
令和元年度不審者情報（近隣市町）

発生日時 発生場所 不審者の特徴 内容

1 平成31年4月5日（金）13時頃 直方市
年齢等：20歳代男性
特徴等：身長160ｃｍ程度、やせ型、黒色の短髪
服装等：全裸

女子生徒1名が下校中、男性に下半身を見せられた。その後、男性は徒歩で
立ち去った。報告を受けた保護者が警察署に通報した。

2 平成31年4月17日（水）16時10分頃 小竹町
年齢等：60歳代～70歳代男性
特徴等：桃色の自家用車

男子児童が帰宅途中、自動車に乗った男性からモデルガンを向けられた。
実際にモデルガンを撃つ等はなく、男性はそのまま走り去った。

3 平成31年4月19日（木）7時55分頃 水巻町
年齢等：男性（年齢不詳）
特徴等：黒のサングラスに緑のキャップ帽子
　　　　　黒と灰色の縞模様の上着、クリーム色のズボン、マスク着用

男子生徒が登校中、友達を誘いに行こうとした時に、看板のＱＲコードをス
マートフォンで撮っている男性と遭遇した。スマートフォンを生徒の方向に向
けられ、目と目が合い、男性は生徒と逆方向に立ち去った。

4 平成31年4月25日（木）17時頃 直方市
年齢等：60歳代～70歳代男性
特徴等：顔の半分にやけどの跡

女子生徒が二人で下校中、男性とすれ違った際に「やっぱり制服の下には
体操服を着ているの」と笑いながら声をかけられた。
女子生徒たちは怖くなり、急いでその場を立ち去り、自宅へ帰った。
その後、保護者にその内容を伝えた。

5 令和元年5月19日（日）16時30分頃 直方市
年齢等：車に乗っていたため、性別・年齢不明
服装等：車に乗っていたため、不明
特徴等：黒色のワゴン型乗用車

女子生徒が1人で下校中、不審な乗用車が女子生徒の前をハザードランプを
点滅させながら、動いては止まり、動いては止まりを繰り返した。女子生徒が
怖くなり、助けを求めようとした時に母親が自家用車で迎えに来ていたので
母親の自家用車に乗り込み自宅へ帰った。不審な乗用車はすぐにその場を
去った。

6 令和元年5月23日（木）19時30分頃 中間市
年齢等：30歳代の男性
服装等：不明
特徴等：グレーの軽自動車

女子生徒が1人で下校中、グレーの軽自動車に乗った30歳代の男性から「こ
のホテル知っとる？」とスマホの画面を見せられた。女子生徒は「知らない」と
言って逃げた。報告を受けた保護者が学校へ連絡し、警察へ報告した。

7 令和元年5月24日（金）16時10分頃 直方市
年齢等：高校生ぐらい
服装等：白いシャツ

男児2名が自転車で通っていたところ、高校生ぐらいの男性が4、5人いた。そ
のうちの1人がズボンを下げて下半身を見せていた。隣にいた男が「見て」と
言った。男児2名は、無視をしてその場を立ち去った。自宅に帰って母親に伝
え、報告を受けた母親が学校に連絡した。

8 令和元年6月2日（日）13時30分頃 水巻町
年齢等：40歳代の男性、1つに束ねた長髪、ひげあり
服装等：緑色の半袖シャツ、グレーの短パン

女児2名と男児1名が、公園で遊んでいたとき、男性が近づいてきて、「どこか
ら来たの？」「お腹がすいていない？」などと話しかけてきた。その後、女児1
人になり、怖くなってその場を離れたが、後ろからついてきたため、逃げた。
気づいたら男性はいなくなっていた。女児には被害はなかった。

9 令和元年6月6日（木）15時45分頃 直方市
年齢等：40歳代～50歳代の男性
特徴等：中肉中背の体型
服装等：黒の上着、ジーンズ、白のヘルメット、黒のスクーターバイク

女子生徒2名が歩行中、黒色のバイクに乗った男性がゆっくり後をついてき
た。その男性は最所、女子生徒たちの後方にいた男子児童の後をつけてい
たが、その後、女子生徒たちの後をついてきた。そして、その男性がすぐ近く
まで近寄ってきた際に何かつぶやいていた。怖くなった女子生徒2人が叫ぶ
と、その男性はいやな顔をしてバイクに乗ってその場を立ち去った。

10 令和元年6月11日（火）15時00分頃 中間市
年齢等：60歳くらいの男性
特徴等：右目に眼帯

自転車に乗った男性が、女児1名と男児2名に近づいて、かごに入れていた
ぬいぐるみを黙って目の前に差し出して、また、かごに入れた。男性はその
場から黙って自転車に乗って立ち去った。児童は、怖くなって走って逃げた。
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令和元年度不審者情報（近隣市町）

