
No 発生月日 時刻 発生場所 内容 不審者の特徴

1 4月15日 14:47  

可児警察署からの注意喚起
　他県において留守番中の子どもが空き巣
の犯人と鉢合わせする事案が発生
・玄関、勝手口、窓の施錠を確実に行う
・テレビや照明をつけるなど在宅中である
ことをアピールする
・異変を感じたら１１０番通報、逃げ込め
る場所の確認を事前に親子で話し合う

４月１４日記事
愛知県内で休校中の子どもが
留守番、泥棒と鉢合わせ相次
ぐ（３／２、３／２３、４／
９）

2 4月15日 15:00
可児市大森新田交差
点、可児市桂ケ丘３
丁目地内

自転車で帰宅途中の児童らに対し、男が付
きまとった後、スマートフォンで撮影する
事案が発生

男、２０～３０歳、１７５～
１８０ｃｍ、金色長髪、黒色
パーカー、黒色スウェットズ
ボン、黒色帽子、白色の自転
車

3 5月22日 2:00
可児市川合墓地付近
集合住宅

何者かが、脱衣場の窓からスマートフォン
を差し向ける事案が発生

4 5月25日 8:08
今渡地内　市福祉セ
ンター北側路上

自動車で通行中の女性に対し、男が下半身
を露出して、見せつける事案が発生

男性、３０～４０歳、１６０
～１６５ｃｍ、黒髪丸刈り、
中肉、水色のＴシャツ、黒色
のハーフパンツ、銀色の自転
車に乗車

可児警察署が特定し指導した

5 6月3日 17:50
可児市坂戸地内商業
施設駐車場

女子児童らが乗車して駐車している車両の
ドアを、不審な男が開けようとする事案が
発生した。

男、２０～３０歳、１７５～
１８０ｃｍ、金色長髪、黒色
パーカー、黒色スウェットズ
ボン、黒色帽子、白色の自転
車165cmくらい、中肉、黒
色シャツ、いろいろ帽子、あ
ごひげ

6 6月10日 12:00
可児市二野平牧地区
センター付近

分散登校で午後の部に向けて、児童が通学
班で登校中、前方から走行してきた自動車
がすれ違う時、運転手にスマートフォンで
写真を撮られた。走行したまま写真を撮
り、そのまま走り去った。

白い自動車（セダン）、40
～50歳ぐらい、黒縁の眼
鏡、男性、中肉、髪は黒で短
め
可児警察署生活安全課が児童
から状況を確認済み

7 6月23日 7:40
御嵩町中地内南山団
地入口交差点付近

徒歩にて集団登校中の児童らに対し、男が
車内からスマートフォンを向ける事案が発
生しました。

同様の事案が2件続いていた
ので配信した。
男、40から50歳くらい、小
太り、黒髪、黒色半そでＴ
シャツ、灰色の軽自動車

可児警察署が特定し、指導し
た

8 6月26日 11:25 市内保育園

非通知の中年男性の声で「電話で、5歳の女
の子に卑猥なことを言った」という内容の
不審な電話がありました。該当園では被害
は確認できませんでした。また、園児に電
話を掛けたかどうかも不明です。
子ども達の安全を守るために、今一度、家
族で次のようなことを話し合っておきま
しょう。
〇幼児、児童が一人の時には電話対応をさ
せない
〇知らない人からの電話には出ない
〇知らない人に名前や住所などの個人情報
を教えない

・不審電話

令和2年度不審者・不審電話の現況（可児市）  
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9 7月1日 7:25
下恵土地内ひのき坂
交差点付近

徒歩にて集団登校中の児童らに対し、男が
スマートフォンを向ける事案が発生した

・30～40歳、やせ形、黒色
短髪、紺色Ｔシャツ、紺色ズ
ボン、黒色スニーカー、黒色
キャップ、白色マスク、白色
ワンボックス
・可児警察署が行為者を特定
し指導した

10 7月2日 20:00
帷子新町3丁目地内
商業施設駐輪場

男子生徒が商業施設駐輪場において、男か
ら「お金欲しいか」等声をかけられた。
〇危険を感じたら大声で助けを求める
〇不審者を発見したら迷わず110通報をす
る
〇防犯ブザーを携帯し、活用する

男、60歳くらい、170㎝く
らい、やせ型、白髪交じりの
短髪、半袖上着着用

11 8月5日 16:30
多治見市小名田町小
滝（小滝第一公園）

  声かけ・いやがらせ
・市内の中学生３名と小学生１名が小滝第
一公園で遊んでいたら、「何をしている
の」「今日は何曜日だっけ」「何年生？」
などと声をかけてきた。適当に返事をして
いたら、蝉の死骸を見せてきた。気味が悪
かったので、「やめてください」と言いな
がら逃げたら、蝉を投げつけてきた。その
場から離れるために家の方に動いたら、少
しついてきたが、その後どこかに行ってし
まった。

