
発生月日 時刻 発生場所 内容 不審者の特徴

1 ４月２１日(木) 午前７時３０分頃
可児市今地内（後
藤孵卵場姫研究所
の辺り）

中１女子生徒が自転車で登校中、白い
車(尾張小牧ナンバー)に乗った男に、
通りすがりにスマートフォンで写真を
撮られた。

眼鏡をかけた色黒の男

2 ４月２２日(金) 午前７時３０分頃
可児市広見地内
（ルートイン可児
南側歩道）

小６女児が通学路を分団で登校中、男
性が横から突然でてきて、スマート
フォンかカメラで撮影された。声をか
けたり、付きまとったりすることはな
かった。同様の事案が最近、近所で何
度か起きている。

年齢３０代後半から４
０代ぐらい、身長１７
０ｃｍぐらい、服装は
印象に残る色ではな
かった。めがねをかけ
ていた。

3 ５月２３日(月) 午後３時４５分頃
可児市若葉台３丁
目

下校中、小学校３年生女子児童が友達
と別れて一人で歩いていると、後ろを
ついてくるように歩く男に気づいた。
怖くなった女児が走ると、男も走って
ついてきた。自宅に走りかえると、門
の外から男が女児のほうを見ていた。
男は、しばらく立ち止まってみていた
がやがていなくなった。

グレーのジャージ上
下、グレーの帽子、
黒っぽいサングラス、
マスク、身長１６０ｃ
ｍ、年齢はわからない

4
５月２５日(水)

５月２６日(木)
午前７時４０分頃

姫治地区
　姫幼稚園付近

中学２年生の男子生徒が自転車で登校
途中、白い車(普通車、ワンボック
ス。車体は低め）に乗った男に、通り
すがりにスマートフォンを向けられ、
写真を撮られた。

眼鏡をかけた男

5 ６月１６日(木) 午後３時２０分頃
帷子地区（光陽
台）

小学２年児童保護者宅に「ＰＴＡ本部
役員のイマイ」と名乗る男（該当する
本部役員は存在せず)から電話があっ
た。「１～6年生の広報誌を作ってい
て2年生の名簿データがバラバラとい
う内容である。電話のやり取りの中
に、この家の児童や担任、同級生の名
前がでてくるなど、ある程度の情報は
つかんでいるようであった。「分から
ないし、教えられないことである」と
答え、電話を切った。

ＰＴＡ本部役員のイマ
イと名乗る男（該当す
る本部役員は存在せ
ず）

6 ６月１７日(金) 午後２時頃 桜ケ丘地区

ＰＴＡ役員を名乗る男性から「クラス
名簿がバラバラになってしまったの
で、誰が何組か教えて欲しい。｣とい
う内容の電話が入った。「くわしいこ
とは分からない。」と答えると「○○
さんは2年2組でよろしかったです
ね。」と尋ねてきた。組は違っていた
が、子どもの名前を知っていたので驚
いた。その後も実在する男の子の名前
を出して連絡先を聞かれたので、不審
に思って回答を断り、電話を切った。

ＰＴＡ本部役員を名乗
る男性

7 ６月２４日(金) 午後３時４５分頃 久々利地内

下校で、小学校１年女子児童が、家の
前にきたとき（１人)、若い男性から
声をかけられ、名前と家がどこかきか
れた。

雨が降っていたが傘は
さしていなかった。若
い男性でメガネをして
いた。服装は上下黒色
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8 ６月２８日(火) 午後６時１０分頃 緑ケ丘

家に、ＰＴＡ会長のいまいと名のる男
から電話がかかってきた。小学4年生
女児が電話をとった。「あなたの名前
と住所を教えて｣と言われた。教えら
れないと断って電話を切った。保護者
は、このことを女児から聞き取り、可
児警察署に通報した。

ＰＴＡ会長の今井と名
のる男

9 ６月２９日(水) 午後６時１０分頃 緑ケ丘

家に、ＰＴＡ役員を名のる男から電話
がかかってきた。小学４年生女児が電
話をとった。「ＰＴＡ会費が未納で
す。お父さんはいませんか？」と尋ね
られて、「お父さんはいません。会費
は払っています。」と応えると電話は
切れた。保護者がすぐに可児警察署に
通報した。

