
 
  

 

最近の当地における事件発生状況につき、報道等を中心にとりまとめました

ので、皆様の安全対策の参考にしてください。大連は中国国内でも比較的治安

が良いと言われておりますが、以下に記載したとおり、各種一般犯罪は日常的

に発生しており、中には凶悪犯罪に類するものも含まれております。このよう

な状況の中、皆様が事件や事故に巻き込まれないようにする為には、 

１． 深夜の外出や夜間薄暗く人通りの少ない場所での移動を避ける。 

２． 必要以上に目立つ華美な服装及び行為は行わない。 

３． 見知らぬ相手からの安易な誘いにはのらない。 

などの注意が必要です。皆様は、引き続きこれらの点に注意して、犯罪等に巻

き込まれないようにしてください。 

 

 

１． 【当地公安当局による警備強化キャンペーン】 

   大連市警察巡査支隊は、６月１日から「安全の夏」巡回１００日間取り

締まりキャンペーンを実施中。同期間中は、強盗、ひったくり、車上荒らし、

詐欺等の犯罪撲滅を目標に掲げ、２，０００箇所余りの巡回場所を増やすな

どして警備態勢を強化している。 

２． 【違法所持銃・武器の集中摘発及び一斉処分】 

 大連市警察は、今年２月１日から５月３０日までの間、銃刀不法所持に

対する取り締まり強化のため、延べ１万人余りの警察官を動員し、集中摘

発を行った。その結果、計１１人を摘発、押収した武器は銃２０６丁、モ

デルガン１，０７８丁、刃物１，３４１本、弓５９張に上る。また、押収

した武器類は６月１２日に一斉処分された。 

３． 【大連市中級人民法院（地方裁判所）による麻薬事件に関する情報】 

 大連市中級人民法院（地裁）は、昨年７月以降に対応した麻薬事件の審

理状況等につき以下のとおり発表した。同地裁が取り扱った麻薬事件数は

３２件（前年同期比１４％増加）であり、被告人総数は１０４名となって

いる。被告人の内訳は、密輸・密売・運搬・製造に関わった者が９０名、

麻薬の不法所持に関わった者が１０名、麻薬隠匿に関わった者が３名、他

人の麻薬吸引に関わった者が１名である。また、同被告人らの内３９名に

対しては既に一審判決が言い渡されており、（同３９名中）３５名は１０年

以上の実刑判決、無期懲役、もしくは死刑（執行猶予付き死刑判決を含む）
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である。 

