
令和２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 令和2年4月18日（土）8時頃 水巻町
年齢等：20歳～40歳代男性
服装等：不明

　男性がポストを覗いたり階段をうろうろしたりしていた。不審に感じてみてい
ると学校の方へ歩いて行った。

2 令和2年6月5日（金）15時15分頃 直方市上新入

年齢等：年配の男性
服装等：黒い短髪、眼鏡なし、白い半袖シャツ

※トラックの荷台には荷物の積載なし

小学１年生男児が下校中「車で送るよ。」と白いトラックの男性が声をかけ
た。男児が「知らない人にはついていかない。」と答えたところ、男性はそのま
ま走り去った。

3 令和2年6月10日（金）　8時00分頃 直方市大字頓野
年齢等：身長170ｃｍくらいの男性
服装等：黒色の帽子、サングラス、白色のマスク、全身黒っぽい服装

　中学生男子が1人で登校中、携帯電話をしていた男性と目が合ったところ、
急に追いかけてきた。男子生徒は怖くなったため、500mくらい走って逃げた。
その間、後ろを見ていなかったため、どれくらい追いかけられたかはわからな
かった。

4 令和2年6月12日（金）8時30分頃 直方市植木
年齢等：男性
服装等：白色のマスク

　児童２名が登校中に、黒色の車に乗った男性から、「送ってやろうか。」と声
をかけられた。児童は、「いや行きません。」と答えた後、怖くなって学校へ逃
げ込んだ。

5 令和2年6月18日（木）15時頃 岡垣町
年齢等：男性
服装等：橙色の縞の服、短髪

　児童が1人で下校中に、男性に「おいで、おいで」と言われた。怖くなった児
童は走って帰宅した。男性は、学校の方に歩いて行った。

6 令和2年6月26日（金）　18時頃 中間市中尾付近
年齢等：40歳代、男性
服装等：灰色のキャップ、メガネ、細身

　女子中学生が下校途中、不審な男性に声をかけられ、しばらくの間、あとを
つけられた。

7 令和2年7月2日（木）　15時頃 直方市下境付近
年齢等：20～30歳代、男性
服装等：白色の服

　男子児童2名が下校中に、男性から「お家どこ？」「遊ぼう」と言われ、背中
を軽くタッチされた。児童は何も答えずに走って逃げた。

8 令和2年7月9日（木）　8時頃 直方市直方駅付近 年齢等：40歳代、男性
　女子児童が登校中に、男性から「お小遣いあげる。」と声をかけられた。「い
りません。」と答えると、そのまま歩いて立ち去り、高校生にも声をかけてい
た。

9 令和2年7月8日（水）　7時20分頃 中間市松ヶ岡付近
年齢等：年配男性
服装等：黒色の長袖・長ズボン
　　　　　 フード、サングラス、黒色のマスク着用

　男子児童が登校中に見知らぬ男性からスマートフォンのカメラで写真を撮
られた。翌日7月9日（金）にも同じ男性が、同じ時間帯に同じ場所にいたた
め、男子児童は走ってその場を離れて学校に向かった。

10 令和2年7月11日（土）　12時00分頃 中間市小田ヶ浦付近
年齢等：60歳位、男性
特徴等：ベージュのキャップ、黒色の車

　男子生徒が下校中、不審な男性が女子児童をデジカメで撮影し、その後、
車で走り去るのを目撃した。
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令和２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2年7月15日（水）　７時50分頃 中間市深坂付近
年齢等：年齢不詳、男性
服装等：黒色の服、黒色の帽子、黒色のマスク着用

　女子児童が登校中、男性から手招きされ、逃げると追いかけてきた。以前
にも同じような事があり、肩をトントンとたたかれたこともあった。

12 令和2年7月16日（木）　15時30分頃 岡垣町公園通り付近
年齢等：60～70歳位、男性
服装等：白色のシャツ、灰色のズボン、黒色の眼鏡
特徴等：ゴミ袋、トングを持っていた

