
平成30年度不審者情報（近隣市町）

発生日時 発生場所 不審者の特徴 内容

1 平成30年4月12日（木）15時30分頃 水巻町
年齢等：60～70歳代の男性
服装等：白い服、サングラス着用

男子児童が帰宅中、60～70歳代の男性から、「何年生？」と聞かれたので、
答えた。児童は怖くなり、走って自宅に帰ったが、後ろから歩いてついて来ら
れた。児童に被害はなかった。

2 平成30年4月16日（月）16時10分頃 直方市 特徴等：中年の女性

下校中の児童2名が、包丁を持って走ってきた女性に遭遇した。自動は怖く
なって、泣きながら走って家に帰った。

3 平成30年4月18日(水)16時30分頃 芦屋町
年齢等：年配の男性
服装等：黒色の帽子、サングラス、ジャンパー着用

放課後、児童2名が学童保育に向かう途中、見知らぬ男性から「ジュースを
買ってあげる」と声を掛けられた。

4 平成30年4月23日(月)17時頃 水巻町 年齢等：40歳代の男性

放課後、男子児童が自転車で帰宅中、見知らぬ男性から「止まって」と声を
掛けられた。男子児童が止まると、手首を掴まれ「遊ぼう」と言われたが、「帰
らないけん」と言って手をほどいて自転車で帰宅した。

5 平成30年4月25日(水)18時50分頃 水巻町 年齢等：60歳代の男性

放課後、女子児童と母親が見知らぬ男性から「1年生だね。かわいいね。」と
声を掛けられた。その後、母親に「あなた30代半ばでしょ。働きませんか。」な
ど、長時間話しかけられた。女子児童と母親は怖くなり、立ち去ろうとすると
「聞いてください。」と叫ばれた。

6 平成30年4月26日（木）14時頃 岡垣町
年齢等：20歳代の男性
服装等：赤い服
特徴等：赤色の自動車

男子児童が下校中、車が停車し、「何しようか」と大声で怒鳴られ、怖かった
ので「何もしてません」と言って走って逃げた。車は追ってこずに、別方向に
走って行った。

7 平成30年5月2日（水）15時頃 芦屋町
年齢等：20歳代の男性
服装等：短髪、黒っぽいジャージ
自動車：黒色

児童3人が下校中、見知らぬ2人の男性に車の中から「おかえり」「雨なので
車に乗るか？」と声をかけられた。3人は怖くなり走って逃げた。追いかけてく
る様子はなく、児童たちに被害はなかった。

8 平成30年5月8日（火）10時頃 直方市
年齢等：30歳代の男性　やせ型　短髪
自動車：黒のプリウス（後ろに「ＡＭＴ？」と書かれたステッカーが貼ってあっ
た。）

女子生徒が登校中、見知らぬ男性が乗った車に尾行され、車が追いつくと
ゆっくり並走し、そのまま通り過ぎた。その後、また、後ろから同様のことをさ
れた。そのことを十数回繰り返され、不審に思い、近くのコンビニエンスストア
に避難した。

9 平成30年5月10日（木）7時50分頃 直方市
年齢等：30歳代の男性2人
自動車：山口ナンバーの灰色の車

女子児童が登校中、停車していた車の後部座席にいた男性から写真撮影さ
れた。すぐに同伴していた母親が警察に通報した。

10 平成30年5月10日（木）19時50分頃 直方市
特徴等：黒い軽自動車
　　　　　　（助手席）20歳代ぐらいの男性
　　　　　　（運転席）20歳代ぐらいの女性

女子生徒が二人で下校中、後ろから黒い車が近づいて来て、助手席に乗っ
ていた男性が「時は金なり」と叫びながら通過し、再度後ろから車が近づいて
来て、「一緒にどこかに行こうよ」と声をかけられた。
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平成30年度不審者情報（近隣市町）