・身長　１７０ｃｍぐらい
・服装　上半身裸・灰色
   の半ズボン。 手にクリ
   ーム色のシャツをもっ
   ていた。
・年齢　６０歳くらい
            （男性）
・髪型　白髪の短髪
〇8月12日「警察による指導
済み」の情報をメール配信

12 9月8日 18:10
下恵土地内ひのき坂
交差点付近路上

帰宅中の男子児童に対し、男が近づき、手
招きをする事案が発生。

男、30歳代、中肉、黒色短
髪、白色Tシャツ、茶色ハー
フパンツ

13 9月15日 16:30
下恵土地内（南消防
署の南東付近）

・児童が一人で下校中、隣に車を止め、窓
越しに「家どこ？」と声をかけられた。自
宅と反対方向に指をさすとその方向へ車を
走らせていった。児童は車が曲がったのを
見届けると急いで自宅へ帰った。

・男性とは判断できたようだ
が帽子にマスク姿で年齢も不
詳
・車体は黒色で大きな車
＊児童は途中から一人になる
ことに不安を感じているた
め、しばらく職員が下校時刻
に合わせてポイントで見届け
をする予定

14 9月23日 15:30
今渡地内（ひのき坂
交差点から鳴子近隣
公園付近）

・小学1年生3名で下校中、ひのき坂を過ぎ
たとこに立っていた男性が「ハローこんに
ちは」と言って携帯電話のレンズを向けた
来た。（撮られたもよう）男性はあとをつ
いてきた、持っていた携帯電話の画面を男
児児童に見せてきた。
・画面には知らない女性、右上のワイプに
は男子児童の顔が映っていた。女性は何か
しゃべっていただが聞き取れなかった。
・1年生3名は、こわくなって逃げて帰っ
た。
・男は、西の方へそのまま歩いて行った。

・話していた言葉から20～
30代の外国籍の男性。身長
170ｃｍ くらい、短髪で茶
色っぽい黒髪、ふくよかな体
型、肩にタトゥーがあった。
・児童および見守りサポー
ターの皆さんに通知、警察に
連絡済み

15 9月23日 15:30
川合地内（かわい幼
稚園北側付近）

・小学1年生4名が帰宅後遊ぶ約束し、友達
の家に向かう途中「なんだ君たちは？」
「リュックサックの中に何が入っているの
か？」と話しかけてきた。その後、４にん
についてきた。
・4人はこわくなり、友人宅の前まで来たが
家に入らず、別の友人の家に入り、父親に
助けを求めた。
・男性がかわい幼稚園横までついてくるの
を確かめたが、その後は姿がみえなくなっ
た。話を聞いた父親が付近を見て回るが、
確認できなかった。

・40～50代男性、身長１７
０Cmぐらい、髪短め、白い
帽子をかぶり、サングラスを
かけたいた。茶色の上着に白
いズボン、黒い靴を着用
・児童および見守りサポー
ターの皆さんに再度通知、警
察に連絡済み
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16 9月28日 7:30
中恵土地内（前波公
民館付近）

３名の男・女中学生が徒歩で登校中、前方
の車のクラクションが鳴った。車の中には
一人の男性がいて、徐行し、車内から携帯
電話のカメラを向けられた。車はすぐに走
り去った。

中年の男性で黒髪、黒色の車
体が低い乗用車
・学校では、身の危険を感じ
たら、すぐ逃げるように指導
した

17 9月29日 17:20
中恵土地内（矢作田
橋付近）

中学生が徒歩で下校中、矢作田橋の手前の
歩道を歩いているとき、橋の上に停車して
いた車の運転手に携帯電話のカメラを向け
られ、撮影された。その後、車は広見グラ
ウンド方向へ走り去った。

・男性、大きい白い乗用車
・身の危険を感じたらすぐに
逃げるよう指導した
・学校のすぐメールで保護者
に注意喚起をした

18 9月30日 16:50
川合地内(川合交差
点付近)

小学校高学年の女子児童が下校途中、じっ
と見つめている男性がいることに気づき、
怖くなって急いで自宅まで行った。家に
入った後、男性がチャイムを鳴らしてき
た。（ドアアイから確認）しばらくして、
男性は自宅前からいなくなった。声をかけ
られたり、追いかけられたりする実害はな
かった。

・身長170cmぐらい男性、
髪は黒色、白いシャツに黒い
ズボン（スーツ風）

19 10月7日 16:15
春里地区（塩地内春
里小北東付近路上）

徒歩で下校中の女子児童に対し、男がデジ
タルカメラで撮影した。

・40～50歳の男性、身長
160cmぐらい、やせ型で上下灰
色の作業着、サングラスを着
用、外国人風
・不審者を目撃したら、110番
通報をお願いします
・危険を感じたら、防犯ブザー
を活用するか、大声を出して、
周りに助けを求めましょう

