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2019年12月13日 金 16:10 恵那市 岩村町 地内 路上 中3 女 下校中 徒歩で下校中、男にカメラを向けられた
４０～５０歳、160～165㎝位、やせ型、短髪黒髪、茶色コート着用、
リュックサック、一眼レフのようなカメラ所持

2020年1月2日 木 21:00 岐阜市 福富天神前 地内 敷地内 小4 女 その他 入浴中、閉めたはずの窓が突然開いた たばこの残り香があったのみで、人相着衣等不明

2020年1月6日 月 14:00 大垣市 外渕 2丁目地内 路上 中2 女 下校中
自転車で下校中、自転車をひきながら歩く男とすれ違い、振り向いたと
ころ、男が手を広げて近づいてきた

１６～１８歳、170～180㎝位、やせ型、スポーツ刈り、学ラン風の服
装

2020年1月8日 水 19:20 岐阜市 徹明通 1丁目地内 店舗 中1 女 その他
店舗内で、男がじっと見つめてきた上、「面白い物を見せてあげるから
こっちへおいで」と声を掛けられた

４５～５０歳、170～175㎝位、中肉、短髪黒髪、黒色ジャンパー
ファー付き、黒色長ズボン、金縁眼鏡着用

2020年1月8日 水 15:45 岐阜市 茜部寺屋敷 地内 路上 中3 女 下校中 自転車で下校中、車に後をつけられた ３５～４５歳、中肉、短髪黒髪

2020年1月8日 水 15:15 中津川市 中津川
地内中津川市立第二
中学校東側

路上 小1 男 下校中 児童が下校中、男から「車に乗っていくか」と車内から声を掛けられた ５０～６０歳、白髪交じりの黒髪短髪、灰色ジャンパー、眼鏡

2020年1月8日 水 15:40 岐阜市 尻毛 1丁目地内 路上 小2 男 遊び中
児童達が歩いていたところ、路上に停車していた車の側に立っていた男
に歩いて後をつけられた

年代等不詳、165～175㎝位、中肉、黒色長袖、黒色長ズボン、上部が
黒色、下部が青色のネックウォーマー着用

2020年1月11日 土 20:10 岐阜市 水海道 2丁目1番付近 路上 中1 男 移動中 自転車で帰宅中の男子生徒が、男に走って追いかけられた ２０～３０歳、170㎝位、やせ型、黒色フード付きパーカー着用

2020年1月13日 月 16:30 中津川市 本町 地内　本町公園 公園 小1 女 遊び中
公園で遊んでいた児童らがカメラを持った男に「写真撮ってもいい。」
などと声を掛けられた

６０歳位、160㎝位、中肉、灰色ジャンパー、緑色ニット帽着用

2020年1月14日 火 16:00 美濃加茂市 本郷町
1丁目地内　美濃加茂
市立古井小学校付近

路上 小3 女 下校中
児童に対し、男が車から降車して「寒いから車に乗って待つ？」などと
声を掛けられた

５５～６５歳、165～170㎝位、中肉、白髪交じりの短髪、上下黒色の
服、眼鏡着用

2020年1月14日 火 15:15 各務原市 鵜沼各務原町 3丁目地内 路上 小2 女 下校中 徒歩にて下校中の児童が、後方からきた自転車に乗った男ににらまれた
５０～６０歳、180㎝位、中肉、短髪黒髪、黒色トレーナー、黒色
ジャージズボン、黒地に灰色ライン入りキャップ帽着用、黒色バッグ
を肩からかけている

2020年1月15日 水 1:50 各務原市 大野町 2丁目地内 路上 中2 女 移動中 徒歩にて帰宅中、車に後をつけられた
３０～４０歳、170㎝位、中肉、短髪黒髪、眼鏡、下衣が紺色ジャー
ジ

2020年1月15日 水 15:00 各務原市 那加東新町 2丁目地内 路上 小1 男 下校中
徒歩で帰宅中、路上に停車している車の運転手の男が笑いながら手を
振ってきた

２０～３０歳、野球帽を被っている

2020年1月16日 木 16:20 岐阜市 太郎丸字樫木 地内 路上 小3 女 下校中 徒歩で下校中、男に後をつけられた
３５～４５歳、165～170㎝位、中肉、黒色ダウンジャケット、濃紺
ジーパン、黒色キャップ帽、黒色マスク着用

2020年1月18日 土 16:15 瑞穂市 居倉 地内　公園 公園 小5 女 遊び中
公園のトイレから男が出てきて「何年生？理科とか社会とか好き？」な
どと声を掛けられた

４０～５０歳、170～180㎝位、中肉、短髪白髪交じり、チェック柄上
着、長ズボン、青髭

2020年1月19日 日 11:35 美濃加茂市 田島町 4丁目地内 路上 中1 女 登校中 自転車で登校中、「おれは犯罪者だ」と叫んでいる男がいた
５０～７０歳、165㎝位、中肉、紺色ベンチコート、紺色帽子、マス
ク着用

2020年1月20日 月 7:25 美濃加茂市 本郷町 6丁目14番地付近 路上 小3 女 登校中 徒歩で登校中、車が近づき、運転手の男から声を掛けられた ５０～６５歳、165～170㎝位、中肉、短髪白髪交じり、眼鏡

2020年1月20日 月 16:50 岐阜市 茜部寺屋敷
3丁目から茜部野瀬2
丁目地内

路上 中3 女 下校中 自転車で帰宅中、車につきまとわれた 年代等不詳

2020年1月21日 火 16:10 本巣市 軽海
軽海72番地1真正中学
校体育館南東交差点

路上 中2 女 下校中 車の後部座席に乗車していた女が、携帯電話を向けてきた 年代等不詳

2020年1月27日 月 17:00 不破郡垂井町 府中 地内 路上 中2 女 下校中
下校中の女子生徒らが、低速で走行する車の運転席の男から見つめられ
た

３０歳位、中肉、短髪黒髪

2020年1月28日 火 7:10 羽島市 桑原町八神 地内 路上 中1 女 登校中 登校中の児童に対し、車から降車した男数名が「おい」と声を掛けた ５０～５５歳位、170～175㎝位、中肉、短髪黒髪、上下黒色スーツ
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2020年1月28日 火 16:20 岐阜市 萱場東町 5丁目地内 路上 小4 女 下校中
下校中の児童に対し、女が自転車で対向から近づき、そのまま無言のま
ま通り過ぎた

２５～３０歳位、160㎝位、やせ型、腰くらいまでの長さの黒髪、赤
色ワンピース、赤色ハイヒール、マスク着用

2020年1月28日 火 15:25 大垣市 内原 1丁目地内 路上 小2 女 下校中 下校中の児童らが、男に「また明日」と声を掛けられた
２０～３０歳、170㎝位、やせ型、緑色のパーカー、黒色ズボン、マ
スク、ヘッドフォン着用

2020年1月29日 水 16:30 岐阜市 八幡町 地内 路上 小4 女 遊び中
公園に向かって歩いていた児童に対し、男が近づき「かわいいね、悪い
おじさんじゃないよ」と声を掛けた

６０歳位、155～160㎝位、中肉、白髪、黒色ジャンパー、黒色ズボ
ン、グレーのハット帽、白色マスク着用、ビニール傘所持

2020年1月29日 水 16:50 多治見市 旭が丘 3丁目地内 路上 中1 男 下校中
下校中の男子生徒に対し、車から降車してきた女が「若い子を対象とし
た調査をしています。謝礼として１万円ほど支払います」等と声を掛け
た

４０～５０歳、155～160㎝位、やせ型、灰色ベスト、灰色ニット帽、
透明手提げ袋所持

2020年1月29日 水 15:30 岐阜市 光栄町 2丁目地内 路上 小1 男 下校中
下校中の男子児童らに対し、女が「おばさん知ってる。」「人さらいだ
よ。」等と声を掛けた

４０～５０歳、中肉、赤色パーカー、黒色ズボン着用

2020年1月29日 水 16:00 美濃加茂市 中部台 1丁目地内 路上 小5 女 下校中 下校中の児童らが、男に「どこの小学校？」と声を掛けられた 行為者判明、指導警告

2020年1月30日 木 15:15 岐阜市 萱場東町 5丁目地内 路上 小1 男 下校中
下校中の児童が、立ち止まっている男を発見、その後すぐその場から
走って立ち去った

３０～４０歳、160～165㎝位、中肉、短髪黒髪、水色長袖、黒系長ズ
ボン、黒系の靴着用

2020年1月30日 木 7:42 岐阜市 尻毛 2丁目地内 路上 小4 女 登校中
登校中の児童に対し、男がすれ違いざまに「おはよう、名前は？年齢
は？」等と声を掛けた

５０～６０歳、170㎝位、小太り、水色と白色のボーダー柄ウィンド
ブレーカー、ニット帽着用

2020年1月31日 金 16:15 関市 稲河町 4番地内 路上 小4 女 下校中 下校中の女子児童に対し、サングラスを掛けた男女が後をつけた
年代等不詳、男：170㎝位、中肉、白色マスク、サングラス、黒色
キャップ着用
女：160㎝位、中肉、黒色ボブ、サングラス着用

2020年1月31日 金 16:50 本巣市 郡府
37番地　本巣市立席
田小学校東方

路上 小4 男 その他 男子児童が自転車で帰宅中、車に乗った男から後をつけられた ３０～４０歳、丸刈り、黒色サングラス

2020年2月1日 土 11:55 岐阜市 芥見 5丁目地内 路上 中2 女 下校中
下校中の女子生徒に対し、男が持っていたセーラー服を見せつけ「あ
の、すみません。これ違いますか？」と声をかけた

４０～５０歳、170㎝位、やせ型、白色セーター

2020年2月2日 日 21:50 岐阜市 長良校文町 地内 アパート 中3 女 その他 入浴中、浴室の窓を何者かに叩かれた 年代等不詳、人相着衣等不明

2020年2月3日 月 16:45 岐阜市 茜部本郷 2丁目地内 路上 中3 女 下校中 下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た
６０～７０歳位、やせ型、白色薄毛、灰色ジャンパー、ベージュ色
ジャージ、黒色ショルダーバッグ、白色スマートフォン所持

2020年2月4日 火 16:55 各務原市 那加門前町 三丁目地内 路上 小2 女 移動中 歩いて帰宅中の女子児童が、男から頬に息を吹きかけられた ４０歳位、160㎝位、黒髪、上下暗い色の服着用

2020年2月5日 水 15:16 可児市 広見 7丁目地内 路上 小2 男 下校中
下校中の男子児童に対し、男が手招きをしながら「お菓子あげるからつ
いておいで」などと声をかけた

２０～３０歳、175㎝位、黒色っぽい無地の野球帽、黒色ダウンジャ
ケット、茶色長ズボン、黒色サングラス着用

2020年2月6日 木 7:40 中津川市 高山
1037番地　高山小学
校付近

路上 小6 女 その他 登校中の児童に対し、男がカメラを向けた
３０歳位、170㎝位、やせ型、黒髪短髪、黒色ジャンパー、深緑色ズ
ボン、眼鏡

2020年2月6日 木 14:00 羽島市 竹鼻町狐穴 地内 路上 小1 女 下校中
徒歩で下校中の児童に対し、車に乗った男２名が「こんにちは」と声を
掛けた

３０～４０歳位、男A：やせ型、黒髪、黒っぽい上着、あごひげ
男B：やせ型、黒髪、紺色の上着、深緑色の長ズボン着用

2020年2月6日 木 16:10 岐阜市 則武東 1丁目地内 路上 小4 男 下校中
公園内で遊んでいる児童らが、公園付近に停車した車に乗った男が指で
何かを数えるような仕草をし、時折中指を立てていたのを目撃した

行為者判明、指導警告

2020年2月7日 金 10:30 岐阜市 光町 3丁目地内　光公園内 公園 未就学 男 遊び中 公園内で遊んでいる母子に対し、男が携帯電話のカメラを向けた
５０～６０歳位、165～175㎝位、中肉、黒色フリース、ベージュ色ズ
ボン、灰色ニット帽着用

2020年2月7日 金 16:00 関市 肥田瀬 地内　中村公園 公園 小3 男 遊び中 公園で遊んでいた児童らとスマートフォンで写真を撮影した 行為者判明、指導警告

2020年2月7日 金 7:18 海津市 海津町外浜 地内 路上 小5 女 登校中 徒歩で登校中、車に後をつきまとわれた 行為者判明、指導警告
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2020年2月10日 月 16:30 多治見市 希望ヶ丘 3丁目地内 店舗及び路上 中2 男 遊び中 買い物中の男子生徒が、男から、わいせつな言葉を掛けられた
６０～７０歳位、175～180㎝位、小太り、灰色の長髪、緑色コート着
用

2020年2月12日 水 17:30 多治見市 小泉町
8丁目地内　小泉町歩
道橋下

路上 小6 男 遊び中 自転車で帰宅中の児童に対し、男が児童の自転車の後輪を掴んだ 行為者判明、指導警告

2020年2月12日 水 14:45 揖斐郡大野町 大字黒野 地内 路上 中2 女 下校中 自転車で下校中の女子生徒が、自転車乗りの男につきまとわれた
２０～３０歳、160㎝位、小太り、黒色短髪、茶色野球帽、ベージュ
色ジャンパー、カーキ色ズボン、黒色サングラス

2020年2月12日 水 15:30 恵那市 中野方町 地内 路上 小1 女 下校中 徒歩にて下校中の児童らが、車につきまとわれた 年代等不詳、上の服が白か灰色

2020年2月12日 水 16:00 可児郡御嵩町 中 2678番地付近 路上 小1 女 下校中 徒歩にて移動中の児童に対し、男が後をつきまとった
年代等不詳、170㎝位、中肉、黒色シャカシャカズボン、黒色野球
帽、サングラス、マスク着用

2020年2月13日 木 16:15 海津市 平田町幡長 地内 路上 中3 女 下校中 下校中の女子生徒らが、自転車乗りの男につきまとわれた ５０～６０歳、やせ型、色不明ニット帽、青色ジャンパー着用

2020年2月14日 金 16:15 恵那市 大井町 2625番地地内 路上 小4 女 下校中
下校中の女子児童が、車で待ち伏せされたり、車で後をつけられたりし
た

年代等不詳、黒色の服装

2020年2月14日 金 15:30 中津川市 駒場
地内　中部電力株式
会社後田変電所付近

路上 小1 女 下校中

下校中の女子児童が、男から「おかえり」と声を掛けられ知り合いでは
無い事から返答せずにいたところ、男から「帰ってきましたと言わない
といけないだろう」等と言われ、所持していた折り畳み傘でランドセル
を突かれた

７０歳位、160㎝位、中肉、白髪短髪、ジャンパー、長ズボン、折り
畳み傘を所持

2020年2月14日 金 7:35 山県市 藤倉 地内 路上 中2 女 登校中
徒歩で登校中の女子生徒が、歩きながらはさみのようなものをウェスト
ポーチにしまう女を目撃した

年代等不詳、160㎝位、小太り、黒色ボブカット、赤色ロングコート
着用

2020年2月14日 金 16:50 大垣市 上石津町一之瀬 地内 路上 中1 男 下校中
下校中、対向から来た車が停止し、運転者の男からスマートフォンを向
けられ、撮影された

５０歳位、白髪

2020年2月15日 土 17:10 関市 黒屋 地内 路上 小4 男 移動中 男子児童が帰宅途中、自転車に乗った男からつきまとわれた 年代等不詳、160～170㎝位、黒色短髪、黒色長袖服着用

2020年2月15日 土 17:10 大垣市 三塚町 地内　店舗 店舗 中2 女 その他
女子中学生が店舗で買い物中、店舗内エレベーターで男に話しかけられ
そのまま自転車置き場や店舗付近までつきまとわれた

２０歳位、170㎝位、中肉、短髪茶色、黒色パーカー、薄い青色ジー
パン、スニーカー着用

2020年2月17日 月 7:45 岐阜市 柳津町上佐波東
3丁目地内　境川中学
校南東

路上 小3 男 登校中 徒歩で登校中、男にスマートフォンを向けられた
年代等不詳、170～180㎝位、中肉、黒色ズボン、赤地に星マーク入り
の靴、黒色つば付キャップ、黒色サングラス、白色マスク、黒色ネッ
クウォーマー着用

2020年2月17日 月 16:00 岐阜市 寿町 7丁目地内 路上 中3 女 下校中
女子中学生が徒歩にて帰宅中、男が両手を挙げながら「かわいいね」と
声を掛けた

５０～６０歳、170㎝位、中肉、ぼさぼさの短髪で白髪多い、赤色上
着、長ズボン着用

2020年2月17日 月 16:00 可児市 久々利柿下入会 3番地内 家屋庭 小4 女 その他
友人宅へ遊びに行ったところ、庭先に男がおり「水野さん家を探してい
る」等と話した

３０歳位、170～175㎝位、中肉、短髪黒髪、紺色Gパン着用

2020年2月18日 火 15:20 関市 東新町
7丁目地内　東新東公
園前

路上 小3 女 下校中 男が下校中の女子児童に対し、デジタルカメラようのものを向けた
７０歳位、160～170㎝位、中肉、白髪交じりの長髪、黒色帽子、眼
鏡、黒色トレーナー、黒色長ズボン

2020年2月19日 水 14:00 中津川市 中津川 3021番地付近 路上 中1 女 下校中 下校中の女子児童らに対し、女がスマートフォンのカメラを向けた ３０歳位、中肉、黒色短髪、黒色トレーナー、スマートフォンを所持

2020年2月19日 水 16:00 可児郡御嵩町 中
地内　第一公民館総
合集会場付近

路上 小1 女 下校中 徒歩にて下校中の児童に対し、男が後をつきまとった
年代等不詳、170㎝位、中肉、黒色シャカシャカズボン、黒色野球
帽、サングラス、マスク着用

2020年2月21日 金 7:30 岐阜市 折立 地内　折立公民館前 路上 小6 女 登校中
登校中の女子児童が車から降りてきた男に「何年生？乗せていってあげ
る。」等と声を掛けられた

４５～５０歳、170㎝位、黒髪、黒色パーカー、黒色眼鏡、黒色運動
靴、黒色キャップ、サングラス使用

2020年2月23日 日 18:00 安八郡神戸町 大字末守 地内 路上 中3 女 移動中 徒歩にて帰宅中の女子生徒が、自動車に乗った男に後をつけられた ３０～３５歳位、中肉

2020年2月25日 火 16:00 多治見市 滝呂町 9丁目155番地付近 路上 小5 女 下校中
徒歩にて下校中の児童らに対し、自転車に乗った男がふらつきながら近
づいていった

