
2022年5月12日

No 発生月日 時刻 発生場所 内容 不審者の特徴

1 4月14日 15:30
今渡地内(鳴子近隣
公園付近路上)

【警察メール】
下校中の男子児童に対し、男が「お菓子と
かいっぱいあるから、こっちにおいで。」
等と声をかける事案が発生した。

特徴：男、170cm位、小太
り、短髪、黒色パーカー黒縁
眼鏡、黒色マスク着用

2 4月20日 18:25
塩河地内（西川集会
所付近路上）

【警察メール】
女性が自動車運転中、前方から来た自転車
に乗った男から、すれ違いざまに、デジタ
ルカメラを向けられる事案が発生しました

男、30～40歳、160cmく
らい、やせ型、黒色自転車用
ヘルメット、黒色上衣、黒色
下衣、黒色系マウンテンバイ
ク

3 4月22日 18:40
塩河地内（新田公民
館北側路上）

【警察メール】
女性が散歩中、マウンテンバイクに乗った
男から、すれ違いざまに、デジタルカメラ
を向けられる事案が発生しました。

男、中肉、黒色野球帽、黒色
長袖ポロシャツ、サングラス
着用

4 5月12日 17:40 塩河地内路上

【警察メール】
女性が自動車運転中、マウンテンバイク
（一部赤色のパーツあり）に乗った男か
ら、すれ違いざまにデジタルカメラを向け
られる事案が発生しました

男、40～50歳くらい、やせ
型、黒色野球帽、黒色系上
衣、黒色系下衣、銀色デジタ
ルカメラ所持

5 5月25日 15:35
平貝戸地内（明智駅
付近路上）

下校中、男子児童が一人で歩いていると
き、男性に声をかけられた。男性が立って
いるところに近づくと、手招きして
「ちょっと来て」と言われたが走って逃げ
た。追いかけてくることはなかった。

男、身長170㎝くらい、やせ
形、眼鏡や帽子はなし、黒色
マスク、服装は黒と緑の長
袖、ズボンは茶色（黄土色）
警察には通報済み

6 5月27日 7:10

瀬田地内（JAめぐ
みの瀬田支店東側、
コンビニエンススト
ア付近交差点）

登校中、信号待ちをしている車からスマー
トフォンで写真を撮られた。フラッシュが
光ったことで、前方を歩いていた男子が、
後方の女子にスマートフォンが向けられて
いることに気付いた。信号が青になると、
車はそのまま立ち去った。

男、小太り、40歳代くら
い、黒色系半袖Tシャツ、眼
鏡を着用、黒色系スマート
フォン所持、白いマスク、黒
色軽自動車

7 6月10日 18:45
今渡地内（蘇南中南
東付近路上）

男性が自家用車を運転中、男からすれ違い
ざまに、デジタルカメラを向けられる事案
が葉発生しました

男、25～30歳、175～
180ｃｍ、やせ型、黒色野球
帽、白色半袖Tシャツ、ハー
フパンツ（レギンス有）、サ
ングラス、白色マスク着用、
白色クロスバイク

8 7月6日 16:00
羽崎地内(4番地公民
館併設公園)

女子児童らが公園で遊戯中、車両に乗車し
た男からカメラのようなものを向けられ
た。

男（60～70歳）やせ型、黒
色長髪（白髪交じり）、黒色
短パン

9 7月29日 15:00
桜ケ丘地内（皐ケ丘
地内東可児中学校西
側路上）

女子生徒らが徒歩にて帰宅中、バイクに
乗った2人組の男から手を振られ、声をかけ
られる事案が発生しました

・男、中肉、黒マスク、赤色
ヘルメット、サングラス着用
・男、中肉、茶髪、ヘルメッ
ト着用

10 8月13日 0:40
中恵土地内（可児警
察署東方ｱﾊﾟｰﾄ）

【警察メール】
男がｱﾊﾟｰﾄの室内をのぞき込む事案が発生し
ました。

・男、40～50歳、
175cm、中肉、黒髪
・寝るときはカーテンを閉め
て戸締りする

11 8月22日 21:00
桜ケ丘地内（桜ケ丘
3丁目路上）

【警察メール】
女性が自転車で帰宅途中、後ろから男に付
きまとわれる事案が発生しました

・男、黒色フード付きパー
カー

12 8月27日 10:30
今渡地内（日本ライ
ン今渡駅付近駐車
場）

【警察メール】
女子児童が駐車場で立っていたところ、男
にカメラを向けられる事案が発生しまし
た。

男、50～60歳、やせ型、短
髪白髪交じり、黒色サングラ
ス着用

13 8月30日 16:55
下恵土地内(ふるさ
と川公園内)

