
令和３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３年４月８日（木）　18時15分頃 中間市垣生付近
年齢等：40代～50代くらい
服装等：大きな荷物と釣り竿のような棒を持っていた。

　男子生徒が自転車で下校中、男性から通り過ぎる際に「何や、殺すぞ」と声
をかけられた。男性は追いかけてくるようなことはなく、生徒はそのまま帰宅
した。

2 令和３年４月１２日（月）　１５時頃 芦屋町高浜町付近
年齢等：男性
服装等：黒色のニット帽、灰色の上着

　女子児童３名が男性から「お菓子を買ってあげる」と声をかけられた。付近
にいた別の女性が、声をかけた男性に言動を注意したところ男性は立ち去っ
た。

3 令和３年４月１５日（木）　８時１０分頃 水巻町吉田西2丁目付近
年齢等：３０歳代男性
服装等：オレンジ色の上着

　女子生徒が登校中、車に乗って男性から低速で並走された。この行為が４
回繰り返された。

4 令和３年４月２１日（水）　１６時２０分
頃

鞍手町大字八尋付近
年齢等：２０歳くらいの男性
服装等：軽自動車、サングラスをかけていた。

　男子児童が下校中、後方から車が近づき、男子児童の横で停車した。男が
運転席側の窓ガラスを開け、男子児童に「お菓子買ってやるから、おいで」と
声をかけてきた。男子児童は、「いらん」と答え、走って家に帰った。

5 令和３年４月２２日（木）　１７時３５分
頃

中間市星が丘付近
年齢等：３０歳～４０歳くらいの男性
服装等：髪型は坊主頭、黄緑色のTシャツ、茶色の短パン

　女子生徒が一人で歩いていたところ、知らない男性から話しかけられた。無
視したところ、しつこく追いかけられたため、走って逃げた。

6 令和３年５月１０日（月）　０時３０分頃 水巻町猪熊
年齢等：不明
服装等：不明

　女子生徒が足音を聞いた後、深夜１時に開いていた窓のカーテンを開けら
れる。女子生徒が壁を叩いたところ、去った。

7 令和３年５月１２日（水）　１３時３０分
頃

中間市岩瀬付近
年齢等：４０代男性
服装等：黒い服、黒いズボン

　男子児童が下校中、男から「一緒に行こうか」と声をかけられた。児童は誘
いを断り、走って下校した。男は50mほどついてきたが、その後違う方向へ歩
いて行った。

8 令和３年５月１８日（火）　１６時１０分
頃

宮若市杉坂付近
年齢等：中年の男性
服装等：黒色の軽自動車

　女子児童が下校中、車に乗った男性から「よう、おじょうさん。」と声をかけら
れた。児童は怖くなって走って逃げた。

9 令和３年５月１９日（水）　１６時１０分
頃

小竹町大字勝野付近
年齢等：２０歳前後の男性、身長１７０㎝ぐらい
服装等：水色の自転車、黒色の上下の服

　女子児童４名が下校中、自転車に乗った男性からスマートフォンを向けら
れた。

10 令和３年５月１９日（水）　１７時００分
頃

水巻町頃末北付近
年齢等：６０歳ぐらいの男性
服装等：全身黒色の服

　男子児童５名で遊んでいたところ、男性からカメラで写真を撮られた。フェン
ス越しに1.5mの距離だったので、男子児童５名は怖くなって自転車で逃げ
た。男性も自転車でしばらくついてきたが、その後、去っていった。
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令和３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３年６月４日（金）　１６時００分頃 岡垣町吉木東付近
年齢等：６０～７０歳代
服装等：灰色の上着、濃い灰色のズボン、白色のマスク

　女子生徒２名が、保護者の迎え（うち１名は徒歩で帰る）を待っていると、男
性が「さっと帰らんね」と声をかけてきた。女子生徒１名が「迎えを待ってい
る」と答えた。その後、女子生徒１名は保護者と帰り、残りの女子生徒１名が
徒歩で帰っていると、男性が後ろからついてきた。このままだと家が分かって
しまうので、遠回りして帰っていると、男性はいなくなっていた。