４０歳位、165㎝位、中肉、短髪黒髪、黒っぽい服、黒色野球帽、黒
縁眼鏡着用
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2020年2月26日 水 7:30 揖斐郡揖斐川町 上南方 2200番地内 路上 小5 女 登校中
児童らが登校中、信号待ちをしていた車の助手席に座っていた男からス
マートフォンを向けられた

行為者判明、指導警告

2020年2月26日 水 16:50 各務原市 那加西市場町 5丁目地内 路上 中1 女 下校中
自転車で下校中、自転車の男とすれ違い、じっと見つめられ、つきまと
われた

１８～２２歳、160～165㎝位、中肉、坊主頭、高校生風、フード付き
灰色パーカー、青色ジーパン着用

2020年2月27日 木 15:20 関市 東山 1丁目2番付近 路上 小1 男 下校中
徒歩で下校中の児童に対し、男が睨み付けたり、目でじっと追ってくる
などした

５０～６０歳、170㎝位、上下黒っぽい服装、黒色ニット帽、黒色眼
鏡着用

2020年2月27日 木 16:45 本巣市 見延 地内　ちびっこ広場 公園 小4 女 遊び中
公園で遊んでいた児童らに対し、「写真撮らせて」と声を掛け、携帯電
話で児童が遊具で遊んでいる姿を撮影した

行為者判明、指導警告

3月上旬頃 - 7:30 揖斐郡揖斐川町 谷汲深坂 地内　バス乗り場 バス停 小1 女 登校中
女子児童が、母親と共にバス乗り場にいたところ、車に乗った男が見つ
めてきた

６０～７０歳位、160～170㎝位、中肉

2020年3月1日 日 17:48 羽島郡笠松町 円城寺 地内 路上 小3 女 移動中 帰宅途中、後方から男が走ってきた。
３０～４０歳、170～175㎝、やせ、黒色チャック付きパーカー、黒色
長ズボン、黒色ランニングシューズ

2020年3月3日 火 9:10 可児市 瀬田 地内 居宅 小4 男 その他
男が、居宅玄関のインターフォンを鳴らし、１０分ほど玄関に居座り、
ドアを叩き、ドアノブを数回回した

３５～４０歳、165～170㎝位、肥満、短髪黒髪、ジーパン、四角い縁
の眼鏡着用、口周りにひげ

2020年3月6日 金 15:10 岐阜市 水海道 3丁目12番地内 路上 中3 女 塾の行き帰り
女子生徒が、男から「こんにちは」と声をかけられ無言で会釈したとこ
ろ、男に「挨拶されたら返事するのが当たり前だろ」等と怒鳴られ執拗
につきまとわれた

４０～５０歳、175㎝位、やせ型、黒髪短髪

2020年3月13日 金 15:30 可児市 羽崎 地内 公民館 小4 女 遊び中
公民館の遊具で遊んでいた児童らに対し、女が車内からスマートフォン
を向けた

５０歳位、中肉、長髪黒髪

2020年3月15日 日 16:00 関市 大平台 地内 路上 - 男 遊び中
男子児童が路上で遊んでいたところ、後方から男に「お菓子あげるから
おいで」と声を掛けられた

年代等不詳、人相着衣等不明

2020年3月18日 水 13:20 安八郡安八町 東結 地内駐車場 駐車場 小4 女 遊び中
女子児童らが男から「やかましい」等と怒鳴られ、つばを吐き捨てられ
た

５０～６０歳、やせ型、短髪白髪交じり、灰色ジャージ上下

2020年3月19日 木 17:05 岐阜市 則武中 1丁目地内 店舗内 中3 女 その他
店内で買い物中の女子生徒に対し、後をつけたり、見つめるといった不
審な男がいた

２０～３０歳、170㎝位、やせ型、黒色パーカー、黒色スウェットズ
ボン、黒色スニーカー着用

2020年3月23日 月 14:30 中津川市 蛭川 地内 路上 小4 女 遊び中
遊んでいたところ、男に道を尋ねられ、その後、カメラを向けられて写
真を撮られた。

６０～７０歳、160～170歳、中肉、白髪短髪、灰色系上下

2020年3月30日 月 17:30 大垣市 北方町
5丁目地内平野井川堤
防道路

路上 小5 女 移動中
堤防道路を歩いていたところ、後方からスクーターに乗った男が近づい
てきて、しばらくの間、並走してつきまとわれた。

４０～５０歳、黒色系のフルフェイス型のヘルメットを着用

2020年4月2日 木 14:00 美濃加茂市 前平町 ３丁目地内前平公園 公園 小3 女 遊び中 公園内で遊んでいたところ、男から写真を撮られた。
６０歳位、170㎝位、中肉、チャック柄の水色シャツ、ベージュの
ジーパン、クリーム色の帽子、サングラス、灰色リュックサック、デ
ジタルカメラ所持

2020年4月8日 水 11:30 郡上市 白鳥町恩地 地内 路上 小5 男 移動中 帰宅途中、後方から男につきまとわれた。
２５～３０歳、175～180㎝、中肉、黒色短髪、緑色フード付きジャン
パー、黒系長ズボン、黒色野球帽、白色マスク着用

2020年4月10日 金 18:00 美濃加茂市 中富町
２丁目地内古井近隣
公園

公園 未就学 男 遊び中
公園内で遊んでいたところ、男等から「写真撮ってもいい？」等と声を
かけられ、写真を撮られた。

２０歳位、①中肉、黒髪、緑色上衣、ダボっとした私服②中肉、黒色
上下スーツ

2020年4月11日 土 16:25 岐阜市 北一色
５丁目５番１号市立
長森西小学校南側

路上 未就学 女 移動中 帰宅途中、学校の前にいたところ、男が隣に腰掛け、笑いかけられた。
２５～３５歳、175～180㎝、中肉、坊主、黒色長袖シャツ、灰色系ズ
ボン、サングラス着用

2020年4月15日 水 15:00 可児市 桂ケ丘 ３丁目地内 路上 小3 男 移動中
帰宅途中、後方から男につきまとわれ、スマートフォンで容姿を撮影さ
れた。

２０歳～３０歳、175～180㎝、中肉、黒色パーカー、黒色スウェッ
ト、黒色スニーカー、黒色キャップ、白色スマートフォン

2020年4月16日 木 17:00 本巣市 三橋 ３丁目地内 路上 小5 女 移動中 犬の散歩中、後方から近付いてきた男に犬を蹴られた。
６０～７０歳、160～170㎝、中肉、薄めの黒色頭髪、緑色のジャン
パーかジャージ、耳の補聴器

2020年4月18日 土 16:20 大垣市 入方 ２丁目地内日新公園 公園 中1 女 遊び中
公園で遊んでいたところ、女性用の下着を着用した男が近づいてきて、
自身の下半身を触っていた。

行為者判明、指導警告
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2020年4月22日 水 11:15 可児市 土田 土田小学校 学校 小4 男 遊び中
学校体育館付近にいたところ、男がスマートフォンを向け、撮影され
た。

３０～３５歳、中肉、黒色ジャンパー、黒色長ズボン、黒色帽子

2020年4月25日 土 17:30 恵那市 岩村町 地内 路上 小3 男 遊び中 遊んでいたところ、車に乗った男からピースをされた ３０～４０歳

2020年4月26日 日 20:15 岐阜市 鹿島町 ４丁目地内 路上 中2 女 遊び中
ジョギング中、後方から近付いてきた自転車に乗った女からベルを鳴ら
され、「身分証を出せ」等と怒鳴られた

６０～７０歳、150～155cm、中肉、白髪、自転車使用

2020年4月28日 火 15:43 多治見市 音羽町 地内虎渓用水広場 公園 未就学 女 遊び中 ベンチに座っていたところ、男がベンチ後ろで至近距離に立っていた
２０～３０歳、170cm位、やせ型、黒色ジャンパー、紺色ズボン、ス
ニーカー、黒色キャップ、肩掛け鞄を斜め掛け

2020年4月29日 水 17:00 大垣市 禾森 １丁目地内 路上 小4 女 遊び中 遊んでいたところ、自転車を持って行かれそうになった 行為者判明、指導警告

2020年5月2日 土 10:00 瑞穂市 生津 地内 路上 小3 女 遊び中
遊んでいたところ、男から「何してるの。何してるの。」等と声を掛け
られ、しばらく付近を徘徊した

２５～３５歳、170～175cm、やせ型、黒色短髪、黒色Ｔシャツ、黒色
長ズボン、口周りにひげ、白色肩掛け鞄を所持

2020年5月7日 木 16:00 大垣市 禾森 １丁目地内 路上 小3 男 遊び中
遊んでいたところ、男から「学校に行って遊べ。」等と声を掛けられ、
男が持っていた物を脚に当たられた

行為者判明、指導警告

2020年5月9日 土 13:30 郡上市 和良町三庫 地内 路上 小5 男 遊び中
ジョギング中、後方から来た車両が停止し、運転席から降車した男に
「こっちおいでよ。」等と声を掛けられた

２０～３０歳、165～175cm、中肉、白色ジャンパー、灰色作業着ズボ
ン、茶色スニーカー、黒色サングラス、顎に若干のひげ、ナンバープ
レートに赤色テープが貼られている

2020年5月11日 月 15:20 各務原市 那加桜町 １丁目地内 路上 中2 女 下校中
下校途中、すれ違った男にジロジロと見られ、男が方向転換して、向
かってきた

４０～５０歳、175cm位、中肉、黒色長袖シャツ、灰色長ズボン、黒
色短髪、

2020年5月11日 月 18:30 本巣郡北方町 平成 ２丁目地内 施設内 小6 女 遊び中
買い物中、背後に気配を感じたため振り返ると、男がスマートフォンを
向けていた

２０～２５歳、170cm位、やせ型、白色長袖、紺色ジーンズ、黒系野
球帽、黒色長財布、スマートフォン（黒色、カバー無し）

2020年5月12日 火 15:30 多治見市 東山 ２丁目地内 敷地内 小4 女 その他 在宅中、不審な人物が自宅敷地内に立っているのを目撃した 165～170cm、中肉、黒色長袖Tシャツ、長ズボン

2020年5月12日 火 15:00 岐阜市 高田 ３丁目地内野島公園 公園 小6 男 遊び中
公園で遊んでいたところ、男から「お菓子頂戴」「俺はコロナだ」等と
声を掛けられた

行為者判明、指導警告

2020年5月13日 水 8:50 中津川市 中津川 地内 路上 未就学 男 遊び中
路上にいたところ、男から飲みかけのコーヒーを「飲め飲め」等と声を
掛けられた

行為者判明、指導警告

2020年5月14日 木 14:00 大垣市 青墓町
２丁目地内円光寺踏
切付近

路上 中2 女 遊び中 散歩中、すれ違った男に「あっ」と言われて、つきまとわれた
３０～４５歳、170～175cm、肥満、黄緑色の半袖Tシャツ、黒系の下
衣

2020年5月15日 金 15:15 高山市 上川原町
地内上川原町公民館
前

路上 小5 男 遊び中
路上で友達と遊んでいたところ、男から「じゃんけんで勝ったらプレゼ
ントあげる」等と声を掛けられた

６０～７０歳、155～160cm、やせ型、薄い灰色ジャンパー、薄い灰色
ジャージズボン、茶色スリッパ、赤と緑と白色の横しまニット帽、鼻
の左に大きなほくろ

2020年5月17日 日 15:10 各務原市 新栄町 地内 敷地内 小6 女 その他 在宅中、不審な人物が自宅敷地内に立っているのを目撃した
２５～２９歳、165～170cm、中肉、黒髪、紫色Tシャツ、黒色長ズボ
ン

2020年5月18日 月 9:40 海津市 海津町馬目 地内 路上 小4 女 登校中 登校中、停止していた車両からクラクションを鳴らされた ４０～５０歳、小太り、白髪交じりの短髪、

2020年5月19日 火 12:00 土岐市 肥田町肥田 地内 路上 小5 女 遊び中
路上で遊んでいたところ、数メートル離れた場所にいる男から見つめら
れた

５０～６０歳、165～175cm、白髪交じりの短髪、上下青色作業着

2020年5月23日 土 11:22 高山市 上川原町 地内 路上 小5 女 遊び中
路上で遊んでいたところ、車が停止し、運転手の男から「お兄ちゃんは
元気？」等と声を掛けられた

60～70歳、灰色帽子、鼻の左側にほくろ

2020年5月25日 月 13:30 瑞穂市 生津滝坪町
１丁目地内滝坪公園
東側

路上 小3 女 遊び中 自動販売機を利用してい際、男から「何してるの」等と声を掛けられた
２５～３５歳、赤色半袖Tシャツ、黒色長ズボン、やせ型、黒色短
髪、口ひげ、銀色軽快自転車

2020年5月26日 火 10:25 揖斐郡大野町 大字黒野 地内国道303号高架下 路上 中2 女 下校中
下校中、自転車を押している男とすれ違ったところ、男が反転して、つ
きまとわれた

２０～２９歳、170～175cm、中肉、黒色短髪、青と白色のボーダー柄
Tシャツ、紺色ジーパン、黒色眼鏡、白色マスク、銀色軽快自転車
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2020年5月26日 火 16:30 大垣市 加賀野 地内 路上 中2 女 下校中 下校途中、不審な車に何度か追い抜かれたり、待ち伏せされたりした ベージュ色のセダンタイプの車

2020年5月26日 火 14:00 高山市 国府町村山 地内 路上 小3 女 遊び中
遊んでいたところ、スクーターに乗った男がマスクを外して、「上手や
な。このマスクかわいいやろ。」等と声を掛けられた

７０～８０歳、やせ型

2020年5月26日 火 15:45 岐阜市 橋本町 地内JR岐阜駅付近 路上 小4 女 移動中
移動中、男につきまとわれ、「お金貸してあげるから、いくらほし
い？」等と声を掛けられた

５０～６０歳、160～170cm、中肉、白髪交じりの黒髪短髪、濃い灰色
長袖Tシャツ、濃い紺色長ズボン、黒縁眼鏡、薄緑色のショルダー
バッグ

2020年5月26日 火 7:45 海津市 海津町馬目 地内 路上 中2 女 登校中
登校中、女から「あなたは神を信じますか」等と声を掛けられ、追いか
けられた

４０～６０歳、150～155cm、ピンク色カーディガン、黒色ズボン、紫
色帽子、ピンク色の縁をした眼鏡、茶色長髪

2020年5月26日 火 13:50 各務原市 那宮浦町 地内 路上 小3 男 遊び中 帰宅途中、児童らつきまとう車両を保護者が目撃した 年代等不詳、青色上衣、サングラス着用

2020年5月28日 木 7:00 揖斐郡大野町 大字黒野 地内 路上 小6 女 その他
ゴミ出しをした際、男から「おはよう」と声を掛けられ、デジタルカメ
ラを向けられた

２５～３０歳、170～175cm、やせ型、耳辺りまでの長さの黒髪、青緑
色のブルゾン系、黒色ズボン、あごひげ、銀色のデジタルカメラ

2020年5月29日 金 16:40 中津川市 中津川 地内 一般民家 小6 男 その他
在宅中、男が敷地内に侵入してきたため、「どちら様ですか。」等と声
を掛けたら立ち去った

４０～７０歳、170cm位、中肉、長袖上衣、長ズボン、手袋着用

2020年6月1日 月 9:55 岐阜市 岩地 地内 路上 小3 女 登校中
登校中、男から「学校の先生と話がしたいんだけど、学校どこ？」「名
前は？」等と声を掛けられた

40歳位、170～180㎝、やせ型、黒色短髪、黒色チェックシャツ、黒色
ズボン、がに股

2020年6月1日 月 15:00 岐阜市 長良字城之内 地内長良公園 公園 中1 女 移動中
友人と公園で遊んでいたところ、離れた距離から男に見られ、距離を離
すも近付いてきた

30～40歳、165cm位、中肉、クリーム色のTシャツ、長ズボン、緑色イ
ヤフォン、黄緑色のサファリハット

2020年6月1日 月 9:00 郡上市 八幡町稲成 地内 路上 小3 女 その他 路上にいたところ、車に乗った男から、「元気」と声を掛けられた 50～60歳、160～165㎝。やせ型、茶色短髪、サングラス

2020年6月2日 火 16:00 郡上市 八幡町相生 地内 路上 小1 男 下校中 母親と下校中、車両につきまとわれた 60～65歳、人相着衣等不明

2020年6月2日 火 15:00 大垣市 新長沢町 地内新長沢公園 公園 小5 男 遊び中
友人と遊んでいたところ、男に「写真撮ってもいい？」等と声を掛けら
れた

40～60歳、160～170歳、中肉、黒髪、白色カッターシャツ、スラック
ス

2020年6月3日 水 16:45 多治見市 音羽町 虎渓用水広場付近 路上 小6 男 移動中 移動中、自転車に乗った男に後を追いかけられた
60～70歳、170㎝位、やせ型、白髪交じりの短髪、青と白色のチェッ
ク柄長袖シャツ、ベージュ色の帽子

2020年6月3日 水 17:50 可児市 坂戸 地内店舗 駐車場 小3 女 その他 駐車中の車内にいたところ、男が車のドアを開けようとしてきた 年代等不詳、165cm位、中肉、黒色シャツ、黒色帽子、あごひげ

2020年6月3日 水 12:10 岐阜市 寺田 ２丁目地内 路上 中3 女 登校中
登校中、自動販売機の前に立っていた男から「バイバイ」と声を掛けら
れた

行為者判明、指導警告

2020年6月3日 水 12:20 岐阜市 寺田 地内 路上 中3 女 登校中 登校中、男の前を通りすぎた際、「バイバイ」と声を掛けられた 行為者判明、指導警告

2020年6月7日 日 11:00 大垣市 郭町 地内 一般民家 中3 女 その他 女子生徒が使用する自転車にお菓子やメモ紙を入れた 行為者判明、指導警告

2020年6月8日 月 17:03 岐阜市 加納栄町 地内栄町通２交差点 路上 小5 女 移動中 帰宅中、横断歩道ですれ違った男からスマートフォンを向けられた 40～50歳、170㎝位、小太り、黒色短髪、水色マスク

2020年6月9日 火 14:05 海津市 海津町札野 地内 路上 小4 女 下校中 自転車で下校途中、同一車両を目撃し、２回目は低速で追い抜かれた 年代等不詳、白色のバンタイプの車両

2020年6月9日 火 16:30 大垣市 楽田町 ７丁目地内 路上 中2 男 下校中
友人らと下校途中、後方から車両の運転手から、「何見とるんや。」等
と声を掛けられた

