るためと供述。

メノフィーヤ
トラブル相手を拉致し，暴行を加えて死に至らせた容疑者3人のうち2人
を逮捕。

マトルーフ 88万ポンド相当の大麻樹脂22キロを所持した容疑者を逮捕。

カイロ
2500万ポンド相当の不動産を購入し，違法薬物売買の利益を資金洗浄
しようとした容疑者5人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持209件，刃物所持276件，違法薬物関連270件，薬
物影響下の運転8件を摘発。

ミニヤ メイドとして働こうとした母に反対する子3人が，母を棒で撲殺。

2 25 火 アレキサンドリア
友人同士のトラブルの仲介に入った被害者が誤って一方を殴ったとこ
ろ，翌日，恨みに思った相手に刺されて死亡。容疑者を逮捕。

アスワン 子どもに暴行を加えた容疑者2人を逮捕。

カリュービーヤ
トラブル相手の子を誘拐して，100万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 違法薬物400錠を所持した容疑者を逮捕。

ガルビーヤ
国外での労働機会のための偽造の公的書類作成ビジネスを行っていた
容疑者を逮捕。

ダカハリーヤ
妻の甥を誘拐して20万ポンドの身代金を要求した容疑者と共犯者を逮
捕。

ケナ 家畜を盗もうとした賊に抵抗して，夫は殺害され，妻は負傷。

ギザ アパートの火災で1人死亡。

ギザ アパート屋上の雨水を排水作業中，1人が感電死。

カイロ オートバイを盗んでいた容疑者2人を逮捕。11件の犯行を自供。

カイロ 警察官を装って取調べを行い，金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190件，違法薬物関連250件，薬
物影響下の運転7件を摘発。

2 24 月 ギザ 障碍者に性的暴行を働いた容疑者5人を逮捕。



アレキサンドリア 建設労働者が地中から頭蓋骨などを発見。

ギザ 降雨による漏電で1人が感電死。

ギザ 妻を殺した容疑者を逮捕。

全国
金製品の売買を偽装し，違法な外貨両替を行っていた容疑者7人を逮
捕。

ケナ
逮捕に向かった治安当局に強盗などの手配犯が発砲し，当局反撃によ
り死亡。その後，逃亡を図ったその他手配犯2人を逮捕し，銃器，違法
薬物を押収。

シャルキーヤ 子どもに暴行を加えた容疑者を逮捕。

ギザ 1.7万錠の向精神薬などを非合法に販売していた薬局を摘発。

2 23 日 ファイユーム
3年前の殺人から続いてきた報復の応酬を防ぐため，治安当局が2氏族
間の和解を仲介。

アシュート 氏族間のトラブルの関係で，銃器16件を押収。

全国 24時間で銃器所持224件，違法薬物関連218件を摘発。

カイロ
トゥクトゥク運転手同士の客の取り合いで，相手を刺殺した容疑者を逮
捕。

アシュート 多量の大麻樹脂を所持した容疑者を逮捕。

カイロ
住民がいるままに建物を撤去しようとした重機で住民1人が死亡。重機
の運転手を逮捕。

ガルビーヤ 刺殺された遺体を発見。

カイロ
無届で工事をしている者から技師を装って金を奪おうとした容疑者3人
を逮捕。

ギザ 違法薬物の過剰摂取で死亡した遺体を遺棄した容疑者3人を逮捕。

ダカハリーヤ 素行を疑って妻を絞殺した容疑者を逮捕。

ガルビーヤ
違法薬物常用者がふざけて構えた銃から弾丸が発射され，6歳児が銃
弾で死亡。

アレキサンドリア
金銭トラブルで，相手の家に押し入った容疑者3人を逮捕。被害者は逃
げるために家から飛び降りて重体。

2 22 土 カイロ 違法薬物の過剰摂取で夫婦が死亡。

全国 一週間で，銃器所持1112件，刃物所持1524件を摘発。

カイロ 妻の連れ子を虐待して死に至らせた容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 違法薬物各種を計2万錠所持した容疑者を逮捕。