発生日時 発生場所 不審者の特徴 内容

11 平成30年5月11日（金）15時30分頃 水巻町
年齢等：60歳代男性
服装等：緑色のジャンパー、白い帽子着用

女子児童3人が下校中、男性に「おはようございます。俺んちこない？」と声
をかけられ、後をついてきた。女子児童は怖くなり、急いで帰宅した。児童た
ちに被害はなかった。

12 平成30年5月11日（金）18時頃 水巻町
年齢等：40～50歳代男性
服装等：赤いパーカー、眉毛が太くおかっぱ頭

女子児童が友達の家から帰宅途中、男性が後ろから小走りで追いかけてき
た。道路を横断しようとしたが、車通りがあり、渡れずに待っていると、男性が
近づいてきた。車が止まってくれたので、横断し右折して家に入った。男性も
横断してきたが家に入ったため、こちらをチラチラ見ながら直進していった。

13 平成30年5月14日（月）15時30分頃 直方市 特徴等：高校生ぐらいの私服の男性

女子児童が二人で下校中高校生ぐらいの私服の男性が「一緒に帰ろう」と声
をかけてきた。断ると、女子児童の一人を突き飛ばし、もう一人の女子児童
はランドセルを溝に捨てられた。その後男性は立ち去った。

14 平成30年5月14日（月）16時20分頃 水巻町
年齢等：30歳代後半から50歳代の男性
特徴等：眼鏡着用、橙色の買い物袋、キャラクター付きバッグ
服装等：白色のシャツ、ジーンズ、青色の帽子

女子児童2名が見知らぬ男性から声を掛けられた。女子児童は怖くなり、急
いで帰宅して保護者に知らせた。

15 平成30年5月14日（月）16時30分頃 水巻町
年齢等：40歳代の男性
特徴等：身長170㎝程度、短髪、細身

平成30年4月末から水巻町で複数回、不審者が出没しており、女子児童も複
数回目撃していた。女子児童2名がこの不審者を目撃したため保護者に知ら
せた。

16 平成30年5月16日（水）17時30分頃 水巻町

年齢等：30歳代後半男性
服装等：黒、オレンジ混じりの服、グレーのズボン
髪型　 ：スポーツ刈り
特徴等：軽自動車（グレー色）

女子生徒が徒歩で下校中、横に車が止まり男性と目が合い、にやけた表情
をしながら車から降りてきた。怖くなり、早歩きで帰ろうとしたが男性がついて
きたため、助けを求めようと友人の家の方向に逃げた。振り返って見たら男
性は追いかけて来なかった。

17 平成30年5月23日（水）7時30分頃 水巻町
年齢等：40歳代から50歳代の男性
服装等：灰色のシャツ、黒色の帽子
特徴等：身長165㎝から170㎝程度

女子生徒が登校中、見知らぬ男性がついてきたため、怖くなり家に走って
帰った。その後、保護者が学校と警察に通報した。

18 平成30年5月28日（月）15時50分頃 宮若市
年齢等：年齢不詳
服装等：黒色の長袖、茶色のズボン
特徴等：黒色の軽自動車

男子児童が下校中、見知らぬ男性から「名前はなんていうの？電話番号
は？お母さんは家にいる？」と尋ねられた。男子児童は怖くなり走って逃げる
と、男性はその場から立ち去った。

19 平成30年5月31日(木)17時20分頃 水巻町
年齢等：若い男性
特徴等：灰色の箱型（ワンボックス）乗用車。後部座席に年配の女性が同
乗。

女子児童が遊んだ後、帰宅途中に車に乗っている男性から「車に乗ってく
れ」と声を掛けられた。女子児童が無視して帰っていると、後ろから車が自宅
前まで付いてきた。警察に通報済み。

20 平成30年6月4日（月）7時50分頃 直方市
年齢等：30歳代後半の男性
服装等：Ｔシャツ、ジーンズ、剃髪
特徴等：黒色の乗用車

女子生徒2名が登校中にコンビニエンスストアに立ち寄る際、女子生徒の後
をついてくる男性がいた。女子生徒2名が店を出た後、その男性が駐車場に
停めていた車内から、女子生徒の様子をスマートフォンで撮影している様子
であった。女子生徒は怖くなり、すぐにその場を立ち去り、登校した。