70歳位、160～165㎝、中肉、白色カッターシャツ、黒色ズボン

2020年6月9日 火 16:30 岐阜市 須賀 ３丁目地内 路上 小3 男 下校中
徒歩にて下校中、男から「こんにちは。何してるの？遊ぼうよ。」等と
声を掛けられた

20～30歳、175cm位、やせ型、青色ロングTシャツ、黒色長ズボン
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2020年6月10日 水 12:00 可児市 二野
地内平牧地区セン
ター西側路上

路上 小6 女 登校中 集団登校中、すれ違った車両の運転手からスマートフォンを向けられた 40～50歳、中肉、黒色短髪、半袖Tシャツ、黒縁の横長レンズの眼鏡

2020年6月10日 水 16:40 岐阜市 長森本町 ２丁目地内 路上 小4 男 移動中
自転車で帰宅途中、男からニヤニヤと見られ、Uターンする等して、自
宅付近まで付きまとわれた

50～60歳、170～180歳、中肉、白髪交じりのスポーツ刈り、黄色の半
袖Tシャツ

2020年6月11日 木 15:30 大垣市 万石 １丁目地内 路上 小1 女 下校中
下校中、すれ違った車両に乗った男から、「今から帰るの？」と声を掛
けられた

60～70歳、黒色短髪、ひげが少し生えていた

2020年6月11日 木 7:30 揖斐郡大野町 大字相羽 地内 路上 小3 男 登校中
集団登校で横断歩道を渡っていたところ、横断歩道で止まっていた車の
運転手からスマートフォンを向けられた

30～40歳、短髪、黒色Tシャツ、マスクの下からひげが出ている

2020年6月11日 木 8:50 中津川市 坂下 地内 路上 小3 女 登校中 登校のため集まっていたところ、男から頭を撫でられた
50歳位、170cm位、小太り、Tシャツ、青色ジーパン、オレンジ色ス
ニーカー、白色帽子、黒縁眼鏡、リュックサック所持

2020年6月12日 金 7:00 郡上市 高鷲町鷲見
地内上野口バス停付
近

路上 小5 女 登校中
スクールバス乗り場にいたところ、車がスピードを緩めながら通過し、
バス停付近で20秒ほど停止した

40～50歳、白髪交じりの黒色短髪

2020年6月12日 金 13:20 不破郡垂井町 地内 路上 小4 男 下校中 集団下校中、前から歩いてきた男から携帯電話で撮影された
60～80歳、165cm位、やせ型、灰色上衣、黒色長ズボン、黒色肩掛け
鞄所持、ピンク色の二つ折り携帯電話所持

2020年6月15日 月 7:10 海津市 南濃町上野河戸 地内 路上 中2 女 登校中
登校のため友人と待ち合わせをしていたところ、スマートフォンを向け
られた

行為者判明、指導警告

2020年6月16日 火 15:40 本巣郡北方町 芝原中町 地内 路上 小6 男 下校中
下校中、前から歩いてきた男を避けようしたところ、男も移動して立ち
ふさがった

50～60歳、170～175㎝、中肉、紺色長袖シャツ、ジーパン

2020年6月16日 火 15:45 多治見市 太平町 地内 路上 小5 男 下校中 下校中、すれ違った男が反転して追いかけてきた 行為者判明、指導警告

2020年6月16日 火 16:35 各務原市 蘇原栄町
１丁目地内蘇原駅前
西公園

公園 小6 女 遊び中 友人と公園で遊んでいたところ、公園に入ってきた男に見つめられた
50～60歳、160～170㎝、中肉、紺色長袖上衣、紺色ズボン、紺色運動
靴、紺色帽子、左手にレジ袋所持

2020年6月16日 火 16:50 羽島郡岐南町 八剣北 ３丁目地内 駐車場 小4 女 遊び中
遊んでいたところ、約３０メートル離れた場所に立っていた男から一眼
レフカメラを向けられた

年代等不詳、170㎝位、黒色長袖シャツ、灰色帽子、黒色サングラ
ス、一眼レフカメラを所持

2020年6月16日 火 18:00 羽島市 桑原町八神 地内 路上 中1 女 移動中
帰宅途中、路上に停まっていた車に乗った男からスマートフォンを向け
られた

40～50歳、中肉、黒色長袖、黒色帽子、黒色サングラス

2020年6月17日 水 17:20 郡上市 八幡町西乙原 地内 路上 中2 女 下校中
下校中、後方から来た車の運転手の男から「おかえり」と声を掛けられ
た

行為者判明、指導警告

2020年6月17日 水 15:05 本巣郡北方町 芝原中町 地内 路上 小3 男 下校中 下校中、前方から以前に目撃した不審な男が歩いてきた
50～60歳、160～165㎝、中肉、薄緑色長袖Tシャツ、茶色ズボン、白
髪交じりの短髪

2020年6月17日 水 16:30 多治見市 滝呂町 地内 路上 小4 女 遊び中
友人らと移動中、駐車していた車に乗っていた男２人から見られ、車の
横を通り過ぎようとしたところ、車から男が降りようとしてきた

20～30歳、①中肉、坊主頭②中肉、少し長めの茶髪、黒色タンクトッ
プ

2020年6月17日 水 17:20 羽島市 竹鼻町蜂尻 地内 路上 小3 女 移動中 自転車で移動中、車に乗っていた男が車を降りて追いかけてきた
40～55歳、165～175㎝、中肉、黒色パーカー（フードを被ってい
た）、黒色ズボン、黒色スニーカー、黒色サングラス

2020年6月18日 木 7:30 本巣市 屋井 地内 路上 小4 女 登校中
登校中、車に乗った男から「おうちどこ？」「車に乗る？」等と声を掛
けられた

60～70歳、小太り、白髪交じり、黒色上衣、銀縁眼鏡

2020年6月18日 木 10:05 大垣市 見取町 地内 路上 中2 女 登校中 登校中、男につきまとわれた 40歳位、黒系の服装

2020年6月18日 木 8:40 岐阜市 住ノ江町 ２丁目地内 路上 中3 女 登校中
友人と登校中、前から歩いてきた男とぶつかりそうになり、「どけ、こ
ら」と怒鳴られた

30～40歳、165㎝位、やせ型、黒色短髪、水色カッターシャツ、黒色
ビジネスバッグ所持

2020年6月18日 木 16:30 高山市 江名子町 地内 路上 小5 男 移動中 帰宅途中、前から歩いてきた男から「名前何？」と聞かれた
60～70歳、150～160㎝、中肉、茶色長袖シャツ、緑色七分丈ズボン、
黒色靴、茶色帽子、白色マスク
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2020年6月18日 木 16:00 可児郡御嵩町 中 地内 路上 小3 女 下校中
友人と下校途中、約50メートル前の車の横に立っていた男からスマート
フォンを向けられ、撮影された

30～40歳、170～180㎝、やせ型、白色シャツ、黒色ズボン、眼鏡、黒
色短髪

2020年6月18日 木 17:10 大垣市 墨俣町 地内 店舗内 中2 女 遊び中 店舗内にいたところ、男から「インスタやってる？」と声を掛けられた
30～40歳、170～175㎝、中肉、白髪交じり、黒色ジャージ上下（白色
の線入り）、サンダル、黒色帽子

2020年6月18日 木 21:30 大垣市 宮町 １丁目地内 路上 中3 女 移動中
徒歩にて帰宅途中、男につきまとわれて、「どの中学校なの？」等と声
を掛けられた

30～40歳、180㎝位、やせ型、黒色短髪、灰色半袖シャツ、灰色ズボ
ン

2020年6月19日 金 15:20 大垣市 宿地町 地内 路上 小3 女 下校中
下校中に、路上をウロウロしている男を目撃し、通り過ぎたところ、見
つめられた

30～40歳、175～180㎝、中肉、茶色短髪、黒色半袖、黒色ズボン、黒
色ニット帽、黒色サングラス

2020年6月22日 月 15:30 瑞穂市 穂積 地内 路上 小5 女 下校中
友人らと下校中、車からクラクションを鳴らされ、運転手の男から笑い
かけれて、手を振られた

40歳位

2020年6月22日 月 16:30 加茂郡八百津町 伊岐津志 地内 路上 中3 男 移動中 帰宅途中、車両につきまとわれた 30～40歳

2020年6月22日 月 14:55 岐阜市 岩地 １丁目地内 路上 未就学 女 その他 路上にいたところ、男から「飴あげる」等と声を掛けられた 25～35歳、170cm位、やせ型、白系色のTシャツ、野球帽、

2020年6月23日 火 7:40 可児郡御嵩町 中 地内 路上 小5 女 登校中
集団登校中、信号待ちしていた車の運転手から見つめられ、スマート
フォンを向けられ、撮影された

40～50歳、小太り、白髪交じりの短髪、黒色半袖Tシャツ

2020年6月23日 火 7:10 中津川市 阿木 地内野田トンネル 路上 小5 女 登校中 登校中、タブレットを持った男が、トンネルの天井を見上げていた
35～45歳、175～180㎝、やせ型、黒色短髪、黒色Tシャツ、灰色ス
ウェット、黒色サンダル

2020年6月23日 火 15:50 中津川市 八幡町 地内 路上 小3 女 下校中
下校中、座って休んでいたところ、ゴミステーション裏側にいる人影を
目撃した

年代等不詳、黒っぽい服装

2020年6月23日 火 15:00 羽島市 舟橋町 地内 路上 小6 男 下校中 下校中、自宅付近に停まっている車の男から、見つめられた 50～60歳

2020年6月24日 水 15:50 大垣市 中川町 ４丁目地内 路上 小5 男 下校中 友人らと下校中、男から名札をのぞき込まれた 行為者判明、指導警告

2020年6月24日 水 16:40 大垣市 楽田町 ３丁目地内 路上 中3 女 下校中
友人と下校中、男から「一緒に帰ろう。」「家はどこ？」等と声を掛け
られた

60～70歳、165㎝位、やせ型、黒か灰色Tシャツ、白色長ズボン、黒色
サングラス、ベージュ色のバケットハット

2020年6月24日 水 15:20 郡上市 白鳥町歩岐島 地内北濃駅東側 路上 中1 女 下校中 友人らと下校中、男から一眼レフカメラを向けられた
20～30歳、170㎝位、中肉、紺色半袖シャツ、紺色Gパン、一眼レフカ
メラ

2020年6月24日 水 16:20 加茂郡坂祝町 酒倉 地内 路上 小6 女 下校中
集団下校中、後方から来た自転車二人組の男から「おい、じゃま」等と
声を掛けられた

①25～35歳、175～180cm、小太り、黒色短髪パーマ、白色Tシャツ、
黒色ハーフズボン、黒色帽子、顎鬚②25～35歳、170～175㎝、やせ
型、黒色Tシャツ、黒色ハーフズボン、黒色帽子

2020年6月25日 木 15:15 瑞穂市 別府 地内 路上 小1 男 下校中 友人らと下校中、男から「車に乗る？」と声を掛けられた
①40～50歳、170～175㎝、中肉、黒色スニーカー、水色帽子②70代、
小太り、白色半袖シャツ、頭にタオルを巻いていた

2020年6月25日 木 16:00 山県市 大門 地内 路上 小3 女 下校中 下校中、自転車に乗った男がUターンする等してつきまとわれた 行為者判明、指導警告

2020年6月25日 木 15:20 各務原市 尾崎西町 ３丁目地内 路上 小2 男 下校中 下校中、女の人に差していた傘を掴まれて、壊された
70歳位、150㎝位、黒色長ズボン、中肉、肩にかかる程度の長さの白
髪

2020年6月25日 木 15:40 各務原市 那加桜町 地内 電車内 小3 女 下校中 電車内で男の人からお金を渡されたり、肩を組まれたりした 60歳位、170㎝位、中肉、赤色ジャージズボン

2020年6月25日 木 16:00 中津川市 駒場 地内 路上 小3 女 下校中 友人と下校中、後方約１０メートルを男につきまとわれた
50～60歳、160～165㎝、小太り、白色半袖Tシャツ、緑系の半ズボ
ン、サンダル、黒縁の丸眼鏡、顎鬚

2020年6月25日 木 16:40 岐阜市 加納新本町 地内 路上 中2 女 下校中
友人と下校中、店舗に駐車されて車内にいた男からスマートフォンを向
けられた

40～50歳、白色半袖Tシャツ、肥満、黒色短髪
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2020年6月25日 木 18:00 岐阜市 加納城南通 地内加納公園南側 路上 小3 男 移動中
友人と帰宅中、車に乗った男二人組から「これあげる」と声を掛けら
れ、ケーキを貰った

①20～25歳、170～175㎝、中肉、黒色短髪、黒色半袖パーカー②20～
25歳、170～175㎝、中肉、黒色短髪、白色半袖パーカー、黒色サング
ラス

2020年6月25日 木 15:30 土岐市 泉が丘 地内 路上 小3 女 下校中 徒歩にて下校中、車に乗った男から声を掛けられた
年代等不詳、年代等不詳、水色チェック柄シャツ、白色Tシャツ、黒
色ズボン、白髪交じりの短髪

2020年6月26日 金 7:15 羽島市 正木新井 地内 路上 小5 女 登校中 集団登校中、男の人からスマートフォンを向けられた 40～50歳、中肉、赤色長袖ジャージ、黄土色長ズボン

2020年6月26日 金 14:30 美濃加茂市 加茂野町木野 地内 路上 小4 男 下校中 集団下校中、車に乗った男からスマートフォンを向けられた 30～35歳、170cm位、やせ型、黒色短髪、黒色半袖

2020年6月26日 金 16:05 多治見市 西坂町 地内 路上 小2 男 下校中 徒歩にて下校中、自転車に乗った男から「悪い子？」と声を掛けられた 30歳位、170～175cm、やせ型、赤色サンダル

2020年6月27日 土 10:40 岐阜市 萱場東町 8丁目地内 路上 中1 男 下校中 下校中、車両につきまとわれた 50～60歳、眼鏡あり

2020年6月27日 土 13:30 本巣郡北方町 長谷川西 １丁目地内 公園 小3 女 遊び中 友人と遊んでいたところ、公園に入ってきた男に睨みつけられた
60歳位、160～170cm、中肉、白色短髪、白色半袖Tシャツ、青色ジー
ンズ、白色マスク

2020年6月27日 土 19:07 本巣郡北方町 地内 路上 中1 男 移動中 自転車で帰宅途中、自転車と同じ速度にした車両につきまとわれた 40～50歳、中肉、色不明の短髪、眼鏡あり

2020年6月29日 月 16:00 多治見市 虎渓山町 地内 路上 小6 男 下校中 徒歩にて下校中、男につきまとわれた 行為者判明、指導警告

2020年6月29日 月 16:15 岐阜市 萱場南
２丁目地内島中央公
園

公園 小6 女 遊び中
友人らと公園でバレーをしていたところ、男もバレーに加わったが、暴
言を吐かれた

行為者判明、指導警告

2020年6月29日 月 16:20 各務原市 緑苑南 ２丁目地内 路上 小6 男 下校中
友人らと下校中、女から「絵を描いているから写真を撮らせて」等と声
を掛けられ、容姿を撮影された

行為者判明、指導警告

2020年7月1日 水 7:30 大垣市 開発町 ５丁目地内 路上 中3 男 登校中 自転車で登校中、男に睨みつけられた
50～60歳、165～170cm、中肉、白髪交じりの短髪、水色Tシャツ、黒
系ズボン

2020年7月1日 水 7:15 大垣市 古知丸 ３丁目地内 路上 中1 男 登校中 徒歩にて登校中、約200メートルの間、男につきまとわれた
30～35歳、165cm位、やせ型、黒色短髪、黒色上衣、黒色長ズボン、
黒色の靴、黒色マスク

2020年7月1日 水 7:25 可児市 下恵土 地内 路上 小5 男 登校中 集団登校中、男からスマートフォンを向けられた 行為者判明、指導警告

2020年7月1日 水 15:45 羽島市 足近町 ３丁目地内 路上 小5 女 下校中
徒歩にて下校中、停まっていた車が進んだり、停まったりしながら、自
宅付近まで近付いてきた

年代等不詳

2020年7月2日 木 16:10 岐阜市 平和通 ３丁目地内 路上 小3 男 下校中 徒歩にて下校中、車内の男からデジタルカメラを向けられた 70～80歳

2020年7月2日 木 20:00 可児市 帷子新町 ３丁目地内 駐輪場 中3 男 その他
男子生徒が施設駐輪場にいたところ、男から「お金欲しいか」等と声を
掛けられた

60歳位、170cm位、やせ型、白髪交じりの短髪

2020年7月2日 木 18:25 各務原市 那加前洞新町 ４丁目地内 路上 中1 女 移動中 散歩中、男につきまとわれた
20～30歳、170cm位、中肉、茶色上衣、チェック柄茶色長ズボン、茶
色帽子、黒色系の斜め掛けショルダーバッグ

2020年7月3日 金 7:25 瑞穂市 別府 地内 路上 - - 登校中 徒歩にて登校中、男から携帯電話で撮影された
20～30歳、170～175cm、やせ型、茶色長袖シャツ、紺色ジーンズ、黒
色短髪、白色スニーカー、携帯電話を所持、外国人風

2020年7月3日 金 10:20 岐阜市 六条東 １丁目地内 路上 未就学 - その他 園児らが整列中、路上にいる男からスマートフォンを向けられた
50歳位、170cm位、やせ型、白髪交じりの角刈り、黄色ポロシャツ、
青色ジーパン、茶色ショルダーバッグ、茶色カバーのスマートフォン

2020年7月4日 土 17:30 中津川市 西坂町 ４丁目地内 路上 小1 男 移動中
移動中、女から「僕かわいいね。何歳？学校どこ？」等と声を掛けられ
た

40歳位、中肉、黒色系上衣、黒系ズボン、青色スニーカー
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2020年7月5日 日 17:30 羽島市 福寿町間島
４丁目地内間島西公
園

公園 小5 女 遊び中
友人と公園で遊んでいたところ、路上を歩いている男からスマートフォ
ンを向けられた

30歳位、160cm位、やせ型、黒色で肩までの長さの髪、白色半袖Tシャ
ツ、七分丈ズボン、灰色帽子（前面が白色）

2020年7月8日 水 16:00 安八郡安八町 西結 地内天満宮神社付近 路上 小6 女 下校中
友人らと下校中、走行していた車が停まって、運転手の女からスマート
フォンを向けられた