12 令和３年５月３１日（月）　１６時００分
頃

岡垣町高倉付近
年齢等：３０歳代男性
服装等：白色の上着、白色のズボン

　自動３名が下校していると、男が後ろから近づいてきた。児童たちは怖くな
り、急いで帰宅すると、男はしばらく児童宅を覗いていた。男はその後いなく
なった。

13 令和３年６月８日（火）　１８時５５分頃 岡垣町旭台付近
年齢等：３０～４０歳代、身長１６０㎝前後
服装等：青色のワンピース、マスクなし

　男子生徒が下校していると、女性が後ろからついてきた。このままだと家が
わかってしまうので、遠回りして帰ったが女性はついてきた。男子生徒が帰
宅すると、女性はいなくなった。

14 令和３年６月９日（水）　１７時００分頃
水巻町立屋敷･下二西付
近

年齢等：３０歳代後半の男性、身長１７０㎝前後
服装等：オレンジ色のシャツ、長ズボン（色は不明）、眼鏡、白マスク着用

　女子生徒が下校していると、すれ違った男性から後をつけられた。女子生
徒が帰宅した後、男性は家の前をうろうろしていた。

15 令和３年６月９日（水）　１８時４５分頃 中間市大辻付近
年齢等：２０～３０歳くらいの男性
服装等：黒色の帽子、黒色の軽自動車

　女子生徒が下校しているところ、止まっている車を追い抜いて歩いたら、そ
の車が後ろから追いつき、近くで止まった。女子生徒が追い抜くと、また車が
追いつき止まった。この行動を４回くらい繰り返した。
　自宅近くに着いたので帰ろうとしたが、自宅が分かると思い、近くの公園に
逃げた。その後、車は近くを通って去っていったが、運転手の男と目が合っ
た。
この車は、前日の８日の同時刻も同じところに止まっていた。実害はなし。

16 令和３年６月１２日（土）　７時４０分頃 岡垣町東松原付近
年齢等：中年の男性
服装等：白の上着、眼鏡

　女子生徒が土曜授業のため登校しているところ、男性から後ろをつけられ
た。その時、男性は腹部辺りにスマートフォンを持ち、そのカメラを女子生徒
の方に向けていた。その後、女子生徒は、一緒に登校するために待ち合わ
せていた生徒の保護者の自家用車に乗り込んだ。その時、男性は女子生徒
を見ていた。

17 令和３年６月１６日（水）　７時５０分頃 鞍手町大字中山付近
年齢等：６０歳ぐらいの男性
服装等：白色のTシャツ、青色の作業ズボン

　女子児童が登校中、傘を前に倒して歩いている男性とすれ違った。すれ違
うとき、その男性を見ると男性器を出して歩いていたので、女子児童は怖く
なって走って学校に向かった。

18 令和３年６月１７日（木）　１５時００分
頃

中間市長津付近
年齢等：年齢不詳の男性
服装等：水色の帽子、赤色のジャンパー、黒色のズボン、
　　　　　白と黄色のランニングシューズ、茶色のバッグ

　男子児童２名が下校をしていると、男性が徒歩で近づいてきて「お菓子を
買ってあげる。」と声をかけてきた。男子児童１名はその場から逃げたが、も
う１名の男子児童はついて行った。再度「お菓子を買ってあげる。」と声をか
けられた男子児童は怖くなって逃げた。男子児童に実害はない。

19 令和３年６月１８日（金）　１８時３０分
頃

岡垣町吉木西付近
年齢等：身長１６５㎝前後、４０代から５０代くらいの男性
服装等：黒色のジャケット、黒色のズボン、茶色の帽子、サングラス、マス
ク姿

　男子生徒が1人で下校していると、男性が後をつけてきた。男子生徒が走っ
たら男性も走り、男子生徒の自宅近くまでつけてきた。

20 令和３年６月２９日（火）　１６時過ぎ 中間市土手ノ内付近
年齢等：７０歳代の男性
服装等：黒色の上下、黒色の帽子、マスクなし、黄色い袋を所持

　女子児童３名が下校していたところ、手を振りながら近づいてきた男性から
「君たち何年生。今、帰り道。家に親がいるの。」など、声をかけられた。その
問いかけに言葉を濁していると、男性はその場を立ち去った。
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令和３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３年７月６日（火）　１５時頃 水巻町古賀･緑ヶ丘付近
年齢等：４０歳～５０歳代の男性
服装等：白色の軽トラック、麦わら帽子、黒色のマスク

