
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

4 30 木 全国
24時間で銃器所持172件，刃物所持185件，違法薬物関連212件，薬物
影響下の運転9件を摘発。

ギザ トゥクトゥクを盗んでいた容疑者グループ3人を逮捕。8件の犯行を自供。

ブヘイラ 25キロ，175万ポンド相当の大麻樹脂を所持した容疑者を逮捕。

ケナ
暴力を振るう兄を刺殺し，遺体を運河に遺棄した容疑者と共犯の夫など
を逮捕。

4 29 水 カイロ
建設現場から鉄製の資材を盗んでいた容疑者グループを逮捕。市在ト
ンなどを押収。

ガルビーヤ トゥクトゥクの料金を巡るトラブルで客を刺殺した容疑者を逮捕。

アレキサンドリア 大麻樹脂12.5キロ，ヘロイン2キロを所持した容疑者を逮捕。

4 28 火 ギザ 夫が寝ている間に自宅に放火し，夫を死に至らせた容疑者を逮捕。

ソハーグ 6歳の子を拉致し，身代金を要求した容疑者4人を逮捕，人質を解放。

4 27 月 シャルキーヤ
整備中に暴発した銃の弾丸が妻に当たり，死に至らしめた容疑者を逮
捕。

全国
24時間で，銃器所持156件，刃物所持181件，違法薬物関連198件，薬
物影響下の運転9件を摘発。

4 26 日 シャルキーヤ
過去のトラブルが原因で，相手を刃物で襲い，金品を奪った容疑者2人
を逮捕。被害者は刺されて重傷。

ダカハリーヤ 取締強化により，銃器所持9件と違法薬物所持8件を摘発。

ダカハリーヤ 違法に外貨両替を行っていた容疑者を逮捕。

メノフィーヤ
トラマドールを調合していた容疑者グループ6人を逮捕。79キロ，18.5万
錠の薬物と31キロの粉末状の薬物を押収。

ケナ
以前からの怨恨による2家族間のトラブルで1人死亡。治安当局が介
入。

ギザ 火事で1人死亡。

4 25 土 ファイユーム 口論の後，自動小銃で1人を射殺，1人を負傷させた容疑者を逮捕。

イスマイリーヤ 前夫との復縁を認めなかった母親を刺殺した容疑者を逮捕。

全国 一週間で，銃器所持606件を摘発。

4 24 金 アレキサンドリア
違法薬物売買の利益2000万ポンドを土地や銀行取引，企業設立などで
資金洗浄した容疑者4人を逮捕。

掲載日付



ミニヤ 薬物常用者の息子を鈍器で殴り殺した両親を逮捕。

ブヘイラ
女性家族にまじないをかけたとして，相手を撲殺し，遺体をコンクリート
で埋めた容疑者3人を逮捕。

カイロ 住宅に侵入し，金品を盗んだ容疑者を逮捕。

4 23 木 カイロ
被害者を誘い出して絞殺の上，鍵を奪い，被害者宅から金品を盗んだ
容疑者を逮捕。

4 22 水
カフル・エルシェイ
ク

米ドルとエジプトポンド紙幣の偽造で容疑者グループ4人を逮捕。

カイロ 高速道路などの鉄材を盗んでいた容疑者グループ5人を逮捕。

4 21 火 シャルキーヤ 愛人の夫を刺殺した容疑者と被害者の妻を逮捕。

シャルキーヤ 姪を殺した容疑者とその逃亡を手助けした姉を逮捕。

全国

国境警備隊が，北シナイでトンネル10本，狙撃銃7丁，自動小銃6丁，マ
シンガン2丁，ショットガン300丁，拳銃6丁，弾丸30万発，大麻樹脂4.5ト
ン，350万錠の違法薬物，乾燥大麻54トン，アヘン46キロ，南シナイの大
麻栽培地100か所計39万平方メートル，ケシの栽培地866か所計270万
平方メートル，2434キロの大麻，ケシの種子，71キロの金鉱石，密輸犯
300人，違法入国者4710人を摘発。

ギザ 自宅で刺殺された被害者を発見。

カイロ 政府所有のミニバスを盗んだ容疑者2人を逮捕。

4 19 日 カイロ ヘロインなど2キロと銃器を所持した容疑者を逮捕。

カイロ 大麻樹脂などを所持した容疑者グループ4人を逮捕。

マトルーフ トラマドール3.5万錠を所持した容疑者を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持28件，刃物所持150件，違法薬物関連100件，薬物
影響下の運転8件を摘発。