2



平成30年度不審者情報（近隣市町）

発生日時 発生場所 不審者の特徴 内容

21 平成30年6月4日（月）16時50分頃 鞍手町
年齢等：30歳代から40歳代の男性
服装等：全身黒色の服装
特徴等：サングラス、マスク着用

女子児童が学校で遊んで家に帰る途中、中年の男性に出会い挨拶をした。
その後、男性が色々と話しかけてきたため、女子児童は怖くなり、急いで家
に帰ろうとしたところ、男性が後をついてきた。その時偶然、自転車で通りか
かった兄に出会うと、男性は直方方面に歩いて行った。

22 平成30年6月6日(水)19時30分頃 水巻町
年齢等：40～50歳代の男性
特徴等：アロハシャツ上下、緑色の帽子。白髪・長髪で髭が伸びている。

女子生徒2名が下校中、自転車に乗った男性と会い、恐怖を感じたため、公
共施設の敷地をぬけて、別の道路に出て帰宅しようとしたが、同じ男性がお
り、つけられているように感じたため、別の公共施設の管理人室に駆け込ん
だ。

23 平成30年6月7日（木）16時30分頃 水巻町
年齢等：50歳代～60歳代の男性
特徴等：上下とも白色の服、短髪の男性

男女児童6名が放課後、学校外で遊んでいたところ、見知らぬ男性がニヤニ
ヤしながら児童の後をついてきた。後をつけられているように感じた児童たち
は不審に思い、皆で同じ方向に走って逃げた。

24 平成30年6月12日(火)17時頃 水巻町

年齢等：30歳代～40歳代の男性
服装等：黒色のジャンパー、灰色のジーンズ、黒色のサングラス、マスク着
用、 黒色の短髪
特徴等：銀色の軽自動車

女子児童が見知らぬ男性から「こんにちは。」と声を掛けられ、つきまとわれ
た。女子児童は走って逃げて被害はなかった。

25 平成30年6月14日(木)16時頃 中間市
年齢等：40歳代～50歳代の男性
服装等：黒色のジャンパー、サングラス

女子児童4名が下校後に遊んでいる時、車に乗った見知らぬ男性に車内か
ら携帯で写真を撮られた。児童たちは怖くなり、走って家に帰った。

26 平成30年6月21日（木）8時20分頃 水巻町
年齢等：20歳代男性
服装等：黒色のＴシャツ、濃い灰色のジャージかスウェット、黒色の短髪
特徴等：眼鏡なし、痩せ型

女子生徒が登校中、見知らぬ男性から下半身を見せられ、卑猥な言葉をか
けられた。加害男性の知り合いと思われる別の男性も近辺にいた。女子生
徒に被害なし。

27 平成30年6月21日（木）15時30分頃 水巻町
年齢等：60歳代の男性
服装等：紺色の長そでウインドブレーカー（上下）、帽子着用

　男女児童3名が下校中、反対側から歩道を歩いてきた男性に「こんにちは」
とあいさつをしたら、「学校はどこね？」「上の方？、下の方？」などと話しか
けられた。女子児童の一人が、その男性から腕をつかまれそうになったため
身をかわし、男女児童は速やかにその場から離れた。男性は後をつけてくる
ことはなかった。

28 平成30年6月21日（木）18時10分頃 直方市
年齢等：60歳代から70歳代と思われる男性
服装等：高齢運転者マークのついた灰色の軽自動車

　女子生徒2名が車に乗った見知らぬ男性から「お菓子あげる」「毒とか入っ
てない」「お腹すいてない？」など話しかけられた。不審に思った女子生徒は
相手にせず、すぐに帰宅した。

29 平成30年6月22日（金）15時20分頃 直方市
年齢等：中年男性
服装等：Ｔシャツ、黒色のパーカー、黒色のズボン、黒色の帽子
特徴等：身長175ｃｍ位、眼鏡着用