発生日時 発生場所 不審者の特徴 内容

11 令和元年6月13日（木）8時00分頃 直方市
年齢等：50歳代、男性
服装等：灰色のパーカー、短パン、サンダル履き
特徴等：ツーブロック型の頭髪

女子生徒が下校中、自転車に乗車した男性が、女子生徒に歩調を合わせる
ようにつけてきた。
しばらくして左右に分かれる道で、女子生徒は右に、男性は左に進んだが、
また、途中から再度、男性がつけてきた。女子生徒は怖くなって学校方面に
走って逃げると、男性はその場去った。

12 令和元年6月13日（木）13時40分頃 直方市
年齢等：40～50歳代、男性
服装等：黄土色の半そで、短パン、サンダル履き

女子生徒が一人で下校中、自転車に乗車した男性が、後ろからつけてきた。
女子生徒は怖くなり、急いで自宅へ向かった。自宅付近まで来たとき、男性
はどこかへ立ち去っていた。

13 令和元年6月13日（木）17時00分頃 直方市
年齢等：50歳代、男性
服装等：茶色のシャツ、短パン、サンダル履き
特徴等：薄髪

女子生徒が2人が食事を終えて店外に出たところ、男性から「中学生？高校
生？」と声をかけられた。一人の女子生徒が「中学生」と答えると、男性が「遊
ぼう」と話しかけてきた。
2人が無視して帰っていると、男性が自転車で追いかけてきて「5年後遊ぼう」
と言ってきた。さらに無視して帰っていると、男性はどこかへ立ち去った。

14 令和元年6月17日（月）18時00分頃 水巻町
年齢等：50歳代の男性
特徴等：白髪まじり、眼鏡使用、シルバーの乗用車

女児にシルバーの乗用車がゆっくり近づき、窓を開け「ちょっと君」と話しかけ
てきた。無視すると、並走され再び窓を開け話しかけてきた。対向車が気づ
いて停車し、横断を促してくれたため、車は立ち去った。自動に被害はありま
せんでした。

15 令和元年6月18日（火）15時30分頃 岡垣町
年齢等：60歳代の男性
特徴等：白色の軽自動車

児童3名で帰宅中、白色の軽自動車に乗った男性2人から「車に乗せていこう
か」と言われた。児童は断り、すぐに走って帰宅した。

16 令和元年6月19日（水）7時30分頃 中間市
年齢等：70歳代の男性
服装等：白髪
特徴等：白色の乗用車

男性が男子児童の方を見て近づいてきて、声をかけそうになった。怖くなった
児童は、逃げていったが、男性は乗用車で追いかけてきた。児童に被害はな
かった。児童から話を聞いた保護者は、警察に通報した。

17 令和元年6月19日（水）16時30分頃 直方市
年齢等：60歳代の男性
服装等：不明
特徴等：不明

男子児童4名が下校中、男性が後ろからついてきて「帽子を貸してあげよう
か。」、「お茶をあげようか。」、「水筒持ってあげるよ。」などと言いながらラン
ドセルを触ってきた。男子児童は怖くなって、走って帰宅した。

18 令和元年6月24日(月)11時00頃 直方市
年齢等：30歳代の男性
特徴等：身長175ｃｍ程度
服装等：黒色の半袖Tシャツ、黒色のジャージパンツ、マスク・帽子着用

男子生徒1名が登校中、男性に後をつけられている気がした。男子生徒は怖
くなり家に引き返そうと思い、その男性の横を通って引き返したが男性は徒
歩でついてきた。やがて男性がいなくなったため、家に戻った。

19 令和元年6月24日(月)15時30分頃 鞍手町
年齢等：年齢不詳の男性
特徴等：白色の乗用車

女子児童が1人で下校中、対向車が徐々にスピードを落としながら、近づい
てきて、停車し、女子児童を見て笑った。女子児童は怖くなり走って学校へ
戻った。

20 令和元年6月25日(火)16時30分頃 水巻町
年齢等：20歳代後半の男性
特徴等：ベージュ色の軽乗用車

男子児童1名が下校途中に乗用車がゆっくりと男子児童に近づいて追い越
し、前方で停車した。その際、バックミラーで様子を見られている気がしたた
め、物陰に隠れた。しばらくすると乗用車は立ち去った。
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令和元年度不審者情報（近隣市町）

発生日時 発生場所 不審者の特徴 内容

21 令和元年6月25日(火)16時30分頃 水巻町
年齢等：60歳代の男性
服装等：茶色のサングラスに白のヘルメット
　　　　　茶色の長袖シャツ、黒のジャージズボン