20～30歳、中肉、黒色で肩位までの長さの髪、半袖Tシャツ、

2020年7月9日 木 7:30 瑞穂市 牛牧
地内下牛牧交差点東
方地下道

路上 小5 女 登校中 集団登校中、男から「かわいいね」等と声を掛けられた 行為者判明、指導警告

2020年7月10日 金 17:30 岐阜市 則武西 ２丁目地内記念大橋 路上 中1 女 下校中
徒歩にて下校中、何を言っているか分からないような言葉を発している
男が近づいてきた

50～60歳、165～170㎝、小太り、緑色タンクトップ、黒色ハーフパン
ツ、黒色短髪

2020年7月10日 金 16:15 瑞穂市 別府
地内瑞穂市役所から
東方約250ｍ先

路上 小3 男 下校中
友人らと下校中、すれ違った男から持っていた水筒を触られ、笑いかけ
られた

50歳位、165㎝位、小太り、黒色短髪、オレンジ色丸首Tシャツ、青色
ジーパン、黒色スニーカー、右目下にほくろ

2020年7月11日 土 10:29 揖斐郡大野町 大字黒野 地内商業施設 店舗内 小1 女 その他 保護者と買い物中、男がしばらくの間、うろついてきた
60～65歳、165～170cm、小太り、白髪交じりの短髪、赤色系ポロシャ
ツ、ズボン

2020年7月11日 土 15:45 岐阜市 島栄町 １丁目地内商業施設 店舗内 小4 男 遊び中
友人らと遊んでいたところ、女に声を掛けられ、バス代を出してもらっ
て、別の商業施設に移動した

行為者判明、指導警告

2020年7月11日 土 21:57 美濃加茂市 野笹町 ２丁目地内商業施設 駐車場 中3 女 その他 保護者と歩いていたところ、すれ違った男から声を掛けられた 行為者判明、指導警告

2020年7月12日 日 13:00 海津市 海津町高須 海津図書館 駐輪場 中1 男 その他 駐輪場にいたところ、女からスマートフォンを向けられた
35～45歳、160～165cm、やせ型、青色Tシャツ、青と黒色ズボン、茶
色サングラス、黒色つば付き帽子、黒色のセミロング

2020年7月12日 日 13:00 多治見市 西坂町 ４丁目地内 空き地 小2 女 遊び中
空き地で友人らと遊んでいたところ、男から「ねえ、遊ぼうよ。」と声
を掛けられた

30～40歳、175～180cm、やせ型、黒色半袖パーカー、黒色長ズボン、
赤色帽子、サングラス、黒色短髪

2020年7月13日 月 15:00 岐阜市 長良
地内長良北町バス停
付近

路上 小3 男 下校中
保護者と下校中、バス停付近に立っていたとこから、ボソボソと何かを
言われた

年代等不詳、170㎝位、肥満、白色Yシャツ、黒色スラックス、黒色傘
を所持

2020年7月14日 火 16:00 岐阜市 萱場北町
１丁目地内萱場北町
１交差点付近

路上 中1 女 下校中
徒歩にて下校中、後方から近付いてきたバイクに乗った男から「こんに
ちは」等と声を掛けられた

行為者判明、指導警告

2020年7月14日 火 15:30 瑞穂市 牛牧
地内みずほバス上牛
牧バス停付近

路上 小1 女 登校中 徒歩にて下校中、車に乗った女から携帯電話を向けられた 50～60歳、中肉、白色マスク

2020年7月14日 火 15:45 岐阜市 清本町 ６丁目地内 路上 小2 女 下校中 徒歩にて下校中、車に乗った男から声を掛けられた 30～50歳、中肉、黒色長髪、丸型黒色縁の眼鏡

2020年7月15日 水 7:30 安八郡神戸町 大字神戸 地内 路上 小5 男 登校中 徒歩にて登校中、男から名前を呼ばれて、腕を掴まれた 行為者判明、指導警告

2020年7月15日 水 16:00 大垣市 領家町
２丁目地内領家町２
交差点付近

路上 - - 下校中
集団下校中、横断歩道を渡っていたところ、車に乗った男３人組から
「おい」と怒鳴られた

①20歳位、黒色短髪、黒色Tシャツ②20歳位、黒色短髪、黒色Tシャツ
③20歳位、黒色短髪、黒色Tシャツ

2020年7月15日 水 10:30 多治見市 十九田町 地内精華小学校付近 路上 小3 女 遊び中
学校内で遊んでいたところ、路上から学校内を覗き込んでいる男を目撃
した

30～40歳、175cm位、小太り、黒色短髪、黒色Tシャツ、水色半ズボ
ン、黒色スニーカー、黒色帽子、サングラス、黒色マスク

2020年7月16日 木 17:10 大垣市 昼飯町
地内付近から稲葉東
３丁目地内

路上 中2 女 下校中 自転車で下校中、自転車に乗り、木の棒を持った男につきまとわれた
50～60歳、165～175cm、やせ型、黒色短髪、黒色Tシャツ、灰色短パ
ン、白色マスク

2020年7月16日 木 17:00 中津川市 付知町 地内 路上 中1 女 下校中 徒歩にて下校中、車に乗った男から手を振られた 行為者判明、指導警告

2020年7月16日 木 16:20 岐阜市 北山
１丁目地内北山公民
館東方

路上 小5 女 下校中
徒歩にて下校中、女から「どこらへんに住んでいるの？」と声を掛けら
れた後、名札を覗かれた

60歳位、150～155㎝位、中肉、白髪、白色マスク

2020年7月16日 木 14:55 各務原市 蘇原花岡町 ４丁目地内 路上 小4 女 遊び中
路上で遊んでいたところ、車に乗った４人組の男から「車に乗る？」
「お菓子買ってあげる」等と声を掛けられた

①20～30歳、中肉、黒色短髪、黒色シャツ、茶色ズボン、黒色手袋着
用②30～40歳、中肉、赤色の髪の毛、水色Tシャツ、黒色帽子③30～
40歳、やせ型、長髪、黒色上衣、短パン④20～30歳、やせ型、黒色短
髪、シャツ、丸型眼鏡
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2020年7月17日 金 16:45 岐阜市 北島 ７丁目地内 地下道 中1 男 塾の行き帰り
地下道ですれ違った女から写真を撮影したような音が聞こえたため、撮
影されたかもしれない

20～30歳、160～165cm、中肉、金髪、灰色カーディガン、黒色七分丈
ズボン

2020年7月17日 金 17:30 岐阜市 北柿ケ瀬 地内 路上 中1 女 下校中
徒歩にて下校中、自転車に乗った男から手を振られたり、笑いかけられ
たりした

30～40歳、170～175cm、中肉、半袖シャツ、短パン、黒色ボサボサ髪

2020年7月17日 金 16:15 岐阜市 浪花町 地内本郷公園付近 路上 小4 男 下校中
友人らと徒歩にて下校中、車に乗った男から、「乗っていかない？」と
声を掛けられた

30～40歳、白色半袖Tシャツ、中肉、黒色短髪

2020年7月17日 金 16:00 関市 下有知

地内東海環状自動車
道高架下から関ノ上
３丁目地内関ノ上西
公園付近

路上 小5 男 下校中 友人と徒歩にて下校中、男につきまとわれた
50～60歳、160～170cm、小太り、黒色短髪、青色半袖シャツ、灰色半
ズボン

2020年7月18日 土 13:30 多治見市 音羽町
１丁目地内虎渓用水
広場

広場 中3 女 遊び中 友人らと遊んでいたところ、男からスマートフォンを向けられた
15～18歳、160cm位、中肉、白色襟付きシャツ、黒色半ズボン、黒色
スニーカー、黒色短髪

2020年7月19日 日 16:40 大垣市 郭町 大垣公園 公園 小5 男 移動中
友人らと公園で遊んでいたところ、男二人から「ちび」等と言われ、逃
げたところ追いかけられた

①10～20歳、165～170cm、中肉、黒色半袖、黒色長ズボン、黒色マス
ク②10～20歳、165～170cm、中肉、黒髪、白色半袖、紺色ズボン

2020年7月20日 月 21:50 岐阜市 野一色 ４丁目 路上 中3 男 塾の行き帰り
自転車で帰宅中、自転車に乗った追い抜きざまに「付いてこい」等と声
を掛けられた

20歳位、170cm位、中肉

2020年7月20日 月 16:15 大垣市 外渕
２丁目地内市営外渕
団地付近一般民家

一般民家 小2 男 その他 在宅中、男が何度も玄関ドアをノックしてきた
40～50歳、160～165cm、中肉、白色Tシャツ、紺色半ズボン、黒色野
球帽、黒色サングラス

2020年7月20日 月 7:23 瑞穂市 居倉
地内瑞穂市西ふれあ
い広場東側

路上 中1 女 登校中 自転車で登校中、男に呼び止められて、500円玉を渡される 行為者判明、指導警告

2020年7月20日 月 7:25 瑞穂市 居倉
地内瑞穂市西ふれあ
い広場東側

路上 中1 女 登校中 自転車で登校中、男に呼び止められて、200円を渡される 行為者判明、指導警告

2020年7月21日 火 7:30 岐阜市 上土居 地内 路上 中3 女 登校中 友人と徒歩にて登校中、後方から男に携帯電話で容姿を撮影された 行為者判明、指導警告

2020年7月22日 水 15:50 岐阜市 加納神明町 ６丁目地内 路上 小6 男 下校中 徒歩にて下校中、男からスマートフォンを向けられた
60～70歳、165～170cm、中肉、Tシャツ、紺色長ズボン、ニット帽、
白色マスク

2020年7月22日 水 6:50 土岐市 妻木町 地内 路上 中1 男 登校中 徒歩にて登校中、男につきまとわれた
40～50歳、180～185cm、中肉、白色Tシャツ、黒色長ズボン、黒色短
髪、白色マスク、緑色リュックサック

2020年7月22日 水 7:45 可児市 久々利 地内 路上 小5 男 登校中 集団登校中、男からカメラを向けられた 行為者判明、指導警告

2020年7月26日 日 14:50 羽島市 竹鼻町丸の内 10丁目地内 路上 中3 女 移動中 徒歩にて帰宅途中、男に後をつけられた 年代等不詳、やせ型

2020年7月27日 月 18:50 岐阜市 徹明通 １丁目商業施設西側 路上 中2 男 その他 男が怒鳴り声を上げ、傘を振り回しながら近づいてきた 行為者判明、指導警告

2020年7月28日 火 16:15 岐阜市 柳津町蓮池 ６丁目地内 路上 小4 男 下校中
友人らと徒歩にて下校中、自転車に乗った男からスマートフォンで撮影
された

20～30歳、160～165cm、中肉、黒色フード付きの上衣、黒色ズボン、
白色マスク

2020年7月28日 火 7:50 山県市 高富
地内高富小学校東方
交差点

路上 小6 男 登校中 集団登校中、信号待ちしていた車に乗った男から携帯電話を向けられた 40歳位、青色Tシャツ、中肉、黒色パーマ、外国人風

2020年7月28日 火 7:20 羽島市 正木町新井 地内 路上 小6 男 登校中
徒歩にて登校中、すれ違った自転車に乗った男がスマートフォンを持っ
ていて、撮影していたかもしれない

30～40歳、170～180cm、やせ型、赤色長袖ジャンパー、灰色長ズボ
ン、灰色野球帽、白色マスク、黒色系スマートフォン

2020年7月28日 火 16:00 羽島市 竹鼻町丸の内 ８丁目地内 路上 中3 女 移動中
歩いていたところ、男とぶつかりそうになったため、道を譲ろうとした
ところ、立ちふさがれたため、Ｕターンしたところ、「おい」と声を掛
けられた

20歳後半位、180cm位、やせ型、黒色パーカー、黒色ズボン、紺色系
帽子、白色マスク

2020年7月29日 水 17:30 関市 下有知
地内富士塚公民セン
ター南方付近

路上 小6 男 その他 自転車にて帰宅途中、自転車に乗った男につきまとわれた 60～70歳、160～170cm、小太り、灰色ジャージ上下、白色短髪
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2020年7月29日 水 7:20 安八郡安八町 中須 地内 路上 小1 男 登校中 徒歩にて登校中、同一の車を何度も目撃した 40～45歳、やせ型、黒色短髪、黒縁眼鏡

2020年7月30日 木 7:10 大垣市 赤坂町 地内 路上 小6 女 登校中
徒歩にて登校中、自転車に乗った男から「ねえ、きみ。」と声を掛けら
れ、手を伸ばしてきた

45歳位、やせ型、黒色半袖Tシャツ、薄茶色ハーフパンツ、黒色短
髪、顎に無精ひげ

2020年7月30日 木 22:00 岐阜市 東明見町 ８丁目地内 路上 中2 男 塾の行き帰り 自転車で帰宅途中、走行する車からエアガン様のものを撃たれた 18～25歳、中肉

2020年7月30日 木 16:00 各務原市 鵜沼台
７丁目地内各務原鵜
沼台郵便局付近

路上 小6 男 下校中 徒歩で下校中、男から「学校はどこ？」等と声を掛けられた 45～50歳、160cm位、中肉、黒色半袖、短パン、丸型眼鏡

2020年7月30日 木 15:00 岐阜市 茜部本郷 ３丁目地内 路上 中3 女 登校中
友人らと自転車で下校中、車に乗った女からスマートフォンを向けられ
た

25歳位、外国人風

2020年7月31日 金 15:50 岐阜市 今嶺 １丁目地内 路上 - 女 下校中 集団下校している女子児童らに対して、男が声を掛けていた 20～30歳、中肉、白色半袖Tシャツ、黒色ズボン、黒色か茶色の短髪

2020年7月31日 金 16:00 岐阜市 鷺山東 ２丁目地内 路上 小5 男 下校中 徒歩にて下校中、自転車に乗った男がズボンの上から陰部を触っていた
30歳位、中肉、白色半袖Tシャツ、黒色スラックス、黒色で耳が出る
位の長さ

8月上旬 - 16:00 瑞浪市 須野志町 ２丁目地内 路上 小2 男 下校中 徒歩にて下校中、男から「学校の帰り？」と声を掛けられた 50～60歳、160～170cm、中肉、黒色短髪、茶色サングラス

2020年8月1日 土 15:00 岐阜市 折立 地内 商業施設 中1 女 遊び中
店舗内で買い物中、男から「君かわいいね」「ちょっと話しない」等と
声を掛けられた

20歳位、180～185cm、白色Tシャツ、黒色帽子、眼鏡着用

2020年8月1日 土 7:15 岐阜市 柳津町梅松
名鉄柳津駅から笠松
駅

電車内 中2 男 登校中 電車内で男からスマートフォンを向けられた
30～40歳、170cm位、中肉、黒色短髪、赤色半袖Tシャツ、ベージュ色
長ズボン

2020年8月2日 日 13:30 揖斐郡池田町 下東野
地内下東野公民館北
方

路上 小5 男 移動中
自転車で移動中、すれ違った車に乗った男から「待て、お菓子いる
か？」等と声を掛けられた

60～70歳、中肉、黄色Tシャツ、白髪交じりの頭髪、無精ひげ

2020年8月2日 日 17:37 羽島市 竹鼻町丸の内
地内市民の森羽島公
園

公園 小4 女 遊び中
友人らと公園内で遊んでいたところ、男からスマートフォンを向けられ
た

行為者判明、指導警告

2020年8月3日 月 18:30 岐阜市 宇佐南
１丁目３番地内から
宇佐３丁目地内宇佐
西公園

路上 小6 女 移動中
自転車で帰宅中、自転車に乗った男から速度を合わせる等してつきまと
われた

18～20歳位、160～165cm、中肉、黒色短髪、灰色半袖Tシャツ、黒色
半ズボン

2020年8月3日 月 14:30 瑞穂市 穂積 地内 路上 中2 女 下校中 友人と徒歩にて下校中、対向から来た車が近づいてきた
①運転手　30～40歳、やせ型、灰色半袖、黒色短髪、外国人風②助手
席　30～40歳、やせ型、灰色半袖、黒色短髪、外国人風

2020年8月5日 水 16:15 多治見市 小名田町小滝 地内小滝第一公園 公園 中1 女 遊び中
友人と公園で遊んでいたところ、上半身裸の男が近づいてきて、「これ
いるか？」と声を掛けられ、セミの死骸を差し出された

行為者判明、指導警告

2020年8月5日 水 16:30 可児市 久々利柿下入会
地内可児小滝第一公
園

公園 中1 女 遊び中
公園で遊んでいたところ、上半身裸の男がセミの死骸を持って近づいて
きて「何しているの？」「何年生？」等と声を掛けられた

行為者判明、指導警告

2020年8月5日 水 16:20 瑞浪市 西小田町
１丁目地内飯塚橋付
近路上

路上 中1 女 下校中
友人らと徒歩にて下校中、車に追従され、複数回クラクションを鳴らさ
れた

行為者判明、指導警告

2020年8月5日 水 16:15 各務原市 三井東町
２丁目地内各務原市
協定グラウンド南側

敷地内 小4 男 その他 男から「迷子なの？」「名前は？」等と声を掛けられた
40～50歳、165～170cm、小太り、黒系Tシャツ、黒系ハーフパンツ、
スニーカー、白髪交じりの短髪、白色マスク

2020年8月6日 木 19:05 高山市 七日町 ３丁目地内連合橋 路上 小6 男 移動中
自転車で帰宅中、車に乗った男から「おーい、こっちおいで」と声を掛
けられた

40～50歳、中肉、黒色短髪、水色軽自動車

2020年8月6日 木 15:30 恵那市 大井町 地内 路上 小6 女 登校中
徒歩で下校中、道路沿いのフェンスをよじ登る男を目撃し、その男から
デジタルカメラで撮影された

60歳位、165～170cm、やせ型、オレンジ色半袖Tシャツ、黒色長ズボ
ン、口ひげ、黒色デジタルカメラ

2020年8月6日 木 16:35 瑞浪市 西小田町 ２丁目地内 路上 小6 男 下校中 友人らと徒歩にて下校中、車から複数回クラクションを鳴らされた 行為者判明、指導警告
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2020年8月8日 土 11:06 本巣郡北方町 長谷川 北方町役場 敷地内 中1 女 遊び中 友人らといたところ、男からカメラを向けられた
20歳位、165～170cm、中肉、黒色短髪パーマ、もみあげが長い、濃い
眉毛、白色半袖Tシャツ、ベージュ色長ズボン、コンパクトデジタル
カメラ

2020年8月9日 日 17:00 可児市 今渡 地内 商業施設 中3 女 遊び中 買い物中、シャッター音がしたため振り返ったところ、男が立っていた
30～40歳、160cm位、中肉、黒色短髪、赤紫色Tシャツ、黒色ズボン、
黒縁眼鏡、白色マスク、灰色リュックサック、銀色スマートフォン