男子児童が下校中に、見知らぬ男性に手を掴まれて連れていかれそうに
なった。男子児童は持っていた体操服入れの袋を投げつけて不審者から逃
れ、学校に戻ってきた。

30 平成30年6月22日（金）15時20分頃 中間市
年齢等：50歳代～60歳代の男性
特徴等：赤色のセダンタイプの乗用車

児童数名が、車に乗った男性から、「あなたは何小学校？」、「1年生は何
人？」、「あなたは何年生？」と声を掛けられた。児童は怪しいと思ったため、
「知りません。」、「分かりません。」と答えると、車は走り去った。
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平成30年度不審者情報（近隣市町）

発生日時 発生場所 不審者の特徴 内容

31 平成30年6月24日（日）10時30分頃 水巻町
年齢等：50歳代～60歳代の男性
服装等：黒色の半袖Ｔシャツ、長ズボン
特徴等：黒色のワンボックスカー

女子児童Ａがブランコで遊んでいると、男性から「お菓子を買ってあげるか
ら、車で一緒に行こう。」と声を掛けられた。「自転車だから行けない。」と答え
ると、「おじさんの車は大きいから自転車も乗るよ。」と言って誘ってきた。そ
の様子に気づいた近辺の人が、その男性に声を掛けると、何もせずに立ち
去った。その後、別の場所で女子児童Ｂが遊んでいたところ、女子児童Ａに
声を掛けた者と同じような特徴の男性が早歩きで近づいてきた。女子児童Ｂ
は追いかけられているように感じて怖くなり逃げた。女子児童ＡとＢは、その
後、合流して保護者に報告した。

32 平成30年6月30日（土）13時頃 中間市
年齢等：50歳代位の男性
服装等：灰色のTシャツ、灰色のズボン、マスク着用
特徴等：頭髪薄め、小太り

女子児童が帰宅中に、見知らぬ男性が「何歳ですか。」「さわらせて。」と話し
かけてきた。女子児童が持っていたペットボトルを振り回しながら「通報しま
すよ。」と抵抗すると、相手はひるんで「ごめんなさい」と言いながら逃げて
行った。その後、女子児童は帰宅し、母親に連絡した。被害はなかった。

33 平成30年7月1日（日）11時50分頃 中間市

年齢等：50歳代位の男性
服装等：白色のカッターシャツに黒色のズボン
特徴等：中肉中背、黒色の短髪、白地に青と赤のラインが入ったスポーツ
バック

女子生徒が駅で電車を待っていたところ、見知らぬ男性が近づいてきて「学
校どこね？」「今からどこに行くと？」「これからおじちゃんと遊ばん？」と声を
かけてきた。本人が無視して電車に乗ると、同じ車両に乗車し女子生徒を見
ていた。電車を乗り換えても同じ車両に乗り、女子生徒が下車するまで見て
いた。女子生徒の下車後男性はついて来ず、被害はなかった。

34 平成30年7月4日(水)15時10分頃 中間市
年齢等：中年の男性
特徴等：太めの体型、ぼさぼさの頭髪

男子児童が下校中、突然、見知らぬ男性が「2年生？」と聞いてきたので「ち
がう。」と答えると、その男性が急に男子児童の前にきて帽子のゴムを引っ
張って、ちぎった。男子児童は怖くなり、防犯ブザーを鳴らすと、男性は逃げ
て行った。その後、男子児童が帰宅するとき後方から、同一の男性が来てい
るのを見て、さらに恐怖を感じ、保護者に連絡した。その後、保護者が警察と
学校に通報及び報告をした。

35 平成30年7月9日（月）16時40分頃 中間市
年齢等：30歳代～40歳代の男性
服装等：長袖、黒色のマスク着用、少し長めの頭髪
特徴等：銀色セダン型の乗用車