下校中、生徒がマンションの入口に入ろうとした時に、男性が走ってきて、「お
嬢さん、いい友達がおるねぇ」等の声をかけられた。不安になった女子生徒
は、別の入口にまわって自宅に帰った。マンションの2階から下を見ると、そ
の男はバイクで移動していた。

22 令和元年6月26日(水)8時00分頃 鞍手町
年齢等：50歳代の男性
服装等：紺色の長袖ワイシャツ、黒いズボン
特徴等：頭頂部は薄く、耳の周囲には頭髪あり、大きめのバイク

女子児童が、普段より遅れていたため、走って一人で登校していたところ、前
方に見知らぬ男が、バイクに乗って止まっていた。女子児童がバイクの横を
通ったとき、その男から「後ろに乗らない？」と声をかけられた。女子児童が
「大丈夫です」と答え、走って逃げたところ、その男は少し追いかけてきたが
そのまま去っていた。

23 令和元年７月３日（水）19時00分頃 直方市新町付近
年齢等：40～50歳代、男性
服装等：黒色っぽい服装、マスク着用
特徴等：黒色の乗用車

　男子児童が、放課後帰宅途中に見知らぬ男性から「お母さんの友達だ
よ。」と声をかけられた。男子児童が無視していると男性は「お菓子もある
よ。」と誘ってきた。気味が悪くなった男子児童はその場から走って逃げた。
その後、自宅へ歩いて帰っていると、先ほどの男性が車でついてきているの
に気づき、再び走って逃げた。男子児童が人通りの多い道に出たところで、
その車はいなくなったため、急いで帰宅した。

24 令和元年７月7日（日）19時00分頃 岡垣町海老津付近
年齢等：男性（年齢不詳）
服装等：黒色のTシャツ、黒色のスキニーパンツ、白色の野球帽、
　　　　　白色のハイカット・シューズ、黒色のトートバッグ

　生徒が帰宅して玄関の鍵を開けようとしたところ、後方に人の気配を感じて
写真を撮られたような気がした。
　自宅に入って窓から様子を見ると男性が玄関付近から遠ざかって行くのが
見えた。その後、母親と一緒に交番に行って通報した。

25 令和元年７月12日（金）7時50分頃 水巻町猪熊3丁目付近
年齢等：40～50歳代、男性
服装等：身長170ｃｍ程度で中肉、全裸、丸刈りの頭髪、
　　　　　黒色の革靴、黒色のサングラス、茶色のショルダーバッグ

　女子児童が１人で登校中、全裸の男性から卑猥な言葉で声をかけられた。
女子児童は怖くなり、男性を無視して急ぎ足で学校に向かってしばらく歩いた
後、後ろを振返ると男性は他方向へ走って行った。女子児童は登校後、すぐ
に担任に報告し、警察に通報した。

26 令和元年７月16日（火）15時40分頃 直方市知古2丁目付近
年齢等：30歳代、大柄の男性
服装等：黒色の帽子、灰色のＳＵＶ型乗用車

　男子生徒が1人で帰宅中、乗用車に乗った男性から「車に乗らない？」と声
をかけられた。男子生徒は「乗りません。」と答えた。男子生徒が車の後部座
席にあった刃物のような物を見ていると、男性は「言ったらどうなるか、分
かっとろうな。」と言って去った。

27 令和元年７月16日（火）16時15分頃 中間市上蓮花寺付近
年齢等：30～40歳代、男性
服装等：身長160ｃｍ程度、がっちりとした体型

　女子児童が本屋で母親と少し離れて本を選んでいたところ、男性が女子児
童を直視しながらそばまで近寄り、「何年生？」、「何年生まれ？」と話しかけ
てきた。女子児童は嫌な感じを受けたので、その場を急いで去り、母親と合
流した。

28 令和元年8月22日（木）8時30分頃 中間駅近く 年齢等：高校生風男性

　女子生徒１名が体験入学に行くために中間駅に徒歩で向かっていたとこ
ろ、自転車を押しながら高校生風の男性が「胸をさわらせて」「お金やるけ、
キスさせて」等、しつこく言ってきた。途中、隠れていたが見つかってしまい、
無理やり胸を触られた。怖くなって、駅近くにいた人に助けを求め、その人が
警察へ通報した。

29 令和元年8月31日（土）15時00分頃 水巻町樋口
年齢等：40歳代後半、男性
服装等：紺色のＴシャツ、短パン
特徴等：長髪を後方で結髪

　女子生徒１名が友人２名との待ち合わせ場所に向かう途中、男性から「何
年生？今から何処行くの？」と声を掛けられた。女子生徒は怖くなって待ち合
わせ場所に走って行ったが、男性も追いかけてきた。女子生徒は待ち合わ
せ場所で友人２名と合流し、３人でその場を走って逃げた。