　男女合わせて４名の児童が下校中、車が後ろからついてきた。その後、児
童に被害はなかった。

22 令和３年７月１２日（月）　９時１５分頃 中間市本町付近
年齢等：６０歳ぐらいの男性。身長１５０㎝～１６０㎝ぐらい。
服装等：水色と緑色の縦じまの半袖シャツ、灰色のハーフパンツ、
　　　　　灰色の帽子、茶色のショルダーバッグを所持。

　女子生徒が通学中、見知らぬ男性に「どこ行きよん？」「どこ中なん？」と話
しかけられ、女子生徒が「話しかけないでください」と返答したら、「はあ？」と
言われた。男性は、しばらく後ろからついてきたが、その後、別の方向へ立ち
去った。

23 令和３年７月１２日（月）　１７時過ぎ 水巻町古賀付近
年齢等：４０歳代ぐらいの男性
服装等：黒色っぽい服装、白色のマスク、黒色の乗用車

　男子児童が下校中に、車が後ろからついてきた。車が止まって乗っていた
男性が「車に乗って」と声をかけられた。男子児童は自宅へ逃げかえった。そ
の後、車は走り去った。

24 令和３年７月１４日（水）　１５時３０分
頃

宮若市福丸付近
年齢等：年齢不詳の男性
服装等：灰色の服、灰色の帽子、サングラス、マスク

　女子児童が下校中、男性から「家近い。家どこ。」と声をかけられた。女子
児童は怖くなり、その場から立ち去った。

25 令和３年７月１５日（木）　１７時３０分
頃

中間市小田ヶ浦付近
年齢等：男性（詳細不明）
服装等：黒色の軽自動車

　女子児童が歩いて帰宅中、車に乗った男性にコンビニの場所を聞かれて
答えた後、さらに「これ、触る？」「これ、触る？」としつこく言われた。怖くなっ
たのでその場から逃げた。

26 令和３年７月１６日（金）１５時３０分頃 鞍手町大字中山付近
年齢等：70歳ぐらいの男性
服装等：水色の上着、短髪、二重のマスク

　男子児童と女子児童が下校していると、男性から声をかけられ、「宇宙飛行
士はおしっこを飲むらしい」「傷におしっこをかけると傷が治る」をというような
話をされた。その後、男性は児童たちから離れていった。

27 令和３年７月１６日（金）１６時００分頃 宮若市福丸付近
年齢等：年齢不詳の男性
服装等：作業着、帽子

　女子児童が遊びに行くために交差点で道路を横断していた。男性から「ど
こに行くと」と声をかけられた。女子児童は走って帰宅した。

28 令和３年７月２０日（火）１２時２０分頃 宮若市福丸付近
年齢等：６０歳ぐらいの男性
服装等：青色の上着、短パン

　男子児童１名、女子児童１名が下校中、男性がディズニーのキャラクターが
載ったコップを見せ「これ、いる？」と声をかけられた。児童２名は「いりませ
ん。」と答え、その場を立ち去った。２名の児童に被害はなし。

29 令和３年７月２８日（水）１６時００分頃 中間市大辻町付近
年齢等：身長１７０ｃｍぐらいの男性
服装等：黒っぽい服装

　男子児童が友人宅から帰宅中、後ろにいた男性に男子児童が「こんにち
は」と挨拶したところ卑猥な言葉を掛けてきた。怖くなったので、自宅方面に
向かったが、しばらく付いて来た。

30 令和３年８月４日（水）１６時００分頃 中間市扇ケ浦付近
年齢等：初老の男性
服装等：黒色のサングラス、水色の上着、黒色の半ズボン

 女子児童が学校へ向かう途中､前から男性が来た｡すれ違ったときに目が
合ったので､女子児童が｢こんにちは｣と挨拶したところ､追いかけてきたので
学校まで走って逃げた｡
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31 令和３年９月１日（水）８時００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Tシャツ、灰色のズボン、黒色のマスク、黒色のニット帽、サ
ングラス