カイロ 通りで遊んでいた子に体罰を加えて死に至らせた父親を逮捕。

ダカハリーヤ トゥクトゥクを盗むため運転手を刺殺した容疑者3人を逮捕。

4 18 土 アレキサンドリア
金銭トラブルの相手の10歳児を警官を装って拉致した容疑者6人を逮
捕。

カイロ 車上荒らしで1.8万ポンドを盗んだ容疑者を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持171件，刃物所持171件，違法薬物関連187件，薬
物影響下の運転12件を摘発。

カイロ 隣人間のトラブルで，銃器を準備していた容疑者3人を逮捕。



ケナ
警官を装って家に侵入し，8.5万ポンドなどを奪った容疑者グループ5人
を逮捕。

4 17 金 アレキサンドリア 不動産トラブルの相手を殺した容疑者を逮捕。

カイロ 勤務先住宅で雇用主を薬物で眠らせ，金製品を盗んだ容疑者を逮捕。

アシュート 逮捕に向かった治安当局に手配犯が発砲し，当局に応戦により死亡。

アシュート 銃器所持で容疑者12人を逮捕。

全国
24時間で，銃器所持163件，刃物所持144件，違法薬物関連174件，薬
物影響下の運転7件を摘発。

ギザ 違法薬物売買の容疑で2人を逮捕。

カイロ 非道徳的な画像をSNSに掲載した容疑で3人を逮捕。

4 16 木 アレキサンドリア 2階建建物の倒壊で2人死亡。

カイロ パイプラインから石油製品を盗んでいた容疑者3人を逮捕。

カイロ
警官を装って，被害者が郵便局で受け取った現金入りの封筒をすり替
えて奪った容疑者グループ逮捕。

アレキサンドリア 別の男性と電話で話していた妻を絞殺した容疑者が自首。

アレキサンドリア
女性を巡るトラブルで，相手を建設現場から突き落として死に至らせた
容疑者を逮捕。

4 15 水 全国
24時間で，銃器所持176件，刃物所持215件，違法薬物関連275件，薬
物影響下の運転11件を摘発。

アレキサンドリア 車を盗んで販売していた容疑者2人を逮捕。7件の犯行を自供。

アレキサンドリア 違法に外貨両替を行っていた容疑者2人を逮捕。

4 14 火 ポートサイード
大麻樹脂23キロ，ヘロイン4キロ，乾燥大麻5キロ，計435万ポンド相当を
所持した容疑者グループ4人を逮捕。

アシュート 妻の兄弟との口論で相手を刺殺した容疑者を逮捕。

ニューバレー 口論の後，妻を殺した容疑者を逮捕。

ギザ 盗まれた車を追っていた被害者が撃たれて死亡。容疑者4人を逮捕。

4 13 月 アシュート
RPG7基，対空機関銃1丁，自動小銃3丁，弾丸約1万個を所持した容疑
者2人を逮捕。

4 12 日 ポートサイード シリアからリビア向け貨物の中に大麻樹脂4トンを発見。



カイロ
勤務先住宅から金製品など250万ポンド相当を盗んだ容疑者2人を逮
捕。

カイロ 売買のため違法薬物を所持した容疑者3人を逮捕。

ソハーグ 子どもの遊びから口論になり，相手を刺殺した容疑者を逮捕。

4 11 土 全国
一週間で，銃器所持613件，刃物所持1234件，違法薬物関連695件，薬
物影響下の運転12件を摘発。

ミニヤ 家計を巡る口論から妻を刺殺した容疑者を逮捕。

カフル・エルシェイ
ク

違法に外貨両替を行っていた容疑者3人を逮捕。

アレキサンドリア 大麻樹脂20キロ，80万ポンド相当を所持した容疑者を逮捕。

カイロ 無許可で商標の入ったパッケージを印刷していた容疑者を逮捕。

マトルーフ 違法薬物2万錠，160万ポンド相当を所持した容疑者を逮捕。

シャルキーヤ 近隣住民間のトラブルで争った15人を逮捕。

4 10 金 アシュート 機関銃10丁，対空機関銃3丁などを所持した容疑者を逮捕。

カイロ オートバイから歩行者の装飾品をひったくった容疑者2人を逮捕。

