
年月日 曜 日 発生時間 市　町　村　名 大字等 地番等 場所種別
被害者
学年

性　別 行為別 事案の概要 行為者

2020年12月24日 木 15:20 各務原市 那加山後町 ３丁目地内 路上 小1 男 下校中
友人と自転車で下校中、男から「キャラメルいる？」等と声を掛けられ
た

70歳位、160cm位、中肉、黒色短髪、黒か灰色ジャンパー、黒色長ズ
ボン、黒縁眼鏡、灰色ハット

2021年1月4日 月 14:58 岐阜市 千手堂 ２丁目地内北野公園 公園 小1 女 遊び中 友人らと公園で遊んでいたところ、女から携帯電話を向けられた
35～45歳、160～165cm、中肉、白色ダウンコート、黒色パンツ、白色
スニーカー、黒色ニット帽、黒色リュックサック

2021年1月6日 水 11:30 関市 平賀町
３丁目地内平賀公民
センター付近

路上 小4 女 下校中
徒歩で下校中、男から肩を叩かれ、「君、家はどこ？」等と声を掛けら
れた

50歳位、165cm位、中肉、黒色短髪、濃い灰色のボタン付きコート、
黒色長ズボン、白色マスク着用

2021年1月8日 金 16:35 羽島市 江吉良町 地内羽島中央公園 公園 小5 女 下校中 徒歩で下校中、公園内で男に追いかけられた 30～40歳、170～175cm、中肉、黒色ジャージ上下、青色手袋

2021年1月8日 金 16:20 中津川市 苗木 地内 路上 小3 女 下校中 徒歩で下校中、男からスマートフォンを向けられ、撮影された
40～50歳、160～170cm、小太り、黒と灰色ジャンパー、長ズボン、黒
色キャップ、水色マスク

2021年1月8日 金 15:30 多治見市 音羽町
１丁目地内駅北第２
公園南側

路上 小6 女 遊び中 遊んでいたところ、男から何かを投げられた 50～60歳、165～170cm、小太り、灰色作業着上下

2021年1月9日 土 7:50 岐阜市 又丸柳町 地内 路上 中1 女 登校中
徒歩で登校中、車に乗った男から「学校いつ始まるの？」等と声を掛け
られた

40～50歳、小太り、黒色サングラス着用、白色マスク

2021年1月9日 土 8:00 岐阜市 又丸町畑 地内 路上 中1 女 登校中
友人と徒歩で登校中、車に乗った男から「高校の先生やけど」等と声を
掛けられた

40～50歳、小太り、ジャンパー、白色マスク

2021年1月12日 火 16:15 岐阜市 早田東町
４丁目地内早田東公
園

公園 小4 女 遊び中
友人らと公園で遊んでいたところ、男からスマートフォンのカメラを向
けられた

50～60歳、170～175cm、中肉、黒色ジャンパー、黒色ズボン、白色短
髪

2021年1月12日 火 15:10 羽島郡岐南町 八剣北
１丁目地内八剣北公
園東側

路上 小2 女 下校中
徒歩で下校中、公園内にいた男からスマートフォンを向けられ、撮影さ
れた

45～50歳、165～170cm、やせ型、黒色短髪、長袖トレーナー、黒色ズ
ボン、黒色スニーカー、マスク着用

2021年1月12日 火 17:00 岐阜市 水主町 ２丁目地内 路上 中1 男 移動中 徒歩で帰宅中、男から声を掛けられ、肩を押された
50～60歳、160～170cm、中肉、黒色ジャンパー、黒色長ズボン、黒色
ニット帽、白色マスク、ビニール袋所持

2021年1月12日 火 15:50 岐阜市 茜部本郷 ２丁目地内 駐車場 小3 男 遊び中 遊んでたところ、男に見つめられた 70～80歳、160～170cm、中肉、黒色長袖、白色キャップ

2021年1月13日 水 15:30 中津川市 中津川 地内 路上 小2 男 下校中
徒歩で下校中、車から降りてきた男にスマートフォンを向けられ、後を
つけられた

40歳位、170cm位、中肉、黒色ジャンパー、黒色ズボン、革靴、黒色
帽子、茶色眼鏡

2021年1月13日 水 7:30 瑞浪市 山田町
地内下山田公民館南
西付近

路上 中2 女 登校中 徒歩で登校中、原付に乗った男に声を掛けられた
45～55歳、中肉、薄緑色作業着、黒色長ズボン、紺色ネックウォー
マー、ヘルメット

2021年1月13日 水 15:00 岐阜市 水主町 ２丁目地内 路上 中1 男 下校中 徒歩で下校中、男から声を掛けられ、肩を押された
50～60歳、160～170cm、中肉、黒色ジャンパー、黒色長ズボン、黒色
ニット帽、白色マスク、ビニール袋所持

2021年1月13日 水 15:00 各務原市 新鵜沼台 ８丁目地内 駐車場 小3 男 下校中 友人らと徒歩で下校中、男から両親の名前や年齢等を聞かれた 行為者判明、指導警告