　男子児童が登校中、坂の途中に立っている男性とすれ違うときに挨拶をし
たら、男性から「住所」「携帯番号」「名前」を聞かれ、怖くなったので逃げた。
男性は坂の下まで追いかけきたが、その後、逃げ切った。

32 令和３年９月７日（火）１４時００分頃 中間市中央付近
年齢等：２０歳代後半から３０歳ぐらいの男性。身長165㎝～170㎝。
服装等：ベージュのTシャツ、黒色の長ズボン、黒色の靴
　　　　　黒色のリュック、黒色のボストンバッグ

　女子児童が下校中、前から男性が下半身を露出した状態で歩いて来た。
その状況に女子児童が気付き、怖くなったので走って逃げた。

33 令和３年９月　４日（土）２０時００分頃
　　　　　　　　１１日（土）２０時００分頃

水巻町頃末付近（４日）
　　　　樋口付近（１１日）

年齢等：身長180㎝位、40歳～５０歳代の男性
服装等：白色のTシャツ、黒色のズボン、帽子、イヤフォン、白色の乗用車

 女子生徒が店舗（頃末付近）で男性にじろじろ見られ、後をつけられた。ま
た、１週間後、女子生徒がきょうだいで店舗（樋口付近）にいたところ、この男
性に遭遇したので、きょうだい一緒に逃げたがついて来た。

34 令和３年９月１５日（水）１５時２０分頃 水巻町下二東付近
年齢等：身長170㎝位、４０歳～５０歳代の男性
服装等：丸いサングラスの眼鏡、ヒョウ柄の服

 男子生徒５人が立ち止まって話していると､｢さわがしい｣｢どの中学校か｣｢次
あったら､張り飛ばすぞ｣と怒鳴られた｡

35 令和３年９月２４日（金）１５時３０分頃 直方市知古付近
年齢等：２０歳代後半の男性、身長160㎝位
服装等：茶色の上着、黒色のズボン

 女子児童２名が下校中､自転車を押して歩いていた男性が下半身を露出し､
ニヤニヤしてこちらを見ながら近づいて来た｡女子児童２名は何も反応せず
にそのまま歩いて通り過ぎた｡

36 令和３年１０月３日（日）１２時３０分 鞍手町大字中山付近
年齢等：２０代後半から３０代前半の男性
服装等：白色の車、黒色のサングラス、帽子、手袋を着用

 女子児童が下校途中、車に乗った男性が女子児童を追い抜いた後、Uター
ンして戻ってきた。その後、近くに車を停めてじろじろ見てきたので、女子児
童は急いで帰宅した。

37 令和３年１０月７日（木）７時３０分頃 宮若市菅牟田付近
年齢等：６０代の男性、身長170㎝位
服装等：黒色の薄手のダウンジャケット、ガラケイを使用している。

 女子児童２名が登校中､｢何しよと?｣｢何小学校?｣｢中学生?｣等と声をかけら
れ､後をつけられた｡これまでにも同じような事案が頻繁に起こっている｡

38 令和３年１０月７日（木）１３時３０分頃 中間市中央付近
年齢等：３０歳～４０歳代ぐらいの男性
服装等：白色の普通車

　女子生徒が下校中、前方から来た車とすれ違う際、車の窓を開けてじっと
見てきた。その後、男性の車はUターンしてきたので、直ぐに自宅へ帰った。
男性は、自宅付近を行ったり来たりしていた。

39 令和３年１０月８日（金）１６時２０分頃 直方市下境付近
年齢等：２０歳代前半から３０歳代前半ぐらいの男性。髪型は中央分け。
服装等：ベージュ色のTシャツ、Gパン、耳にイヤホン、青色か黒色かの自
転車

　女子児童２名が下校中、下半身を露出したまま自転車に乗っている男性と
すれ違った。女子児童は怖くなり、走って逃げた。

40 令和３年１０月１２日（火）７時４５分頃 中間市中間付近
年齢等：年齢不明、男性、身長160～170㎝位
服装等：メガネ、ベージュの帽子、緑色のシャツ、紺色のズボンを着用