女子児童が下校中、車に乗った男性から「道を教えてもらいたい。市役所の
所まで行きたいから車に乗って一緒に行ってほしい。行ってくれたらお菓子を
あげる。」と車の窓を開けて話かけてきた。女子児童は「無理です。」と断った
が、しつこく言ってきたので走って逃げた。

36 平成30年7月10日(火)15時00分頃 北九州市若松区
年齢等：30歳ぐらいの男性
服装等：黒の半袖シャツ、黒の長ズボン、白いマスクを着用
特徴等：身長160ｃｍ程度、小太り

北九州地区若松区鴨生田4丁目で、カッターナイフを持った男が下校中の女
児(8歳)に「殺すぞ。」と脅し、立ち去った。女児に怪我はなかった。男と女児
は面識はないとのこと。

37 平成30年7月11日(水)16時30分頃 水巻町

＜肩、手を触れようとした男性＞
年齢等：30歳代後半
服装等：緑色のTシャツ、灰色の短パン
特徴等：スポーツ刈りの頭髪

＜追いかけてきた男性＞
年齢等：50歳代後半
服装等：灰色のTシャツ、短パン
特徴等：白髪、白色のあごひげ

下校中の女子生徒2名が友人を待っていた時に、男性が近づいてきて、女子
生徒の1人が肩と手を触られそうになったうえ、「好き。」と言われた。女子生
徒2名は怖くなり、その場から逃げた。さらに別の男性が追いかけてきたた
め、逃げた。近くにいた人から注意するよう促され、女子生徒の祖父母宅に
避難した。

38 平成30年7月12日(木)16時45分頃 宮若市
年齢等：20歳代ぐらいの男性
服装等：黒色の洋服、黒色のズボン
特徴等：中肉中背、眼鏡なし

女子児童4名が帰宅後、図書館に行く途中に、ナイフを持った男性が後ろか
らついて来た。危険を察知した女子児童たちは、行き先を変更し、近くの友人
宅に避難した。女子児童たちに被害はなかった。警察へは学校から連絡を
行った。

39 平成30年7月17日（火）7時45分頃 直方市
年齢等：中年の男性
服装等：黒色っぽい上着
特徴等：黒色の軽自動車

児童1名が登校中、前方からスピードを出して近づいてきた軽自動車が急に
止まった。自動は怖くなって、学校方面に走って逃げた。
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平成30年度不審者情報（近隣市町）

発生日時 発生場所 不審者の特徴 内容

40 平成30年7月19日（木）8時頃 小竹町
年齢等：中年の男性
服装等：帽子着用
特徴等：茶色と黒色が混じった自動車

女子児童が登校中、車に乗った男性から「乗るか?」と声をかけられた。児童
が首を横に振ると、車は走り去っていった。女子児童に被害はなかった。

41 平成30年7月26日（木）11時頃 芦屋町
年齢等：50歳代から70歳代くらいの男性
特徴等：シルバーの軽自動車

女子児童が1人で夏季休業中補充授業から下校中、車に乗った見知らぬ男
性から「家どこ?」「近くに来て」「もっと来て」「車に乗せてやる」と声をかけら
れ、怖くなった女子児童は走って逃げた。男性は追いかけてはこなかった。
女子児童に被害はなかった。

42 平成30年9月19日（水）18時20分頃 水巻町
年齢等：30～40歳代
服装等：黒色のTシャツ、黄土色のハーフパンツ、黒色のキャップ
特徴等：中肉中背、赤色の自転車に乗り、黒のバッグを持っていた。

女子生徒２名が下校していたところ、自転車に乗った男性から「こんにち
は。」「高額なバイトに興味がないか。」と声をかけられた。女子生徒が「興味
がない」と返答すると、「今、暇なら一緒に帰らないか」と言われた。女子生徒
のひとりが「母親の車が来た。」と言うと、男性はその場を自転車で立ち去っ
て行った。男性が立ち去った後、警察、学校へ連絡を行った。女子生徒の被
害はなかった。