【警察メール】
女性らが公園で遊んでいたところ、ズボン
のチャックを開けて立っている男の目撃情
報がありました。

男、外国人風、25～35歳、
175～180ｃｍ、やせ型、
青色半袖Tシャツ、青色半ズ
ボン、黒色サングラス、黒色
キャップ着用

令和３年度不審者・不審電話の現況（可児市）  
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14 9月16日 13:30 愛岐ケ丘3丁目付近

【警察メール】
下校途中、友達と離れて一人で歩いていた
ところ、停車中の乗用車の助手席に乗って
いた男性にスマートフォンで写真を撮られ
た。

男性2名、2名とも黒っぽい
服装、黒の乗用車

15 9月17日 13:55
土田地内八幡神社付
近路上

【警察メール】
男子児童らが徒歩で下校中、男に後をつけ
られる事案を認知しました

男、50歳位、160～
165cm、やせ型、坊主頭、
水色半袖Ｔシャツ、黒色長ズ
ボン

16 9月29日 15:20
塩河地内（春里郵便
局付近路上）

【警察メール】
徒歩にて下校中の女子児童に対し、車に乗
車した女がすれ違い様に窓から手を伸ばし
てくる事案が発生しました
【学校からの情報；追記】
女性の手が口元に近づいてきたので、児童
はその手の下をくぐった。そのまま車は進
んでいったが、「逃げるな」と言われた。

車両：黒色普通乗用自動車
不審者（運転手）：男、30～
40歳、黒髪短髪、やせ型、青色
半袖Tシャツ着用
 不審者（助手席）：女、20～
30歳、茶髪長髪、やせ型、桃色
半袖Tシャツ着用

17 10月4日 7:35
広見地内（熊野古墳
東側路上）

【警察メール】
徒歩にて登校中の児童の列に男がカメラを
向ける事案が発生しました。

〇行為者を特定し、指導警告をしました

男、30～40歳、170から
175cm、やせ型、深緑色
パーカー着用、カメラ所持、
外国人風

18 10月4日 15:30 美里ケ丘2丁目地内

【警察メール】
自転車で帰宅した女子生徒に対し、バイク
乗りの男が「ねえねえ中学生？」と声をか
ける事案が発生しました

男、25～30歳、中肉、水色
半袖Tシャツ、白色ヘルメッ
ト、紺色バイクに乗車

19 10月6日 17:45
禅台寺４丁目地内公
園付近路上

【警察メール】
徒歩で帰宅中の女子児童にたいし、男がみ
つめながら、後をつける事案が発生しまし
た。

男、20～30歳、身長170～
180㎝、白色半袖Tシャツ、黒色
長ズボン、白色マスク着用、茶
色カバン所持

20 10月27日 15:20
広眺ケ丘7丁目地内
広眺ケ丘第二集会所
北方路上

【警察メール】
徒歩にて下校中の女子児童に対し、男が
「背後からしか映らないから大丈夫」と声
をかけ、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、50～60歳代、160～
170㎝、中肉、紫色長袖パー
カー、色不明長ズボン、黒色
スマートフォン所持

21 10月28日 19:15
皐ケ丘8丁目地内路
上

【警察メール】
スマートフォンを持って住宅街をうろつく
男の目撃情報がありました。

男、20歳代、160㎝位、や
せ形、紺色パーカー、黒色ズ
ボン、色不明スマートフォン
所持

22 11月1日 8:30
美濃加茂市中富町1
丁目路上

【警察メール】
バット持った男が逃走中（徒歩）
〇不審者を見かけたら加茂警察署へご連絡
ください。0574-25-0110
【続報】
令和3年11月1日、美濃加茂市中富町1丁目
地内の路上におけるバットを所持した男に
ついては、行為者が判明し、指導しまし
た。11月9日配信

男、緑色の頭髪、赤いジャン
パー、Ｇパン、身長
170cm、30歳代、外国人風

23 11月10日 22:35
大森台1丁目地内
（民家）

【警察メール】
男が民家敷地内に侵入し、トイレの窓から
のぞく事案が発生しました

男170㎝

24 11月17日 16:25
石井地内（石井公民
館付近）

・児童が下校中、リュックを背負った男性
が近づいてきた。男性は、交差点辺りで止
まり、児童の様子を見続けていた。児童た
ちは、恐怖を感じてその場を走り去った。
男性が追いかけてくることはなかった。

身長１７０センチくらい、５０
代～６０代くらいの男性、太め
の体型、野球帽を着用し、
リュックを背負っていた。白色
のマスクを着用、服装は、紺色
（黒色系）の長袖、髪は黒色で
短髪　可児警察署には通報済み
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25 11月19日 7:30
広見地内（伊川交差
点付近）

登校中の児童が信号待ちをしていると、交
差点で停車中の白いワンボックス車に乗っ
ていた男性が児童の方にスマートフォンを
向けていた。児童が横断歩道を渡っている
ときに車の窓にスマートフォンをあてなが
ら撮影していた。信号が青になると、ワン
ボックス車はそのまま走り去った。

