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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、中には凶悪犯罪と呼べる類いの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、発言は行わない。 

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。なお、昨年９月中旬以降、夜間盛り場等にて邦人が軽

微なトラブルに巻き込まれ、軽傷を負う事案等も発生しております。皆様にお

かれましては、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． 【連続強盗傷害事件犯人の逮捕】 

（１２月６日報道情報）２０１２年９月２７日及び１０月１６日の午後

９時３０分頃、沙河口区星海広場において、女性を狙った強盗事件が発生

した。男２人組の犯人は、被害女性が運転していた車両から降車したとこ

ろを襲撃し、被害女性車両の車内に被害者を押し込んで現場から逃走。車

内で被害者を脅迫し、銀行ＡＴＭから現金を引き出す犯行を繰り返してい

たが、公安の捜査によって逮捕された。 

２． 【大連市公安局による犯罪撲滅活動について】 

 大連市公安局は、２０１２年１２月から２０１３年２月の春節期間にか

けて、大連市全体で財産を侵害する主な犯罪（強盗・窃盗・ひったくり・

スリ・置き引き・路上詐欺・車上荒らし等）の撲滅キャンペーンを展開す

る。同キャンペーンでは、特に空き巣等の侵入犯（同犯罪は大連市で発生

する犯罪件数全体の８割以上を占める状態となっており、２０１２年は、

４，０００件以上の犯行が摘発され、逮捕者は８００名以上となっている）

や路上犯罪（強盗、ひったくり等）、車上荒らし、振り込め詐欺などの犯罪

撲滅に重点が置かれ、効果的な警戒及び巡回強化等が実施される。 

３． 【振り込め詐欺犯人グループの逮捕】 

 （１２月１３日報道情報）２０１２年１０月３１日、大連市公安局は過
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去２年間にわたり主に外国人を標的とした振り込め詐欺を１００件以上繰

り返し、約５００万元を不正に得ていた犯人グループ９名を逮捕したと発

表した。なお、同犯人グループは、大連市甘井子区で結成され、犯行を繰

り返していたことが明らかになっている。 

４． 【連続殺人事件犯への判決宣告】 

 （１２月１７日報道情報）２００８年４月２３日午後、甘井子区金家街

公園で発生した殺人事件の犯人（大連出身の男）に対し、死刑判決が言い

渡された。なお、同犯人は逮捕後、警察も把握していない強盗殺人事件も

自白しており、他の強盗事件への関与も含め、５人を残忍な手段で殺害し

たことが判明している。 

５． 【連続盗難事件犯人の逮捕】 

 （１２月１９日報道情報）２０１２年７月以降、高新区龍王塘英歌石に

ある会社事務所で連続して発生したケーブル盗難事件の犯人グループ（男

７名で構成）が１２月７日、高新区分局及び龍王塘派出所の警察官によっ

て逮捕された。公安の取り調べにより、同犯人グループは５回にわたって

会社に侵入し、ケーブル５，０００メートル（１００万元相当）を盗み出

していたことが明らかになっている。 

６． 【連続車上荒らし犯人グループの逮捕】 

 （１２月２０日報道情報）２０１２年１１月８日、瓦房店公安警察は同

年９月２０日に瓦房店市内で発生した車上荒らし事件の犯人グループ（男

８名で構成）を逮捕した。その後の取り調べにより、同グループがリモコ

ン式車両ロックの不正解錠及び窓ガラスの直接破壊を行うなどして計２０

件余りの犯行を起こしていたことが判明した（被害額は約３０万元。なお、

現在も公安による余罪の追及が行われている）。 

７． 【窃盗グループの逮捕】 

 １２月１４日、沙河口区西南路熟食品交易センター付近を走行中のバス

車内において、スリ事件が発生した。犯人グループは乗客の女性が携行し

ていた鞄から現金約４万元を盗み取っていたが、通報を受けた公安が車内

設置の防犯カメラ画像を解析し、１２月２０日、２１日、２３日にかけて

犯人グループ（男７名で構成）を検挙した。 

８． 【連続忍び込み窃盗犯の逮捕】 

 （１２月２６日報道情報）２０１２年８月下旬に沙河口区の住宅地にて

発生した忍び込み事件で逃亡中の犯人が、１２月２４日公安に逮捕された。

公安の発表によると、同犯人の男は窃盗罪で服役していた経歴があり、２

０１１年に出所後、長春及び大連で夜間忍び込み事件１０件余りを起こし、

１０万元以上の現金を盗み出していたことが判明している。 
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９． 【強盗殺人事件犯人（中国人死刑囚）の死刑執行】 

