
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

3 31 火 全国
24時間で，銃器所持164件，刃物所持185件，違法薬物関連160件，薬
物影響下の運転5件を摘発。

ポートサイード
宝石店店員を尾行し，同人の車から金製品と現金を盗んだ容疑者3人
を逮捕。

3 30 月 全国
24時間で，銃器所持141件，刃物所持182件，違法薬物関連149件，薬
物影響下の運転11件を摘発。

3 29 日 全国
24時間で，銃器所持147件，刃物所持156件，違法薬物関連170件，薬
物影響下の運転7件を摘発。

3 28 土 ファイユーム
逮捕に向かった治安当局に手配犯が発砲，反撃を受け，兄弟とともに
死亡。

スエズ運河
運河東岸から西岸に大量の大麻樹脂とアヘン5キロを輸送しようとした
容疑者3人を逮捕。

カイロ
車を盗み，車を返還する見返りに2万ポンドを要求した容疑者2人を逮
捕。

カイロ オートバイを盗んでいた容疑者2人を逮捕。10件の犯行を自供。

全国
24時間で，銃器所持173件，刃物所持184件，違法薬物関連174件を摘
発。

シャルキーヤ タバコを盗むところを目撃した店主を刺殺した容疑者を逮捕。

ソハーグ 口論の後，妻を斧で殺し，遺体をバラバラにして隠した容疑者を逮捕。

3 27 金 メノフィーヤ 日干しレンガの家が崩壊し，3人死亡，3人負傷。

カイロ 内階段が崩落した5階の建物の34人を救出。

アレキサンドリア 95.5万ポンド相当の大麻樹脂とヘロインを所持した容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 37.7万ポンド相当の大麻樹脂とヘロインを所持した容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 1.8万錠の違法薬物を所持した容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 盗みに入った家で被害者を刺殺した容疑者を逮捕。

3 26 木 ブヘイラ 売買のため大麻樹脂を所持した容疑者3人を逮捕。

カイロ
エジプトに外国人を違法に入国・労働させていた容疑者2人と違法入国
の外国籍者5人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持200件，刃物所持199件，違法薬物関連226件，薬
物影響下の運転12件を摘発。

アレキサンドリア 遺産を巡るトラブルで，親族を刺殺した容疑者2人を逮捕。

掲載日付



アスワン 乾燥大麻30キロ，銃器などを所持した容疑者を逮捕。

ダカハリーヤ 乾燥大麻51キロ，銃器などを所持した容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 違法に外貨両替を行っていた容疑者を逮捕。

3 25 水 アレキサンドリア 3人の容疑者が住宅の警備員を刃物で襲った。

アスワン 2氏族が刃物などで争い，6人を逮捕。

シャルキーヤ 再婚した元夫への復讐のため，元夫の家に放火した容疑者を逮捕。

3 24 火 アレキサンドリア スリの容疑者2人を逮捕。4件の犯行を自供。

アレキサンドリア 車を使って盗みを行っていた容疑者3人を逮捕。

3 23 月 カイロ
オートバイを盗んでいた容疑者グループ5人を逮捕。計7件の犯行を自
供。

カイロ
薬局から10万ポンド相当の薬品を盗んだ容疑者3人を逮捕。容疑者の1
人は被害店舗の元従業員。

カイロ 売買のため違法薬物と銃器を所持した容疑者を逮捕。

ルクソール，アス
ワン

違法入国した容疑者計20人を逮捕。

カイロ
偽造公文書の販売ビジネスを行っていた容疑者と，偽造公文書で教育
機関に就職していた容疑者を逮捕。

ギザ 妻とその愛人を刺殺した容疑者を逮捕。

3 22 日 アレキサンドリア 住宅に強盗に入った容疑者4人のうち2人を逮捕。

カイロ 車を盗んでいた容疑者グループ3人を逮捕。9件の犯行を自供。

マトルーフ 違法薬物2.5万錠を所持した容疑者を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持28件，違法薬物関連113件，薬物影響下の運転4件
を摘発。