全国 24時間で，交通警察が薬物影響下の運転28件を摘発。

アスワン スーダン国境から違法に入国した8人を逮捕。

ミニヤ 結婚式の祝いで発砲し，友人を負傷させた容疑者を逮捕。



2 21 金 カイロ 口論の後，友人を刺殺した容疑者を逮捕。

カイロ FEDEXの荷物を使った2万ドルの違法送金を阻止。

アレキサンドリア
子の誘拐を装った母親を逮捕。外国籍の父親が子を国外に連れ去るの
を恐れての犯行と自供。

カフル・エルシェイ
ク

2か月間で12件あった火災が子のいたずらによる放火と判明。

シャルキーヤ 子に虐待を加えていた父親とその姉妹を逮捕。

カイロ 3階建ての住宅が崩壊し，3人死亡。

ダカハリーヤ 被害者を刺殺した容疑者2人を逮捕。

ダカハリーヤ 金銭トラブルで妻の兄弟を刺殺した容疑者を逮捕。

ダカハリーヤ 妻を絞殺した容疑者を逮捕。

ギザ
住宅内で，密造されたガスボンベが爆発，壁の一部が壊れ，2人が負
傷。

2 20 木 ルクソール
数年にわたって続いた報復の応酬を防ぐため，治安当局が2氏族間の
和解を仲介。

アレキサンドリア
以前のトラブルが原因で刃物で相手を襲って負傷させた容疑者を逮
捕。

シャルキーヤ 夫の連れ子に虐待を加えた容疑者を逮捕。

イスマイリーヤ
車のバッテリーやオートバイなどを盗んでいた容疑者グループ4人のう
ち3人を逮捕。7件の犯行を自供。

シャルキーヤ オートバイを盗んでいた容疑者グループ3人を逮捕。5件の犯行を自供。

ソハーグ 娘を絞殺した後，死因を自殺を装ったようにした容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 野犬に5人が噛まれた。

アシュート
隣家に遊びに来て事故死した子の遺体を空き家に遺棄した隣人を逮
捕。

インターネット空
間

SNSで，合法的な婚姻年齢前の少女とのウルフィ婚（証人はいるが，宗
教・政府機関への届出をしない婚姻）を斡旋しようとした容疑者と少女の
両親を逮捕。

カイロ 住宅の一部が崩壊し，4人を救出。

ケナ 2階建て住宅が崩壊し，1人死亡，1人負傷。

カイロ 違法薬物売買のトラブルで1人を殺した容疑者3人のうち2人を逮捕。

アレキサンドリア 看護師が勤務先の病院で違法薬物の過剰摂取で死亡。

2 19 水 ポート・サイード 隣人に鈍器で殴られ被害者が死亡。

カイロ 携帯電話を掏っていた容疑者を逮捕。その他2件の犯行を自供。

カイロ
ドアを壊して事務所に侵入し，金庫を盗んだ容疑者を逮捕。銃器，金品
が入っていた。



カイロ
両替店で，エジプトポンドを受け取った後，隙を見て店に渡す両替の外
貨も持ち帰った容疑者を逮捕。

カイロ 婚外で生まれた乳児を墓地に生き埋めにした容疑者を逮捕。

ギザ グループ間のトラブルで，1人が死亡，1人が負傷。

アレキサンドリア
偽造キーで車を盗んでいた容疑者2人を逮捕。その他2件の犯行を自
供。

カイロ 妻を刺して逃げていた容疑者が自首。

全国
24時間で，銃器所持27件，違法薬物関連127件，薬物影響下の運転9件
を摘発。

ギザ 報復の応酬を防ぐため，治安当局が2氏族間の和解を仲介。

ソハーグ 金製品店から金品を盗んだ容疑者3人を逮捕。

ミニヤ 氏族間のトラブルを抱える3人を7点の銃器所持容疑で逮捕。

2 18 火 ギザ
運転手を絞殺，遺体を道路に遺棄してトゥクトゥクを奪った容疑者を逮
捕。

ブヘイラ 金銭トラブルで相手を刺殺した容疑者を逮捕。

カイロ 白タクの運転手を刃物で刺して，車と金品を奪った容疑者2人を逮捕。

アレキサンドリア
企業のドアを壊して侵入し，3.9万ポンドの入った金庫を盗んだ容疑者4
人を逮捕。容疑者の1人は隣接する企業の元従業員。

アレキサンドリア
SNS上での臓器売買取引の容疑で3人を逮捕。腎臓を3万ポンドで買い
取る旨告知。

カイロ
トゥクトゥクで女性のバッグを奪い，車を止めようとした警察官をはねて
逃亡した容疑者2人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持28件，違法薬物関連121件，薬物影響下の運転4件
を摘発。

