
Ｎｏ 発生月日 時刻 発生場所 内容 不審者の特徴

1
5月6日
（火）

12:45
東帷子　国道41号
歩道入口付近

女子生徒2名が部活下校中、車で後をつ
けられたり、止まったり、Ｕターンをしたりし
てじっと見られた。

40～50歳、白髪混じり、丸眼
鏡、白のプリウス（男１名）

2
5月15日
（木）

7:00下恵土地内

登校途中、中学生（女子）が前にいた男性
を追い抜くと、その男性がスカートの中に
手を入れてきた。手を振り払うと男は逃げ
て行った。

30代後半ネックウォーマーで顔
を隠していた。

3
5月19日
（月）

21:20
中恵土地内（フレッ
シュライフ中恵土付
近）

バイト帰りの高校生（女子）が自転車でフ
レッシュライフ中恵土店付近を通りかかっ
たとき、若い男からしつこく声をかけられた
り、体をふれられたりした。

外国人風の若い男（20歳くらい）
黒のジャージ上下、肌の色は
黒っぽい感じ

4
5月20日
（火）

16:30鳩吹台

女子児童2名が下校中、空き地から出てき
た男に脇腹を触られた。ぶつぶつ意味不
明なことを口にしながら近づいてきて触っ
た後は走って逃げた。

40歳くらい、165ｃｍ、小太り、肩
掛けの灰色カバン

5
5月31日
（土）

13:00鳩吹台4丁目

中学生（女子）が部活下校中、自販機近く
に停まっていた白い車の運転席の男か
ら、いきなり携帯を向けられた。声をかけ
られたり体を触られたりはなかった。

50歳代、白髪混じり、サングラ
ス、

6
6月6日
（金）

16:00福祉センター付近

2年生女子6人が下校途中、若い男に「僕
かっこいいでしょう」といきなり声をかけら
れた。実害はなかったが、怖くなり近くの
百円ショップに助けを求めた。

短い髪、ピンクのバッグ、黒の
上下　　　　　　　　　　　　　　　※
以前にも何度か会っている人

7
6月13日
（金）

7:30光陽台3丁目

登校中の女子生徒が、当該場所を通過し
ようとした時、坂の下からゆっくりとしたス
ピードで自動車が上がってきた。運転席の
窓があき、ビデオカメラのようなものが生
徒に向けられていた。それ以上の被害は
ない。

白の大きなミニバン、眼鏡をか
けていた。

8
6月16日
（月）

16:30鳩吹台8丁目

小学生女児が下校後に歩道で遊んでいた
時、男が近づいてきて「あぶないよ」と声を
かけ体を触った。また、「何かついている
よ」と言いながらさらに触った。その後男は
走って逃げた。

30代、中肉中背、茶髪、赤っぽ
いカバンを腰につけていた

9
6月17日
（火）

16:30若葉台2丁目バス停

女子生徒6人が下校時、バス停のベンチ
に座っていた男に「こんにちは」「さよなら」
とあいさつをし集会所方面へ歩いていた。
すると男が追いかけてきて、「何年生？」
「何部？」と声をかけてきた。生徒が答える
とその場は立ち去ったが、また戻ってきて
「握手しましょう」と言って手を出してきた。
声かけと握手以外は被害はなかった。

30～40歳、眼鏡なし、黒っぽい
服に黒のハーフパンツ
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10
6月24日
（火）

17:40長坂6丁目

小2児童が友人宅から帰宅中、数十メート
ル背後にいた男から「家教えて」と声をか
けられた。風貌方不審者と判断し走って自
宅に逃げ込んだ。

黒のキャップ、黒のサングラス、
黒い服、左腕の黄色いものをつ
けていた。

11
6月27日
（金）

7:40若葉台2丁目

女子生徒が登校中、2丁目のバス停を通り
かかったところ、「学年は」「年は」「部活
は」などと大きな声で何度も聞かれた。通
り過ぎても後ろから大きな声で何度も聞か
れ怖い思いをした。

30歳くらい、黒っぽい服、黒の
ハーフパンツ

12
7月13日
（日）

16:20長坂1丁目

女子生徒が部活の下校中、「ジャージ変
わったの？」「何年生？」と声をかけられ、
いきなり体を触ってきた。「やめてください」
と大きな声を出したら走って逃げて行っ
た。