３０～４０歳代くらいの男性、
やせ型、眼鏡を着用、黒色のマ
スクを着用、服装：フード付き
のフリース（灰色）、髪は黒色
で短髪、水色のスマートフォン
を使用

26 12月1日 16:30
中恵土地内(ふるさ
と川公園東側)

男子児童がふるさと川公園の遊歩道を自転
車で東に進んでいると、駐車場に止まって
いる自動車に乗った女性にスマートフォン
を向けられた。運転席から児童が通り過ぎ
るまでスマートフォンを向け続けた。児童
はそのまま自転車でその場を通過した。

中肉の女性、黒色の乗用車、黒
いサングラスを着用、マスクを
着用していたが色は不明、茶色
の髪、緑色のジャンパーを着用

27 12月2日 17:00
今渡地内（鳴子公民
館付近）

女子生徒が一人で歩いていたところ、男性
が後ろをついてきて、「どこ行くの？」
２・3回声をかけてきた。生徒は怖くなって
ため、近くの知人の家まで走って逃げた。

20～30代ぐらいの男性、中肉
中背、黒色のズボンを着用

28 12月3日 15:00
広見地内(東可児病
院西側)

下校中の児童が二人で歩いていると、40だ
位の男性に「家に来る？」と声をかけられ
た。児童は「行かない」と答えた。その後
「こんにちは」とあいさつすると男性は
「気を付けて帰ってね」と話した。その
後、話しかけられたり、追いかけられたり
することはなかった。

男性、40～50歳くらい、身長
170㎝くらい、やせ型、髪の色
は金髪で耳にかかる駆台の中
だ、黒色マスク、茶色の上着、
青入りのジーンズ着用

29 12月8日 15:35
広見地内（鳥屋場橋
バス停北側付近）

【警察メール】
下校中、児童が西に向かって歩いていると、30
～50代くらいの男性が携帯電話（スマートフォ
ン）で撮影された。男性は、反対方向から児童た
ちに近づき、すれ違った後、ポケットからスマー
トフォンを取り出して撮影した。（シャッター音が
聞こえた）

30～50代の男性、身長170～
175cmくらい、やせ型、黒い帽子
（キャップ）、赤色と黒色んぽジャー
ジ、黒色ｽﾞﾎﾞﾝ、茶色のｽﾆｰｶｰ、白
色マスク着用

30 12月17日 15:25
今渡地内(今渡神明
交差点付近路上)

【警察メール】
男子児童が徒歩にて下校中、男から「自転
車に乗る？」と声をかけられる事案を認知
しました。

男、30～40歳、170～
175cm、中肉、黒色パーマ、紫
色長袖シャツ、紺色ジーンズ、
灰色マスク着用、黒色自転車

31 2月7日 17:30

帷子新町3丁目地
内帷子公園西広場
付近路上

【警察メール】
公園で遊んでいた男子児童らが、バットを持っ
た男らに声を掛けられる事案が発生しました。

〇　行為者を特定し、指導しました。

男2名　(1)10代、155cmく
らい、中肉、緑色と黒色パー
カー着用、金属バット所持
(2)10代、中肉、黒色ジャン
パー、水色ジャージズボン着
用

32 3月7日 7:30
姫ケ丘４交差点北西
路上

【警察メール】
登校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ありました。

〇行為者を特定し、指導警告しました

男、25～35歳、165～175cm、
中肉、黒色短髪、紫色ジャン
パー、黒色長ズボン、黒色ス
ニーカー、眼鏡着用、右手に
スマートフォン、左手に黒色
手提げ鞄所持

33 3月11日 7:55 可児市菅刈地内路上

【警察メール】
女性が車両を運転中、自転車に乗った男からス
マートフォンのカメラを向けられる事案が発生し
ました

男、中肉、黒色野球帽、白色
トレーナー、青色ズボン、眼
鏡着用、白色マスク着用,白
色クロスバイク使用

34 3月15日 15:25
広見伊川交差点南方
付近路上

【警察メール】
女子児童が徒歩にて下校中、男から「はい、
チーズ」等と声をかけられ、スマートフォンのカメ
ラを向けられる事案が発生しました。

男、20～30歳、170～175cm、
黒髪短髪、やせ型、黒色パー
カー、白色ズボン、白色マス
ク、黒色キャップ着用、外国
人風

35 3月23日 15:00
塩地内春里小学校付
近路上

【警察メール】
男子児童が自転車で移動中、男から声をかけら
れる事案が発生しました。

男、40歳くらい、160cmくら
い、黒髪ボサボサ頭、オレン
ジ色トレーナー、黒色ズボ
ン、黒色野球帽着用