４． 【連続車上荒らし事件の犯人グループ逮捕】 

 （６月１日報道情報）開発区で本年１月以降に１２件連続して発生して

いた連続車上荒らしの犯人グループ（吉林省四平市の男ら計７名）が、公

安によって逮捕された。 

５． 【病院内で発生した強盗事件犯人逮捕】 

 ５月３０日午後１時頃、西崗区の病院構内で発生した強盗事件（犯人は

現金５００元入りのバッグを強奪して現場から逃走）の犯人が、６月６日

公安によって逮捕された。その後の取り調べにより、同犯人には、過去２

度の逮捕歴があることが判明。さらに、今年２月に出所したばかりにも関

わらず、今回逮捕されるまでの間に置き引きなどの犯行１０件余りを起こ

していることも判明した。 

６． 【連続車上荒らし事件の犯人逮捕】 

 （６月１１日報道情報）５月２５日午後１１時過ぎ、沙河口区馬欄広場

付近の鵬程街で発生した車上荒らし事件（被害：４，０００元相当の携帯

電話窃取）が発生した。なお犯人は、６月８日深夜に駐車場で別の車両を

懐中電灯で物色しているところを公安によって逮捕され、昨年８月以降に

同様の事件を３０件以上起こしており、被害総額が２万元に上ることが判

明した。 

７． 【外国人不法雇用等の罰則について】 

 ６月３０日、第十一期全国人民代表大会常務委員会第２７回会議におい

て、中華人民共和国出国入国管理法が採択された。同法で定められた外国

人に対する罰則規定の一部は以下のとおり。 

（１） 外国人の不法就労を斡旋した個人及び企業に対し、斡旋対象者 1

名につき５，０００元、総額５０，０００元以内（企業に対しては、

１０万元以内）の罰金を科すとともに、不法所得については、没収

する。 

（２） 外国人不法滞在者に対し、不法滞在一日ごとに５００元、総額

１０，０００元以内の罰金を科す或いは５日以上１５日以内の拘留

刑に処す。 

（３） 外国人の不法就労に対しては、５，０００元以上２０，０００

元以内の罰金を科し、悪質な案件については、５日以上１５日以内

の拘留刑を併科する。 

（４） 国外退去処分を受けた外国人は、国外退去日から起算して１０

年以内の再入国が不可能。 

８． 【大規模なスリグループの摘発】 



 ７月５日、大連市警察は全国的に活動していた構成員２２０名の大規模

スリグループを摘発した。 

 

 

１． （６月５日報道情報）５月２９日午後、甘井子区革鎮堡派出所管内で殺

人事件が発生した。被害者は夏家河子付近の工場で働く２３歳の女性であ

り、退勤した後、帰宅途中に殺害されたもの。なお、犯人は公安によって

逮捕された。 

２． ６月１日午後８時頃、大連湾綿花島付近で殺人事件（傷害致死）が発生

した。原因は自転車を運転していた男性と歩行者の男性が接触したことに

よるものであり、双方が互いに仲間を現場に呼び、殴り合いの喧嘩に発展

した結果、歩行者側の男性１名が死亡、他２名が負傷する事態となった。

なお、事件詳細については、現在公安が捜査中。 

３． ６月９日午後１２時頃、金州新区龍王廟街道金家屯東山で若い男性の遺

体が発見された。遺体は藪の中に隠されている状態で発見され、顔には傷

もあった。現在公安が殺人事件として捜査中。 

４． ６月２８日午後９時過ぎ、沙河口区華北路市場付近の洋服販売店内にお

いて強盗殺人事件が発生した。被害者は同店の店長を務める女性であり、

客を装った犯人に刃物で殺害された。犯人は当日の売上金５６０元を奪っ

て逃走したが、７月４日河南省において公安に逮捕された。 

５． ７月１４日午前１０時過ぎ、庄河市蓉華山鎮源発村において住人女性同

士のトラブルが発展し、５０歳代の女性が６０歳代の女性を殴って死亡さ

せる事件が発生した。犯行後加害女性は警察に出頭した。 

６． ７月１６日、瓦房店市西楊郷万家村の住宅において殺人事件が発生した。

犯人は同住宅に住む男性で、妻を金槌で殴打して死亡させたもの。犯人は

妻の死体を自宅内に隠していたが、翌１７日公安に逮捕された。 

７． （７月２７日報道情報）昨年７月２７日に金州新区にある工場長宅にお

いて、金銭トラブルから同工場長を含む３名を殺害した犯人の男３名に対

し、大連地方裁判所は７月上旬に死刑判決を言い渡した。 

８． （７月２９日報道情報）１月１８日、瓦房店市において売春婦を殺害し、

建物に放火した男に対し、７月中旬大連市中級人民法院は執行猶予付きの

死刑判決を言い渡した。 

９． （７月２９日報道情報）昨年１２月１８日午後１１時頃、大連市内にあ

る会社の警備員を殺害し、金庫などを盗み出した事件の犯人４名に対し、

大連市中級人民法院は死刑判決（２名）及び懲役１２年（２名）の判決を

言い渡した。 
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１． ６月１６日、甘井子区叉鞍村において、さくらんぼ狩りに訪れた旅行者