アシュート
土地を巡るトラブルで死者5人，負傷者2人を出した2氏族間の和解を治
安当局が仲介。

ソハーグ 子どもの遊びが原因で銃が発砲されたトラブルが発生。死傷者はなし。

2 17 月 アスワン
土地を巡るトラブルで，2氏族が銃，刃物で争い，治安当局が介入，4人
を逮捕。

カイロ カイロ空港で，空気銃の密輸入を阻止。

ミニヤ モスク前に新生児を置いて逃げた容疑者3人を逮捕。

アレキサンドリア
偽造の契約書，ビザなどを使って外国に不法入国させるビジネスを行っ
ていた容疑者を逮捕。

カイロ
義理の娘に暴行を加えて死に至らせた後，事故死を装った容疑者が逃
亡。

カイロ トゥクトゥクで女性のバッグを奪った容疑者3人のうち2人を逮捕。

シャルキーヤ 殺人で終身刑判決の出ている手配犯を逮捕。銃器を所持。

カフル・エルシェイ
ク

三輪トラックに乗って女性に暴行を行った容疑者2人を逮捕。

ミニヤ 野犬とみられる動物に子ども12人，大人1人がかまれた。



2 16 日 アレキサンドリア 住宅内のガスボンベの爆発で1人死亡。

アシュート
死者1人を出している2氏族間のトラブルについて，治安当局が和解を
仲介。

ミニヤ
死者1人を出している2氏族間のトラブルについて，治安当局が和解を
仲介。

アレキサンドリア
ノックしてドアを開けた住民を刃物で脅して金品を奪った容疑者2人を逮
捕。同宅の使用人から，住民が一人でいる時間や金品のある状況を聞
いての犯行。

ダミエッタ 乾燥大麻30キロを所持した容疑者を逮捕。

アレキサンドリア
警官を装って住宅に入り，金品を奪った容疑者を逮捕。その他4件の犯
行を自供。

ブヘイラ 外国に不法入国させるビジネスを行っていた容疑者2人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持207件，刃物所持238件，違法薬物関連232件，薬
物影響下の運転6件を摘発。

2 15 土 アシュート
死者1人を出している2氏族間のトラブルについて，治安当局が和解を
仲介。

ソハーグ
死者2人を出している2氏族間のトラブルについて，治安当局が和解を
仲介。

ギザ
警察官を装ってタクシーの乗客を降車させ，別の車で拉致，所持品に加
えて，ATMから引き出させた現金を奪った容疑者4人を逮捕。

イスマイリーヤ 病院から機材を盗み，転売しようとした職員2人を逮捕。

カイロ
タクシーに客を乗せる順番を巡る口論の後，相手を刺殺した容疑者を逮
捕。

全国
一週間で，銃器所持1136件(機関銃1丁，自動小銃115丁，ショットガン
210丁，拳銃91丁，密造銃719丁，銃密造所5件など)，刃物所持1517件
を摘発。

カイロ
自分の知らぬ間に再婚を決めた母を脅すため式場に発砲，1人を負傷
させた容疑者とその叔父を逮捕。

ミニヤ
違法薬物取引の利益1億ポンドを銀行の出入金，商活動，不動産売買
などで資金洗浄した容疑者を逮捕。

カイロ
福祉団体事務所に天窓から侵入し，金を盗んだ容疑者を逮捕。容疑者
は被害団体警備員の兄弟。

カイロ フェネチリン1.5万錠，ヘロイン500グラムを所持した容疑者を逮捕。

カイロ
自分の姉妹とウルフィ婚（証人はいるが，宗教・政府機関への届出をし
ない婚姻）をした被害者を拉致，監禁し，被害者の父親にウルフィ婚の
書類を持参するよう要求した容疑者3人を逮捕，人質を解放。