43 平成30年10月11日（木）19時30分頃 水巻町
年齢等：40歳代男性
服装等：黒帽子、上下黒で下はジャージ

　男子生徒１名が下校していたところ、男性から「こんにちは。」と声をかけら
れ、付きまとわれた。男子生徒は、自宅に避難し被害はなかった。

44 平成30年10月17日（水）15時30分頃 宮若市
年齢等：40～50歳代男性、あごの横に絆創膏貼付
服装等：サングラス着用
特徴等：白色のワゴン型乗用車（車内に3～4人の男性が同乗）

女子児童1名が下校中、乗用車に乗った男性から「おいで」と声をかけられ
た。女子児童が走って逃げると乗用車は追ってこなかった。

45 平成30年10月29日(月)17時頃 水巻町
年齢等：60歳代男性
特徴等：白髪、白色のワゴン型乗用車

児童3人が公園で遊んだ後、女児1名が1人で帰宅中に乗用車が近づいてき
た。その乗用車から降りてきた男性から「お店にパンを買いに行くから一緒に
ついてきて」と声をかけられたため、女子児童は走って逃げた。

46 平成30年10月30日（火）17時45分頃 直方市
年齢等：20歳代男性
特徴等：身長160ｃｍ程度
服装等：灰色のパーカー

女子生徒が下校中、下半身を露出した男性から手招きをされた。女子生徒
は怖くなって走ってその場を去り、祖母の家に逃げ込んだ。男性は追ってくる
ことはなかった。

47 平成30年10月25日（木）15時40分頃 水巻町
年齢等：70歳代男性
特徴等：黒縁の眼鏡、茶色の帽子、茶色と白色の長めの毛の犬を連れて
いる。

児童3名下校中に、犬を連れた男性から「犬のリードを持ちなさい。」と声をか
けられた。リードを持った男児は何もされなかったが、「いいです。」と断った
女児と一緒にいた女児の2名が頭を叩かれた。女児に怪我はなかった。

48 平成30年11月1日（木）15時30分頃 直方市
年齢等：30～40歳代男性
特徴等：不明

女子自動が一人で下校中、後方より走り寄ってきた男性に、突然ランドセル
を強く押された。押された勢いで前に転んだ女子児童は、両膝、両手、額に
擦り傷を追った。男性はその後、走ってきた方向へ去っていった。女子児童
は無事に帰宅した。

49 平成30年11月2日（金）18時50分頃 水巻町
年齢等：50～60歳代男性
服装等：黒色パーカー、黒色のズボン（ジャージ）
頭髪等：横は刈り上げ、他の部位は長髪

女子生徒が下校中、男性から「このあたりに住んでいるの？」、「今帰ってい
るの？」と声を掛けられ、「俺って悪く見える？」と聞かれたので、危険を感じ
て友人の家に駆け込んだ。友人の母親に事情を話して自宅まで連れて帰っ
てもらった。
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平成30年度不審者情報（近隣市町）

発生日時 発生場所 不審者の特徴 内容

50 平成30年11月4日（日）16時30分頃 水巻町
年齢等：30～40歳代
特徴等：黒色の帽子、桃色の上着（長袖）、黒色の長ズボン、ビニール袋
所持

女子児童が自宅付近で、「すいません。」と叫んでいる女性を見かけた。歩い
ているとその女性が近づいてきたので怖くなって逃げ出すと、その女性が追
いかけてきた。女子児童がつまずくと、女子児童の頭に持っていたビニール
袋を被せようとしてきた。女子児童は、それを避け、走って逃げながら防犯ブ
ザーを鳴らした。すると、女性は「私の家はあそこだから、いつでも来て。」等
言いながら、走ってその場から去って行った。

51 平成30年11月8日(木)7時20分頃 水巻町
年齢等：40～50歳代男性
服装等：黒色の帽子、黒色のサングラス、黒色のジャンパー、灰色のズボ
ン

男子生徒が登校中、前方から自転車に乗車した男性が近づいてきて、「可愛
いねえ、触らせて」と声を掛けられた。男子生徒が断り、その場を離れると、
後方から自転車が近づく音が聞こえたため振り向くと、その男性がまた近づ
いてきた。その時、車が2人の横を通ったため、自転車の男性は、その場から
離れて居なくなった。