カイロ
倉庫から電気製品などを盗んだ容疑者3人を逮捕。1人は被害企業の従
業員。

全国
24時間で，銃器所持172件，刃物所持157件，違法薬物関連166件，薬
物影響下の運転10件を摘発。

ダカハリーヤ
大麻を収穫している画像がSNSに掲載されていたところ，乾燥大麻2.5
キロを所持した容疑者3人を逮捕。

インターネット空
間

SNSで偽造の大学卒業証明書販売ビジネスを行っていた容疑者を逮
捕。

4 9 木 アレキサンドリア 大麻樹脂12キロを所持した容疑者3人を逮捕。

ギザ 大麻樹脂を所持した容疑者4人を逮捕。

アレキサンドリア
銀行帰りの被害者をオートバイでつけ，金を奪っていた容疑者2人を逮
捕。4件の犯行を自供。

4 7 火 カイロ 刃物で争った２グループの3人を逮捕。

4 6 月 カイロ
車で帰宅途中の被害者を拉致し，当初100万ポンドを要求，その後25万
ポンドの身代金を受け取り，被害者を解放した容疑者3人を逮捕。仕事
上の関係で，被害者を知ることになったと供述。

全国
24時間で，銃器所持27件，刃物所持149件，違法薬物関連83件，薬物
影響下の運転5件を摘発。



カイロ
捜査関係者を装って被害者を車に乗せた後，金を奪っていた容疑者6人
を逮捕。

4 5 日 全国
24時間で，銃器所持182件，刃物所持145件，違法薬物関連72件，薬物
影響下の運転7件を摘発。

アレキサンドリア
夜間外出禁止時間中に盗難車で検問4か所を突破し，警官4人を負傷さ
せた容疑者を逮捕。

アシュート 学校に侵入し，電気製品などを盗んだ容疑者を逮捕。

ギザ 2氏族間のトラブルで銃が発砲され，10人を逮捕。

ガルビーヤ 以前のトラブルが原因で2氏族間が銃を発砲。

シャルキーヤ 家庭内のトラブルで妹を殺し，遺体をタンクに隠した容疑者を逮捕。

4 4 土 シャルキーヤ
オートバイの駐輪場所を巡るトラブルで2氏族が争い，1人が心臓発作で
死亡，2人を逮捕。

ブヘイラ 土地相続を巡るトラブルで，甥を刺殺した容疑者を逮捕。

カイロ 違法薬物売買のため覚せい剤を所持した容疑者4人を逮捕。

ギザ 子を虐待していた容疑で母親を逮捕。

4 3 金 アレキサンドリア 帰宅途中の女性を襲い、1万ポンドと金製品を奪った容疑者2人を逮捕。

カイロ 自宅で被害者が殺され、金製品が盗まれた。

カイロ
マアーディで、住宅から電気製品を盗んだ容疑者を逮捕。容疑者は住
宅の元警備員。

アレキサンドリア 違法な外貨両替を行っていた容疑者2件を逮捕。

ギザ、ミニヤ 違法な外貨両替を行っていた容疑者2件を逮捕。

ファイユーム
金銭トラブルの相手2人のうち1人を斧で殺し、もう1人を脅迫、オートバ
イを奪った容疑者を逮捕。

全国
24時間で、銃器所持167件、刃物所持178件、違法薬物関連146件、薬
物影響下の運転12件を摘発。

カフル・エルシェイ
ク

不倫の場面を目撃したいとこを殺し、遺体を遺棄した容疑者2人を逮
捕。

アレキサンドリア
住宅のドアを壊して侵入し、盗みを行っていた容疑者2人を逮捕。10件
の犯行を自供。

4 2 木 マトルーフ
リビアに海路で違法入国しようとして遭難し、溺死したと見られる遺体を
4体発見。

カイロ 愛人と一緒にいた妻を刺殺した容疑者を逮捕。



4 1 水 ソハーグ
違法薬物売買の利益6500万ポンドを不動産売買で資金洗浄した容疑
者グループ4人を逮捕。

アレキサンドリア 大麻樹脂4キロを所持した容疑者を逮捕。

イスマイリーヤ 大麻樹脂12キロを所持した容疑者を逮捕。

ギザ 大麻樹脂2.5キロを所持した容疑者を逮捕。

ポートサイード 船荷の中に1300万ポンド相当の大麻樹脂360キロを発見。