30 令和元年9月11日（水）15時50分頃 中間市弥生2丁目付近
年齢等：60歳代ぐらい、男性
特徴等：黒色の自動二輪車

　児童４名が下校中、黒色の自動二輪車に乗った男性から「何年生？」と声
を掛けられた。
　また、違う場所で他の児童３名が同様の自動二輪車に乗った男性から、
じっと見られて怖くなって立ち止まっていた様子を他の児童が目撃した。さら
に、その男性が学校のフェンスから顔を出して学童の児童に「何年生？」と話
しかけていた。児童はすぐに学校に戻り教員に連絡をした。
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令和元年度不審者情報（近隣市町）

発生日時 発生場所 不審者の特徴 内容

31 令和元年9月11日（水）16時15分頃 鞍手郡鞍手町大字室木
年齢等：年齢不明、男性
服装等：上下黒色の服、黒色の帽子、サングラス・マスク着用

　児童４名が下校中、後方から男性が近づいてきているのに気づいた。児童
は追いかけられていると感じたので、近くの店舗まで走って避難した。男性は
店舗手前の道を別方向へ走って行った。

32 令和元年9月6日（金）17時00分頃
中間市小田ヶ浦2丁目付
近

年齢等：中年の男性
特徴等：青色の軽自動車

　児童２名が習い事へ行く途中、軽自動車が近づいてきた。軽自動車には男
性が乗っており、児童の後ろを軽自動車でついてきた。児童は公共施設まで
急いで行ったが、男性は軽自動車を停め、様子を窺っている感じであった。
児童はその後、母親に連絡し、帰宅後、学校に連絡した。

33 令和元年9月4日（水）17時15分頃
中間市小田ヶ浦1丁目付
近

年齢等：中年の男性
特徴等：青色の軽自動車

　女子児童が家の周りを走っていたところ、軽自動車が止まっていた。その
軽自動車は一度通り過ぎたが、また戻ってきて窓を開けた。男性が乗ってい
るのが見えて、児童は怖くなり近くの友達の家に逃げ込んだ。その後、帰宅
して母親に伝え、学校に連絡した。

34 令和元年9月16日（月）15時～16時頃 直方市大字感田付近
年齢等：60歳代～70歳代、男性
服装等：白色の帽子、黒縁の眼鏡、黒色のリュックサック

　女子児童３名が公園で遊んでいたところ、男性が女子児童の横に座って話
しかけてきた。「スカートがめくれてるよ。」、「ケガがあるね」などと話しかけな
がら３人の足を触ってきたので、手を払った。そこに２人の男子児童が来たた
め、男性は去って行った。その後、児童が直接、警察に通報して来てもらっ
た。

35 令和元年9月18日（水）16時30分頃 岡垣町東松原2丁目付近
年齢等：40歳代、男性
服装等：黒色のＴシャツ

　男子児童が下校中、発生場所付近に差し掛かった時に、前を向いていた
男性が振り返って「サンドウィッチ食べる？」と言って、バックに入ったサンド
ウィッチを差し出してきた（サンドウィッチは５個入りの容器に３個ほど入って
いた）。男子児童は「学校で人にものをもらってはいけないと言われている。」
と答えると、「そうだね。」と言って、次に後ろからきている小学生に声をかけ
ていた。男子児童には、被害はありませんでした。

36
令和元年9月24日（火）25日（水）15時
30分頃

直方市大字植木付近
年齢等：年齢不詳、男性
服装等：青色と白色の横縞の服

◇9月24日（火）
　児童2名が下校中、見知らぬ男性が「バナナをあげるよ。」と声を掛けてき
た。
◇9月25日（水）
　上記の同一児童2名が下校中、24日(火)と同じ男性が「チョコレートをあげ
る。」と声を掛けてきた。児童２名は受け取らずに帰宅した。

37 令和元年9月26日（木）8時15分頃 直方市大字頓野付近
年齢等：20歳前後、男性
服装等：長袖、長ズボン

　保護者が、児童を車で学校へ送っている際に、交差点で下半身を露出した
男性が立っているのを目撃した。

38 令和元年9月26日（木）13時30分頃 直方市大字上新入付近
年齢等：50歳位、男性
特徴等：細身、短髪

　女子生徒が1人で歩いて帰宅中、白か灰色の車に乗った男から話しかけら
れた。生徒が無視すると、そのまま立ち去った。

39 令和元年9月27日（金）17時頃 中間市中央付近
年齢等：70歳位、男性
特徴等：白髪、灰色の乗用車

　女子生徒が帰宅中、後方から車が１台近づいて止まった。男性が窓を開け
て、険しい表情で声をかけてきた。女子生徒は怖くなって走って逃げた。

40 令和元年10月7日（月）16時30分頃
岡垣町東高倉から野間南
付近（３号線バイパス高
架沿い）

　年齢等：40歳代くらいの男性
　特徴等：短髪
　服装等：黒色の半袖Ｔシャツ、青色のスニーカー

　女子児童が下校中、見知らぬ男性から後をつけられた。女子児童は怖くな
り走って自宅に帰った。男性はいなくなっていた。
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令和元年度不審者情報（近隣市町）