52 平成30年11月12日（月）16時20分頃 水巻町

年齢等：30～40歳代男性
服装等：灰色と黒色の上着、ジャージ（ズボン）、眼鏡
頭髪等：黒髪の短髪
特徴等：身長175ｃｍ～180ｃｍ、銀色の乗用車（コンパクトカー）

男子生徒2名が下校中、停車中の車から降りてきた男性に「500円あげるか
ら引越しを手伝って欲しい。」と声を掛けられた。男子生徒が断ると、男性は
車に乗り、その場を立ち去った。

53 平成30年11月14日（水）7時20分頃 水巻町
年齢・特徴等：男性が後ろにいたため、よく見えていないが、30歳代に思え
た。

男子児童が1人で登校中、後ろからき来た男性に無言で両肩をつかまれた。
児童は驚いて、後ろ向きに足を出して蹴ったところ、男性が手を離したため、
走って逃げた。男児は無事である。

54 平成30年11月21日（水）14時頃 直方市
年齢等：60歳代男性
特徴等：やせ型
服装等：黒色のジャンパー、黒色のズボン、紺色の野球帽

女子児童2名が公園で遊んでいたところ、見知らぬ男性から、卑猥な言葉で
話しかけられたため、すぐに祖母宅に逃げ込んだ。その後、保護者が警察へ
通報し、学校にも連絡した。

55 平成30年11月22日（木）15時40分頃 水巻町
年齢等：60代男性
特徴等：中肉中背
服装等：黒色の服、赤色のベスト

女子児童2人が帰宅中、男性から突然驚かされた。児童はその場から逃げ、
振り返ったところ男性が歩いて近づいてきた。再び走って逃げ、振り返ったと
ころ、男性は立ち去っていた。

56 平成30年11月23日（金）15時頃 水巻町
年齢・特徴等：若い男性、黒色っぽい短髪、灰色の自転車
服装等：灰色のジャンパー、黄色っぽいズボン

男子児童が友人と3人でかくれんぼをして遊んでいたところ、見知らぬ男性か
ら「自転車の後ろに乗っていいよ。家まで送るよ。」と声を掛けられた。男子児
童が怖くなって逃げると、その男性が追いかけてきた。逃げている途中に友
人が現れると、男性はその場を立ち去った。

57 平成30年11月28日（水）16時頃 水巻町
年齢等：60歳代の男性
特徴等：白髪混じりの髪
服装等：上下灰色のジャージ

女子児童が2人で下校中、自転車を停めて立っている男性に出会った。2人
が帰宅後、再度外出して遊んでいると、同じ男性が追いかけてきたため怖く
なって逃げた。逃げた先で振り返るとその男性の姿はなかった。

58 平成30年12月6日（木）18時15分頃 宮若市
年齢等：年配の男性
特徴等：身長170cm程度
服装等：寒色系の服、黒色のニット帽子

男子生徒が自転車で下校中、向かい側から来た男性に「ねえ、ねえ」と声を
かけられ、右腕を掴まれた。男子生徒は2度振り払い、学校に戻ろうとしたと
ころ、その男性が後を追いかけてきた。

59 平成30年12月6日頃（木）18時30分頃 水巻町
年齢等：30歳代～40歳代の男性
特徴等：眼鏡着用、白色ワンボックス型の自家用車

男子児童が自転車に乗って帰宅中、自家用車に乗った男性から「お弁当い
る？」と声を掛けられた。男性が車から降りてこようとしたため、男子児童は
怖くなって自転車に乗って逃げた。その後、自家用車が追いかけてくることは
なかった。
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平成30年度不審者情報（近隣市町）