　下校中、児童に対して、付きまとうように「暑いね。」「学校から帰っている
の？」「どこの地区に住んでいるの？」と執拗に聞かれた。児童は不審に思っ
てその場から立ち去った。身体接触行為等はなかった。

13 令和2年7月17日（金）　16時00分頃 中間市本町付近

年齢等：20～30歳位、女性
服装等：青色の長ズボン、白色の半袖Tシャツ
特徴等：長めの茶髪、ｼｮﾙﾀﾞｰﾊﾞｯｸﾞ
その他：最初は外国語で話しかけてきた。途中から日本語に変わった。

　児童3名（男子2名、女子1名）が下校中に、女性から「一緒に写真を撮らせ
て」と言われ、女性を含めた4人で、女性のスマホで自撮りをされた。

14 令和2年7月18日（土）　16時00分頃 中間市中鶴付近
年齢等：30～40歳代、男性
特徴等：身長170cm位、丸刈り
服装等：黒色のシャツ、灰色のズボン

　生徒の自宅の前を2時間くらいウロウロしていた男性が、「暑いね」と庭にい
る生徒に声をかけてきた。

15 令和2年7月22日（水）　17時40分頃 直方市下境付近
年齢等：男性
服装等：白色の中型トラック、荷台に観音扉あり、箱が積載（桃色、花柄）

　女子生徒2名が下校中、交差点で信号待ちをしていたところ、トラックを運転
していた男性が車をゆっくりと進めながら携帯電話で女子生徒を撮影し、そ
のまま走り去った。女子生徒は無事であった。

16 令和2年7月29日（水）　15時10分頃 中間市通谷付近
年齢等：年配の男性
服装等：黒色のズボン、白色のシャツ、赤色の縁のサングラス

　児童が下校中、坂の上の角からじっと児童を見ている男性がいた。目が
合ったら近寄ってきた。児童は怖くなって、自宅に逃げ込んだ。

17 令和2年7月27日（月）　15時30分頃 中間市松ヶ岡付近
年齢等：70歳代くらい、男性
服装等：黒色のキャップ、黒縁の眼鏡、マスク着用

　児童が集団で下校中、すぐ後ろに見知らぬ高齢男性がついてきて、スマー
トフォンを取り出し、子どもたちの写真を撮ったところを、子どもを迎えに出て
いた保護者が目撃した。その保護者が近づくと男性はスマートフォンをしまっ
たが、再びスマートフォンで子どもたちの写真を撮っていた。

18 令和2年8月5日（水）　7時40分頃 小竹町新多付近
年齢等：30歳代、男性
服装等：黒色っぽい服装、マスク未着用

　児童6名が登校中、自転車に乗った男性からスマートフォンで2回写真を撮
られた。撮影された際は無言であった。

19 令和2年9月1日（火）　10時30分頃 直方市大字下境付近
年齢等：40歳代、男性
服装等：深緑色のキャップ、マスク着用

　女子生徒が1人で下校中、いつの間にか知らない男性が後ろをついて来て
いることに気づいた。女子生徒は不審に思い、後ろを気にしながら自宅に向
かった。途中、自分が立ち止れば男性も立ち止り、自分が歩き始めると男性
も歩き始めた。女子生徒は怖くなり、逃げるように急ぎ足で帰宅したが、男性
は自宅付近までついて来た。

20 令和2年9月8日（火）　15時10分頃 中間市中鶴付近
年齢等：30～40歳代の男性
服装等：黒色のキャップ、黒色の服

　男子児童が下校中、車に乗った男性に「中間イオンの道を教えて。」と声を
かけられた。男子児童が説明すると、「言葉じゃわからないので、車に乗っ
て。何でも買ってあげる。」と言われた。男子児童が「乗りません。」と言うと、
男性は黙り、車で去って行った。
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令和２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2年9月13日（日）　12時頃 岡垣町海老津3丁目付近
年齢等：中年男性
特徴等：白色の軽自動車

　女子生徒が帰宅中、坂道で自転車を押していて、停車中の軽自動車を追
い越したら、歩くスピードに合わせて、車がついて来た。急いで帰宅したが、
その後、自宅周辺の様子をうかがっていた。