一行と現地農家の間でトラブルが起こり、農家側が呼び出したグループが

棍棒で旅行者一行を殴打する事件が発生した。これにより旅行者側７名が

重傷を負い、内 1名は脳部損傷の重体となっている。現在公安が捜査中。 

２． ６月１６日午前９時３０分頃、沙河口区紅凌路と宏業街の交差点付近で

車両運転者同士のトラブルが発生し、片方の車両を運転していた男が、相

手車両の運転手及び同乗者の男性計４名を所持していたサバイバルナイフ

で刺す事件が発生した。なお、犯人は現場から逃走。被害者の内、一名は

重傷を負っている。 

３． ６月２４日午後７時過ぎ、西崗区の浴場門前において刃物を使用した傷

害事件が発生した。被害者は瀋陽から大連に来た男性観光客２名であり、

同観光客２名が同浴場の前を通過する際、浴場の警備員が吐いた唾が原因

で同警備員と口論となった。その後、互いに揉み合いとなった結果、警備

員が所持していた刃物で被害者２名を刺して逃走したもの。なお、被害者

の命に別状はなかった。現在公安が事件詳細について捜査中である。 

４． ７月２６日午後１１時３０分頃、沙河口区東聯路春柳付近を走行中のバ

ス車内において、乗客グループ同士のトラブルが発展し、片方のグループ

が相手側グループのメンバー４名を刃物で切り付け負傷させる事件が発生

した。現在公安が捜査中。 

 

 

１． ６月７日午前０時１７分頃、沙河口区天興新家園小区入口において、帰

宅途中の２５歳女性を狙った強盗事件が発生した。犯人（男性二人組）は、

後ろから被害者に近づき、路上に押さえつけてバッグを奪い逃走したが、

現場付近にいた警備員に取り押さえられ、公安に引き渡された。その後、

公安の取り調べにより、犯人が同様の事件３件を起こしていることが判明

した。 

２． ６月７日午前１０時頃、大連駅構内のトイレで強盗事件が発生した。犯

人は刃物を用いてトイレを利用しようとした被害者を脅して（逃走時間を

稼ぐために）衣服を脱がし、金品を奪って逃走。さらに、翌８日午前９時

４０分にも同駅構内で黒いマスクを着用した犯人による同様の犯行が発生。

その後、公安が監視カメラの記録画像を確認していたところ、同日午後２

時過ぎに同駅構内に犯人らしき人物が現れたため、派出所に連行して所持

品を調べた結果、刃物と黒いマスクを所持していることが確認され、逮捕

傷害事件 

強盗事件 



された。 

３． ６月１０日午後９時頃、甘井子区辛寨子広場付近の路上において、携帯

電話を使用中の男性に対する強盗傷害事件が発生した。犯人は同男性が所持

している携帯電話を奪おうとしたが、抵抗されたため所持していた刃物で腹

部を複数回刺して現場から逃走した。被害者男性は病院に運ばれ、重傷とな

っている。 

４． ６月２５日午後１０時３０分頃、西崗区錦華街付近において、屋台の店

員女性が所持していたバッグが奪われる事件が発生した。犯人は現場から

逃走したが、被害女性及び周辺にいた住人等によって追い詰められ、その

後現場に駆けつけた公安に逮捕された。 

５． （７月６日報道情報）５月１８日午後５時頃、開発区のビルエレベータ

内で強盗事件が発生した。犯人は女性を尾行してエレベーターに同乗し、

刃物で脅迫した上、粘着テープで被害者の両手、両足、口を固定して、携

帯電話及び銀行カード、現金６００元を奪って逃走した。なお、犯人は６

月１８日逮捕された。 

６． ６月１１日から７月５日にかけて、沙河口区候家溝付近の住宅地におい

て女性を狙った強盗事件が連続して発生した。犯人は上記期間内に計６件

の犯行を繰り返していたが、７月７日公安によって逮捕された。 

７． ７月２６日深夜、沙河口区西安路カルフールスーパー付近で屋台を営ん

でいる男性が突然刃物で切り付けられ、着用していたネックレス（２万元

相当）を奪われる事件が発生した。犯人は現場から逃走しており、現在公

安が捜査中。 

 