発生日時 発生場所 不審者の特徴 内容

41 令和元年10月3日（木）16時30分頃 鞍手町八尋付近
　年齢等：30歳代～40歳代くらいの髭を生やした男性
　特徴等：灰色の乗用車

　女子児童3名が路側帯を歩行中、前方から自動車が通りかかった。車内の
男性がフロントガラスの所に固定していたスマートホンを触っていて、写真を
撮られたように感じた。自動車が通り過ぎて振り向いたら、スマートホンの画
面に女子児童が着ていた洋服が映っていたように見えた。

42 令和元年10月8日（火）15時10分頃 岡垣町中央台付近
　年齢等：年齢不詳、男性
　特徴等：黒髪で長髪（肩の長さ程度）
　服装等：黒色っぽい服、白色のハーフパンツ

　男子児童2名が下校していると、見知らぬ男性が封の空いた品物を見せな
がら「チョコベビー食べる？」と話しかけてきた。不審に思った男子児童2名
は、走ってその場から逃げた。男性が近くに停めていた乗用車に戻り、追い
かけてくるように見えたが、振り返ると追いかけてきていなかった。

43 令和元年10月8日（火）16時30分頃 直方市知古付近

　年齢等：高校生くらいの男性2人（男性Ａ・男性Ｂ）
　特徴等：1人は短髪、もう1人は普通の長さ
　　　　　　（どちらが短髪・普通の長さであったか不明）
　服装等：男性Ａ…白色のＴシャツ、ジーンズパンツ
　　　　　　男性Ｂ…不明

　女子生徒が1人で歩いて帰宅中、前方から2人の男性（男性Ａ、男性Ｂ）が
歩いてきた。男性Ａがすれ違いざまにＴシャツをまくって、ズボンのチャックが
開いているのを見せた。もう1人の男性Ｂは、その様子をスマートホンで撮影
していた。すれ違った後、2人の男性Ａ・Ｂは反対方向に歩いて行った。女子
生徒はそのまま帰宅した。

44 令和元年10月10日（木）16時40分頃 宮若市宮田付近
　年齢等：40歳代～50歳代、男性
　特徴等：水色の乗用車

　男子生徒が母親の迎えを待っていると、車に乗った男性が「何ボーッと立っ
とるんか！」と言って車から降りてきた。男性は手に持っていたもので男子生
徒を殴ろうとした。すぐに後方から別の車が来たため、男性は自分の車に戻
り立ち去った。

45 令和元年10月25日（金）7時15分頃 鞍手町弥生付近
　年齢等：年齢不詳、男性
　服装等：黒っぽい服装

　低学年の児童が登校中、後ろから男性がつけてきた。その後男性は、団地
内に去っていった。

46 令和元年10月29日（火）19時頃 芦屋町緑ヶ丘付近
年齢等：30～40歳代の男性
特徴等：オレンジ色のラインが入った黒い車
　　　　　つばのあるキャップを着用

　集団で習い事から帰宅中の男児たちの様子を後ろから伺っていた男性が
いた。集団から離れて男児が一人になったところ、男性は、男児の動きに合
わせて車を進めたり、バックさせたりした。男児は怖くなり、急いで帰宅した。
なお、男児には被害はなかった。

47 令和元年11月5日（火）17時30分頃 直方市大字感田付近
年齢等：40歳代位の男性
特徴等：身長160～170ｃｍ位、細身の体型、頭髪はやや長め
服装等：濃緑色のジャンパー

　女子生徒が１人で歩いて帰宅中、下半身を露出した男性に出会った。女子
生徒は怖くなり、走って逃げ、そのまま帰宅した。

48 令和元年11月6日（水）16時頃 直方市大字知古付近
年齢等：若い男性（年齢不詳）
特徴等：水色の乗用車

　女子生徒が１人で歩いて帰宅中、車からクラクションを２度鳴らされた。自
分には関係ないと思い、そのまま歩いていると車の中から手招きされた。女
子生徒は怖くなり、急いで自宅に帰った。