　児童が登校中、スマートフォンで写真を撮っていた男性から「２時半にここ
に来て。」と声をかけられた。児童は何も答えず、すぐにその場を走り去っ
た。
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令和３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３年１０月１２日（火）７時４０分頃 中間市砂山付近
年齢等：若い男性、黒色の髪
服装等：白色のシャツ、ピンク色のジャンパー、黒色の自転車

 女子児童が登校中､背後からやってきた自転車に乗った男性から手に持っ
ていた傘をけられた｡男性は､そのまま自転車で通り過ぎた｡

42 令和３年１０月１７日（日）１８時００分
頃

中間市長津付近

年齢等：２０歳位の男性、身長165～170㎝位
服装等：白色の自転車（かご付き）、白色っぽいパーカー、ジーパン、
　　　　　白色のスニーカー、白色のウレタンマスク、こげ茶色の肩掛けバッ
グ

 男子児童２名が遊んでいると､男性から｢下半身を撮影してほしい｣と言われ
た｡

43 令和３年１０月１９日（火）１８時４５分
頃

中間市垣生付近
年齢等：不明
服装等：黒色の乗用車

 女子生徒が下校途中、広報から黒の乗用車につけられた。車から男性が降
りてきたので、走って距離をとったが、男性は乗車し、再度つけてきた。怖くな
り、近くの民家に入り、助けを求めた。

44 令和３年１０月２９日（金）７時３０分頃 直方市知古付近
年齢等：４０歳代くらいのあごひげを伸ばした男性、身長170㎝くらい
服装等：全身黒色の服装、黒色のキャップ、マスクの着用なし

 女子児童が一人で登校中、男性から携帯電話で写真を撮られた。女子児童
は怖くなって急いで学校へ向かった。

45 令和３年１０月２９日（金）１６時００分
頃

直方市日吉町付近

＜男性１（主に声をかけてきた方）＞
　　年齢等：２０歳代くらい、身長170㎝くらい
　　服装等：黒色のパーカー、眼鏡着用
＜男性２＞
　　年齢等：２０歳代くらい
　　服装等：白色の服

　男子児童が一人で下校中、男性2人から「お母さんが事故にあった。お母さ
んの友達だから家まで連れて行ってあげる。」と声をかけられた。男性2人は
通り過ぎた後、戻ってきて、再度、同じことを言った。

46 令和３年１１月５日（金）１８時００分頃 岡垣町山田峠付近
年齢等：４０歳ぐらいの女性
服装等：黒色の上着

　男子生徒が下校中、自転車を押して歩いている女性と遭遇した。男子生徒
は女性とすれ違う際に、飲料の缶とバナナの皮を投げつけられた。

47 令和３年１１月２９日（月）１６時３０分
頃

直方市感田付近
年齢等：４０歳代ぐらいの男性
服装等：茶色とピンク色のトレーナー、青色っぽいGパン、白色のマスク、
　　　　　ピンク色のイヤホン、短髪

　男子児童３名が遊んでいたところ、男性が１人の男子児童に話しかけた。さ
らに男子児童の服をつかんで「とぼけんな、学校に言ってやる」と大声を出し
た。その後、男性は歩いて去っていった。

48 令和３年１２月９日（木）１６時４０分頃 直方市感田付近

年齢等：４０～５０歳ぐらいの男性
服装等：薄黄色のジャンパー、グレーのズボン、マスクなし、黒っぽい帽
子、
　　　　　眼鏡着用、首からストラップを下げている、グレーの自転車に乗っ
ている

　女児２名が歩いていると、自転車に乗った男がすれ違った瞬間に、「わ
あっ」と大きな声を出し、手を伸ばしてきた。女児２名は、びっくりして急いで
逃げた。

49 令和３年１２月１４日（火）１６時００分
頃

芦屋町浜口町付近
年齢等：５０歳ぐらいの男性
服装等：帽子着用

　男児が遊んでいると､背後から男性が近づいてきて少量の洗剤を腕にかけ
た｡男性はその後､自転車に乗って逃げて行った｡

50 令和３年１２月２４日（金）１４時３０分
頃

宮若市磯光
年齢等：年配の男性（年齢不詳）
服装等：灰色の作業服、服の左胸にマーク、白色の車

　１年生男子生徒が下校中、自動車に乗った男性から、「雨が降りようから、
車に乗れ。」と声をかけられた。生徒が「早く先に行ってください。」と答える
と、その車は、その場を立ち去った。
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令和３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４年２月２日（水）８時２０分頃 直方市大字植木付近