20 10月13日 15:30
川合地区(さつきバ
ス川合南バス停付
近)

小学校低学年男子児童が下校中、民家の駐
車場前に立っていた男性の前を横切ろうと
したとき、自動車の後部座席のドアを開け
た。同時に「勉強頑張っている？」「お菓
子(商品名)あげるよ」と声をかけられた。

 特徴：年配の男性、身長
170cmくらい、白い乗用
車、ボタンの付いた長袖シャ
ツを着用

可児警察署には連絡済み

21 10月27日 17:00
土田地内(東山南地
区ファミリーマート
付近)

近所の子供たちと遊んでいるところ、見知
らぬ男性が近づいてきて「こんにちは」
「住所は？」「お家はどこ？」と声をかけ
られた。児童は怖くなってその場から走っ
て友達の家に逃げ込んだ。その後、自宅に
帰り、母親に話した。母親より学校に連絡
があった。

特徴：身長170cmくらい、
頭髪は白髪交じり、年齢は
40～50歳くらい
・可児警察署に報告した
・全校の児童に注意喚起した

22 10月28日 16:25
土田地内(土田地区
センター南西付近路
上)

徒歩にて下校中の男子児童に対し、男が
「おやつあげるからおいで」と声をかける

特徴：男40～50歳、
160cm位、中肉、黒色短
髪、上下灰色作業着

23 11月10日 15:15
今渡地内(名鉄日本
ライン今渡駅付近)

児童が下校中、「お菓子あげる」と飴を見
せながら男性が話しかけてきた。通り過ぎ
ようとした時、男性ににらまれた。

特徴：40代くらいの男性、白色
の長袖Tシャツに紺色のジーン
ズ、黒いマスク、帽子を着用。
サドルが黒色の銀色の自転車
児童は帰宅後保護者に反し、保
護者が現場を見に行ったが、該
当する人物は見当たらなかっ
た。

24 11月18日 16:20
下切地内(下切駅付
近駐輪場)

男性3人が、帰宅途中の女子高校生らに「バ
イバイ」などと声をかけた。女子高生らが
無視して通り過ぎようとしたところ、脅し
のような言葉を投げかけられた。

(男A)16～18歳位、中肉、黒色
のパーカー、茶髪　(男B)16～
18歳位、中肉、紺色ブレザー、
黒髪　(男C)年齢16～18歳位、
中肉、黒色パーカー、金髪

25 12月11日 5:50 平貝戸地内

夏ごろから、午前6時前後にバットを手に市
道を歩く男性があり、威嚇と思われる行為
が見かけた

市民からの情報
男性、60歳ぐらい
可児警察署に通報し、付近のパ
トロールを強化していただく
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26 12月23日 16:00
川合地内（川合跨線
橋付近路上）

男子児童らが遊んでいたところ、男が声を
かけ、タブレットで卑猥な動画を見せてく
る事案が発生しました

男、50～60歳、160～
165cm、中肉、黄土色ジャン
バー、灰色下衣
男、50～60歳、160～
165cm、中肉、黄土色ジャン
バー、灰色下衣

27 12月24日 19:45 広見地内（路上）
自転車で帰宅途中の女子生徒に対し、男が
道を尋ねた際、抱きつく事案が発生

男、１７０ｃｍ、中肉、軽快自
転車

28 1月26日 16:30
塩河地内(大龍寺)付
近

男から「病院代を貸してほしい」と声をか
けられた

男、40～50代、165～１７０
ｃｍくらい、短髪、小太り、黄
色のスパイクシューズ、赤っぽ
いズボン、小さめのショルダー
バッグを所持

29 2月2日 19:10
皐ケ丘地内(1丁目歩
道橋付近路上)

徒歩にて帰宅途中の女子生徒に対し、男が
後をつける事案が発生しました。

男、中肉、パーカー、長ズボン

30 2月19日 16:20
塩地内（大儀寺南東
信号交差点付近）

下校途中の男子生徒4名が前方から来た乗用
車の助手席の男性からスマートフォンを向
けられた。すれ違う際に、フラッシュをた
かれて写真を撮られた。車は、若葉台の団
地方面へ走り去った

車にのっていたのは、男性2人、
白色のセダンタイプの乗用車

31 3月16日 17:50 下恵土地内(店舗内)

買い物中の女子生徒に対し、男がスマート
フォンのカメラを向ける事案が発生しまし
た。

男、30代前半、身長165㎝くら
い、小太り、黒色短髪、黒色ト
レーナー、黒色スウェットズボ
ン、黒色眼鏡、黒色手提げかば
ん所持