2020年8月17日 月 16:30 高山市 下岡本町
地内国道41号線沿い
歩道上

路上 小3 女 登校中 徒歩にて登校中、女から複数回、つきまとわれた
年代等不詳、170～175cm、やせ型、黒色長髪、ワンピース、白色ス
ニーカー

2020年8月19日 水 13:10 高山市 国府町名張 地内 店舗駐車場 小4 男 下校中
駐車場にいたところ、男から「パンをあげる」等と声を掛けられ、パン
を渡されそうになった

50～60歳、160cm位、やせ型、紺色半袖、紺色半ズボン、ベージュ色
の帽子

2020年8月19日 水 17:01 瑞浪市 南小田町 １丁目地内 敷地内 小2 女 その他 帰宅してすぐにインターフォンが鳴り、玄関前に男が立っていた
40～50歳、160～170cm、中肉、白色半袖ワイシャツ、紺色長ズボン、
坊主

2020年8月19日 水 16:00 土岐市 駄知町 地内 路上 小6 女 下校中 徒歩にて下校中、奇声を発している上半身裸の男を目撃した 行為者判明、指導警告

2020年8月20日 木 13:30 可児市 二野
地内平牧地区セン
ター付近から緑ケ丘
３丁目地内

路上 小1 男 下校中
集団下校中、男から「一緒に花を摘みに行こう。行くならキャンディー
あげるよ」等と声を掛けられ、つきまとわれた

30～50歳、170cm位、やせ型、黄緑色の長袖ジャケット、黒色の靴

2020年8月20日 木 16:05 美濃加茂市 太田町 地内北一公民館西側 路上 小2 男 遊び中
広場のベンチに座っていた男から「これあげる」と声を掛けられ、青り
んご様の物を渡されそうになった

40～70歳、中肉、緑と黒色の格子柄の上衣、青色長ズボン、帽子

2020年8月20日 木 16:40 各務原市 緑苑北
１丁目地内緑苑中学
校正門前付近

路上 中2 女 下校中
下校中、低速走行してきた車に乗っていた男から何かを話しかけられ、
笑いながら立ち去った

25～30歳、170～175cm、中肉、色不詳の短髪、紺色帽子（つばがベー
ジュ色でまっすぐとなっている）

2020年8月20日 木 16:10 安八郡神戸町 大字神戸 地内五条橋北方 路上 中2 女 下校中 徒歩にて下校中、三輪車に乗った男につきまとわれた
50～70歳、170cm位、小太り、黒色Tシャツ、黒色ハーフパンツ、こげ
茶色ニット帽子

2020年8月21日 金 15:20 岐阜市 福田町 １丁目地内 路上 小1 女 下校中
徒歩にて友人らと下校中、路上に停まっていた車から男が降りてきて、
デジタルカメラで撮影された

30～35歳、白色ワイシャツ、黒色スラックス、デジタルカメラ所持

2020年8月21日 金 16:20 安八郡神戸町 大字神戸 地内 路上 中1 女 下校中 友人と自転車で下校中、男に付きまとわれた
35～45歳、160cm位、小太り、灰色カッターシャツ、ジーパン、帽
子、灰色リュックサック、紺色スマホケース

2020年8月23日 日 14:00 羽島市 福寿町平方 地内商業施設 駐車場 小5 女 その他 店舗駐車場において、車に近づかれた 行為者判明、指導警告

2020年8月23日 日 13:00 岐阜市 津島町 ４丁目地内 駐車場 小5 女 その他 男からスマートフォンを向けられた 行為者判明、指導警告

2020年8月24日 月 7:40 安八郡神戸町 大字北一色
地内養老鉄道北神戸
駅付近

路上 中2 女 登校中
登校中、男から「どこの中学校？何時に終わるの？」等と声を掛けられ
た

30～40歳、160～170cm、中肉、黒色半袖Tシャツ、黒色長ズボン、黒
色パーマ

2020年8月24日 月 16:20 大垣市 宿地町 地内 路上 中3 女 下校中
徒歩にて下校中、男から「こっちきてー」「大丈夫だよ、おいでー」等
と声を掛けられた

50～60歳、160～165cm、中肉、灰色半袖Tシャツ、青色ロングスカー
ト、黒色長髪

2020年8月24日 月 18:00 土岐市 妻木町 地内若宮橋上 路上 小6 男 移動中 自転車で帰宅途中、男から「今からどこ行くの？」等と声を掛けられた
50～60歳、165～170cm、中肉、黒色短髪、黒色長袖シャツ、黒色短パ
ンジャージ、黒色帽子、マスク

2020年8月24日 月 16:00 各務原市 各務おがせ町 ９丁目地内 路上 小5 女 下校中 路上に停まっている車に乗った男から見つめられた 行為者判明、指導警告

2020年8月24日 月 7:15 安八郡神戸町 大字北一色 地内北神戸駅南側 路上 中2 女 登校中
友人と登校中、男から「何時に帰るの？」「今日部活あるの？」等と声
を掛けられた

40～45歳、160cm位、黒色アフロヘア、灰色半袖Tシャツ、ハーフパン
ツ

2020年8月24日 月 16:20 安八郡神戸町 大字南方 地内南方交差点付近 路上 中2 女 下校中
徒歩にて下校中、男から「お嬢ちゃん手はどうしたの？」「お嬢ちゃ
ん、あぶなっかしいから一緒に帰ろうか？」等と声を掛けられた

40～50歳、165cm位、黒色半袖Tシャツ、黒色ジャージズボン

2020年8月24日 月 16:05 安八郡神戸町 大字神戸 地内広神戸駅付近 空き地 中2 女 下校中 空き地で休憩していたところ、男からスマートフォンを向けられた
30～40歳、165cm位、中肉、赤色半袖Tシャツ、黒色ジーパン、灰色
ハット型の帽子、スマートフォン
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2020年8月25日 火 15:30 岐阜市 鏡島南 １丁目地内 路上 中3 女 下校中
自転車で下校中、男から「私は中国人です。武漢から来ました」等と声
を掛けられた

行為者判明、指導警告

2020年8月25日 火 7:50 岐阜市 芥見中野畑 地内野畑公園付近 路上 中1 女 登校中 友人らと徒歩にて登校中、車両に乗った男から名前を呼ばれた 30歳位、白色Tシャツ、黒色短髪、中肉

2020年8月26日 水 15:50 不破郡垂井町 地内金蓮寺南方 路上 小4 男 下校中 自転車で下校中、携帯電話を持った男をすれ違った
60～80歳、165cm位、やせ型、灰色Tシャツ、灰色長ズボン、黒色野球
帽、ピンク色二つ折りの携帯電話

2020年8月26日 水 7:05 恵那市 武並町竹折 地内 路上 小2 女 登校中 徒歩にて登校中、車に乗っている男から携帯電話を向けられ撮影された やせ型、紺色作業着、黒色で肩までの長さの髪、黒色野球帽

2020年8月26日 水 16:30 岐阜市 上尻毛八幡
地内いぼ神・神社バ
ス停付近

路上 小6 男 下校中
友人と徒歩にて下校中、路上に停まっていた男からスマートフォンで撮
影された

40～50歳、白色半袖Yシャツ、小太り、黒縁眼鏡

2020年8月26日 水 18:45 加茂郡坂祝町 酒倉 地内付近 路上 中2 女 下校中
自転車で帰宅途中、車に乗った男から「暗くなるから乗っていく？」と
声を掛けられた

25～30歳、白色半袖Tシャツ、小太り、外国人風

2020年8月26日 水 16:00 高山市 清見町三日町
清見町三日町地内高
山市立清見中学校入
口交差点付近

路上 小4 男 下校中
徒歩にて集団下校中、交差点に立っていた男から「こんにちは。どこの
学校？」等と声を掛けられた

40～50歳、170～175cm、やせ型、白髪交じりの短髪、白色ワイシャ
ツ、黒色ズボン、黒色ひも付きの靴、銀縁の眼鏡、顎に無精ひげ、茶
色の肩掛け鞄、一眼レフカメラとコンパクトカメラを所持

2020年8月26日 水 16:15 土岐市 駄知町 地内 路上 小4 女 登校中 友人と徒歩にて登校中、上半身裸の男が奇声をあげて近づいてきた 行為者判明、指導警告

2020年8月27日 木 17:00 海津市 南濃町田鶴
地内さくらヶ丘住宅
内

路上 小3 女 遊び中 路上にいたところ、男からスマートフォンを向けられた
16～20歳、165～170cm、やせ型、白色シャツ、紺色ジーパン、黒色短
髪、スマートフォン所持

2020年8月27日 木 7:40 多治見市 精華町 地内 路上 中1 女 登校中
徒歩にて登校中、女から「かばんの写真を撮らせて」等と声を掛けられ
た

行為者判明、指導警告

2020年8月28日 金 20:20 岐阜市 野一色 ３丁目地内 路上 中1 女 塾の行き帰り
自転車で帰宅途中、自転車に乗った男が近づいてきて、「お茶どうです
か？」等と声を掛けられた

50～60歳、160～165cm、黒色半袖Tシャツ、黒色長ズボン、黒色眼
鏡、黒色短髪、やせ型

2020年8月31日 月 9:55 各務原市 蘇原希望町 地内 駐車場 未就学 女 移動中 遊んでいたところ、自転車に乗った男が衝突しそうな位に近づいてきた 25～40歳、中肉、黒色の頭髪、半袖、長ズボン

2020年9月1日 火 7:30 本巣郡北方町 小柳 １丁目地内 路上 小5 女 登校中 徒歩にて登校中、男から「あげる」と声を掛けられ、手紙を渡された 30～40歳、160cm位、中肉、黒色短髪、長ズボン

2020年9月1日 火 16:10 恵那市 大井町
地内JR恵那駅南側付
近

路上 小6 女 下校中 徒歩にて下校中、男から後をつけられ、スマートフォンを向けられた
60～70歳、160cm位、やせ型、白髪、オレンジ色のTシャツ、灰色ベス
ト、白か灰色のスマートフォン

2020年9月2日 水 15:40 美濃加茂市 加茂野町稲辺 地内 路上 小1 男 下校中
徒歩にて下校中、車に乗った男から「送っていくから乗っていく？」と
声を掛けられた

行為者判明、指導警告

2020年9月3日 木 16:00 岐阜市 六条片田 １丁目21番地内 路上 小6 女 下校中 徒歩にて下校中、車に乗った男から、「かわいいね」と声を掛けられた 40～50歳、中肉、色不明の帽子、黒色サングラス、少し髭あり

2020年9月3日 木 17:45 岐阜市 宇佐 ４丁目地内集合住宅 建物内 小5 女 移動中
エスカレーターに乗っていたところ、同乗していた男からジロジロと見
られた

18～25歳、175cm位、黒色短髪、白色Tシャツ

2020年9月3日 木 15:05 岐阜市 千石町 地内のバス内 バス内 小1 女 下校中 下校中のバス内において、女からスマートフォンを向けられた 行為者判明、指導警告

2020年9月4日 金 7:15 各務原市 須衛町
３丁目地内倉屋敷公
民館西側

路上 小1 男 登校中 徒歩にて集団登校中、車に乗った男からデジタルカメラを向けられた 行為者判明、指導警告

2020年9月5日 土 18:15 本巣市 三橋 地内大型商業施設 建物内 中2 女 遊び中 男が鞄の中にカメラ様の物を忍ばせて、後ろに近づいてきた
50歳位、170cm位、小太り、黒色短髪、黒色半袖シャツ、黒色短パ
ン、黒色運動靴、

2020年9月5日 土 7:30 岐阜市 旦島 ２丁目１番地内 路上 小5 男 登校中 徒歩にて集団登校中、車に乗った男から携帯電話を向けられた 40～45歳、黒色短髪、口周りに髭
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2020年9月5日 土 12:20 大垣市 和合本町 地内 路上 小3 女 下校中
徒歩にて下校中、前方から来た車がすれ違いざまに停止し、車に乗って
いた男から見つめられ、笑いかけられた

40～50歳、165～175cm、肥満、黒色短髪、白色Tシャツ、口周りに髭

2020年9月8日 火 18:10 可児市 下恵土 地内ひのき坂付近 路上 小1 男 塾の行き帰り 徒歩で帰宅途中、男から手招きされた
30歳位、170～180cm、中肉、黒色短髪、白色Tシャツ、茶色班ぞ本、
無精ひげ

2020年9月9日 水 7:40 岐阜市 彦坂川北 地内堤防道路 路上 小5 男 登校中 集団登校中、自転車に乗った男が「ワー」と大きな声を出してきた 行為者判明、指導警告

2020年9月9日 水 16:05 神岡町朝浦 地内 路上 小6 男 登校中 徒歩で下校中、男からデジタルカメラを向けられた 行為者判明、指導警告

2020年9月10日 木 15:20 山県市 岩佐
地内岩佐下町バス停
付近

路上 小2 女 その他 路上にいたところ、車に乗った男から笑いかけられ、見つめられた 45～55歳、165～170cm、中肉、黒髪、黒色上衣

2020年9月11日 金 7:15 中津川市 瀬戸
地内山之田クラブ付
近

路上 小4 女 登校中 集団登校中、男にスマートフォンを向けられ、追いかけられた
35～40歳、175～180cm、やせ型、黒髪、赤と白の横縞Tシャツ、青色
ベスト、茶色長ズボン

2020年9月11日 金 16:20 岐阜市 川部
１丁目地内川部墓地
付近

路上 小4 男 下校中 友人と下校中、男に追いかけられた 年代等不詳、160～165cm、紫色ズボン、ニット帽

2020年9月11日 金 17:30 羽島市 上中町沖
地内市立中島中学校
付近

路上 中1 女 下校中 自転車で下校中、車に乗っていた人物らから撮影された
45～50歳、①45～50歳、やせ型、黒色短髪、長袖作業服②45～50歳、
やせ型、襟足が長い髪型

2020年9月14日 月 7:20 安八郡神戸町 大字神戸 地内広神戸駅付近 路上 中1 女 登校中
自転車で登校中、男から「中学生？」「ストラップかわいいね。」等と
声を掛けられ、自転車の前かごを掴まれた

50歳位、160～165cm、太めの黒色長ズボン

2020年9月14日 月 17:35 瑞浪市 北小田町
１丁目地内市立瑞浪
小学校付近路上

路上 中3 男 移動中 徒歩にて帰宅中、男につきまとわれた
30～40歳、160～165cm、やせ型、黒色短髪、白色半袖シャツ、青色膝
丈のジーパン、眼鏡着用

2020年9月15日 火 16:20 養老郡養老町 石畑
地内石畑交差点西方
付近

路上 小3 女 下校中
徒歩で下校中、男から「かわいいね。ゲーム買いに行こう。」と声を掛
けられた

60歳位、中肉、黒色半袖シャツ、白と黄土色キャップ帽子、白色マス
ク

2020年9月15日 火 16:00 中津川市 手賀野 36番地付近 路上 小3 男 下校中 徒歩にて下校中、男から後をつけられた 60歳位、やせ型、半袖Tシャツ、半ズボン、サンダル、マスク着用

2020年9月15日 火 16:10 関市 武芸川町八幡 八幡公民館付近 路上 小3 女 下校中 友人と徒歩で下校中、すれ違った男が怖かった 60歳位、中肉、こげ茶色作業服上下、黒髪

2020年9月15日 火 16:40 各務原市 那加前野町 地内北側 路上 小5 女 移動中 友人と徒歩に移動中、男からスマートフォンを向けられた
20～30歳、160～170cm、やせ型、灰色Tシャツ、黒色短髪、赤色ス
マートフォン所持

2020年9月15日 火 16:15 岐阜市 六条南 ２丁目20番地内 路上 - 女 下校中
友人と徒歩にて下校中、男から「三里小学校はどこですか？」と声を掛
けられた

年代等不詳、150～160cm、肥満

2020年9月15日 火 18:10 高山市 三福寺町 地内 路上 小6 女 下校中 徒歩にて下校中、男から睨みつけられ、つきまとわれた 40～50歳、中肉、頭にタオルを巻いていた

2020年9月15日 火 16:00 高山市 花里町 ２丁目地内 商業施設 小1 女 その他 施設内にいたところ、男から肩を掴まれそうになった
30～40歳、170～175cm、肥満、黒髪、白色半袖Tシャツ、ジーンズ、
白色スニーカー

2020年9月15日 火 19:00 中津川市 えびす町 地内えびす公園付近 路上 小5 男 登校中 徒歩で帰宅途中、男から「おっ」と声を掛けられた 40～50歳、175cm位、黒色野球帽、黒色サングラス、黒色マスク着用

2020年9月16日 水 16:05 岐阜市 柳津町上佐波東 地内 駐車場 小4 女 遊び中 友人と遊んでいたところ、女からスマートフォンを向けられた 行為者判明、指導警告

2020年9月16日 水 8:05 岐阜市 長良
２丁目地内一楽公園
南側

路上 小2 女 登校中
徒歩にて登校中、公園にいた男から「名前を教えて」と声を掛けられ、
ランドセルを掴まれた

60歳位、180cm位、白色Tシャツ、茶色系ズボン、黒色野球帽、黒色サ
ングラス、茶色の犬を連れている

2020年9月16日 水 7:30 各務原市 那加桐野町 ６丁目地内 路上 小1 女 登校中 徒歩にて登校中、男からカメラで容姿を撮影された
20～25歳、170～180cm、やせ型、黒色半袖Tシャツ、黒色長ズボン、
黒色革靴、黒色サングラス、黒色帽子、黒色手提げかばん、黒色マス
ク、首からカメラを下げている
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2020年9月16日 水 15:35 各務原市 鵜沼宝積寺 地内新鵜沼台通り 路上 小3 男 下校中
徒歩にて下校中、車に乗った男から「お菓子を買ってあげるから、車に
乗りな」等と声を掛けられた

20～30歳、中肉、白色マスク、サングラス

2020年9月16日 水 17:50 岐阜市 安良田町
１丁目地内溝畑公園
南方

路上 中3 女 移動中 移動中、男から「セックスしない？」と声を掛けられた
20～25歳、160～165cm、やせ型、金色短髪、黒色上衣、黒色長ズボ
ン、黒色スニーカー