マトルーフ
2100万ポンド相当の大麻樹脂221キロ，コカイン1キロ，違法薬物10万
錠，銃器を所持した容疑者を逮捕。

ブヘイラ トラブルで銃が発砲され6人が負傷。

3 21 土 全国 1週間で，銃器所持1255件，刃物所持1511件，銃器密造所2件を摘発。

カイロ 2階建ての住宅が崩壊し，3人が死亡。



3 20 金 ケナ 乾燥大麻60キロを所持した容疑者を逮捕。

ブヘイラ 住宅のバルコニー部分が崩落し，１人死亡。

ダカハリーヤ
無免許で職業教育を行い，外国ビザを取得するための修了証などを発
行していた容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 甥を虐待し，死に至らせた容疑者を逮捕。

カイロ カバンをひったくって盗んだ容疑者を逮捕。

メノフィーヤ
書類を偽造して盗難車を販売していた容疑者グループを逮捕。１２件の
犯行を自供。

ポートサイード エジプト及び外国紙幣を偽造していた容疑者４人を逮捕。

3 19 木 アレキサンドリア
ドアを壊して住居に侵入して盗みを行っていた容疑者2人を逮捕。他に3
件の犯行を自供。

カイロ 携帯電話を掏っていた容疑者を逮捕。

カイロ 医療検査機関に侵入し，電気製品をなどを奪った容疑者4人を逮捕。

ガルビーヤ 暖房器具使用中の換気不足で4人死亡。

3 18 水 全国
24時間で，銃器所持26件，違法薬物関連103件，薬物影響下の運転7件
を摘発。

ミニヤ 銃撃で2人死亡，3人負傷。

カイロ 違法薬物の調合を行っていた容疑者2人を逮捕。

カイロ
車にわざと接触し，病院に連れていくために運転手が車に乗せたとこ
ろ，車中で運転手を刃物で脅して金品を奪った容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 子どもを刺殺し，金品を奪った容疑者を逮捕。