 

１． （６月１日報道情報）４月２６日午後８時頃、大連市開発区路上にて女

性のバッグ等を狙った連続ひったくり事件が発生した。犯人はオートバイ

に乗車して犯行に及んでいたが、公安の捜査によってオートバイタクシー

を無許可で営業している男であることが判明、その後逮捕された。 

２． ６月１日午後６時過ぎ、甘井子区にある大学の男子学生寮において、カ

メラ、ノートパソコンが盗まれる事件が発生した。犯人は同学生寮一階寝

室の防犯柵を切断して犯行に及んでいる。また、同大学では先日、女子学

生寮でも同様の事件が発生しており、公安は捜査を進めている。 

３． （６月７日報道情報）５月３０日、甘井子区大連湾大房身付近の農家に

対する空き巣事件が発生した。犯人は家屋の天窓から侵入し、計１６，０

００元相当の物品を盗み出した。なお、犯人は公安によって逮捕されてい

る。 

侵入・盗難事件（空き巣・忍び込み等含む） 



４． （６月７日報道情報）４月１４日、金州十三里の交通関係施設から２，

４００元相当の銅製ケーブルが窃取される事件が発生した。なお、犯人（２

人組の男）は公安により逮捕された。 

５． （６月７日報道情報）４月３０日、大連開発区五彩城派出所管内の宿泊

施設内で侵入盗難事件が発生した。犯人は未施錠であった居室へ侵入し、

室内から財布を窃取。その後、財布内にあったキャッシュカード裏面に暗

唱番号が記載されていたことから、ＡＴＭを利用して１２，０００元を引

き出したもの。なお、犯人は監視カメラの記録画像等により、公安に逮捕

された。 

６． ６月４日、中山区双興市場韓国城構内の工芸品販売店にて、営業時間中

に２，０００元相当の商品が盗まれる事件が発生した。防犯カメラの映像

から犯人が買い物客を装った中年女性であることが判明。その後、６月１

０日午前中に再来店した犯人が再度犯行に及んだところを店員によって取

り押さえられ、公安に引き渡された。 

７． ６月８日午前８時頃、瓦房店天安商務ホテル付近の歩道で、一人歩きの

女性を狙ったひったくり事件が発生した。なお、犯人は被害者女性が所持

していたバッグを奪って逃走したが、同ホテルの警備員等により取り押さ

えられ、公安に引き渡された。 

８． ６月１２日午後４時頃、大連市開発区の住宅地において、女性が所持す

るバッグを狙ったひったくり事件が発生した。犯人はバッグを奪った後、

現場から逃走したが、現場周辺の交差点で公安に逮捕された。 

９． （６月１５日報道情報）４月２８日、大連市開発区内で荷物の積卸しを

していた小型自動車が何者かによって盗まれる事件が発生していたが、同

事件の犯人グループ（男性３名）が５月１０日に逮捕された。 

１０． ６月１５日正午頃、中山区二七広場付近の商店内で、客を装った男女二

名によるノートパソコン（９，０００元相当）の窃取事件が発生した。犯

人女性が店員の注意を惹きつけている間に犯人男性が犯行に及んだもの。 

１１． ６月１９日早朝、沙河口区黒石礁街付近の住宅地で住居への連続侵入事

件が発生した。犯人は住居の防護柵を切断して侵入しており、同日だけで

３件の犯行が確認されている。犯人は現場から逃走しており、現在公安が

捜査中である。 

１２． （６月２２日報道情報）４月下旬、庄河市花園口経済区で連続ケーブル

盗難事件が発生した。犯人（男性２名）は同区付近の企業内に３回にわた

り侵入し、ケーブル４００メートル分を盗み出して転売するなどしていた。

なお、犯人は後日、再び同企業内に侵入しようとしたところを現場に張り