 （１２月２７日報道情報）２０１０年８月に瓦房店市西山公園で発生し

た強盗殺人事件で死刑判決が確定していた主犯格の男に対し、２６日死刑

が執行された。なお、同事件では主犯格の男の他に７名のメンバーがいた

が、それぞれ５年から１０年の有期懲役が言い渡されている。 

１０． 【強姦殺人事件犯人（中国人死刑囚）の死刑執行】 

 （１２月２９日報道情報）２００９年に甘井子区金工街付近の住宅地で

発生した強姦殺人事件で死刑判決が確定していた犯人の男に対し、２８日

死刑が執行された。同犯人の男は故意傷害罪で服役していたが、出所後、

近隣住民とトラブルを起こし、相手側の女性姉妹及びその娘を殺害した。

なお、殺害した娘に対しては殺害前に暴行を加えていたことも明らかにな

っている。 

１１． 【連続ひったくり事件犯人の逮捕】 

 １２月上旬、西崗区において電話で通話中の一人歩きの女性を狙ったひ

ったくり事件が発生した。犯人は被害女性の携帯電話を奪って逃走してい

たが、公安によって逮捕された。その後の取り調べにより、犯人の男が同

様の事件２０件余りを起こしていることが判明、また、奪った携帯電話を

転売し現金約１０万元を得ていたことも明らかにされた。 

１２． 【大連市公安局からのひったくりに関する注意喚起】 

（１月９日報道情報）大連市公安局は年末年始にかけてひったくり事件が

多発したため注意喚起を呼びかけている。主な内容は以下（１）～（３）

のとおり。 

（１） 特に女性の夜間外出は注意が必要。可能ならば複数名で行動する。歩き

ながらの携帯電話操作は危険であることを認識する。 

（２） 何者かに尾行されていると思った場合は、速やかに明るく人の多い場所

等へ移動すること。 

（３） 万一、被害に遭った場合は、自身の安全確保を第一に行動しつつ、可能

な限り犯人の特徴を記憶すること（身長、顔つき、体型、服装等）。 

１３． 【連続送電線窃盗犯グループへの判決宣告】 

２０１０年に沙河口区、西崗区、旅順区等で発生した連続送電線窃盗事件

の犯人グループ（男３名で構成）に対し、それぞれ懲役１５年７ヶ月、１

３年５ヶ月、拘束６ヶ月執行猶予６ヶ月の判決が言い渡された。なお、同

犯人グループが同様事件数十件に関与していることが判明している（被害

金額は数十万元）。 

１４． 【連続空き巣事件犯人の逮捕】 

２０１２年９月以降、西崗区で発生した連続空き巣事件の犯人が１月８日
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逮捕された。公安の取り調べにより、同犯人が特殊工具を使用して同様の