22 令和2年9月15日（火）　18時40分頃 直方市大字感田付近
年齢等：70歳位の男性
服装等：どくろマークの帽子、黒色のＴシャツ、灰色のズボン

　女子生徒2名が下校中、男性とすれ違った。その際、その男性から犬の鳴
き声のような大きな声をかけられた。怖いと感じ2名の女子生徒は、そのうち1
名の家に駆けこんだ。
　なお、先々週ぐらいに同じ場所で、この女子生徒2名が同一人物から、大声
で「ドン」という声をかけられていた。

23 令和2年9月21日（月）　8時20分頃 中間市中尾付近
年齢等：40～50歳位　男性
服装等：黒色の上着、赤色のズボン

　女子生徒が部活動のため登校中、男性からいきなり腕をつかまれた。

24 令和2年9月20日（日）　15時30分頃 宮若市宮田（杉坂）付近
年齢等：年齢不詳　男性
服装等：黒色のサングラス、白色の車

　男子児童が、習い事から帰宅中に、男性から「習い事していると？家まで
送ってやろうか？」と声をかけられた。

25 令和2年9月29日（火）　16時00分頃 宮若市磯光付近
年齢等：40歳代　男性
特徴等：大きなバッグを持っていた

　男子児童が下校途中、バスから降りてきた男の人に、4人で帰っているとこ
ろをスマホで写真を撮られた。児童らは「怖いね。」と言い、それぞれの方向
に帰っていると、その中の1人の児童が連写で撮影された。

26 令和2年10月2日（金）　17時10分頃 中間市通谷付近
年齢等：不詳
服装等：白色の軽自動車

　女子生徒が2名で帰宅中、軽自動車が後をついてきた。

27 令和2年10月2日（金）　16時30分頃 鞍手町中山付近
年齢等：20～30歳の男性
特徴等：黒色っぽい服（フード付き）、黒色っぽいズボン、口髭あり

　女子児童が下校途中、後から若い男に「お菓子いる？」「ちょっと来て」と、
声をかけられた。怖くなったので、近所の店に助けを求めた。

28 令和2年10月7日（水）　9時10分頃 直方市大字感田付近
年齢等：20歳代、男性
服装等：長袖の白色の服、黒色のズボン、黒色と青色2色の自転車

　女子生徒が登校中、自転車に乗った男性が生徒の1ｍ前に突然現れ、
「セックスしようや。」と声をかけた。生徒が無視すると、男性が「しようや。」と
さらに声をかけてきた。恐怖を感じた生徒は、無視して急いでその場を立ち
去った。

29 令和2年10月7日（水）　7時40分頃 直方市大字感田付近
年齢等：10歳代後半、男性
服装等：水色の半袖シャツ、Ｇパン、短髪、黒色のマスク、黒色の自転車

　女子児童が登校中、中学生から高校生くらいの男性が自転車で横を通っ
た。すると、自転車を止めて、「ポケンモンゴーしよう。」「自転車で送ろうか、
車で送ろうか。」と声をかけてきた。女子児童は、怖くなって走って行った。し
ばらくして、また横を通り、「死ね」というジェスチャーをして走り去って行った。

30 令和2年10月7日（水）　18時20分頃 中間市長津付近
年齢等：40歳代くらいの男性
特徴等：白色の軽自動車

　女子生徒2名が下校中、向かってきた車の運転手が、通り過ぎる際にスマ
ホを女子生徒に向けた。女子生徒は「ピッ」という音が聞こえたので、写真か
動画を撮られたかもしれないと思い、怖くなって、保護者に連絡して迎えに来
てもらった。
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令和２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2年10月26日（月）　17時30分頃 直方市頓野付近
年齢等：30歳～40歳位の男性
服装等：黒色の車