49 令和元年11月10日（日）9時30分頃 中間市蓮花寺付近
年齢等：70歳代の男性
服装等：緑色のジャンバー、帽子

　女子生徒が１人で自転車に乗って走っていると、すれ違いざまに、携帯電
話で写真を撮られた。

50 令和元年12月4日（水）17時5分頃 水巻町猪熊2丁目付近
年齢等：年齢不詳、男性
服装等：黒色の上着、帽子着用、イヤホン着用

　男子児童１名と女子児童１名が２人で学童から自宅に歩いて帰る途中、見
知らぬ男性が後を追ってきた。男性からは話しかけられなかったが、怖くなり
走って逃げたら、男性も走って自宅まで追いかけてきた。帰宅後、保護者に
伝え学校に連絡した。
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令和元年度不審者情報（近隣市町）

発生日時 発生場所 不審者の特徴 内容

51 令和元年12月6日（金）16時30分頃 水巻町おかの台付近
年齢等：年齢不詳、男性
服装等：上下黒色の服装、黒色の帽子・黒色のサングラス・黒色のマスク
着用

　路上において女子児童１名が見知らぬ男性から後をつけられた。途中から
女子児童は走って逃げ、自宅近くで振り返った時には、その男性はいなかっ
た。

52 令和元年12月6日（金）16時00分頃
岡垣町東山田一丁目付
近

年齢等：60歳代くらいの男性2名
服装等：黒色っぽい服、マスク着用

　女子児童が下校して学童に行く途中、向かい側から二人組の男性が笑い
ながら手を振って近づいてきた。女子児童は走って前を歩いていた友達に追
いつき、後ろを振り返ると二人組の男性の姿はなかった。

53 令和元年12月10日（火）17時20分頃 岡垣町松ヶ台5丁目付近
年齢等：20歳代くらいの男性
服装等：黒色っぽい服、眼鏡着用
特徴等：黒色の小型乗用車

　女子児童が放課後、自宅に戻る途中、車が停車していることに気づいた。
車に乗っていた男性が車の窓から手を出して女子児童に手招きした。女子
児童は怖くなって止まっている車の横を走り抜けて自宅に向かうと、その車も
走り去った。

54 令和元年12月11日（水）15時30分頃
岡垣町東山田一丁目付
近

年齢等：年齢不詳、男性
服装等：上下黒色っぽい服、黒色のマスク、黒色の帽子

　女子児童２名が学校から下校の途中、後ろから男性がついてきいてること
に気づいた。下校中ずっとついてきた。怖くなり、防犯ブザーを手に持ちなが
ら２人で帰った。自宅近くで女子児童が振り向くと男性が手を振っていた。男
性は女子児童の自宅すぐ近くまでついてきた。自宅に帰り着くと、男性の姿
はなかった。翌日朝、女子児童より学校へ相談があった。

55 令和元年12月12日（木）17時40分頃 水巻町伊佐座3丁目付近

（助手席に乗車していた男性の特徴）
年齢等：20歳代～30歳代、男性
服装等：暗色の服装、ニット帽のようなの帽子

※運転者については性別、特徴の詳細不明

　女子児童が放課後、友人宅から自宅に自転車で帰る途中、自動車が女子
児童の目の前を通り過ぎ停車後、バックしてきて女子児童の前で停車した。
助手席から一人の男性が降りてきて声を掛けられた。女子児童は自宅方向
に自転車で逃げ、近くにいた人に助けを求め、保護され、自動車は走り去っ
た。

56 令和元年12月18日（水）7時00分頃 岡垣町松ヶ台5丁目付近

年齢等：30歳代、男性2名（運転席1名、後部座席1名）
服装等：【運転手】黒色っぽい服装、金色の刺繍入り上着、眼鏡着用
　※後部座席乗車の男性については不明
特徴等：銀色の普通乗用車

　男子児童2名が登校中、後方から来た車が児童の横で停車した。児童2人
が驚いて後ずさりすると、車も合わせるようにバックして停車した。児童2人は
怖くなり走って逃げようとしたが、普通の車かもしれないと思い、そのまま歩
いていると車の中から男性が児童2人を睨みつけるように見てきた。しばらく
すると車はそのまま走り去った。

57 令和元年12月18日（水）16時30分頃 岡垣町桜台12番付近
年齢等：年齢不明　男性
服装等：黒いサングラス
特徴等：銀色のバイク

　女子児童が下校中、交差点で児童の横にバイクが停車した。バイクの男性
は児童の方を見て手を振った。その後、バイクは走り去って行った。児童に
は被害はありませんでした。