犯行を１０件余り繰り返し、現金１０万元以上を得ていたことが判明して

いる。 

１５． 【連続車上荒らし犯人の逮捕】 

 （１月１６日報道情報）２０１２年６月以降、大連市内などで発生した

連続車上荒らし事件の犯人が１２月２２日瀋陽で逮捕された。公安の発表

によると同犯人の男は２０１０年から天津、北京、大連などで車上荒らし

事件９０件余りを起こしており、数十万元相当の金品を得ていたことが明

らかになっている。 

１６． 【連続車上荒らし犯人グループの逮捕２】 

 （１月２１日報道情報）２０１２年１２月以降、沙河口区で発生した連

続車上荒らし事件の犯人グループ（男３名で構成）が１月１６日現行犯逮

捕された。公安の発表によると同犯人グループは車上荒らし事件８０件余

りを起こしており、数十万円相当の金品を得ていたことが明らかになって

いる。 

１７． 【銀行カード情報の解析を伴う詐欺事件犯人の逮捕】 

 （１月２５日報道情報）２０１１年から２０１２年にわたり中山区勝利

広場付近の装飾品店で発生した詐欺事件の犯人が１２月２１日逮捕された。

公安の発表によると、犯人の男（同店経営者）は、同店を利用した顧客約

９００人分の銀行カードの入力データを解析し、複製カードを約３００枚

作成してＡＴＭから現金約１７０万元を不正に得ていたことが判明してい

る。 

１８． 【強盗殺人事件犯人の逮捕】 

 （１月２８日報道情報）２０１２年９月５日に瓦房店市内の住宅地で発

生した殺人事件の犯人（男女２名）が、それぞれ１１月２８日、１２月５

日に逮捕された。公安の発表によると、犯人の女が売春婦を装い男性客（被

害者）の自宅に入室した後、共犯の男が同住居に押し入り、被害者を脅迫

して金銭を要求したが、被害者男性がこれに応じなかったため殺害して金

品を奪い逃走していたことが明らかになっている。 

 

 

１． １２月２０日午後５時３０時頃、普湾新区三十里堡街道紅果村の住宅で

殺人事件が発生した。被害者は同住宅に住む男性であり、腹部を三箇所刺

されて死亡していた。公安は通報を行った男性が事件と関係しているとみ

て捜査を進めている。 

２． １月２日午後３時００時頃、甘井子区殷屯付近の住宅地で殺人事件が発

殺人事件 
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生した。犯人と被害者は従業員と雇用主の関係にあり、犯行の原因は賃金

の未払いを巡るトラブルである。なお、犯人の男（元従業員）は雇用主の

親子２名を刃物で刺して逃走していたが、同日警察に出頭した。被害者は、

１名が死亡、１名が重体である。 

 

 

１． １２月１３日午前１時４０分頃、中山区三八広場付近の飲食店において、

傷害事件が発生した。原因は客同士のトラブルであり、仲裁に入った店員

がトラブルを起こした客に腹部と腕を刺され病院に搬送された。なお加害

者の男は駆けつけた警察官によって逮捕された。 

２． １２月１４日早朝、金州新区工業区付近の盛り場で傷害事件が発生した。

原因は客同士のトラブルであり、片方のグループ（男８名で構成）が一方

のグループ（男３名）を刃物で切り付け、内２名に重傷を負わせる結果と

なった。現在公安が捜査中。 

 

 

１． １２月１１日午後７時５０分頃、開発区安盛ショッピングモールの５階

レストランにおいて強盗事件が発生した。犯人の男はマスク姿で刃物を所

持し、レジで店員を脅して当日の売上金約２万元を奪って逃走したが、同

ショッピングモールの警備員と駆けつけた警察官に取り押さえられた。な

お、公安の取り調べにより同犯人の男が、８月以降夜間一人歩きの女性を

狙った強盗事件７件を起こしていたことが判明している。 

２． １２月１６日午後９時頃、甘井子区泡崖街道玉境路１２号楼付近におい

て、一人歩きの女性を狙った強盗事件が発生した。犯人の男２人は被害女

性の後方から近づいて女性を引き倒し、所持していた鞄を奪って逃走して

いる。被害は現金約８００元と銀行カード類であり、現在公安が捜査中。 

３． １２月２５日午前２時４０分頃、大連から凌源行きの列車内で乗客に対

する強盗事件が発生した。犯人の男２人組は被害男性を車内のトイレに連

れ込んで暴行を加え、現金約１００元及び銀行カードを奪い取っていたが、

被害者が通報した客室乗務員によって取り押さえられ、駅で待機していた

公安に引き渡された。 

４． １月１１日午後７時頃、沙河口区興工北七街付近の住宅地で強盗傷害事

件が発生した。犯人は年配の女性の頭部を煉瓦で叩き、所持していた鞄を

奪って逃走したが、女性の悲鳴を聞きつけた近隣住民によって取り押さえ

られ、駆けつけた公安に引き渡された。なお、同犯人の男（４８才）は過

去３回にわたり投獄された経歴があり、獄中生活は計２１年であることが

傷害事件 

強盗事件 
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明らかになっている。 

５． １月２８日午後、西崗区五一広場付近の路上において、銀行ＡＴＭ利用

後の男性を狙った強盗事件が発生した。犯人の男２人組は、被害男性がＡ

ＴＭから現金１，０００元を引き出した後の行動を尾行して接触し、刃物

で脅すなどして被害者男性の財布を奪って逃走した。現在公安が捜査中。 

 