　下校途中の女子児童に、車に乗った男性がしつこく手を振ってきた。

32 令和2年10月28日（水）　15時30分頃 岡垣町小百ヶ丘付近
年齢等：40歳～50歳位の男性
服装等：黒色の眼鏡、青色のマスク、上下黒色のジャージ

　女子児童が友人の女子児童宅に遊びに訪れた際、到着してインターフォン
を押そうとすると、自転車を押しながら近づいてきた男性から「お疲れ様、ここ
の家？」と話しかけられ、「違います」と答えると、そのまま自転車を押しなが
ら歩いて去っていった。

33 令和2年11月5日（木）　8時30分頃 中間市中尾付近
年齢等：身長170ｃｍくらい、20歳代後半から30歳代前半くらいの男性
服装等：黒色のジャージ上下、茶色で丸いサングラス、黒色のマスク

　男子生徒が登校中、男性からあとをつけられた。

34 令和2年11月6日（金）　17時00分頃 宮若市宮田付近
年齢等：60歳前後の男性
服装等：白髪交じりのあごひげ、灰色のジャンパー、茶色の革製手提げ
バッグ

　女子生徒が下校中、男性が後ろをついてきた。鍵を開けて家に入ろうとす
ると、男性が家の敷地まで入ってきそうだったので慌てて家に入り、保護者に
電話した。

35 令和2年11月8日（日）　17時00分頃 芦屋町正津ヶ浜付近
年齢等：40歳代から50歳代の男性
特徴等：灰色の自動車

　女子児童2名が車に乗った男性から「お菓子いる？」と話しかけられた。2人
は即座に「要りません」と答えて、それぞれ走って帰った。

36 令和2年11月12日（木）　15時30分頃 岡垣町海老津駅前付近
年齢等：30歳から40歳代の男性、身長170ｃｍくらい
服装等：上下黒色っぽい服、灰色のキャップ、白色のマスク

　女子児童が自宅から習い事に向かっている途中、後から来た男性に右手
首付近をつかまれた。女子児童は、驚いて振り向きざまに左手で男性を突き
飛ばすようにして払いのけた。男性は、払いのけられて手を放し、そのまま走
り去って行った。

37 令和2年11月16日（月）　7時00分頃 岡垣町松ヶ台付近
年齢等：30歳から40歳代の男性、身長170ｃｍくらい
服装等：黒色っぽい服、灰色のズボン、黒色のキャップ、黒色のマスク

　女子児童が登校中、男性に右手首付近をつかまれた。女子児童は左手に
持っていた水筒を置いて、男性の手を振りほどいた。男性が手を放した間に
逃げた。

38 令和2年11月24日（火）　16時00分頃 直方市大字感田付近
年齢等：若い男性
特徴等：黒色の軽自動車

　男子生徒4名が下校中、交差点で信号待ちをしていたら、停車中の車の男
性からスマートフォンで撮影された。男子生徒達は走ってその場を逃げた。

39 令和2年12月3日（木）　17時10分頃 鞍手町中山付近
年齢等：男性（年齢不明）
特徴等：茶色の車、サングラス着用

　女子児童が友人宅から自転車で帰宅中、後方から来た車が児童の前方に
停車し、中の男性からじっと見られた。児童は怖くなって引き返したが車で追
いかけてきたため、信号停車中の女性が乗った車に助けを求め、交番へ連
れて行ってもらった。

40 令和2年12月6日（日）　14時00分頃 直方市殿町付近
年齢等：18歳～25歳の男性2名
特徴等：男性１→赤色の服、身長165ｃｍ～170ｃｍ
　　　　　男性２→青色の服、身長160ｃｍ～165ｃｍ

　男子児童4名が、店舗でおやつを買って帰る途中、男性2名とすれ違った際
に、「うるさい」「だまれ」と罵声を浴びせられ、追いかけられた。男子児童4名
は、近くの公園へ逃げて女性へ助けを求めたが、すでに男性2名は追いかけ
て来ていなかった。
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令和２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2年12月8日（火）　8時00分頃 岡垣町海老津区付近
年齢等：50歳代の男性
特徴等：茶髪、シルバーの車