発生日時 発生場所 不審者の特徴 内容

60 平成31年1月4日（金）16時頃 中間市 詳細不明

女子児童が店内で買い物中、下半身を露出した不審な男性に気づいた。女
子児童は怖くなり、自宅に帰り祖父に事情を説明した。祖父がお店に連絡
し、店内の防犯カメラで確認後、警察へ通報した。翌日の5日・土曜日に同一
人物が再度来店したため、お店が警察へ通報し警察が対応した。

61 平成31年1月25日（金）16時30分頃 水巻町

年齢等：50歳代～60歳代男性
服装等：髪形は長めで、後ろを結髪
         紫色のウインドブレーカー(上着)、薄い灰色のジーンズ
特徴等：黒色の自転車

女子生徒が下校中、信号待ちをしていた際に自転車の男性と目があったの
で挨拶をした。その後、男性は女子生徒と別方向に行っていたが、女子生徒
の方に自転車で近づき、「何年生?」「家は何処?」と声を掛けてきた。女子生
徒が男性からの声掛けを無視したため、男性はその場を立ち去った。

62 平成31年2月4日（月）16時40分頃 芦屋町
年齢等：50歳代～60歳代の男性
服装等：スーツ等ではない服装
特徴等：シルバーのカートを所持

女子生徒が下校中、男性が「○○病院の人事の○○です」と名乗り声をかけ
てきた。男性は「仕事の紹介」ということで「家族に仕事を探している人はいな
いか」「何処に住んでいるのか」等と話しかけた。女子生徒は男性に「はいは
い」と返事を返し帰宅した。女子生徒に被害はなかった。

63 平成31年2月22日（金）16時30分頃 中間市
年齢等：40歳代男性
特徴等：身長155cm程度、茶髪、目がぱっちりしている。

女子生徒3名が下校中、不審な男性に遭遇した。ずっと見られているだけで
はあったが、小学生の頃、この男性から追いかけられたことがあったため、
怖くなり急いで帰宅した。帰宅後、保護者から学校へ連絡した。

64 平成31年3月12日（火）9時30分頃 中間市
年齢等：30歳代の男性
特徴等：細身の体型
全体的に黒色っぽい服装、帽子着用

女子生徒1名が登校中、男性1名が後をついてきた。女子生徒は怖くなって
学校まで走って登校した。男性が後を追いかけてくる様子はなかった。

65 平成31年3月15日（金）12時40分頃 水巻町
特徴等：眼鏡着用、白色の車
　　　　　※車のナンバーを覚えており、警察に通報している。

女子児童が卒業式後に下校中、車に乗った男性から「送ってやろうか」と声
をかけられた。女子児童は逃げて帰ったため、被害はなかった。

66 平成31年3月18日(月)16時頃 水巻町
年齢等：60歳代の男性
服装等：灰色の上着、紺色のズボン、茶色のキャップ型帽子、黒色のマス
ク

女子児童が下校中、友達と別れて1人になったときに、後ろを歩いてきた男性
に気づいた。その男性は、女子児童が歩くと歩いて後ろをついてきて、走ると
走ってついてきた。女子児童は怖くなり、走って自宅に帰った。途中で男性は
追いかけるのをやめて、別の方向へ去って行った。

67 平成31年3月19日（火）8時10分頃 芦屋町
年齢等：30歳代～50歳代の男性、細身の体型で薄毛の頭髪
服装等：トレーナー、ズボン（色は不明）
特徴等：白色のワンボックス型乗用車

女子生徒が登校中、道端に立っていた男性からズボンのチャックをおろした
下半身を見せられた。その後、女子生徒は危険を回避するため、表通りに逃
げた。

68 平成31年３月21日（木）12時頃 小竹町
年齢等：60～70歳代の男性
服装等：灰色のジャンパー、黒色の帽子
特徴等：灰色の自転車

男子児童が遊んでいたところ、自転車に乗った男性から「大きい声出せる？」
などと声をかけられた。男子児童が少し声掛けに応じていると、男性は「俺は
不審者。」と言って、自転車に乗って立ち去った。
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