
平成30年5月29日

発生月日 時刻 発生場所 内容 不審者の特徴

1 5月8日 午後４時７分頃

可児市川合地内 　家の前で遊んでいた小学生姉妹が、黒
く短い棒状のものを所持していた男性を
目撃し、母親に告げた。母親はすぐに可
児署に届けた。実害はない。

男1人、身長170～180セ
ンチ、中肉、黒色帽子、
青っぽい服装、黒く短い棒
状のものを所持

2 5月8日 午後５時３分頃

可児郡御嵩町上恵土
地内

　中学３年生の男子が一人で歩いていた
ところ、不審者から「何処の子」と声を
かけられた。無視をしていたところ腕を
掴まれたので、振り切って逃げた。

男１人、年齢４０歳くら
い、上下黒色のジャージ

3 5月10日 午後２時４０分頃

可児市広見地内
（戸松レディースク
リニック西側の歩
道）

　児童が通学路を通って学年で下校する
途中、３０ｃｍぐらいの棒のようなもの
を持った男性が緑ヶ丘の方面に向かって
歩いてきた。声をかけてきたり、付きま
とったりすることはなかった。

年齢３０代後半から４０代
くらい、身長：１７０ｃｍ
くらい、服装：マスク、メ
ガネ、青色のジャンバー、
青と茶色の縞の服
　学校から警察に通報し
た。放課後、職員が通学路
を巡視した。

4 5月17日 午前７時３０分頃

土田地内
（名鉄可児川パーキ
ング横の道路）

　児童が通学路を通って通学班で登校
中、男性二人がパーキングのフェンス越
しにカメラで写真を撮ったり、スマホで
動画を撮ったりしてきた。声をかけた
り、付きまとったりすることはなかっ
た。

年齢４０代～５０代、身長
１７０～１８０ｃｍ、服装
一人は黄色のＴシャツに迷
彩柄の短パン、一人は緑色
のＴシャツ

5 5月18日 午後４時２０分頃

土田地内
（名鉄可児川パーキ
ング付近）

　児童が下校時に、男性２人が背後から
近づき臀部を触ろうとするしぐさをし
た。

男性２人、一人は自転車、
一人は徒歩。

可児署に通報した
翌日、再度注意喚起を行
う。
当面の間、登下校の際に教
師が見守りをする。

6 5月30日 午後４時３０分頃
美里ケ丘地内
公園付近

　児童が遊んでいたところ、車に乗った
男性から「おい、蹴ってやろうか」と言
われた。男性はそのまま走り去っていっ
た。

４０歳代
グレーの軽自動車

7 6月15日 午後３時３０分頃

可児市川合東交差点 　下校中の３年女児複数人が信号待ちを
していると、車に乗った男性が運転席か
ら包丁のようなものを子供たちに見せつ
けながら通過していった。実害は無かっ
た。

男の特徴は不明、青色の２
ｔ車程度と思われるトラッ
ク
複数の保護者から学校に連
絡があり、学校から警察に
通報した。

8 7月4日 午前６時５０分頃

菅刈（西可児メディ
カルセンター付近）

　保護者より、自動車で通りかかった際
に全裸の男性を目撃したという報告が
あった。登校してきた生徒に確認したと
ころ、目撃したという生徒が数名あっ
た。

白髪、短髪の男性　７０歳
くらいに見えた

9 7月9日 午後０時３０分頃

蘇南中学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ
東側

　２０代後半～３０代の男性が、部活動
準備中の女子生徒に向かって、下半身を
露出してきた。女子生徒らは怖くて顧問
に伝えることができず、しばらく女子テ
ニス部の近く（敷地に面した道路)にいた
模様。携帯をこちらに向けて撮影したり
もしていた。顧問が気がつき、近づいて
いったら、日本ライン今渡駅方面に逃げ
ていった。

２０代前半～３０代の男
性、身長１７０～１８０ｃ
ｍくらい、黒色の半袖無地
のＴシャツ、黒色のズボ
ン、右肩に黒のポーチバッ
グ、髪はさほど長くなく、
耳にかからない程度、黒色
の髪
可児署に通報し、警察が周
囲をパトロールした。気を
つけて帰るように顧問から
生徒に指導した。

平成２９年度不審者・不審電話の現況（可児市）  



平成30年5月29日

発生月日 時刻 発生場所 内容 不審者の特徴

平成２９年度不審者・不審電話の現況（可児市）  

10 7月9日 午後１時頃

広見地内
宝島店舗内

　５年生男児３名で、広見地内にある宝
島にいたところ、そのうちの一人が２０
～３０代の男性に呼びとめられた。男児
は手首を握られ、後ろからハンカチで口
を押さえつけられた。男児は自力で男性
から逃げ、友達と店員に告げると、一人
で帰宅していった。店員から通報を受け
た警察が、友達二人から事情聴取した
後、被害男児宅を訪れて事情聴取した。