ＰＴＡ役員を名のる男
（同じ家庭に、２日連
続して電話がかかって
きた）

10 ７月８日(金) 午前７時３０分頃
下切(山寺)～
　大森（宮町)

通学中の子ども達の様子を、駐車した
車の中からスマートフォンで動画撮影
しているように見えた。子ども達から
話を聞いた学校職員が現場に行くと、
車は多治見方面に走り去った。

黒の外国産車、３０～
４０歳、黒のTシャツ、
メガネなし
　車両ナンバーを２名
の児童が記憶してお
り、学校から警察へ連
絡済みである

11 ７月１２日(火) 午前７時００分頃

大森（山崎公民館
を北上した最初の
交差点、給食セン
ター東側の交差
点）

中学２年女子生徒２名が登校中、白色
に青ラインの入った自動車に乗った男
性が車内から青色のスマートフォンを
向けていた。(写真または動画撮影を
している様子だった。）

白色に青ラインの入っ
た自動車、４０代男
性、坊主に近い短髪

12 ９月２７日(火) 午後４時００分頃 桂ケ丘３丁目付近

小学校３年生女子児童が友人宅前で遊
んでいた。友達がゴミを捨てに家に入
り一人になった時、歩いてきた男性か
ら「家、この近所？｣「この辺の
子？」と聞かれ腕を掴まれた。友達が
戻って来ると男性はそのまま通り過ぎ
た。

黒っぽい服装、帽子、
年齢不詳

可児警察署に連絡済

13 １０月２４日(月) 午前７時３０分頃 中恵土地内

分団登校中の児童を、通学路沿いのア
パートの２階の部屋から男性が出てき
て、ビデオ撮影した。

年齢６０～７０代の男
性、黒い帽子にサング
ラス
可児警察署には連絡済
み
（対象者は特定されて
おり、警察、学校職員
もその日の夕方には、
注意を与えた)

14 １０月２１日(土) 午後５時頃
桜ケ丘地区
　スーパー店内

小学６年生と２年生の男児が買い物を
していたところ、知らない男性から
「足をけられると痛い？」と声をかけ
られた。黙っていたら、｢何座？｣や
「死ねって言われると怖い？」といわ
れた。

５０～６０代の男性
緑のキャップ、グレー
の上着、黒のズボン
可児署には保護者が当
日に通報済み

15 １０月２６日(水) 午前７時３０分頃
今渡地区
今渡神明地内
薬局駐車場前

分団登校中、児童数名が車の中からス
マホで写真を撮られた。児童は、顔を
隠してその場を立ち去ったのでそれ以
上の被害はない。以前も同じ色の車に
乗った人に同様のことをさえたことが
あった。

外国人　２０代の男性
１人
シルバーの車

対象者は特定されており、警察、学校職員からも本人への指導が行われている。
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16 １１月１７日(木) 午後３時３０分頃
広眺ケ丘
広見公民館交差点
東側

小学２年生児童が下校中、後ろからき
た男性に「こんにちは｣と声を掛けた
ところ、「お前を殺しにいくからな」
と大きな声で言ったきた。

身長１７０ｃｍぐらい
服装：黒ずくめ

17 １１月２４日(木) 午後４時３０分頃
可児市長坂１丁目
公園付近

下校途中の小学６年生男子児童に、赤
いプリウスに乗った男性が車から降り
て、「車に乗っていく？」と声をかけ
てきた。「今急いでいるのでいいで
す。」と答えたら、そのまま線路方面
(西方向)に向かって行った。※追いか
けられる被害はなかった。

年齢５０歳代ぐらい、
身長１６０ｃｍくら
い、服装茶色のジャ
ケット

18 １２月８日(木) 午前７時３５分頃 多治見市坂上町

通行人が、カッターナイフのようなも
ので斬りつけられる傷害事件が発生し
ました。犯人の男は犯行後、現場から
走り去った。

年齢４０歳くらい、身
長１６５ｃｍくらい、
服装等　黒色フード付
パーカー、黒ズボン、
マスクを着用

続
報

１２月９日(金) 午前11時18分頃 Ｎｏ１８続報

昨日お伝えした傷害事件は、「犯行を
裏付ける情報の入手に至っていない｣
と、多治見市から情報が入りました。

可児市内教育関係者
（学校へのメール登録
者、保護者にも配
信）、人づくり課の情
報提供は、翌日午前１
１時１８分に配信

19 １２月１８日(日) 午後４時３０分頃 広見６丁目

６年生男子児童が店舗から出て帰宅し
ようとしたところ、店内からついてき
た男性に左腕をつかまれ、「お菓子を
あげるからついてきて」と言われた
が、児童が腕を振り払い走って逃げた
ため、それ以上のことはなかった。