アシュート 取締強化で，銃器所持12件を摘発。

シャルキーヤ 自宅内にいた蛇に噛まれて2人死亡。

カイロ
カイロ空港でトラマドール350錠を所持した帰国者など2違法薬物の密輸
入2件を摘発。

2 14 金 ベニスエフ
通行中の子どもや学生から携帯電話を奪っていた容疑者を逮捕。10件
の犯行を自供。

カイロ 夫婦間のトラブルで，妻に暴行を加えて死に至らせた容疑者を逮捕。

ソハーグ
家族内のトラブルで，兄弟の妻に暴行を加えて死に至らせた容疑者を
逮捕。



全国
24時間で，銃器所持191件，違法薬物関連246件，薬物影響下の運転7
件を摘発。

ミニヤ
結婚式会場となっていた住宅の中でガスボンベが爆発し，20人が負傷
し，そのうち3人が重傷。

2 13 木 アシュート
2氏族間のトラブルが発砲に発展し，通りがかりの被害者が死亡。7人を
逮捕。

ダカハリーヤ
マンザラ湖周辺の取締強化で，銃器所持15件，違法薬物関連14件を摘
発。

カイロ 離婚後に子と面会した父親が子を拉致。子を解放し，関係者を逮捕。

ポート・サイード SNS経由で花火を販売していた容疑者を逮捕。

ダカハリーヤ
職業と社会保険を偽った身分証明書偽造をビジネスとしていた容疑者
グループを逮捕。

マトルーフ
故人と海外在住者の名義で口座を作り，違法薬物関連や違法送金，不
法入国などの利益11.7億ポンドを資金洗浄した容疑で郵便局関係者25
人を逮捕。

アレキサンドリア
計45年の禁固刑の出ている手配犯が盗難車を運転していたと ころを逮
捕。

2 12 水 アレキサンドリア 宝飾店から金製品などが盗まれた。

カイロ
オートバイでひったくりを行っていた容疑者グループ4人を逮捕。4件の
犯行を自供。

カイロ
ドアを壊して住居から電気製品を盗み，特価でラップトップコンピュー
ターを販売していた容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 大麻樹脂15キロ，違法薬物約1000錠を所持した容疑者を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持216件，刃物所持231件，違法薬物関連255件，薬
物影響下の運転4件を摘発。

アレキサンドリア
缶詰のコンテナに入っていた3.9億ポンド相当の大麻樹脂3.9 トンの密輸
入を摘発。

2 11 火 スエズ エレベーターの事故で1人死亡，2人負傷。

ダミエッタ 家畜を盗んでいた容疑者グループ4人を逮捕。

カフル・エルシェイ
ク

7歳児に暴行を加えた容疑者を逮捕。

カイロ
闇レートで米ドルを両替できると外国人を騙して現金を用意させたところ
を取締の警官を装って現金を奪った容疑者グループを逮捕。

アレキサンドリア
違法薬物売買の利益5500万ポンドを銀行の出入金，不動産，車の売買
などで資金洗浄していた容疑者4人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持221件，刃物所持211件，違法薬物関連249件，薬
物影響下の運転8件を摘発。

シャルキーヤ 約4.8万ポンドの偽造紙幣を所持した容疑者を逮捕。

イスマイリーヤ 50万ポンド相当の大麻樹脂7キロを所持した容疑者2人を逮捕。

ギザ
関係のあった被害者を夫と知人に絞殺させ，金品を奪った容疑者を逮
捕。

ミニヤ オートバイを盗んでいた容疑者グループを逮捕。

2 10 月 アレキサンドリア 以前のトラブルが原因で5人が刃物で争い，1人が死亡。2人を逮捕。



ギザ 以前のトラブルが原因で相手を殺した容疑者を逮捕。

ダカハリーヤ
乗客を装った容疑者が走行中のタクシーを奪おうとしたことが原因で車
が横転し，運転手が死亡。

アレキサンドリア タクシー乗車中の被害者から金品を奪った容疑者2人を逮捕。

カフル・エルシェイ
ク

学校で消火器を噴射し教師2人を呼吸困難にさせた容疑者5人を確認。

ベニ・スエフ 金銭トラブルで相手を絞殺した容疑者を逮捕。

ブヘイラ
車を盗み，持主から車の返還と引替に金を奪っていた容疑者3人を逮
捕。4件の犯行を自供。

ブヘイラ
盗んだ車を分解しパーツとして売っていた容疑者6人を逮捕。4件の犯行
を自供。

カイロ アパート火災で2人死亡。

シャルキーヤ 給与減額を言い渡した雇用主を刺殺し，金品を盗んだ容疑者を逮捕。

ケナ 報復の応酬を防ぐため，治安当局が2氏族間の和解を仲介。

2 9 日 メノフィーヤ 通信会社から充電池を盗んだ容疑者3人を逮捕。

ガルビーヤ 金銭トラブルで兄を殺した弟を逮捕。

カイロ
銃器，刃物で強盗を行っていた容疑者グループ4人を逮捕。その他4件
の犯行を自供。

ギザ 債務を負った容疑者が妻子を殺した上で自殺。

カイロ 1万ポンド分の偽造紙幣を所持した手配犯を逮捕。

イスマイリーヤ
大麻樹脂28キロを所持した容疑者とヘロイン150グラムを所持した容疑
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。