　男子児童が登校中、車に乗った男性から「小学校にいつも行っているの、
見ているよ。乗っていかない？」と声をかけられた。男子児童は、「大丈夫で
す。間に合います。」と言って学校へ向かった。

42 令和2年12月10日（木）　17時00分頃 中間市岩瀬付近
年齢等：60歳代の男性
服装等：黒色っぽい服、黒色の帽子

　男子生徒3人が、下校中に道路で遊んでいたところ、男性から「道路で遊ん
だら危ないぞ。」と注意された。その後、スマホで写真を撮られたので怖くな
り、その場を離れて帰宅した。

43 令和2年12月16日（水）　16時50分頃 直方市殿町付近
年齢等：30歳代の男性
服装等：短髪、緑色の上着、ウエストポーチ

　女子生徒2名が歩いていると、前方に立っていた男性が近寄ってきて「寒い
ですね」「どこの中学校ですか？」「名前はなんていうの？」と声をかけられ
た。女子生徒2名は怖くなり、急いでその場を立ち去った。男性は追っては来
なかった。

44 令和2年12月18日（金）　14時00分頃 直方市山部付近
年齢等：50～60歳代の男性、身長160ｃｍくらい
服装等：白色のニット帽、紺色の服、灰色のズボン

　女子児童3名が下校中、男性とすれ違った後、その男性が戻ってきて「は
い、チーズ」と言われて、携帯で写真を撮られた。その後、3人は怖くなって学
校に戻った。男性は追いかけて来ず、被害もなかった。

45 令和3年1月11日（月）　17時00分頃 直方市古町付近
年齢等：30歳代くらいの男性
特徴等：身長170ｃｍくらい、涙袋がある
服装等：黄緑色のジャンパー、ジーパン

　女子生徒が、部活動を終えて帰宅途中に、男性に「○○さん知っています
か」「○○さんの家を知っていますか」「あなたの名前は何ていうの」と声をか
けられた。また、男性は着ていたジャンパーのファスナーをあげながら近付い
てきて、更に握手も求めてきた。女子生徒は怖くなり、急いでその場を立ち
去った。その後、男性は追ってくることはなかった。

46 令和3年1月16日（土）　17時10分頃 宮若市宮田付近
年齢等：70歳代くらいの男性
特徴等：身長160～170ｃｍくらい
服装等：青色の上着、黒色の長ズボン、黒色の帽子

　女子児童4名、女子生徒1名が遊んでいたところ、見知らぬ男性から「上手
やね。かわいいね。名前は？年齢は？学校は？」などと声をかけられた。さ
らに、女子児童が体を触られそうになったので、女子生徒がかばって触らせ
ないようにした。また、男性は千円札を数枚渡そうとしてきたが断った。

47 令和3年1月18日（月）　20時00分頃 八幡西区香月中央付近
年齢等：20歳代の男性
服装等：灰色のパーカー、黒色のズボン

　男子生徒が塾から歩いて帰宅途中、男性に後ろから「誰か、お前」と大声で
声をかけられた。振り向くと、男性が走って追いかけてきたので逃げた。男性
はしばらく後を追いかけてきた。

48 令和3年1月21日（木）　8時00分頃 中間市扇ヶ浦付近
年齢等：60歳代の男性
服装等：170ｃｍ後半、茶色の上着、緑色っぽいズボン

　女子生徒が登校中、男性にずっとスマホを向けられ続けた。

49 令和3年1月25日（月）　16時30分頃 小竹町大字勝野付近
年齢等：30歳代の男性
服装等：170ｃｍくらい、水色の自転車、紺色のジャンパー、黄色のズボン

　男子児童2名が下校中、自転車に乗った男性からスマートフォンで写真を撮
られた。

50 令和3年1月26日（火）　18時30分頃 直方市山部付近
年齢等：40歳代の男性2名
特徴等：白色の乗用車

　女子生徒が帰宅途中、車が後ろからついて来た。早足で歩くと車はスピー
ドを上げて近づいてきた。助手席の男性が「○○の家を知らないか？」としつ
こく聞いてきて「地図（スマホ）を持っているので詳しく教えて」と言ってきた。
女子生徒が断り続けている最中に、女子生徒の迎えの車が来たため、男性
の車はスピードを上げて立ち去った。
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51 令和3年1月27日（水）　15時10分頃 岡垣町野間付近
年齢等：70～80歳代の男性
服装等：160ｃｍくらい、黒色のジャージ上下、野球帽