35歳くらい、黒色の半そで、白
の長い作業服ズボン

13
7月16日
（水）

15:40
下切八幡神社南バ
ス停付近

女子児童が下校中、自動車に乗った二人
の男から声をかけられていた。不審に思
いその車の後ろにつけて停まると、その車
は急発進した。女子児童に「知っている人
ですか？」と聞くと「知らない人です」と答え
た。

尾張小牧ナンバーの白いセダ
ン

14
7月25日
（金）

14:30
広見3丁目
第1公園付近

児童5名が公園にいたところ、高校生と思
われる男が自転車を止めて横に立ち、下
半身を出して見せた。(公園の外を通る車
には見えないようズボンを脱ぎタオルで隠
していた)女児が叫び声をあげたため、逃
げた。

ゴールドのふちどりのかばん 、
白のシャツ、黒（または紺色）ズ
ボン、髪は黒っぽい

15
7月25日
（金）

14:00
広見6丁目
第4公園付近

女子児童2名が自転車で図書館へ行く途
中、男が「ちょっと待って。」と後ろから声を
かけ、振り向いた瞬間、一人の児童の体
をさわった。男は図書館へ向かう間ついて
きた。図書館が休館だったため子ども110
番の家に助けを求めた。

30代 から40代、タン クトップに
長いズボン、
茶髪

16
8月6日
（水）

12:40緑1丁目

女子生徒2名が部活の下校中、男性が近
寄ってきて、一人の肩を持って「どこ中？」
「何部？」「名前は？」と声をかけてきた。
緑集会所まで逃げてきたが、男がまた来
て見つかった。追っかけてきたので、友達
の家に逃げ込んだ。その家の祖母が出て
いくと男は逃げて行った。

白いワンボックスの軽自動車、
35歳くらい、頭に水色のタオル、
黒色のタンクトップ、作業服ズボ
ン

17
9月1日
（月）

19:40
御嵩町伏見地内（伏
見小学校体育館横）

一人で下校中、背後から走って近付いて
きた男に横から抱きつかれ、お尻と胸を触
られた。声を上げたら来た方向に逃げてい
き、車で逃げた。

25～40歳、身長170ｃｍ、色の
濃い車

18
9月5日
（金）

16:10広見運動場付近

小学生男子２名が下校の途中、乗用車に
乗った男から「車に乗らない」と声をかけら
れた。断るとそのまま去っていった。

２０～３０歳、細面

19
9月5日
（金）

16:40可児川駅裏

下校途中の女子児童に男性が声をかけ
身体を触った。恐ろしくなり後ろを振り向か
ずに立ち去ったため、その後の男性の動
きはわからない。

３０代、１７０～１８０ｃｍ、青いタ
オルを頭に巻いていた。口の周
りに髭、作業服



20
9月6日
（土）

15:30
御嵩町中地内（旧国
道２１号沿い）

友達と二人で信号待ちをしていたところ、
自転車に乗った男が近づいてきた。「小学
生？」「何年生？」と話しかけてきて、下腹
部を触った。逃げる際、「誰かに言ったら
殺すぞ。」と脅した。

年齢は高校生くらい、キャップ、
短髪、黒っぽい服にリュック

21
9月6日
（土）

17:30
下恵土地内　県道
122号名鉄踏切東

一人で下校中道を尋ねられ、分からない
ので案内してくれと頼まれ、車に乗った。
丸山ダム・恵那方面に進み、山奥で「キス
してくれない」と言われた。警察を呼ぶと
言ったら元の場所で19：30に解放された。

５０～60歳、白髪、シルバーの
セダン

22
9月30日
（火）

17:00広見平成記念公園

小学３、４、５年生女子児童４名が遊んで
いた。少し離れたベンチに座っていた若い
男が、自分のジャージを下げて下半身を
触っていた。帰ろうとしたらそばの椅子に
座りまた触っていたので、遠回りして帰る
と、男は別の方向に自転車で行った。