アシュート 住宅内のガス漏れで2人死亡。

ギザ 違法薬物関連の容疑者が治安当局から逃走中に溺死。

ガルビーヤ 金銭トラブルで兄を殺した容疑者を逮捕。

2 8 土 シャルキーヤ
100ポンドと200ポンド紙幣を偽造していた容疑者を逮捕。5.5万ポンドの
偽造紙幣を押収。

アレキサンドリア 2グループが刃物で争い，16人を逮捕。

全国 1週間で，銃器所持1059件，刃物所持1529件を摘発。

全国
24時間で，銃器所持232件，刃物所持248件，違法薬物関連263件，薬
物影響下の運転10件を摘発。

ミニヤ
他県からミクロバスに隠して68万ポンド相当の大麻樹脂24キロを運んだ
容疑者3人を逮捕。

スエズ
スエズ運河東岸から西岸に運ぶための乾燥大麻650キロ(163万ポンド
相当)を所持した容疑者2人を逮捕。

カイロ アパートに侵入，住民を刺殺して金品を盗んだ容疑者を逮捕。



カイロ
国外にいる妻と和解，呼び戻すため，自分が誘拐されたことを装った容
疑者と共犯者を逮捕。

ギザ
二人の関係を明らかにするという愛人を絞殺し，遺体を道路に遺棄した
容疑者を逮捕。

2 7 金 南シナイ 大麻樹脂5.5キロを所持した容疑者を逮捕。

カイロ
無許可のマッサージ店2件を摘発し，売春の容疑で中国国籍者9人，買
春の容疑で3人を逮捕。

カイロ マンホールの蓋を盗んでいた容疑者グループ3人を逮捕。

カイロ 検問で車を制止しようとした警察官をはねて逃亡した運転手を逮捕。

2 6 木 アレキサンドリア
拳銃で被害者を殴り，その後，ガソリンをかけ火を付けようとした容疑者
を逮捕。

ガルビーヤ 娘の不品行を咎めて殺した母親を逮捕。

ブヘイラ 盗掘中の穴が崩れて1人が死亡。

アレキサンドリア 700万ポンド相当の大麻樹脂100キロを所持した容疑者2人を逮捕。

ギザ 電気回路のショートによる火事で4人死亡。

アレキサンドリア 大麻樹脂17キロを所持した容疑者を逮捕。

2 5 水 ガルビーヤ クトゥール駅入構前に列車が脱線。死傷者なし。

ギザ 遺産を巡るトラブルで，いとこを射殺した容疑者を逮捕。

ミニヤ 素行を咎めて姪を刺殺した容疑者を逮捕。

カフル・エルシェイ
ク

口論の後，母親を刺殺した容疑者を逮捕。

カイロ
強盗に対して助けを求めて声を上げようとした被害者を石で殴り，死に
至らせた容疑者を逮捕。容疑者は買物帰りの被害者をつけて犯行に及
び，450ポンドとイヤリングを奪った。