込んでいた公安によって逮捕された。 



１３． ６月２４日午後８時頃、中山区青雲街付近で停車中のタクシーが盗まれ

る事件が発生した。犯人は路上に停車中であったタクシー（運転手は車両

から離れていた）に乗り込み逃走。被害車両のタクシー運転手から通報を

受けた交通放送局が無線で事件情報を流したところ、別のタクシー運転手

が路上に乗り捨てられているタクシーを発見したが、当日の売上金８００

元余りが盗まれていた。現在公安が捜査中。 

１４． ７月２日、庄河市楓林小鎮小区３６号楼で女性のネックレスを狙ったひ

ったくり事件が発生した。犯人は現場から５００メートル程離れた場所で

警備員らによって取り押さえられ、公安に引き渡された。 

１５． ７月４日午前１１時４５分、瓦房店市旺角遠州小区において女性の鞄を

狙ったひったくり事件が発生した。犯人はバイクに乗った二人組であった

が、事件を目撃したタクシー運転手が被害女性を乗車させ犯人を追跡。そ

の後、取り押さえて公安に引き渡した。 

１６． ７月１７日午後５時４０分頃、沙河口区星海公園内において、公園風景

を撮影していた男性市民が所持するカメラ（１万元相当）が奪われる事件

が発生した。犯人は現場から逃走している。 

 

 

１． （６月２日報道情報）５月３１日午後３時５０分頃、庄河市黄海大街で

車上荒らし事件が発生した。被害車両の所有者は、銀行で１４万元を引き

出した後、車内に現金を置いて別の用事を済ませようと車を離れたところ、

オートバイに乗車した犯人が車両窓ガラスを破壊して犯行に及んだもので

あり、被害車両は銀行から尾行されていた可能性もある。被害金額は１４

万元。 

２． ６月１７日午後７時３０分頃、中山区港湾広場付近のレストラン駐車場

に駐車していた車両の窓ガラスが割られ、車内に置いてあった現金５，０

００元入りのバッグが盗まれる事件が発生した。犯人は現場から逃走。現

在公安が捜査中。 

３． （７月２７日報道情報）昨年４月から９月にかけて金州新区、庄河市な

どで発生したタクシーに対する連続車上荒らしの犯人が逮捕された。公安

の取り調べで犯人の男は、被害車両からメーターを数十個盗み出し、自分

の口座番号等を記したメモを現場に残して、運転手から合計２９，１２０

元を振り込ませるなどしていたことが判明。犯人は６年６ヶ月の実刑判決

を言い渡された。 

 

 

車上荒らし 



 

１． ６月１３日午後９時５０分頃、大連駅構内で女性が所持していた携帯電

話が掏られる事件が発生した。犯行に気付いた女性が大声を出したところ、

犯人は現場で逮捕された。 

 

 

１． （７月８日報道情報）４月１３日、大連市内にある高級マンションに住

む住民が振り込め詐欺被害に遭った。被害金額は１０７万元。犯人は裁判

所職員を名乗り犯行に及んだが、６月６日公安によって逮捕された。 

２． ７月１７日、普蘭店市楽甲満族郷鄭店村において振り込め詐欺事件が発

生した。被害金額は４万１千元。現在公安が捜査中。 

 

 

１． ７月１６日午後９時頃、沙河口区永明巷１４号にある高層ビル複数階に

おいて不審火が発生した。公安は防犯カメラの映像などから犯人を特定し、

翌１７日犯人を逮捕した。 

 

 

万が一、事件に巻き込まれた場合は直ちに公安（ＴＥＬ：１１０）へ通報す

るとともに当事務所へもご一報下さい。 

           在大連出張駐在官事務所 

       ＴＥＬ：８３７０－４０７７（２４時間対応） 

  

スリ 

振り込め詐欺 

その他トラブル等 

 