3 17 火 全国
24時間で，銃器所持201件，刃物所持210件，違法薬物関連198件，薬
物影響下の運転6件を摘発。

ギザ 夫を誘い出し，共犯者に刺殺させた容疑者を逮捕。

ケナ
兄弟3人を殺害後に逃亡していた容疑者が，逮捕に向かった治安当局
に発砲，射殺された。

3 16 月 全国 一週間で，銃器所持1056件，刃物所持1517件を摘発。

3 15 日 シャルキーヤ
水道センターを武装して襲い，電子機器や検査機器，消毒剤などを奪っ
た容疑者７人を逮捕。

カイロ
警察官を装って被害者に現金を出させるなどで金品を奪っていた容疑
者１０人を逮捕。



ベニスエフ 車を盗んでいた容疑者４人を逮捕。少なくとも９台を盗難。

アシュート 学校２校から３９台の扇風機を盗んだ容疑者３人を逮捕。

ギザ ５階建建物が一部崩落し，２人死亡。

3 14 土 カイロ 4階建建物が崩落し，2人が死亡。

全国
24時間で，銃器所持223件，刃物所持217件，違法薬物関連300件，薬
物影響下の運転14件を摘発。

シャルキーヤ 違法薬物の販売を断った薬剤師を視察した容疑者を逮捕。

3 13 金 ベニスエフ 雨水の処理を巡る口論の後，兄弟を刺殺した容疑者を逮捕。

ミニヤ ４階建建物の壁が崩れ１人死亡。

アレキサンドリア 金製品を盗んでいた容疑者２人を逮捕。

ブヘイラ 住宅の屋根が崩落し，１人死亡。

カイロ
偽造の公文書，公印で不動産の売買や，不動産の正当な所有者を脅し
て金を受け取っていた容疑者を逮捕。

ギザ 住宅に侵入し，金品を盗んだ容疑者グループを逮捕。

ブヘイラ 住宅の壁が倒壊し，１人負傷。

カイロ 小屋が崩れ，8人死亡。

3 12 木 ギザ 列車が衝突し，16人が負傷。

アスワン 建物が崩れ，1人死亡，3人負傷。

ソハーグ 住宅が崩れ，3人負傷。

3 11 水 アレキサンドリア 浮気の多い夫に薬を飲ませ，局部を切り取ろうとした容疑者を逮捕。

ガルビーヤ 計162年の禁固刑の出ている手配犯を詐欺で逮捕。

イスマイリーヤ
2011年の政変時に刑務所を出た，殺人などで死刑判決の出ている手配
犯が，逮捕に向かった治安当局に発砲し，当局の反撃により死亡。

インターネット空間
エジプトでの新型コロナウイルス感染に関する虚偽をSNSに掲載した容
疑で3人逮捕。

カイロ
外国人を差別的な扱いをした運転手と，その様子を動画をSNSに掲載し
た容疑者を逮捕。



カイロ
SNSで知り合った外国人を誘い出し，銃器で脅してクレジットカード，現
金などを奪った容疑者6人を逮捕。

ミニヤ
金銭トラブルの相手の家で待ち伏せし，出てきたところを車でひき殺した
容疑者を逮捕。

ギザ 銃で撃ち殺された遺体を発見。

全国
24時間で，銃器所持247件，刃物所持248件，違法薬物関連293件，薬
物影響下の運転20件を摘発。

ガルビーヤ
勤務先近くの家に数回盗みに入り，再度，住人が外出した隙に盗みに
入っていたところ，戻ってきた被害者と鉢合わせし，斧で殴り殺した容疑
者を逮捕。

ソハーグ
2018年の殺人から始まった2氏族間のトラブルで，1人が自動小銃で撃
ち殺された。

3 10 火 ケナ 意見の相違から兄弟2人を射殺，1人を負傷させた容疑者を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持215件，刃物所持241件，違法薬物関連295件，薬
物影響下の運転21件を摘発。

カイロ
住居に侵入し盗みを行おうとしたところ抵抗した住民2人を刃物で切りつ
けた容疑者を逮捕。

シャルキーヤ
叔父の家に盗みに入ったところ気づかれて叔父を刺殺した容疑者を逮
捕。

アレキサンドリア
住居に侵入し400万ポンドを盗んだ容疑者3人を逮捕。容疑者の1人は
被害者の友人で，住居に現金があることを知り犯行を実施。

アレキサンドリア
刑事裁判所に入ろうとした容疑者が違法薬物を所持していることを発見
して逮捕。大麻樹脂150グラムなどを所持し，販売目的と自供。

3 9 月 カイロ 銃器所持で1人逮捕。

イスマイリーヤ 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5人を逮捕。

ダカハリーヤ
逮捕に向かった治安当局に対して発砲し，反撃を受けた手配犯など4人
が死亡。銃器などを所持。

全国
24時間で，銃器所持219件，刃物所持222件，違法薬物関連307件，薬
物影響下の運転7件を摘発。

ガルビーヤ
住宅の水ポンプのモーターを盗んでいた容疑者2人を逮捕。6件の犯行
を自供。

ガルビーヤ 携帯電話を盗んでいた容疑者2人を逮捕。3件の犯行を自供。

ガルビーヤ 建築現場の資材を盗んでいた容疑者3人を逮捕。

カフル・エルシェイク雨樋の水漏れを巡るトラブルで相手を刺殺した容疑者を逮捕。

3 8 日 アレキサンドリア 携帯電話を掏っていた容疑者を逮捕。6件の犯行を自供。



3 7 土 全国
一週間で，銃器所持1091件（機関銃1丁，自動小銃92丁，ショットガン
190丁，拳銃67丁，密造銃727丁），銃器密造1件，刃物所持1485件，違
法薬物関連薬物影響下の運転を摘発。