年齢・・・全員１０歳代
＜その他＞
男性①：坊主頭
男性②：身長１７０㎝ぐらい、ネックウォーマー着用、髪を立てていた
男性③：身長１５５㎝ぐらい、茶色っぽい髪、灰色の上着、黒色のズボン
女性　：金髪

 女子生徒が登校中、自転車に二人乗りした男性①・女性、もう一台の自転
車に乗った男性②、歩いている男性③、計４名とすれ違った。その際、女子
生徒は、自転車の男性②と歩いている男性③から「中学校にかわいい子い
る？」「俺中学１年生なんよ。」「俺何歳に見える？」等と声をかけられた。

52 令和４年２月９日（水）　１５時４５分頃 中間市岩瀬付近
年齢等：10代男性
服装等：身長170㎝くらい、黒髪、大きなリュック、黒色のマスク

　下校後、児童が遊びに行く途中、男性から声をかけられた。その後、別の
児童と会ったところで、男性は逃げていった。

53 令和４年２月９日（水）１５時３０分頃 鞍手町室木付近
年齢等：６０歳代男性
服装等：白い軽トラック

　女子児童が一人で下校中、軽トラックに乗った男性から声をかけられ、「学
校でコロナは流行っている」等、学校のことを尋ねられた。軽トラックはそのま
ま通り過ぎて行った。

54 令和４年３月５日（土）１５時００分頃 水巻町二西付近
年齢等：３０歳ぐらいの男性
服装等：黒色の帽子、黒色のパーカー、黒色のズボン、黒色の革靴、
　　　　　黄色のマスク

 児童が一人で留守番をしていたところ､気づいたら知らない男性が玄関に
立っていた｡その後､男性は走って逃げていった｡

55 令和４年３月２日（水）２０時３０分頃 岡垣町吉木西付近
年齢等：４０歳～５０歳ぐらいの男性
服装等：身長165ｃｍ前後、緑色のジャンパー

　女子生徒が帰宅中、男性が後をつけてきているようだったので、近くの公園
のトイレに立ち寄り様子をうかがった。男性はタバコを吸いながら周囲を見回
し、女子生徒を探している様子だったので、公園内の違う出口から出て帰宅
した。

56 令和４年３月７日（月）１７時３０分頃 直方市頓野付近
年齢等：３０歳代男性
服装等：帽子をかぶり、黒色っぽいジャンパーを着用

　女子生徒が下校中、男性が後ろから「ねぇねぇ、見て」と声をかけてきたの
で、振り返るとズボンのチャックをあけて下半身を露出していた。女子生徒は
怖くなり、走って逃げた。

57 令和４年３月４日（金）１５時３０分頃 直方市頓野付近
年齢等：20～30歳代の男性
服装等：帽子をかぶり、黒色っぽいジャンパーを着用。黒色っぽい小型乗
用車

　女子児童が1人で下校していると、路上に止まっていた車から降りてきた男
性が下半身を露出した。女子児童は走って逃げたため、被害はなかった。

58 令和4年３月８日（火)１６時１０分頃 直方市頓野付近
年齢等：20～30歳代の男性
服装等：帽子をかぶり、黒色っぽいジャンパーを着用。黒色っぽい小型乗
用車

 女子生徒が１人で下校していると､下半身を露出している男性がいた｡女子
生徒は走って逃げたため､被害はなかった｡

59 令和４年３月14日（月）１６時００分頃 水巻町頃末北付近
年齢等：40～50歳ぐらいの男性
服装等：グレーのスウェット上下、髭を蓄えている。

女子生徒２名が歩いて遊びに行く途中、知らない男性がついてきた。女性生
徒は、その時、たまたま通りかかった学校の先生に助けを求め、事なきを得
た。
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