２０代前半～３０代の男
性、紫っぽい服を着てい
た。
通報を受けた可児署が男児
から事情聴取を行った。

11 7月16日 午前７時頃

今渡地内
蘇南中学校グラウン
ド北側

　不審者情報Ｎｏ９（７月９日）の事案
と似た人物が蘇南中北側の道路に立って
おり、テニス部の方を見ていた。顧問が
生徒から連絡を受け、警察に連絡して対
応した。

２０代前半～３０代の男
性、身長１６５～１７０ｃ
ｍくらい、黒色の長そで無
地のＴシャツ、黒のズボ
ン、黒の野球帽、髪はさほ
ど長くなく、耳に係る程度
の黒髪
　可児警察署に通報し、３
名の女子生徒から事情聴取
を行った。学校は警察官と
一緒に現場を確認した。

12 8月2日 午後５時頃
広見地内
広眺ケ丘７丁目
東西道路(最北側)

　１年生女子生徒が部活動(卓球部)を終
えて一人で帰宅途中(自宅に向けて東
進)、１０代と思われる男が徒歩で後ろか
らついてきて、「すみません」と声をか
けられ、学校名や部活動名、学年や自宅
の場所などを質問された。女子生徒は質
問に答えた。
　「お時間にいただけますか」との誘い
に「だめです」と断ったところ、男は来
た道を西に向かって戻っていった。

１０代ぐらいの男性
１５０～１６０ｃｍ
上は白か灰色の服、下は短
パン、足もとはサンダル

13 8月23日 午後６時 若葉台地内

　小学５年女児が坂道を歩いていた時、
スーツ姿の中年男性から「お金をあげる
から、ジュースを買ってきて。」と何度
も声をかけられた。その都度断ると、あ
きらめて去っていった。

カッターシャツにスラック
スという服装で会社員風の
中年男性
　西可児交番に通報した。

14 9月8日 午後４時３０分頃
鳩吹台２丁目
（河村獣医付近）

　小学５年男児３人が男性にスマホで写
真を撮られた。

30～50代男性、黒っぽい服
に白いジャケット、サング
ラス、白いワゴン車
西可児交番に通報

15 9月12日 午前7時30分頃
塩
春里小学校付近

　分団登校中、前から傘を深くさしてき
た人(性別不明)が、列の後ろの方に並ん
でいた小２男児に２回ぶつかってきた。

30～50代、性別不明、黒っ
ぽい上下、黒か紺の傘、背
が高い（子どもの印象では
１８０ｃｍくらい）
警察へ通報

16 11月17日 午後４時３０分頃 長坂６丁目付近

　小学６年生の女子児童が下校中、
「コーヒーおごるよ」「今度おじさんと
デートしよう」と声を掛けられ、手を握
られた。ふりはらうと、顔を触られた。
怖くなって、数１０ｍ先の自宅に逃げ込
んだ。家人が不在だったので、母親が帰
宅後報告し、母親から学校に連絡があっ
た。

６０代ぐらいの男性。白髪
で短髪。丸顔でひげがあっ
た。グレー系の作業服のよ
うな上着をきていた。
　母親から連絡後、すぐに
警察に通用するように要請
した。



平成30年5月29日

発生月日 時刻 発生場所 内容 不審者の特徴

平成２９年度不審者・不審電話の現況（可児市）  

17 11月30日 午後4時15分ころ 広眺ケ丘地内

　児童数名が下校していたところ、白い
目だし帽をかぶった男性が後ろから、
走って追いかけてきた。

男性（高齢）、身長１５５
～１６ｃｍぐらい、白い目
だし帽

18 12月22日 午後5時0分ころ
今渡地内
鳴子公民館から今春
トンネルの間の道路

　女子生徒が帰宅途中に後ろから足音が
聞こえ、男が生徒を追い越した後生徒の
方を振り返り、ずっと生徒を見ながら後
ろ向きで歩き続けた。生徒は逃げて帰宅
した。男はドラッグストアの駐車場に
あった車に乗って、その場を去った。21
日22日の2日間に渡って同じようなことが
あった。

30代くらいの男、短髪、１
８０ｃｍくらい、赤のス
ニーカー、黒色のダウン
ジャケット、軽自動車
保護者から警察に通報した