カイロ オートバイに乗り，武器で脅して携帯電話を奪った容疑者2人を逮捕。

カイロ 商品の陳列場所を巡るトラブルで8人が刃物で争い，1人が負傷。

カイロ
三輪トラックに乗り，銀行に入る前の被害者から現金の入ったバッグを
奪った容疑者3人を逮捕。その他5件の犯行を自供。

イスマイリーヤ 大麻樹脂33キロと大麻の種子2キロを所持した容疑者を逮捕。

イスマイリーヤ 乾燥大麻750キロと大麻の種子50キロを所持した容疑者3人を逮捕。

カイロ 教会のバスを盗んだ容疑者3人を逮捕。

3 6 金 ケナ
訴訟相手の弁護士の車を放火した容疑者3人のうち2人を逮捕。4000ポ
ンドで犯行を引き受けたと自供。

カイロ，ギザ
ガラスを割って車を盗んでいた容疑者グループを逮捕。9件の犯行を自
供。

カイロ 公文書偽造をビジネスにしていた容疑者グループを逮捕。

アレキサンドリア 5階建のアパートの一部が崩れ，7人負傷。

ブヘイラ 2グループ間のトラブルで3人が負傷。

シャルキーヤ
以前のトラブルが原因で伯父の家に放火し，3人を死亡させた容疑者を
逮捕。

アレキサンドリア
治安機関を装い，裁判所前で弁護士を拉致した容疑者グループを捜
索。被害者は容疑者グループによりカイロ県内の道路で車から降ろされ
た。

3 5 木 カイロ
騒いだ子を叩いて床に倒れさせ，死に至らせた後，遺体を墓地に遺棄し
た容疑者を逮捕。

カフル・エルシェイク
トラブル相手を拉致，監禁し，暴行などを加えた様子をSNSに掲載した
容疑者グループを逮捕。

ベニスエフ 口論の後，相手を刺殺した容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 住宅の火事で3人死亡。

カイロ
不動産の譲渡書と離婚届に署名させようと妻とその愛人に監禁された
被害者が，逃げようとして11階から転落死。

ソハーグ 飲物の値段を巡る口論から，相手を刺した容疑者を逮捕。

カイロ 武器で脅して息子と娘に暴行を行った容疑者を逮捕。



アレキサンドリア 口論の後，妻を突き飛ばし，10階から転落死させた容疑者を逮捕。

3 4 水 アレキサンドリア 恋人と共謀し，家に強盗が入ったことを装った容疑者を逮捕。

カイロ，ギザ 鉄道の資材を盗みスクラップ業者に売っていた容疑者複数を逮捕。

カイロ ヘロインを売買していた容疑者を逮捕。

アレキサンドリア
覆面をして武装の上で閉店時間の金製品店に押し入り，金品を奪った
容疑者3人を逮捕。全員がヨルダン国籍。

アレキサンドリア 万引を行っていた容疑者2人を逮捕。10件の犯行を自供。

アレキサンドリア すりを行っていた容疑者4人を逮捕。8件の犯行を自供。

ギザ，アスワン 不法入国者86人を逮捕。

3 3 火 アシュート 住宅内のガス漏れで一家4人が死亡。

ソハーグ 口論の後，相手を射殺した容疑者を逮捕。

アスワン
1人の殺害から始まっ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。

カイロ 5階建建物の一部が崩れ，1人が死亡。

カイロ
違法に薬物を販売していた容疑で薬局店員を逮捕。薬剤師資格も有し
ていなかった。

ギザ 覚せい剤16キロを所持した容疑者2人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持219件，刃物所持201件，違法薬物関連235件，薬
物影響下の運転10件を摘発。

全国 交通警察が24時間の取締強化で，薬物影響下の運転43件を摘発。

カイロ
女性2人とトゥクトゥクに乗った容疑者が，運転手を刃物で脅して車を
奪った。容疑者3人を逮捕。

ソハーグ 農場の警備員に発砲し2人を負傷させた容疑者2人を逮捕。

3 2 月 カイロ 子どもを誘い出して，金のイヤリングなどを奪っていた容疑者を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持219件，刃物所持違法薬物関連235件，薬物影響下
の運転10件を摘発。

ファイユーム 暴行をしようとしたところ抵抗されたので被害者を殺した容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 自宅内で刺殺された被害者を発見。



3 1 日 ケナ
父親の再婚と家の権利を巡るトラブルで，就寝中の父親を刺殺し，その
再婚相手も刺して負傷させた容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 大麻樹脂を調合していた容疑者2人を逮捕。大麻樹脂31キロを押収。

カイロ 住宅から電気製品を盗んだ容疑者を逮捕。

カイロ 車上荒らしを行った容疑者を逮捕。

カイロ 違法薬物売買の容疑で2人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持202件(自動小銃16丁，ショットガン41丁，拳銃11
丁，密造銃134丁，銃密造所1件)，刃物所持225件，違法薬物関連247
件，薬物影響下の運転10件を摘発。

ギザ 甥に暴行を加えて死に至らせた容疑者を逮捕。