2020年9月17日 木 14:50 土岐市 土岐津町北町
２丁目地内土岐津体
育館北方

路上 小3 女 下校中
友人らと徒歩に下校中、男から「どこに住んでいるの？」等と声を掛け
られ、つきまとわれた

60～70歳、160～170cm、やせ型、ボーダー柄の半袖、長ズボン、茶色
の靴、灰色野球帽、白髪、白マスク着用

2020年9月17日 木 16:25 岐阜市 下川手
地内から岐阜市八坂
町地内

路上 小3 女 下校中 徒歩に下校中、男からつきまとわれた
20～30歳、160～165cm、小太り、黒色短髪、黒色上下ジャージ、青色
サンダル、黒色野球帽、帽子のつばにサングラス

2020年9月17日 木 19:40 羽島郡笠松町 中野
地内下羽栗小学校付
近

路上 中3 男 その他 ランニング中、自転車に乗った男に後をつけられた 40～50歳、165～170cm、中肉、黒色短髪、黒色丸首Tシャツ

2020年9月19日 土 16:10 岐阜市 五坪 地内華陽小学校付近 路上 小5 女 遊び中
友人と遊んでいたところ、男から「名前は？どこへ行くの？」等と声を
掛けられた

30～40歳、170～175cm、中肉、青色半袖シャツ、茶色半ズボン、サン
ダル

2020年9月23日 水 16:25 岐阜市 岩滝西 ３丁目地内 路上 中3 女 下校中
徒歩にて下校中、何度か同じ車を目撃し、何度かその車に追い越された
りした

行為者判明、指導警告

2020年9月23日 水 16:00 可児市 川合
地内川合東交差点東
方

路上 小1 男 移動中
徒歩で移動中、男から「リュックサックの中に何が入っているの？」と
声を掛けられ、後をつけられた

40～50歳、165～170cm、やせ型、茶色Tシャツ、白色長ズボン、黒色
スニーカー、サングラス、黒色短髪

2020年9月23日 水 15:30 可児市 今渡
地内鳴子近隣公園北
側

路上 小1 男 下校中
友人らと下校中、男から「ハロー」と声を掛けられ、スマートフォンで
撮影された

20～30歳、170cm位、小太り、黒色短髪、黒色半袖上衣、黒色長ズボ
ン、外国人風

2020年9月23日 水 16:00 大垣市 長松町 地内八幡神社 敷地内 小5 女 下校中 徒歩にて下校中、男からスマートフォンを向けられた
40～50歳、170～175cm、小太り、黒色半袖Tシャツ、黒色半ズボン、
黒色スニーカー、黒色ニット帽、サングラス

2020年9月24日 木 17:00 岐阜市 高田
３丁目地内野土島公
園

公園 小6 男 遊び中 友人と公園で遊んでいたところ、男から怒鳴られた 行為者判明、指導警告

2020年9月24日 木 15:20 岐阜市 敷島町 １丁目地内 路上 小3 男 下校中 徒歩にて下校中、男から「お前の名前何や。」と声を掛けられた
20～30歳、165～170cm、小太り、黒色短髪、水色と黒色のボーダー半
袖上衣、黒色長ズボン、灰色革靴

2020年9月24日 木 16:30 各務原市 三井東町 ４丁目地内 路上 小3 男 下校中
徒歩にて下校中、男から「お菓子やるからおうちに来てよ。」「お母さ
んとお父さんが交通事故したから一緒に病院に行こうよ。」等と声を掛
けられた

行為者判明、指導警告

2020年9月24日 木 14:40 不破郡垂井町 地内西相川公園南側 空き地 小2 男 遊び中
友人と公園で遊んでいたところ、公園南側の空き地にいた男からスマー
トフォンを向けられた

50歳位、中肉、黒色刈り上げの頭髪、黒色上衣、白色マスク

2020年9月24日 木 16:00 各務原市 那加前野町 地内 路上 小4 女 下校中 徒歩にて下校中、男から追い抜きざまにスマートフォンを向けられた
20～30歳、170～180cm、やせ型、黒色坊主、白色半袖ワイシャツ、黒
色長ズボン、黒色マスク

2020年9月25日 金 14:14 岐阜市 柳津町梅松
４丁目地内岐阜羽島
警察署西方

路上 小5 女 下校中 徒歩で下校中、女から「小学校に通っているの？」等と声を掛けられた
60～70歳、中肉、白色短髪、ベージュ色長袖、ベージュ色長ズボン、
水色長靴

2020年9月25日 金 16:10 羽島市 竹鼻町丸の内 ４丁目地内 路上 小5 女 下校中
友人と徒歩にて下校中、すれ違った車の助手席に乗った男が助手席窓を
叩いてきた

50～60歳、やせ型、黒色短髪、上下灰色作業着

2020年9月26日 土 17:30 各務原市 鵜沼各務原町 １丁目地内 公園 小6 男 下校中 公園で遊んでいたところ、男からスマートフォンを向けられた 30～40歳、ワインレッド色の上衣、紺色ジャージ様のズボン

2020年9月27日 日 15:30 岐阜市 鶉 地内鶉緑地公園 公園 小4 女 遊び中
友人と公園で遊んでいたところ、ビデオカメラを持った男から「何年
生？かわいいね。写真撮らせて。」等と声を掛けられた

45～50歳、165～170cm、やせ型、黒髪、花柄半袖シャツ、派手な色の
長ズボン、ビデオカメラ、ショルダーバッグ

2020年9月28日 月 16:00 不破郡垂井町 伊吹 地内岩手駐在所西方 路上 中2 女 下校中 自転車で下校中、男からカメラで撮影された 50歳位、160cm位、小太り、短髪、白色Tシャツ、ハーフパンツ

2020年9月28日 月 18:00 各務原市 那加前洞新町 １丁目地内 路上 小2 女 移動中 保護者と徒歩で帰宅中、スクーターに乗った男に微笑みかけられた
40～45歳、迷彩柄作業着、ハーフパンツ、黒色スニーカー、銀色フル
フェイス型ヘルメット着用
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2020年9月29日 火 16:30 岐阜市 福光西 １丁目８番地内 駐車場 小2 女 遊び中 友人と遊んでいたところ、男に写真を撮られた 30～35歳、170cm位、やせ型、白色ワイシャツ、黒色ズボン、黒髪

2020年9月29日 火 15:20 多治見市 坂上町 ４丁目地内 路上 小6 女 下校中 集団下校中、男からスマートフォンを向けられた
25～35歳、165cm位、やせ型、黒髪、水色半袖Tシャツ、黒色短パン、
紺色サンダル、黒縁眼鏡、無精ひげ

2020年9月29日 火 16:30 中津川市 本町 ３丁目地内本町公園 公園 未就学 女 遊び中 親同伴で遊んでいたところ、男からデジタルカメラで撮影された
65歳位、165～170cm、小太り、白髪交じりの短髪、シャツ、灰色長ズ
ボン、デジタルカメラ所持

2020年9月30日 水 7:40 岐阜市 長良
４丁目地内長良４交
差点付近

路上 中1 男 登校中 徒歩にて登校中、女からスマートフォンを向けられた 行為者判明、指導警告

2020年9月30日 水 15:30 本巣市 三橋
地内三橋中央公民館
西方

路上 小1 男 下校中
徒歩で下校中、男から「名前何て言うの？お父さんとお母さんは家にい
るの？」等と声を掛けられた

60～70歳、150～160cm、やせ型、白髪、青色と白色のボーダー柄長袖
シャツ、茶色ズボン、黒色運動靴

2020年9月30日 水 19:00 不破郡垂井町 綾戸 地内 路上 小4 女 移動中
友人らと遊んでいたところ、車両がスピードを落とし、車に乗っていた
人物から見つめられた

年代等不詳、人相着衣等不明

2020年10月1日 木 15:30 岐阜市 萱場南
２丁目地内島中央公
園

公園 小6 女 遊び中
友人らと公園で遊んでいたところ、自転車に乗っていた男が自転車を降
りて近づいてきた

50～60歳、160～170cm、小太り、半袖、黒色長ズボン、白色マスク、
黒色リュック

2020年10月1日 木 6:50 岐阜市 粟野西 １丁目地内 路上 中1 女 その他 自動販売機で商品を購入していたところ、男に見られ、笑ってきた
20～30歳、170～180cm、やせ型、黒色短髪、黒色ジャンパー、茶色ズ
ボン、肩掛けかばん

2020年10月1日 木 16:30 羽島郡岐南町 徳田 ２丁目地内 路上 中1 女 下校中 自転車で下校中、自転車に乗った男につきまとわれた
20～30歳、160cm位、小太り、黒色短髪、黒か灰色上衣、青色ズボ
ン、黒縁眼鏡、白色マスク、リュックサック所持

2020年10月1日 木 16:30 岐阜市 粟野東
５丁目地内神明神社
西側

路上 小4 女 下校中 徒歩で下校中、車に乗った男２人が手を振り、睨んできた
50～60歳、①男、50～60歳、短髪、紺色シャツ②男、20～30歳、白色
シャツ、白色マスク

2020年10月1日 木 18:50 羽島郡岐南町 薬師寺 ４丁目地内店舗北側 路上 中1 女 下校中
自転車で下校中、男２人から「おかえり」「お前ゴミやな」等と声を掛
けられた

①16～18歳、170cm位、中肉、青色長袖シャツ、虫取り網所持②16～
18歳、170cm位、中肉、虫取り網所持

2020年10月1日 木 15:40 中津川市 茄子川 地内 路上 小3 男 下校中 徒歩で下校中、男二人のうち一人からスマートフォンを向けられた
①男、20代、中肉、青色半袖Tシャツ、黒色半ズボン②男、20代、中
肉、白色半袖Tシャツ、黒色長ズボン

2020年10月2日 金 15:00 大垣市 浅中 ３丁目地内 路上 小1 女 下校中
徒歩で下校中、犬を連れた女から「名前教えて」「家まで送ってあげよ
うか」等と声を掛けられた

60～70歳、145～155cm、中肉、茶色短髪、黒色長ズボン

2020年10月2日 金 17:00 可児市 矢戸 地内 路上 中3 男 下校中
友人らと徒歩で下校中、女と男から「何笑ってんや」「名前見せろ」等
と声を掛けられた

①女、50～60歳、155～165cm、小太り、赤色ワンピース、眼鏡着用、
茶髪②男、15～20歳、165～175cm、やせ型、黒髪、水色カッターシャ
ツ、黒色スラックス、黒縁眼鏡着用、黒色マスク着用

2020年10月2日 金 19:10 揖斐郡大野町 大字西方 地内 路上 小6 女 その他 友人と帰宅中、後方から来た車にクラクションを鳴らされた 行為者判明、指導警告

2020年10月3日 土 16:55 各務原市 蘇原東島町
３丁目地内蘇原東島
町公民館東方

路上 中2 男 その他 女から「コーヒー飲みに行こう」と声を掛けられた 60～65歳、155～160cm、中肉、金色短髪

2020年10月4日 日 16:00 本巣市 海老 地内勝手神社東方 路上 小3 女 遊び中 友人らと遊んでいたところ、男から携帯電話で撮影された
50歳位、170cm位、やせ型、黒色半袖Tシャツ、黒色ズボン、キャップ
帽

2020年10月5日 月 7:25 羽島市 江吉良町江西
１丁目地内江吉良町
西郷中交差点西方

路上 小6 男 登校中 集団登校中、路上に立っていた男からデジカメ様の物を向けられた
50～60歳、165～170cm、中肉、白髪交じりの頭髪、青色上衣、紺色
ハーフパンツ

2020年10月5日 月 15:30 大垣市 上石津町祢宜上 地内 路上 小1 女 下校中
徒歩で集団下校中、車からクラクションを鳴らされ、運転手の男から奇
声を挙げられて

20～29歳、やせ型、金髪

2020年10月6日 火 7:40 関市 緑ケ丘
２丁目地内大洞交差
点

路上 中2 女 登校中
友人らと徒歩で登校中、信号待ちしていたところ、男からスマートフォ
ンを向けられた

30～40歳、170cm位、中肉、黒色長袖パーカー、黒系長ズボン、白色
マスク

2020年10月6日 火 15:50 岐阜市 加納花ノ木町 地内 路上 小3 男 下校中
友人と徒歩で下校中、男から「こっちおいで、どこ行くの？」等と声を
掛けられた

行為者判明、指導警告
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2020年10月7日 水 16:45 中津川市 苗木
地内苗木交差点南方
店舗

駐車場 小5 男 遊び中 車に乗った男から携帯電話のカメラで撮影された 50～60歳、小太り、黒髪、黒色系上衣

2020年10月7日 水 16:00 羽島市 竹鼻町 地内大仏児童公園 公園 小5 女 遊び中 友人らと公園で遊んでいたところ、男から無言で睨まれた 行為者判明、指導警告

2020年10月7日 水 16:15 可児市 塩
地内春里小学校北東
付近

路上 小4 女 下校中 友人と徒歩で下校中、男からデジタルカメラで撮影された
40～50歳、160cm位、やせ型、上下灰色作業着、サングラス、がデジ
タルカメラ所持、外国人風

2020年10月7日 水 15:30 多治見市 坂上町
９丁目地内多治見高
校東側

路上 小2 女 下校中 徒歩で下校中、男から「どこの学校？何年生？」等と声を掛けられた
40～50歳、170～180cm、やせ型、上下黒色ジャージ、白色マスク、紫
色手提げかばん

2020年10月7日 水 16:15 恵那市 中野方
地内第二公民館北西
付近

路上 小6 男 下校中
徒歩で下校中、駐車中の車に乗っていた男から、「君、お菓子上げよう
か？」等と声を掛けられた

40～50歳、中肉、白髪交じりの頭髪、茶色上衣

2020年10月8日 木 16:15 瑞浪市 北小田町 ２丁目地内 路上 小5 男 下校中
徒歩で下校中、真横を通り過ぎた車に乗っていた男からずっと直視され
た

30～35歳、165cm位、やせ型、黒色短髪、黒色眼鏡

2020年10月8日 木 16:15 美濃加茂市 本郷町 ９丁目７番地内 路上 小6 女 下校中
友人らと徒歩で下校中、男らから「車に乗らないか？」等と声を掛けら
れた

行為者判明、指導警告

2020年10月9日 金 16:37 岐阜市 岩地 １丁目地内 路上 中1 男 下校中 自転車で下校中、自転車に乗った男からつきまとわれた 30～40歳、170～180cm、中肉、黒髪、長袖ジャンパー

2020年10月9日 金 7:10 大垣市 長松町 地内八幡神社付近 路上 中1 女 登校中
徒歩で登校中、男から「名前何て言うの？何歳？住所教えて？」等と声
を掛けられた

20～30歳、170cm位、中肉、黒色長袖Tシャツ、深緑色ズボン

2020年10月9日 金 16:50 各務原市 那加前野町
３丁目地内前野公園
付近

路上 中1 女 下校中 徒歩で下校中、自転車に乗った男からスマートフォンを向けられた 年代等不詳、中肉、黄色雨合羽、灰色マスク、赤色スマートフォン

2020年10月12日 月 7:30 美濃加茂市 本郷町 ９丁目10番地内 路上 小4 女 登校中 徒歩で集団登校中、家屋の窓からスマートフォンを向けられた 行為者判明、指導警告

2020年10月12日 月 19:55 大垣市 林町
１丁目地内林町２交
差点東側

路上 中3 女 移動中
友人と徒歩で帰宅途中、男から「一緒に遊ばない？」等と声を掛けられ
た

45～55歳、160～165cm、中肉、青と白色チェック柄のネルシャツ、紺
色長ズボン

2020年10月12日 月 15:35 羽島郡岐南町 平島 ４丁目地内 路上 小2 女 下校中 徒歩で下校中、男から見つめられた 40～50歳、中肉、黒色短髪、白色カッターシャツ、黒色長ズボン

2020年10月13日 火 15:15 可児市 川合 地内 路上 小1 男 下校中
徒歩で下校中、男から「勉強頑張っているか」「ポッキーあげる」等と
声を掛けられた

60～70歳、165～170cm、中肉、黒色短髪、薄黄土色長袖シャツ、紺色
ジーパン、紺色スニーカー、白色マスク

2020年10月13日 火 7:25 各務原市 蘇原村雨町 ２丁目地内 路上 小6 女 登校中 友人と徒歩で登校中、男から見つめられ、つきまとわれた
30歳位、170cm位、中肉、黒色短髪、黒色長袖、黒色長ズボン、ラン
ニング用のサングラス、黒色マスク

2020年10月13日 火 16:40 岐阜市 橋本町 JR岐阜駅南口 路上 中1 女 下校中
徒歩で下校中、男から「お茶行こう。」「話しをしよう。」等と声を掛
けられた

20～30歳、165～175cm、小太り、黒色短髪、茶色ジャケット、白色
カッターシャツ、紺色デニム、黒色スニーカー、白色マスク

2020年10月13日 火 16:20 可児郡御嵩町 御嵩
地内南山台東第一集
会所南東付近

路上 小6 女 移動中
自転車で移動中、車に乗った男から「ちょっとこっち来てよ」と声を掛
けられ、その後、車から降りてきた男に追いかけられた

35～40歳、170～175cm、中肉、黒色短髪、紺色スーツ上下、黒色サン
グラス

2020年10月13日 火 16:00 可児郡御嵩町 御嵩
地内南山台第一集会
所東方

路上 小5 女 下校中 徒歩で下校中、車に乗っていた男が降りてきて、追いかけられた 35～40歳、170～175cm、中肉、黒色短髪、紺色スーツ上下

2020年10月13日 火 17:30 下呂市 萩原町羽根 地内 路上 中1 女 下校中 自転車で下校中、通り過ぎた車が後退して向かってきた 行為者判明、指導警告

2020年10月13日 火 16:30 安八郡神戸町 丈六道 地内店舗付近 路上 小6 女 下校中 徒歩で下校中、聞こえなかったが、男から何か声を掛けられた 行為者判明、指導警告

2020年10月14日 水 16:20 各務原市 那加前野町 ３丁目地内 路上 小6 女 下校中 友人と下校中、自転車に乗った男からスマートフォンを向けられた 20歳位、中肉、黒色上衣
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2020年10月14日 水 16:30 岐阜市 大洞桜台
３丁目地内大洞こど
も園付近

路上 中3 女 下校中
友人と徒歩で下校中、男から「マスクをしないと写真撮ってSNSにあげ
ますよ」等と声を掛けられた

行為者判明、指導警告

2020年10月15日 木 8:05 岐阜市 又丸柳町 地内 路上 小6 女 登校中 友人と徒歩で登校中、車に乗った男からデジタルカメラを向けられた 行為者判明、指導警告