 

１． １２月３日日中、西崗区新河街付近の住宅地で空き巣事件が発生した。

犯人は特殊工具を使用して室内に侵入し、数十万元相当の現金及び貴金属

を盗み逃走している。現在公安が捜査中。 

２． １２月１１日午前０時３０分頃、庄河市新華街道向陽小区付近の床屋で

空き巣事件が発生した。犯人の男は窓から侵入して室内を物色していたと

ころを近隣住民の通報によって駆けつけた警察官によって逮捕された。な

お、同犯人の男は、過去にも窃盗罪で服役していた経歴があることが公安

の捜査によって判明している。 

３． １２月１７日日中、沙河口区錦繍小区付近の住宅地で空き巣事件が発生

した。犯人は侵入した住宅から現金約１，０００元及び１万元相当の酒・

タバコを盗み逃走している。現在公安が捜査中。 

４． １２月１８日午後５時３０分過ぎ、大連市内の会社事務所において、空

き巣事件が発生した。犯人の男は同事務所から現金、ノートパソコン２台

を盗み逃走した。現在公安が防犯カメラの記録画像から犯人の割り出しを

行っている。 

５． （１２月２６日報道情報）大連市公安局は、沙河口区星海湾付近のレス

トラン４軒で２０１２年１１月２９日から１２月１５日に発生した連続侵

入盗難事件の犯人を逮捕した。なお、公安の取り調べにより同犯人の男が

犯行前に被害先の各レストランで働いていた経歴があることが判明してい

る。同犯罪での被害は、現金（計約５万元）及び酒、タバコである。 

６． １２月２８日及び２９日、中山区老虎灘付近の住宅地で９件の連続空き

巣事件が発生した。犯人は特殊工具を用いて室内に侵入し犯行に及び逃走

している。現在公安が捜査中。 

７． １２月３１日、高新区付近のビル４階にある会社事務所で侵入盗難事件

が発生した。犯人は元従業員の男であり、事務所内の引き出しなどから現

金約５，０００元を盗んで逃走していたが、公安によって逮捕された。 

８． （１月１０日報道情報）１２月２１日午後７時頃、開発区五彩城付近の

スーパー店内のロッカーで保管物が盗まれる事件が発生した。公安が監視

カメラの記録画像から犯人を割り出し、２６日再度同店に来店して犯行に

侵入・盗難事件（空き巣・忍び込み等含む） 



7 

 

及んだところを逮捕した。なお、犯人がロッカーの合い鍵を作成し、犯行

に及んでいたことが判明している。 

９． １月１８日午後３時頃、甘井子区山東路付近にあるホテルのサウナ更衣

所で盗難事件が発生した。犯人はサウナの更衣ロッカー内にあった被害者

所有品（現金２万３千元及び約３万元相当の貴金属類）を盗み出して逃走

している。現在公安が捜査中。 

 

 

１． １月１８日午後７時過ぎ、西崗区白雲新村図書館付近の路上で一人歩き

の女性を狙ったひったくり時間が発生した。犯人の男は被害女性が所持し

ていた現金数百元及び銀行カード、身分証などが入った鞄を奪って逃走し

た。現在公安が捜査中。 

２． １月２０日午後１１時頃、甘井子区山東路付近の路上で一人歩きの女性

を狙ったひったくり事件が発生した。犯人の男は覆面を着用し、後方から

被害女性に近づき引き倒して犯行に及び現金約１，０００元及び銀行カー

ド類が入った鞄を奪って逃走した。現在公安が捜査中。 

 

 