58 令和元年12月19日（木）16時30分頃 岡垣町東松原2丁目付近
年齢等：30代の男性
服装等：ニット帽　ふちなしの丸眼鏡
特徴等：黄色の車

　女子児童が歩いていると車が右折して停車。中に乗っていた男性が手を
振ってきた。その後、車は走り去って行った。児童には被害がありませんでし
た。

59 令和元年12月20日（金）19時10分頃 水巻町おかの台付近
年齢等：30歳代位、男性2名
服装等：男性A・・・黒色の作業着、黒色のマスク、サングラス、帽子着用
　　　　　男性B・・・白色のマスク、黒色のサングラス、黒色の帽子着用

　男子児童2名が習い事から帰宅途中、後方から男性2名に「かわいいね。
こっちおいで」、「こっちに来んね。」と声をかけられた。男子児童2名は怖くな
り、走って草むらに隠れた後、様子を見て自宅に帰った。

60 令和2年1月8日（水）16時30分頃 水巻町猪熊7丁目付近
年齢等：40歳位、男性
服装等：茶色のジャンパー、黒色のズボン、
　　　　　灰色のマフラー、黒色のサングラス着用

　男子児童が一人で下校中、見知らぬ男性が後をついてきた。男子児童は
怖くなり、走って逃げると、その男性も走って追いかけてきた。途中、男子児
童が振り返ると男性はついてこなくなっていた。
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令和元年度不審者情報（近隣市町）

発生日時 発生場所 不審者の特徴 内容

61 令和2年1月8日（水）12時～13時頃 水巻町おかの台付近
年齢等：年齢不詳、男性
服装等：黒色のジャンパー、灰色のズボン、黒色のマスク

　男子生徒が歩いていたところ、背後から軽自動車が通り過ぎ、5メートルほ
ど先で停車、運転席から右手に包丁を持った男性が一人降りてきた。
　男子生徒は男性と目が合ったので、後ずさりすると男性が右手を隠したた
め、見えなくなるところまで走って逃げた。男子生徒が振り返ると男性はすで
に車に乗っていた。

62 令和2年1月14日（火）7時45分時頃 直方市大字永満寺付近
年齢等：年齢不詳、男性
特徴等：身長170ｃｍ程度、短髪
服装等：黒色のジャージ上下、ネックウォーマー着用

　男子児童が登校中に、左手に包丁を持った男性が反対車線を歩いている
のを目撃した。男子児童は怖くなって急いで学校へ登校した。男性はそのま
ま歩いて去って行った。

63 令和２年１月１７日（金）７時４０分頃 直方市大字永満寺付近
年齢等：３０歳代～４０歳代　男性
特徴等：身長１７０cm程度
服装等：黒色の上下、ネックウォーマー着用

　保護者１名と児童４名が一緒に登校中、包丁のような物を持った男性が歩
いているのを目撃した。保護者と児童は、前回（1/14（火）直方市大字永満寺
付近発生事案）の不審者と特徴が似ていたため、一度来た道を戻り、男性が
通過した後、急いで登校した。

64 令和２年１月１７日（金）７時４５分頃 直方市大字永満寺付近
年齢等：年齢不詳　男性
服装等：黒色の上下、ネックウォーマー、ニット帽着用

　児童３名が登校中、左手に包丁のようなものを持ち、その手を粘着テープ
で固定した男性が歩いているのを目撃した。児童たちは急いで登校した。

65 令和2年1月24日（金）16時00分頃 中間市中尾2丁目付近
年齢等：30歳代前半　男性
服装等：灰色箱型乗用車

　女子児童3名が信号を待っていると、赤信号で通過する車を目撃した。その
後、その車が戻ってきて通り過ぎ、また戻ってきた。その際、運転手と目が合
い、ニヤッと笑われた。その後、女子児童3名が公園付近を歩いていると、先
ほどの車が来て付近をぐるぐると回り、うろついていた。

66 令和2年2月5日（水）8時50分頃 中間市深坂1丁目付近
年齢等：30歳代、男性
特徴等：身長170ｃｍ程度
服装等：黒色のコート、黒色のズボン

　男子生徒2名が路上を歩いていたところ、後方から男性が走ってきた。男子
生徒2名は怖くなり、走って逃げたところ、その男性も追いかけてきたが途中
で姿が見えなくなった。

67 令和2年2月5日（水）16時30分頃 岡垣町旭南付近
年齢等：60歳代、男性
特徴等：犬を連れている
服装等：黒色の上着にベージュのズボン

　2名の児童が下校中、男性が後をついてきて「家はどこ。」「学校から遠い
ね。」等話しかけてきた。一度、男性はいなくなったが、再び出会ったので、怖
くなって走って下校した。