１０代から２０代前半、眼鏡、黒
で金のラインが入ったジャージ

23
10月18日

（土）
12:00

鳩吹台４丁目バス停
付近

女児が下校中、男の人から「道路は危な
いよ」と声を掛けられ、服の上から体を触
られた。逃げたが後をつけられ再度触られ
そうになった。

赤いＴシャツを着た中年男

24
11月15日

（土）
10:45

広見中部中グラウン
ド横の道

女子児童が、塾帰り中部中グラウンドの近
くを広眺ケ丘方面から徒歩で下ってくると、
軽自動車が前方から近づき、「今日は何
曜日？」と聞いた。黙っていると、助手席
のドアをあけて手招きをしたので、「知りま
せん」と答え逃げた。車は広眺ケ丘の方へ
上がっていった。

紅緑色の軽自動車、白髪のお
じいさん

25
11月18日

（火）
19:30美濃加茂市中富町

生徒が下校中、不審な男性がじろじろ見
てきた。急いでその場を離れたが、後ろか
ら近付いてきたので叫んで逃げた。スー
パーカネミツ付近でその男が先回りしてい
て、女子生徒に抱きついてきた。生徒は転
倒し、下半身を触られた。物音と生徒の悲
鳴を聞き隣家の方が出てきたので男は逃
げた。

自転車・徒歩、黒づくめの服に
目出し帽

26
11月18日

（火）
19日（水）

多治見市内各地

「SP出版」と名乗る女性が、「かわいい子
を紹介して」といった形で下校途中の女子
生徒に聞きだしをしている。

下校途中

27
11月21日

（金）

16:30
～
17:15

鳩吹方面、長坂方
面

東京の出版社を名乗る女性が、「地域の
かわいい子の特集を顔写真付きで連載し
ている。あなたたちの中学校でかわいい
子は誰？家はどこ？」と下校途中の中学
生１０人以上に声をかけ、情報を聞き出そ
うとした。名前や家を教えた生徒がいたた
め、家まで行ってしつこく取材を申し込ま
れ迷惑した家庭があった。

28
11月24日

（月）
11:55

鳩吹台２丁目１３番
地

女子生徒が部活動に参加するため登校途
中、白色の自家用車が近づいてきて、「可
児高校へ行くの？」「時間がないなら送っ
て行くよ」と声をかけてきた。「大丈夫です」
と断るとそのまま行ってしまった。

５０歳くらい男、小型車〈軽自動
車ではない〉



29
12月11日

（木）
16:00

広見公民館北側歩
道

女子児童が広見公民館で友達と待ち合わ
せをしていた時、北側の歩道をナイフらし
きものを持った男が西から歩いてきたのを
見た。児童は植え込みに隠れており接触
はなかった。

黒のダウンジャケット、黒のズ
ボンとキャップ、マスク

30
12月15日

（月）
13:30

サークルK土田東店
付近

「刃物を持った男がサークルK土田東店付
近をうろついていた。」という目撃情報が一
般市民から入った。

黒のジャージ上下、身長170ｃｍ
くらい

31
12月21日

（日）
16:00

多治見市　旭小近く
の白山公園付近

女子児童が白山公園付近で遊んでいたと
ころ、見知らぬ男が手を振ってきた。不審
に思い旭小学校キッズクラブのある場所
に移動したが近づいてきたため怖くなって
逃げた。

上下黒い服（フード付きのパー
カー）、マスク、身長１７０ｃｍ

32

12月24日
（水）

16:00大森台１丁目 女子児童が下校時、一人になった時、バ
イクを引いた男に「名前は？お菓子をあげ
るからついてきて」と声をかけられた。帰ろ
うとすると「いいから来いって」と言って腕
をつかまれた。児童は「急いでいるので」と
言って走って逃げた。

フード付きの黒い服サングラ
ス、マスク、黒の手袋、身長は１
７５ｃｍくらい、イントネーション
が外国人風、ホイールや車体
の一部に黄色や水色が入って
いる、Gパン（チェーンにたくさん
鍵がついている）

33
1月24日
（土）

7:50下恵土南消防署南

中学２年女子生徒が、ビデオレンタル店か
ら一人で帰宅する途中、男性から声をか
けられ体を軽く触られた。急いで家に帰っ
たのでそれ以上の被害はなかった。

３０から４０代、赤白の帽子、黒
のジャンパー、身長１６０～１７０
ｃｍ