１． １２月４日、沙河口区新華街において、車上荒らし事件が発生した。被

害車両は窓ガラスを破られ、車内からカーナビゲーション（４，０００元

相当）が盗まれた。現在公安が捜査中。 

２． １２月６日正午頃、甘井子区前革付近において、車上荒らし事件が発生

した。被害車両からは書類と小切手が入った鞄が盗み出された。現在公安

が捜査中。 

３． １２月１４日深夜０時過ぎ、西崗区鞍山路３７号楼付近で連続車上荒ら

し事件が発生した。被害車両（５台以上）は窓ガラスを破られ、車内にあ

った現金やパソコン、貴重品を盗み出された。現在公安が捜査中。 

４． １２月１８日、高新区創業大厦付近で車上荒らし事件が発生した。被害

車両は４台に上り、全て車両の窓ガラスを壊され車内を物色された。現在

公安が捜査中。 

５． １月１日未明、沙河口区華邦上都小区で連続車上荒らし事件が発生した。

被害車両７台が窓ガラスを破られ、車内を物色されている。現在公安が捜

査中。 

６． １月１日午後１１時４０分頃、中山区解放街付近の路上で車上荒らしに

及んだ男は住民の通報を受けた公安によって逮捕された。公安の取り調べ

により、同犯人の男が他の車上荒らし事件３件に関与していたことが判明

ひったくり 

 

車上荒らし 
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している。 

７． １月８日未明、沙河口区華邦上都小区で連続車上荒らし事件が発生した。

被害車両８台が窓ガラスを割られ、車内を物色されている。現在公安が捜

査中であるが、犯行は防犯カメラの死角に駐車されている車両を狙って行

われており、捜査は難航している。 

８． １月１４日夜間、高新区中海華庭小区で連続車上荒らし事件が発生した。

被害車両８台が窓ガラスを割られ、車内を物色されている。現在公安が捜

査中。 

 

 

１． （１月１４日報道情報）２０１２年１１月２３日、大連市内を走行する

バスの車内でスリ事件が発生した。犯人の男は乗客男性が所持していた財

布を盗み、財布に入っていた身分証の生年月日から暗証番号を割り出し、

銀行ＡＴＭで現金１万元を盗み出すなどしていたが、公安の捜査によって

逮捕された。 

２． １月２９日午後１時５０分頃、開発区のデパート店内でスリ事件が発生

した。犯人の男は買い物中の女性客が所持していた鞄に手を入れて犯行に

及んだところを警備員に発見され取り押さえられた後、駆けつけた公安に

引き渡された。 

 

 

１． １月９日正午頃、沙河口区馬欄付近の住宅において振り込め詐欺事件が

発生した。犯人は同住居に住む住人に対し、息子を名乗り電話をかけて５，

０００元の送金を依頼して、現金を振り込ませた。現在公安が捜査中。 

２． １月２８日午後９時頃、大連市内の住宅において振り込め詐欺事件が発

生した。犯人はインターネットを通じて被害者女性の知人になりすまして

犯行に及び、現金１，７００元を振り込ませた。現在公安が捜査中。 

 

 

１． １２月４日午後９時頃、沙河口区開放広場五一橋付近で拉致脅迫事件が

発生した。被害者は若い男性であり、犯人の男２人組は刃物を使用して被

害者男性を拉致し、自宅に直接電話をかけさせて１万元の借金が出来たと

家族に伝えさせて現金を手に入れようとしたが、家族から通報を受けた公

安によって逮捕された。 

２． （１２月２７日報道情報）甘井子区山東路付近で拉致脅迫事件が発生し

た。犯人の男は言葉巧みに女子学生を自宅へ誘導した後、脅迫行為に及び

スリ 

振り込め詐欺 

その他トラブル等 
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女子学生の自宅へ電話をかけさせるなどして５万元を手に入れようとした

が、家族から通報を受けた公安によって逮捕された。 

３． １月９日午後、甘井子区六平路１４号楼において発生した配電盤アース

線の盗難事件により、同住居に住む１０世帯余りの家電製品が電圧上昇の

ため発火する騒ぎがあった。 

 

 

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） 

  