年齢３０代～４０代、
髪型は黒色で短髪、服
装は黄色のラインは
入っている黒いジャー
ジの上下、警察には当
日に通報済み

20 ２月１日(水) 午後３時３０分頃
皐ケ丘１丁目
さつきばし付近

下校中の２人の小学２年生女子が「今
日は寒いね」「これから息子を迎えに
行くんだ」と男に話しかけられ、後を
つけられた。男は、児童を迎えに来た
保護者に出会い「あっ」と声を出して
去っていった。

年齢４０代、黒っぽい
服装

21 ２月２日(木) 午前６時４０分頃 菅刈信号付近

登校中の中学生が全裸の男が自転車に
乗っているのを見た。
※声をかけられたり追いかけられたり
する実害はない。

年齢６０代くらい、身
長１６５～１７０ｃｍ
くらい

22 ２月３日(金) 午後４時２０分頃
広見松田町(広見
保育園付近)

４年生児童２人が帰宅していたとこ
ろ、刃物を持った男が近づいてきた。
車が通りかかると、男は刃物をバッグ
にしまった。その後は何もなかった。
　当該学校からは警察に通報した。当
該学校は保護者にすぐメールにて注意
喚起した。

年齢２０～３０才ぐら
い、緑色のキラキラし
た服装

この日のうちに、多治見市内では「本日お伝えした傷害事件は、犯行を裏付ける情報の入手に至っていません。」という内容の放送がされました。この

ため、可児市においても、同日午後7時35分すぎに、学校関係者と保護者には、教育委員会よりメールにて同様の内容が伝えられました。
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23 ２月２５日(土) 午前８時５０分頃 坂戸

女子中学生２人が店舗の外に備えてあ
る自動販売機でジュースを買おうとし
ていたところ、見知らぬ男性から
「買ってあげようか？」「車で送って
あげようか？｣等と声をかけられた。
それ以上のことは無い。

６０代　男性　黄土色
のジャンパー　白色の
ステーションワゴン

24 ３月６日(月)
午後３時３０分
頃、午後５時頃

桜ケ丘公民館付近
～皐ケ丘２丁目

小学３年生の男子児童が外出した際、
行きも帰りも同じ男に付けられた。男
は５ｍほど後ろを歩くのみで声をかけ
られたり、何かをされたりということ
はなかった。

４０代～６０代　黒の
帽子　黒っぽい服装

25 ３月１５日(水)
午前１０時３０分
頃

広見７丁目（広も
公民館交差点付
近）

児童が登校していたところ、ナイフの
ようなものを持った男が反対側（南
側）の歩道にいることを目撃。その
後、道を渡って近づいて来ようとした
が、近くの大人に気づいて、南方へ
走って逃げていった。

男性（年齢不詳）、メ
ガネ・サングラス無
し、黒のニット帽、黒
のネックウォーマー、
黒のジャンパー

26 ３月１５日(水) 午後５時２０分頃
菅刈（帷子イン
ター付近）

下校途中の中学１年女子生徒２名が、
現場付近の駐車場で全裸の男が自転車
に乗っているのを見た。声をかけられ
たり、追いかけられたりするなどの実
害はない。

５０歳から６０歳代ぐ
らい　髪は黒と白が混
じっていた　帽子なし
眼鏡なし　鬚なし　前
カゴ付きの銀色の自転
車

27 ３月１６日(木) 午後３時４０分頃
中恵土（中恵土公
民館付近）

２年生児童３名が下校していたとこ
ろ、マフラーで顔を隠した男性が後ろ
をついてきた。ポケットにナイフのよ
うなものが見えた。

年齢不詳　黒のキャッ
プ　オレンジ色のマフ
ラー　青のジャンパー
黒のズボン