68 令和2年2月6日（木）7時10分頃 岡垣町旭南付近
年齢等：60歳代、男性
服装等：上下黒色っぽい服

　児童が登校中、昨日と同じ男性出会い、「家はここだったね。」と話しかけて
きた。怖くなって、走って登校した。

69 令和2年2月5日（水）16時30分頃 水巻町樋口付近
年齢等：年齢不詳、男性
特徴等：白色の車

　女子生徒が下校中、家の周りで動いたり止まったりしている車を見つけた。
女子生徒は怖くなって急いで家に帰り、母親に話した。不審に思った生徒の
母親が家の外に出てその車に近づくと、車は去って行った。

70 令和2年2月6日（木）16時00分頃 中間市底井野付近 特徴等：帽子をかぶり、自転車に乗った男性
　女子生徒が下校中、自転車に乗った不審な男から追い抜かれた後、待ち
伏せされ、声をかけられた。

71 令和2年2月10日（月）15時35分頃 水巻町猪熊3丁目付近
年齢等：60歳くらいの男性
服装等：上下とも黒色っぽい服装、黒色の帽子

　女子児童が一人で下校中、男性が早歩きでついてきた。女子児童が怖く
なって走り始めると、その男性も走って追いかけてきた。しばらく走って振り返
ると、男性の姿はなかった。
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令和元年度不審者情報（近隣市町）

発生日時 発生場所 不審者の特徴 内容

72 令和2年2月12日（水）15時30分頃 中間市通谷1丁目付近
年齢等：年齢不詳、男性
特徴等：身長１65cm程度、中肉中背
服装等：上下とも黒色の服装、黒色のニット帽子

　女子児童が下校中、自宅近くで一人になった。その際、自動販売機の前で
お金を入れずにボタンを押し続けている男性を見かけ、その男性と目が合っ
た。女子児童が怖くなり、その場から走って逃げると、その男性が自宅近くま
で追いかけてきた。

73 令和2年2月15日（土）16時30分頃 水巻町朳1丁目付近
年齢等：30歳代男性
特徴等：高身長
服装等：黒色のニット帽、黒色のジャンバー、黒色のズボン

　女子児童が遊びから帰宅途中に、車が後方からゆっくりと近づいて追い越
した後に前方で停まり、男の人が車から降りてきた。その後、同じペースで後
ろから歩いてついてきたため、怖くなり、走って帰った。しばらくして振り返る
と、男の人はいなかった。

74 令和2年2月19日（木）7時20分頃 岡垣町旭南付近
年齢等：60歳代、男性
服装等：白っぽい上着、紺色のズボン、白色の帽子、眼鏡、橙色の靴

　女子児童2名が登校中、道路を挟んだ反対側に以前遭遇したことのある不
審な男性を目撃した。急いで登校しようと早足で通過しようとすると、その男
が「本当に2人の家はここだったんだね。」と話しかけてきて、そのまま後ろを
ついてきた。女子児童2名が途中、後ろを振り返ると、その男性がついてきて
いるのが見えた。女子児童は怖くなり、そのまま早歩きで登校した。

75 令和2年3月2日（月）18時30分頃 水巻町猪熊5丁目付近
年齢等：70歳代、男性
服装等：黒色のベスト、明るい灰黄色（ベージュ）のズボン、灰色の帽子

　女子園児が自宅前の駐車場にいたところ、男性が駐車場に入り近づいてき
たのを女子園児の母親が気づいた。以前にも不審な行動をとるこの男性を
見かけていた母親は、「何をしているんですか。」「警察を呼びますよ。」と、そ
の男性に声をかけた。すると、男性は走ってその場を去った。

76 令和2年3月4日（水）11時00分頃 中間市桜台付近
年齢等：年齢不詳、男性
服装等：フードを被っていた

　児童が自宅で留守番をしていたところ、フードを被って顔を隠した男性から
呼び鈴を2～3回鳴らされ、玄関の戸を何度か強く叩かれた。家の中で留守
番をしていた児童は、大変怖い思いをした。

77 令和2年3月10日（火）14時00分頃 中間市東中間2丁目付近
年齢等：年齢不詳　男性
服装等：黄色のキャップ、リュック着用

　自宅の呼び鈴を鳴らさずに、自宅の周りを不審な男性がうろついていた。
大きな声を出したら逃げた。今回の事案の確認の際に、3月5日（木）にも同
様の件があったことが分かった。

78 令和2年3月30日（月）8時50分頃 小竹町
年齢等：不明
特徴等：大きな荷物を両手に持っていた

　男子児童が公共交通機関に乗車した際に、同乗してきた女性が児童のす
ぐ隣に着席した。車内は空いていたため不審に思い、移動したが、ついて来
てまた隣に着席した。目的地に着くまで付きまとわれた。
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