　女子生徒が帰宅のためバス停でバスを待っていると、男性が近づいてきて
卑猥な話をしてきた。男性はその後、徒歩で立ち去った。

52 令和3年2月8日（月）　16時20分頃 小竹町大字勝野付近
年齢等：20～30歳代の女性
服装等：茶色の上着、黒色のズボン、黒色っぽいキャップ、マスク着用

　男子児童4名が下校中、道路の反対側を歩いていた女性から、スマートフォ
ンで写真を撮影された。

53 令和3年2月10日（水）　15時45分頃 岡垣町中央台付近
年齢等：年齢不詳の男性
服装等：黒色の帽子、サングラス・マスク着用

　女子児童が下校中、付近を歩いていた男性の横を通り過ぎる際に、突然腕
をつかまれた。怖くなった女子児童は腕を振り払い、走って近くのコンビニに
逃げ込んだ。

54 令和3年2月10日（水）　18時00分前 中間市中尾付近
年齢等：16～18歳くらいの男性
服装等：赤色のパーカー、黒色のズボン

　女子生徒が徒歩で下校中、歩いて近づいてきた男性に声をかけられ、付き
まとわれた。

55 令和3年2月16日（火）　8時15分頃 鞍手町中山付近 年齢等：40歳前後の男性、身長175ｃｍくらい
　女子生徒が登校中、男性から「○○さんの家を知らない？」と聞かれた。女
子生徒が「知らない」と答えたら、男性から「下着、売ってくれ」と言われた。

56 令和3年2月22日（月）　8時30分頃 鞍手町中山付近 年齢等：50～60歳前後の男性、身長160ｃｍくらい
　男子生徒が自転車で登校中、軽トラックの男性から「お父さんの知り合いだ
から、学校まで送ってあげる」と声をかけられた。その後、男性は車を停め、
降りて近づいてきたため、男子生徒はその場を立ち去った。

57 令和3年3月3日（水）　7時30分頃 水巻町頃末北付近
年齢等：30歳代半ばの男性
服装等：黒色のサングラス、ニット帽、黒色のパーカー
特徴等：後部座席にバッグが多数積んである青色又は黒色の車

　車に乗っている男性が、「他の県から来たので、道が分からないので教え
て。」と1人で登校する男子児童に尋ねてきた。「登校中なので、教えることが
できません。」と男子児童が答えたところ、男性は「君の顔を見たことがある
から、どうしても君に聞きたい。」としつこく男子児童に繰り返し迫った。男子
児童は、怖くなり何度も断ったら、男性は車でどこかに行った。

58 令和3年3月17日（水）　18時40分頃 宮若市水原付近
年齢等：20代の男性
服装等：白色のパーカー

男性が電柱の脇に長時間座り込み、通行人をじろじろ見ていた。

59 令和3年3月19日（金）　7時50分頃 水巻町樋口東付近
年齢等：20代の男性
服装等：黒色のマスク、緑色のパーカー、白色の普通車

　女子児童2名が登校中、停車中の車があり、運転席の男性が携帯を向けニ
ヤニヤして見てきた。男性が車を降りようとした気配があったため、女子児童
は走って逃げると車もついてきた。しばらく女子児童が逃げているうちに車は
方向を変えて去っていった。

60 令和3年3月22日（月）　16時00分頃 鞍手町大字中山付近
年齢等：40歳～60歳の男性
服装等：チェックの上着、灰色のズボン、帽子着用

　女子児童2名が下校後、友人宅に行く途中、男性にすれ違いざまに「ウー
ウー」と言いながら両手を広げて追いかけられた。女子児童1名が大声を出
したので、男性は後ろに戻っていった。
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