ガルビーヤ
無許可で看護の訓練を行い，偽造の修了証を出していた容疑者を逮
捕。

ギザ
偽造紙幣と偽造公文書を販売するビジネスを行っていた容疑者を逮
捕。 1000ポンド分の偽造紙幣を120ポンドで販売。100万ポンド分の偽
造紙幣を押収。

アシュート
車から発砲があり，店舗前にいた3人が死亡，1人が負傷。復讐相手と
間違えて発砲した容疑者グループを逮捕。

ブヘイラ 自宅内で縊死した5人の遺体を発見。

2 4 火 シャルキーヤ 家の境界を巡るトラブルで，兄弟を殺した容疑者を逮捕。

ブヘイラ 家族間のトラブルで，妻と子供3人を殺した容疑者が自殺。

ミニヤ
殺されたいとこの復讐で，路上にいた相手氏族の2人を射殺した容疑者
グループ4人を逮捕。

ダカハリーヤ
兄弟に殴られた妻の復讐で，相手に暴行を加えて死に至らせた容疑者
を逮捕。

カリュービーヤ
家族間のトラブルと甥に薬を飲ませて眠らせた後に絞殺し，死体を遺棄
した容疑者夫婦を逮捕。



ガルビーヤ 許嫁の姉妹を庇った被害者を刺殺した容疑者グループを逮捕。

ミニヤ 刺殺された被害者を発見。

アレキサンドリア
薬局オーナーと金銭トラブルのある従業員が薬局に放火。容疑者グ
ループ6人を逮捕。

ガルビーヤ 保健基準に反した医療施設57か所を閉鎖。

全国
24時間で，銃器所持32件，刃物所持174件，違法薬物関連125件，薬物
影響下の運転9件を摘発。

カイロ 一カ月で，カイロ空港で偽造の渡航文書37件を摘発。

カイロ 商品を盗んだ疑いを巡るトラブルで相手を刺殺した容疑者を逮捕。

カイロ 違法薬物関連で容疑者2人を逮捕。

カイロ 偽造の押印で純度を偽った金製品を販売した容疑者グループを逮捕。

カイロ
乗客から強盗を行った違法ミクロバスの運転手など容疑者グループを
逮捕。銃器，刃物を所持。

シャルキーヤ
違法薬物を製造，販売していた容疑者4人を逮捕。トラマドール7千錠，
同材料30キロ，その他違法薬物成分を大量に押収。

カイロ
夫と離婚するために，狂言で自分と子の誘拐を装った容疑者とその愛
人を逮捕。

ギザ 家族間のトラブルで，いとこを射殺した容疑者を逮捕。

2 3 月 シャルキーヤ 自分の農場内で刺殺された被害者を発見。

メノフィーヤ パイプラインから石油製品を盗んでいた容疑者9人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持212件，刃物所持242件，違法薬物関連224件，薬
物影響下の運転7件を摘発。

ソハーグ
違法薬物売買の利益1億ポンドを銀行口座の出入金，不動産，車の購
入などで資金洗浄していた容疑者4人を逮捕。

カイロ
ガラスを割って車を盗んでいた容疑者2人を逮捕。偽造の身分証明書を
所持。

ギザ トゥクトゥクを盗んでいた容疑者グループ5人を逮捕。4件の犯行を自供。

カイロ
住居に入り盗みを行っていた容疑者3人を逮捕。その他7件の犯行を自
供。

アレキサンドリア 大麻樹脂23キロと銃器を所持した容疑者を逮捕。

ケナ 殺人の報復を防ぐため，当局が2氏族間の融和を調整。

2 2 日 ミニヤ 複数人の喧嘩で1人が刺殺された。

ソハーグ 新生児を道路脇に遺棄して死に至らせた容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 夫と不仲で実家に帰っていた娘を殺した母親を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持193件，刃物所持236件，違法薬物関連232件，薬
物影響下の運転8件を摘発。



マトルーフ 大麻樹脂25キロを所持した容疑者4人を逮捕。

カイロ
4歳児を誘拐し，5万ポンドの身代金を要求した容疑者2人を逮捕。容疑
者は人質の父の知人で，捜査の進展を恐れて人質を解放。。

カリュービーヤ 学生を拉致，監禁し，身代金を要求した容疑者2人を逮捕。

カリュービーヤ 隣人間のトラブルで刃物が使われ，1人が死亡，5人が負傷。

2 1 土 カイロ ザマーレクで，銃の暴発により1人死亡。

全国

1カ月で，銃器所持4325件(機関銃1丁，マシンガン4丁，自動小銃338
丁，ショットガン768丁，拳銃347丁，密造銃2654丁，銃密造所8件)，刃物
所持6593件，違法薬物関連5437件(乾燥大麻745キロ，大麻樹脂445キ
ロ，ヘロイン64キロ，アヘン8キロ，エストロックス46キロ，覚せい剤10キ
ロ)を摘発。

カイロ
企業の金庫から現金などを盗んだ容疑者グループ6人を逮捕。同社従
業員が共犯者と行った犯行。

ガルビーヤ 各種の偽造修了証の販売ビジネスを行っていた容疑者を逮捕。

スエズ 銃器とヘロイン750グラムを所持した容疑者2人を逮捕。

ギザ 暖をとるための焚火の換気不足で5人が死亡。

全国
24時間で，銃器所持201件(自動小銃17丁，ショットガン37丁，拳銃9丁，
密造銃138丁)，刃物所持209件，違法薬物関連208件，薬物影響下の運
転10件を摘発。