2020年10月16日 金 7:30 中津川市 かやの木町
３番地内中津川合同
庁舎南方

路上 小5 男 登校中 集団登校中、後方から来た車が接近してきて、横に停止した 年代等不詳、人相着衣等不明

2020年10月16日 金 7:45 安八郡安八町 城
４丁目地内名森小学
校付近

路上 小4 男 登校中 友人らと徒歩で登校中、男からスマートフォンを向けられた
50～60歳、160～170cm、中肉、白髪交じりの短髪、黒色上衣、白色長
ズボン、黒色眼鏡、白色マスク

2020年10月16日 金 16:10 各務原市 三井東町
２丁目地内岐阜基地
運動場付近

路上 小4 男 登校中
友人らと徒歩で下校中、自転車に乗った男から大声で「おらー」と叫ば
れた

30～40歳、やせ型、黒色長袖、黒色長ズボン

2020年10月19日 月 15:00 岐阜市 柳津町丸野
４丁目地内商業施設
南側交差点

路上 小1 女 下校中
友人らと徒歩で下校中、男から「横断歩道を通るときにいつもあんな感
じですか？」等と声を掛けられた

20～50歳、175～180cm、やせ型、黒髪、上下黒色スーツ、黒縁眼鏡、
黒色手提げかばん

2020年10月20日 火 9:31 揖斐郡大野町 大字松山
地内町立西小学校付
近

路上 小5 女 その他 男がフードを被り、棒様の物を持って歩くのを目撃した
年代等不詳、灰色パーカー、黒色ジャージズボン、紺色スニーカー、
白色マスク、棒様の物を所持

2020年10月20日 火 15:20 可児郡御嵩町 中
地内新木野公民館南
西付近

路上 小4 男 下校中
徒歩で下校中、手を叩く音がしたため振り返ったところ、男が手招きし
ながら「こっちにおいで」と声を掛けられた

行為者判明、指導警告

2020年10月20日 火 16:00 羽島郡笠松町 円城寺 地内 路上 小6 男 下校中 徒歩で下校中、男２人から「どこの小学校？」等と声を掛けられた
①30歳位、175cm位、中肉、黒色短髪、黒色半袖シャツ、紺色ジーン
ズ②30歳位、165cm位、中肉、黒色短髪、緑色半袖Tシャツ、紺色ジー
ンズ、口周りに髭

2020年10月20日 火 15:30 岐阜市 長良東 １丁目地内 路上 小1 男 下校中 友人と徒歩で下校中、家屋からスマートフォンを向けられた 行為者判明、指導警告

2020年10月20日 火 16:00 多治見市 北丘町
５丁目地内北丘第４
公園内

公園 小1 女 遊び中
友人と遊んでいたところ、男から「いらないからあげる」と声を掛け、
持っていたぬいぐるみを手渡された

70歳位、170cm位、小太り、青色半ズボン、黒色長ズボン、黒色帽
子、短髪

2020年10月20日 火 16:04 岐阜市 北島 ６丁目１番地内 路上 小4 女 下校中 徒歩で下校中、男からつきまとわれた
30～40歳、165cm位、中肉、上下黒色ジャージ、黒色帽子、黒色サン
グラス、マスク着用

2020年10月20日 火 15:25 岐阜市 長良 地内 公園 小1 女 下校中 徒歩で下校中、カメラを持った男を見た 50～70歳、薄緑色シャツ、カメラ所持

2020年10月20日 火 16:15 美濃市
地内美濃市図書館南
西付近

路上 小3 女 下校中 友人と徒歩で下校中、男から「写真撮っていい？」と声をかけられた 行為者判明、指導警告

2020年10月20日 火 15:10 各務原市 鵜沼各務原町 ４丁目地内 路上 小1 女 下校中 友人らと徒歩で下校中、スマートフォンを所持した男に後をつけられた 行為者判明、指導警告

2020年10月21日 水 17:00 養老郡養老町 直江 地内多芸公民館付近 路上 小3 男 移動中
友人らと帰宅中、男から「何人（何人）？」と声を掛けられ、後をつけ
られてスマートフォンを向けられた

30歳位、160cm位、中肉、黒色ジャンパー、茶色ジーパン、黒色帽
子、黒色眼鏡、黒色短髪

2020年10月21日 水 16:57 揖斐郡揖斐川町 脛永
地内東瀬古バス停付
近

路上 中3 女 下校中 自転車で下校中、不審者から「おい」と声を掛けられた 年代等不詳、165cm位、小太り、黒色短髪、暖色系の着衣上下

2020年10月21日 水 17:00 土岐市 妻木町
地内山本町公民館北
東付近

路上 小4 男 移動中 自転車で移動中、車に乗った男から声を掛けられた 30～40歳、やせ型、黒髪、顎鬚、外国人

2020年10月22日 木 16:25 土岐市 肥田浅野梅ノ木町
１丁目地内浅野朝日
町交差点付近

路上 小5 男 下校中 友人らと徒歩で下校中、男から「こいや。バカヤロー」等と怒鳴られた 40～50歳、やせ型、黒色上衣

2020年10月23日 金 17:30 岐阜市 大福町 ６丁目地内大福公園 公園 中2 女 遊び中 友人と公園で遊んでいたところ、女子トイレ内にいる男を目撃した
40～60歳、160cm位、肥満、黒色トレーナー、黒色ズボン、黒色
キャップ帽、白色マスク

2020年10月23日 金 18:00 大垣市 長松町
地内市立荒崎小学校
北方付近アパート

駐車場 未就学 男 移動中
遊んでいたところ、自転車を降りた男が近づいてきて、「おやつ買いに
行こう」等と声を掛けられた

40～50歳、165cm位、小太り、長袖上衣、青色ジーパン、肩までの長
さの黒髪
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2020年10月23日 金 16:20 土岐市 妻木町
地内明神口バス停付
近商業施設駐車場

駐車場 小4 女 移動中
駐車場にいたところ、男から「どこに住んでいるの？」等と声を掛けら
れた

60～70歳、170～175cm位、中肉、黒色短髪、黒色長袖、長ズボン、紺
色系フレームの眼鏡

2020年10月24日 土 12:55 瑞穂市 本田
地内本田コミュニ
ティーセンター付近

路上 中1 女 移動中
自転車で帰宅中、横断歩道で待っていたところ、走行中の車両の助手席
の男から中指を立てられた

20～30歳、小太り、茶色か黒色の短髪、黒色パーカー様の上衣

2020年10月24日 土 11:00 美濃加茂市 山之上町 地内 路上 小1 女 移動中 徒歩で友人宅に移動中、車が周回していた 年代等不詳、人相着衣等不明

2020年10月24日 土 16:10 岐阜市 尻毛 １丁目地内尻毛公園 公園 小4 女 遊び中
友人らと公園で遊んでいたところ、公園の外から男にコンパクトカメラ
で撮影された

40～50歳、160～165cm位、黒色短髪、茶色コート、黒色ジーパン、ス
ニーカー、黒色トートバッグ、コンパクトカメラ

2020年10月24日 土 14:50 羽島市 竹鼻町
地内竹鼻町日吉交差
点付近

路上 小6 男 その他
自転車で帰宅中、すれ違った自転車に乗った男から「おい」等と声を掛
けられた

50歳位、170cm位、中肉、赤色ジャンパー、灰色ズボン

2020年10月25日 日 17:15 岐阜市 則武西
１丁目地内城西小学
校北側付近

路上 中2 男 移動中
自転車で帰宅中、自転車に乗った男から「邪魔だ。どけ。」等と声を掛
けられ、その後、つきまとわれた

20～30歳、165～170cm位、中肉、灰色パーカー、黒色系長ズボン、顎
鬚、茶色短髪

2020年10月26日 月 14:45 中津川市 花戸町 ３番地内 路上 小1 男 登校中 徒歩で下校中、男に肩を触られ、追いかけられた 年代等不詳、黒色サングラス着用

2020年10月26日 月 16:15 岐阜市 祈年町

６丁目地内岐阜市上
下水道事業部本庁舎
中部プラント北東付
近

路上 小3 女 塾の行き帰り
徒歩で移動中、自転車に乗った男に追い越しざまに、「ワッ」と言われ
て驚かされた

70～80歳、中肉、黒色短髪、緑色ジャンパー、黒色長ズボン、黒色
キャップ

2020年10月26日 月 16:45 岐阜市 則武東
３丁目地内新田中央
公園

公園 小1 女 遊び中 友人らと遊んでいたところ、男女４人からスマートフォンを向けられた

①女、16～18歳位、中肉、黒髪、白色上衣、高校生風②女、16～18歳
位、中肉、黒髪、白色上衣、高校生風
③女、16～18歳位、黒髪、白色上衣、高校生風
④男、16～18歳位、黒髪、白色上衣、高校生風

2020年10月26日 月 15:10 各務原市 鵜沼山崎町 １丁目地内 路上 小1 女 遊び中
友人らと遊んでいたところ、ユーチューバーを名乗る男から「お金をあ
げるから神社に行こう。」等と声を掛けられた

40～50歳、160cm位、中肉、茶色半袖Tシャツ、マスク着用

2020年10月27日 火 7:30 可児市 久々利 東明小学校東方付近 路上 小5 男 登校中 徒歩で登校中、男からデジタルカメラを向けられた 65～70歳、茶色セーター、青色ジーパン、黒色デジタルカメラ所持

2020年10月27日 火 15:30 中津川市 千旦林 地内 路上 小2 女 下校中 友人らと下校中、男から「写真撮っていいですか？」と声を掛けられた 70歳位、170cm位、中肉

2020年10月28日 水 16:20 中津川市 駒場 地内桃山大橋 路上 小3 男 下校中 徒歩で下校中、男から「名前を教えて」と声を掛けられた 40歳位、170cm位、中肉、ハット帽着用

2020年10月28日 水 16:20 関市 大杉
地内津島神社南西付
近

路上 小3 女 下校中 友人と徒歩で下校中、車に乗った男から何かボソボソと話しかけられた
50歳位、155cm位、やせ型、白髪交じり、灰色ジャージ上衣、長ズボ
ン、黒色スニーカー

2020年10月28日 水 15:30 関市 大杉
地内カナクズ山北西
付近

路上 小2 男 下校中
徒歩で下校中、車に乗った男から「何時位に帰ってきたの？」「どこの
小学校？」等と声を掛けられた

50歳位、やせ型、白髪交じりの頭髪、白色系上衣、ズボン、顎鬚

2020年10月28日 水 16:15 大垣市 今宿 ５丁目地内 路上 小4 男 下校中 徒歩で集団下校中、男から「何年生？かっこいいね」と声を掛けられた 40歳位、160～170cm位、やせ型、黒色短髪

2020年10月28日 水 16:25 可児市 土田
地内土田地区セン
ター南西付近

路上 小3 男 下校中 徒歩で下校中、男から「おやつあげるからおいで」等と声を掛けられた 40～50歳、160cm位、中肉、黒色短髪、上下灰色作業着

2020年10月28日 水 12:55 多治見市 脇之島町 ７丁目地内 路上 小4 男 下校中
友人らと徒歩で下校中、車に乗った男からスマートフォンのカメラを向
けられ、撮影された

行為者判明、指導警告

2020年10月29日 木 15:50 可児郡御嵩町 御嵩 若宮公民館南側 路上 小4 女 下校中
徒歩で下校中、男から「おやついる？」「名前は？」等と声を掛けられ
た

行為者判明、指導警告

2020年10月29日 木 15:00 多治見市 白山町
１丁目地内駅北第２
公園

公園 未就学 男 遊び中 公園で遊んでいたところ、スマートフォンを向けられ、撮影された
30～35歳、165～170cm位、中肉、黒色パーカー、灰色ズボン、黒と白
色スニーカー

2020年10月30日 金 14:30 岐阜市 茜部菱野
３丁目地内茜部菱野
３丁目交差点付近

路上 小2 女 下校中 友人と徒歩で下校中、女からスマートフォンを向けられた 年代等不詳、中肉、一つ結びの黒髪
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2020年10月30日 金 16:00 大垣市 長松町 地内荒崎小学校付近 路上 小3 男 登校中 徒歩で集団下校中、車に乗った女からスマートフォンを向けられた 30歳位、中肉、長髪、花柄半袖服、サングラス、ピンク色マスク着用

2020年10月30日 金 16:05 加茂郡八百津町 和知
地内八百津和知出張
所付近

路上 小6 女 下校中 徒歩で集団下校中、女から携帯電話のカメラを向けられた 60歳位、白髪交じりの短髪、黒色長袖シャツ

2020年10月30日 金 16:50 加茂郡七宗町 上牧野 地内 路上 小5 女 下校中 集団下校中、車に乗った女から携帯電話を向けられた 40～60歳、中肉、茶色系の頭髪、黒地に花柄の上衣、黒縁眼鏡

１１月初旬 - 9:30 岐阜市 野一色 ４丁目地内 路上 中1 女 下校中 下校中、車から降りてきた男から「乗って」と声を掛けられた 30歳位、180cm位、中肉、黒色長髪、黒色半袖シャツ、黒色半ズボン

2020年11月1日 日 16:30 中津川市 えびす町
地内ふるさとにぎわ
い公園

公園 小5 女 遊び中
友人らと遊んでいたところ、男からスマートフォンのカメラで撮影され
た

40～50歳、170cm位、小太り、黒色短髪、黒色ジャージ上下、黒縁眼
鏡

2020年11月2日 月 15:20 大垣市 長松町
地内荒崎小学校西方
付近

路上 小1 女 下校中 友人と徒歩で下校中、男からスマートフォンのカメラで撮影された
年代等不詳、170cm位、中肉、黒色ジャンパー、青色ズボン、黒色サ
ングラス、黒色マスク

2020年11月4日 水 16:15 安八郡神戸町 神戸
地内養老鉄道広神戸
駅東方

路上 中2 女 下校中 自転車で下校中、男に追いかけられた 30～40歳、175～185cm、やせ型、上下黒色服

2020年11月4日 水 16:00 郡上市 八幡町市島 地内 路上 小4 男 下校中 集団下校中、車から降りてきた男にデジタルカメラを向けられた 行為者判明、指導警告

2020年11月5日 木 15:55 岐阜市 西改田字川向
地内西改田字川向南
交差点付近

路上 小4 女 下校中 徒歩で下校中、女からスマートフォンのカメラを向けられた
40～50歳、150～160cm、中肉、茶色長髪、ベージュ色Tシャツ、茶色
スカート、眼鏡着用

2020年11月5日 木 16:50 岐阜市 竜田町
１丁目地内から岐阜
市金園町地内

路上 中3 女 下校中 徒歩で下校中、男に声を掛けられ、つきまとわれた 行為者判明、指導警告

2020年11月6日 金 15:15 中津川市 手賀野 地内中津川大橋 路上 中1 女 下校中 友人と徒歩で下校中、男からつきまとわれた
40～50歳、160cm位、中肉、白髪交じりの短髪、茶色チェック柄シャ
ツ、黒色スラックス、マスク

2020年11月6日 金 7:55 岐阜市 中 地内 路上 中2 女 登校中
徒歩で登校中、アパートのベランダから男にスマートフォンを向けられ
た

行為者判明、指導警告

2020年11月6日 金 16:15 岐阜市 上尻毛八幡 地内八幡神社南側 路上 小5 女 下校中
友人と徒歩で下校中、自転車に乗った男からスマートフォンを向けら
れ、「かわいいね」と声を掛けられた

40～50歳、160～165cm、中肉、白髪交じりの頭髪、黒色パーカー、紺
色ジャージ、黒色マスク

2020年11月6日 金 16:30 多治見市 旭ケ丘
８丁目地内旭ケ丘８
バス停付近

路上 中1 女 下校中
徒歩で下校中、男が近づいてきて「お前いつもここ通るのか」「下校時
間をずらせ」等と声を掛けられた

40～50歳、160～170cm、小太り、紺色エプロン、灰色スウェットズボ
ン、紺色帽子

2020年11月7日 土 11:40 岐阜市 楠町 ２丁目地内 路上 小1 女 下校中
友人らと徒歩で下校中、自転車に乗った男からスマートフォンを向けら
れた

年代等不詳、中肉、灰色パーカー、黒色ズボン、サングラス

2020年11月7日 土 11:40 岐阜市 福富 地内 路上 小5 男 下校中 徒歩で下校中、カッターナイフ様の物を所持した男を目撃した
65～75歳、165～175cm、中肉、黒色コート、黒色長ズボン、眼鏡有
り、白色短髪

2020年11月7日 土 11:40 岐阜市 大福町

５丁目地内大福町５
東交差点から岐阜市
日光町１丁目48番地
付近

路上 小5 女 下校中
徒歩で下校中、後方を歩いていた男が小声で呟いたり、路上の小石を
蹴ったりしてきた

年代等不詳、175cm位、黒色パーカー、黒色ズボン、茶色サングラス

2020年11月9日 月 15:50 羽島郡笠松町 西金池
地内名鉄笠松駅南東
地下道付近

路上 中1 女 下校中 友人と自転車で下校中、男からスマートフォンを向けられた
50～60歳、150～160cm、中肉、白髪交じりの頭髪、上下灰色作業着、
白色カバーの携帯電話を所持

2020年11月9日 月 15:30 中津川市 本町 ２丁目１番付近 路上 小4 男 下校中
徒歩で下校中、道路を横断したところ、男も道路を横断してきつきまと
われた

40～60歳、150～160cm、小太り、黒色短髪、茶色長袖シャツ、紺色ズ
ボン、紺色ズボン、黒色系スニーカー

2020年11月9日 月 15:25 多治見市 旭ケ丘
10丁目地内多治見市
立北陵中学校東側

路上 中3 女 下校中 徒歩で下校中、男２人女１人から声を掛けられ、携帯電話で撮影された
65～70歳、①男、65～70歳、165～170cm、やせ型、白色短髪、クリー
ム色トレーナー、黒色系長ズボン②男、65～70歳、165～170cm③女、
65～70歳、155～160cm、中肉

2020年11月10日 火 14:20 大垣市 長松町
地内荒崎小学校南交
差点付近

路上 中3 女 下校中
徒歩で下校中、スクーターに乗った男から「ヘイヘイ」と声を掛けられ
た

年代等不詳、165cm位、中肉
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2020年11月11日 水 16:30 羽島郡笠松町 北及 地内笠松町運動公園 公園 小3 女 遊び中
友人らとサッカーをしていたところ、男からスマートフォンのカメラを
向けられた

40～50歳、170cm位、中肉、黒色短髪、黒色パーカー、黒色ジャー
ジ、白色スニーカー、野球帽、眼鏡着用

2020年11月11日 水 15:00 高山市 三福寺町 地内付近 路上 小4 男 下校中
友人らと徒歩で下校中、路上に停まっていた車両から男が降車して、手
招きされて、「乗っていく？」等と声を掛けられた

50～60歳、160～170cm位、中肉、黒色短髪、黒色ジャンパー、黒色長
ズボン

2020年11月11日 水 16:40 岐阜市 吉野町
５丁目地内岐阜駅北
交差点付近

路上 中1 女 移動中 男から「ここで何やっとるか」等と声を掛けられた 50～60歳、160～165cm、中肉、ハット様の帽子

2020年11月12日 木 16:00 岐阜市 城田寺 地内大正公園 公園 小5 女 下校中
徒歩で下校中、公園内にいる男からスマートフォンを向けられた気がし
た

行為者判明、指導警告

2020年11月12日 木 16:50 高山市 岡本町 ４丁目地内店舗内 建物内 小1 女 遊び中 玩具を見ていたところ、男から「欲しい物はない？」と声を掛けられた
30～40歳、170～180cm位、中肉、黒色短髪、青色トレーナー、ベー
ジュ色長ズボン、黒色スニーカー、黒縁眼鏡、白色マスク

2020年11月12日 木 16:10 岐阜市 菅生
２丁目地内菅生バス
停付近

路上 小2 女 下校中 友人と徒歩で下校中、男から「おかえり」等と声を掛けられた 60～70歳、灰色上下着衣、灰色帽子、黒色サングラス、白色マスク

2020年11月12日 木 16:15 各務原市 鵜沼大伊木町 ５丁目地内 路上 小5 男 移動中
友人らと徒歩で下校中、男から名前や年齢、父親の名前や住所等を聞か
れた

行為者判明、指導警告

2020年11月12日 木 15:00 岐阜市 上土居
３丁目地内富塚公園
南側

路上 小1 男 下校中 徒歩で下校中、男から「学校好き、何年何組？」等と声を掛けられた 25～35歳、160～165cm、中肉、白色長袖、紺色長ズボン、白色マスク

2020年11月13日 金 7:30 岐阜市 茜部寺屋敷 ３丁目地内 路上 小4 女 登校中 集団登校中、男から「おはよう、飴いる？」等と声をかけられた
70～75歳、160～165cm、やせ型、白髪交じりの短髪、灰色長袖、黒色
長ズボン、銀縁眼鏡

2020年11月13日 金 16:45 多治見市 東山
３丁目地内東山中央
公園西側

路上 小1 女 遊び中 友人と遊んでいたところ、男に大きな声で驚かされた
70歳位、160～165cm、中肉、白髪交じりの角刈り、青色ウィンドブ
レーカー、黒色ズボン

2020年11月14日 土 14:30 本巣市 文殊 地内商業施設 建物内 中2 女 遊び中 買い物中、男が近づいて、後をつけられた
40～50歳、160～165cm、中肉、黒色短髪、灰色長袖シャツ、灰色ズボ
ン、黒縁眼鏡、白色マスク

2020年11月15日 日 20:06 岐阜市 薮田南
２丁目地内県庁前広
場南側

路上 中2 女 移動中 走っていたところ、男につきまとわれた
30～40歳、165～170cm、中肉、黒色短髪、黒色ウィンドブレーカー、
黒色長ズボン、白色マスク

2020年11月16日 月 7:30 岐阜市 薮田西 １丁目７番地内東側 路上 小3 女 登校中 集団登校中、男からスマートフォンを向けられ、撮影された
60～70歳、155～160cm、中肉、白色短髪、白色長袖シャツ、黒色ズボ
ン、黒色キャップ、眼鏡

2020年11月17日 火 7:45 岐阜市 北一色
９丁目地内北一色１
０交差点付近

路上 中3 男 登校中
徒歩で登校中、男から「どこの学校？名前は？」等と声を掛けられ、後
を追いかけられた

20～30歳、180cm位、やせ型、黒色パーカー、黒色ズボン、クリーム
色野球帽、白色ビニール袋所持

2020年11月18日 水 7:15 関市 大杉
地内大杉交差点北東
付近

路上 中1 女 登校中 自転車で登校中、車両に乗った男から「朝早いね」等と声を掛けられた 50～55歳、小太り、灰色トレーナー、黒色短髪

2020年11月18日 水 15:40 岐阜市 薮田南
１丁目地内薮田神社
西側

路上 小2 男 下校中
友人らと徒歩で下校中、外国人風の男女のうち、男からスマートフォン
を向けられ、撮影された

①男、170～180cm、中肉、黒色ジャンパー、黒色ズボン、外国人風②
女、160～165cm、中肉、黄色パーカー、黒色ズボン、外国人風

2020年11月18日 水 17:00 下呂市 金山町金山 地内 一般民家 中3 女 その他
在宅中、男が訪問してきて「中学１年生と２年生に配り物をしていま
す。」等と言ってきた

20～30歳、170～175cm、中肉、茶色短髪、上下黒色スーツ

2020年11月20日 金 16:20 各務原市 那加新加納町
地内名鉄新加納駅南
方

路上 小4 女 下校中
友人らと徒歩で下校中、女二人組から「ユーチューブやっているから、
一緒に写真撮ろうよ」等と声を掛けられた

①女、30歳位、155～160cm、中肉、茶色長髪、黒色スウェット上下、
灰色マスク
②女、30歳位、155～160cm、中肉、茶色長髪、黒色スウェット上下、
白色マスク

2020年11月21日 土 11:50 岐阜市 石原
２丁目地内石原２交
差点付近

路上 中1 男 下校中 友人と自転車で下校中、車に後を追いかけられた 50歳位、やせ型、色黒

2020年11月21日 土 15:50 多治見市 太平町
５丁目地内岐阜地方
法務局多治見支局西
方

路上 中3 女 移動中
友人と遊んでいたところ、男から「この近くにカラオケありますか。」
等と声を掛けられた

20～25歳、180cm位、やせ型、黒色短髪、青と白色シャツ、青色デニ
ム、黒色靴、黒色スマートフォン所持

2020年11月21日 土 15:00 各務原市 金属団地 内 公園 小2 男 遊び中
友人と公園で遊んでいたところ、男２人組から「どこの子？名前は？ど
この学校？何年生？」等と声を掛けられた

年代等不詳、人相着衣等不明
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2020年11月25日 水 16:40 岐阜市 日置江 地内日置江神社南側 路上 小6 男 移動中
自転車で帰宅中、男から「ちょっとぼく」と声を掛けられ、その後も何
度も住所や名前を聞かれた

60～70歳、165～170cm、やせ型、灰色ジャージ上下、サングラス着
用、茶色の杖使用

2020年11月25日 水 15:45 山県市 高富
地内螢ケ丘バス停付
近

路上 小3 男 下校中
友人らと徒歩で下校中、自転車に跨った男からデジタルカメラを向けら
れた

40～50歳、170～180cm、やせ型、灰色ジャンパー、緑色スニーカー、
無精ひげ、白色キャップ

2020年11月25日 水 16:10 養老郡養老町 飯田 地内 路上 小2 女 下校中 集団下校中、自転車に乗った男から声を掛けられた 行為者判明、指導警告

2020年11月26日 木 10:25 不破郡垂井町 岩手 地内岩手小学校南側 路上 小5 男 その他 学校校舎にスマートフォンを向けている男を目撃した
50～60歳、165～170cm、中肉、黒色短髪、紺色ダウンジャケット、紺
色ジーパン

2020年11月26日 木 16:00 大垣市 切石町
２丁目地内西公園東
側付近

路上 小5 男 遊び中
友人らと公園で遊んでいたところ、男から睨みつけられ、追いかけられ
た

40～50歳、170cm位、中肉、茶色上衣、黒色ニット帽

2020年11月27日 金 7:15 岐阜市 長良福光
地内メモリアルセン
ター北交差点付近

路上 小3 女 登校中
徒歩で登校中、男から「学校の時間はいつ？おうちはどこなの？」等と
声を掛けられた

60歳位、170cm位、中肉、白色短髪、緑色ジャンパー、茶色長ズボ
ン、白色リュックサック所持

2020年11月27日 金 15:25 岐阜市 萱場南
１丁目地内新富公園
西側

路上 小3 女 下校中
徒歩で下校中、女から「お人形持ってる？家どこ？」等と声を掛けられ
た

60～70歳、150cm位、中肉、茶色長髪、茶色長袖シャツ、茶色ズボン

2020年11月27日 金 15:15 美濃加茂市 新池町 １丁目地内 路上 小2 女 下校中
友人らと徒歩で下校中、アパートのベランダから女にスマートフォンを
向けられた

行為者判明、指導警告

2020年11月28日 土 11:40 関市 倉知
地内倉知交番北側高
架下

路上 中2 女 登校中 自転車で登校中、すれ違った男に追いかけられた
50～60歳、170～175cm、小太り、ボサボサの黒髪、黒色ウィンドブ
レーカー、黒色ジャージズボン、黒色マスク

2020年11月29日 日 12:45 中津川市 苗木 地内苗木小学校東側 路上 小5 男 遊び中
友人らと遊んでいたところ、男からスマートフォンを向けられ、撮影さ
れた

行為者判明、指導警告

2020年11月29日 日 10:30 本巣市 政田 地内天神前公園 公園 小3 女 遊び中 公園で遊んでいたところ、男からスマートフォンを向けられた 40～50歳、黒色上下服、サングラス、黒色マスク着用

2020年11月30日 月 17:00 安八郡輪之内町 大榑新田 地内付近 路上 小5 男 その他 徒歩で帰宅中、男から「ちょっと待て」と声を掛けられた 年代等不詳、180cm位、中肉、黒色系上下服

2020年12月2日 水 15:30 瑞穂市 祖父江
地内祖父江西交差点
南方

路上 小2 女 下校中
友人らと徒歩で下校中、車が横に停止して、男から「メェー」と叫ばれ
た

行為者判明、指導警告

2020年12月2日 水 15:10 岐阜市 野一色
７丁目地内野一色６
交差点付近

路上 小1 女 下校中 徒歩で下校中、車両につきまとわれた 30～35歳、やせ型、黒色ジャンパー黒色サングラス

2020年12月3日 木 7:35 郡上市 白鳥町中津屋
地内中津屋上切コ
ミュニティセンター
南東付近

路上 小6 男 登校中 友人らと徒歩で登校中、車に乗った男からスマートフォンを向けられた 行為者判明、指導警告

2020年12月3日 木 7:30 加茂郡白川町 三川 地内 路上 中3 女 登校中
自転車で登校中、男から「学校はどこなの？名前は何て言うの？」等と
声を掛けられた

50～60歳、170～180cm、中肉、黒色ジャンパー、黒色ズボン、灰色
ニット帽

2020年12月3日 木 15:25 中津川市 付知町 地内 路上 小1 男 下校中 徒歩で下校中、男から「おうちはどこ？」等と声を掛けられた 行為者判明、指導警告

2020年12月4日 金 16:53 岐阜市 北島 ９丁目地内 店舗内 中2 女 移動中 店舗内で男につきまとわれた 行為者判明、指導警告

2020年12月4日 金 7:40 岐阜市 鶴田町 ３丁目地内 路上 小4 女 登校中
集団登校中、自転車に乗った男からスマートフォンを向けられ、撮影さ
れた

40歳位、小太り、赤紫色セーター、黒色ズボン、黒色短髪、黒色鞄所
持

2020年12月4日 金 7:30 岐阜市 三田洞
地内三田洞バス停付
近

路上 中1 女 登校中
徒歩で登校中、男を追い抜いたところ、「行けー」と叫ばれ、木片を投
げられた

30歳位、170cm位、やせ型、黒色系長袖、黒色系ズボン、青色リュッ
クサック所持

2020年12月4日 金 15:40 各務原市 鵜沼山崎町
５丁目地内鵜沼東町
１交差点付近

路上 小1 男 下校中 徒歩で下校中、男から手を振られた 行為者判明、指導警告
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2020年12月5日 土 12:22 岐阜市 上土居 ４丁目地内野田公園 公園 小1 女 遊び中
友人らと公園で遊んでいたところ、女から「ねーねーぬいぐるみ１個頂
戴」等と声を掛けられた

20～30歳、160～170cm、肥満、金髪、黒色ジャンパー、黒色ズボン

2020年12月5日 土 7:20 下呂市 萩原町上村 地内 路上 中2 女 登校中 自転車で登校中、自転車に乗った男から進路を妨害された 行為者判明、指導警告

2020年12月6日 日 10:00 各務原市 緑苑北
３丁目地内緑苑北第
一公園西側

路上 中1 男 移動中 散歩中、車に乗った男から手招きされた
35～40歳、小太り、黒色短髪、黒色長袖、白色クロックス、眼鏡着
用、鼻の下に髭

2020年12月7日 月 7:45 瑞浪市 山田町 地内 路上 中2 女 登校中 徒歩で登校中、男から「今暇？」等と声を掛けられた
50歳位、170cm位、中肉、黒色ジャンパー、黒色下衣、黒色サングラ
ス

2020年12月7日 月 16:00 岐阜市 菅生 ８丁目地内島南公園 公園 小6 男 遊び中
友人らと遊んでいたところ、男から「写真を撮らせてほしい。新聞に載
るかもしれない。」等と声を掛けられ、カメラで撮影された

55～60歳、170～175cm、中肉、白髪交じりの短髪、黒色ウィンドブ
レーカー、黒色ズボン、黒色ズボン、黒色コンパクトカメラ

2020年12月8日 火 15:40 中津川市 中津川 2364番地付近 路上 小2 男 下校中
友人らと徒歩で下校中、男二人組が「いぇーい」と言って、タッチを求
められた

①男、30～40歳、165cm位、小太り、黒色上衣、ズボン、黒色ニット
帽、顎鬚②男、30～40歳、170cm位、やせ型、黒色短髪、青色上衣、
ズボン、顎鬚

2020年12月8日 火 15:50 各務原市 鵜沼各務原町 ４丁目地内 路上 小4 男 下校中 徒歩で下校中、男からジロジロと見つめられた 30～40歳、170～173cm、やせ型、黒色長髪、白色長袖、白色長ズボン

2020年12月8日 火 15:00 羽島郡岐南町 八剣北
５丁目地内八剣北５
交差点付近

路上 小3 女 下校中 集団下校中、男から一眼レフカメラ様の物を向けられた
30～40歳、中肉、黒色短髪、チャック柄シャツ、黒色長ズボン、一眼
レフ様の黒色カメラ

2020年12月8日 火 16:15 古川町信包
南方

路上 小5 男 下校中
徒歩で下校中、車に乗った男から「雨が強くなっていくから乗っていく
か」等と声を掛けられた

50歳位、黒髪

2020年12月9日 水 15:35 岐阜市 城東通
６丁目地内城東通６
交差点西方

路上 小1 女 下校中 徒歩で下校中、男から「家はどこ？学校はどこ？」等と声を掛けられた 50～60歳、170～175cm、中肉、黒色上衣、白髪交じりの短髪

2020年12月9日 水 16:30 瑞浪市 土岐町 986番地地内 路上 小3 男 下校中 徒歩で下校中、男から「おいでよ」と声を掛けられた
60～70歳、165～170cm、小太り、白色短髪、白色ジャンパー、茶色ズ
ボン、灰色眼鏡

2020年12月9日 水 16:30 羽島市 竹鼻町狐穴 地内 路上 小5 女 下校中 友人と徒歩で下校中、男からジロジロ見つめられた
30～40歳、170cm位、中肉、黒色ジャンパー、黒色ズボン、黒色靴、
青色ニット帽

2020年12月10日 木 16:00 揖斐郡大野町 大字黒野 地内第一公民館東側 公園 小4 女 遊び中 友人らと公園で遊んでいたところ、男から大声で叫ばれ、見つめられた
50～60歳、やせ型、黒色パーカー、灰色ズボン、野球帽、サングラ
ス、白色マスク着用

2020年12月11日 金 15:40 安八郡安八町 東結 地内結小学校南方 路上 小4 女 移動中 徒歩で移動中、男から手招きされ、カメラを向けられた 40～50歳、160～170cm、小太り、黒髪、黒色上下服、黒縁眼鏡

2020年12月11日 金 16:00 土岐市 泉神栄町 １丁目地内 路上 小2 男 移動中 徒歩で帰宅中、男から声を掛けられた。
30～35歳、170～175cm、中肉、紺色長袖シャツ、黒色ズボン、スマー
トフォン所持

2020年12月12日 土 13:25 岐阜市 下鵜飼 地内黒野西公園 公園 小4 女 移動中 友人らと公園で遊んでいたところ、男からスマートフォンを向けられた 20歳位、160～170cm、やせ型、黒色短髪、黒色ジャンパー、ズボン

2020年12月12日 土 12:50 本巣郡北方町 柱本 地内北方中央公園 公園 小1 女 遊び中
友人らと公園で遊んでいたところ、男から「二人は姉妹ですか？」と声
を掛けられた

30～40歳、170cm位、やせ型、青色ジャージ上衣、黒色ジャージ下
衣、運動靴、黒色長髪

2020年12月12日 土 11:40 関市 千疋
地内千疋大大橋北側
信号交差点南西

路上 小4 女 下校中 集団下校中、男からスマートフォンを向けられた
20～25歳、中肉、黒色短髪、緑と灰色ジャージ上衣、青色ライン入り
黒色ジャージズボン

2020年12月17日 木 15:35 大垣市 南一色町 地内 路上 小4 男 下校中 下校中、男から写真撮影された 行為者判明、指導警告

2020年12月18日 金 16:00 大垣市 日の出町 ２丁目地内西公園 公園 小1 女 移動中 友人らと公園で遊んでいたところ、男に追いかけられた
40～45歳、175～180cm、中肉、黒色服上下、野球帽、サングラス、灰
色肩掛けかばん

2020年12月21日 月 15:00 岐阜市 打越 地内 路上 小4 女 下校中 徒歩で下校中、男に後をつけられた 行為者判明、指導警告
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2020年12月24日 木 16:05 羽島郡岐南町 上印食 ５丁目地内 路上 小4 男 下校中 徒歩で下校中、自転車に乗った男からスマートフォンを向けられた
40～50歳、170～175cm、中肉、白髪交じりの短髪、黒色パーカー、黒
色ズボン、あごひげ

2021年12月23日 木 15:45 高山市 三福寺町 地内アパート 駐車場 小2 女 下校中 徒歩で下校中、車両に乗った男から声を掛けられた 40～60歳、やせ型、白髪交じりの短髪、黒色上衣、灰色帽子、口ひげ

2021年12月24日 木 7:30 土岐市 土岐口中町 ４丁目地内 路上 小4 女 登校中 集団登校中、車両に乗った男からスマートフォンを向けられた 40～50歳、作業服