2021年1月18日 月 15:30 大垣市 島里 ３丁目地内 路上 中1 女 下校中 友人と自転車で下校中、建物内からスマートフォンを向けられた 行為者判明、指導警告

2021年1月18日 月 16:50 羽島郡岐南町 上印食 ６丁目地内 路上 小6 男 移動中 徒歩で帰宅中、車に乗った男から何度も「何年生？」と声を掛けられた 年代等不詳、人相着衣等不明

2021年1月20日 水 16:25 大垣市 南一色町 地内 路上 小5 男 下校中
友人らと徒歩で下校中、自転車に跨った酔っぱらった感じの男に「何を
見とるんじゃ」等と怒鳴られた

40～50歳、160～165cm、中肉、赤色ジャンパー、赤色野球帽、赤色ポ
シェット着用

2021年1月20日 水 15:00 土岐市 泉東窯町 １丁目地内 路上 小2 女 下校中 友人と徒歩で下校中、男につきまとわれた
20～25歳、175cm位、やせ型、黒色短髪、青色パーカー、黒色ズボ
ン、黒縁眼鏡

2021年1月21日 木 15:00 岐阜市 下土居
１丁目地内石田公園
南側

路上 中3 女 下校中
友人と徒歩で下校中、男に後をつけられ、スマートフォンのカメラを向
けられた

50～60歳、165～170cm、中肉、黒色ウィンドブレーカー上下、黒色
キャップ帽、白色マスク
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2021年1月22日 金 15:30 中津川市 千旦林 地内坂本交番東方 路上 小3 男 下校中
友人らと徒歩で下校中、車両に乗った男から「俺は校長やで。」等と声
を掛けられた

60～70歳、中肉、白髪交じりの短髪

2021年1月22日 金 16:10 羽島郡岐南町 八剣北
４丁目地内上印食交
差点北方

路上 小6 男 下校中 集団下校中、自転車に跨った男からスマートフォンを向けられた 40～50歳、160～170cm、小太り、黒髪、灰色ジャンパー、黒色マスク

2021年1月22日 金 16:00 各務原市 鵜沼羽場町 ６丁目地内 路上 小5 女 下校中 友人と徒歩で下校中、車から降りてきた男にカメラを向けられた
40～50歳、175～180cm、中肉、黒色短髪、黒色ジャージ上下、眼鏡、
口ひげ

2021年1月25日 月 14:30 大垣市 池尻町
地内池尻町西交差点
付近

路上 小6 女 下校中 徒歩で下校中、車に乗った男から「ちょっといい？」と声を掛けられた 30～35歳、中肉、黒色短髪

2021年1月25日 月 14:25 岐阜市 茜部本郷 ３丁目地内 路上 小2 男 下校中
友人と徒歩で下校中、自転車に乗った男から「おい、待て」と声を掛け
られ、追いかけられた

80歳位、165～170cm、小太り、黒色長袖、長ズボン、白髪交じりの長
髪

2021年1月26日 火 14:50 岐阜市 南鶉 ４丁目地内 路上 中3 女 下校中 友人と徒歩で下校中、男から携帯電話を向けられ、撮影された
20～30歳、165～170cm、中肉、黒色短髪、紺色ジャンパー、黒色ズボ
ン、白色スニーカー、外国人風

2021年1月26日 火 13:20 岐阜市 西改田川向 地内七郷小学校付近 路上 小6 女 その他
小学校運動場にいた児童らが、車に乗った男から「何をしているの？」
と声を掛けられた

(1)男、50～60歳、中肉、黒色短髪、黒色ジャンパー、野球帽(2)女、
30～40歳、中肉、肩までの茶髪、緑色ジャンパー、野球帽

2021年1月27日 水 16:50 岐阜市 水海道 ４丁目２番地内 公園 小2 女 遊び中
友人らと遊んでいたところ、車に乗った男からスマートフォンのカメラ
を向けられた

50～60歳、白髪交じりの薄毛

2021年1月27日 水 15:15 恵那市 岩村町 地内 路上 小2 男 下校中 友人らと徒歩で下校中、車に乗った男から手を振られた
60～80歳、170cm位、中肉、灰色ダウン、黒縁眼鏡、白髪交じりの頭
髪

2021年1月27日 水 15:30 土岐市 妻木町 地内 路上 小2 男 下校中 徒歩で下校中、男から「家、どこ？」と声を掛けられ、後をつけられた 65～70歳、170～175cm、中肉、茶色ズボン、茶色靴、白髪

2021年1月28日 木 13:30 揖斐郡大野町 大字公郷 地内揖東中学校付近 路上 中3 女 下校中 下校中、男からカメラ様の物で撮影され、男は校舎も撮影していた
40歳位、170cm位、やせ型、黒色ジャージ上下、黒色短髪（頭頂部が
薄い）、カメラ様の物所持

2021年1月28日 木 16:10 各務原市 鵜沼東町 ２丁目地内 路上 小5 男 下校中 徒歩で下校中、後方から歩いてきた男に「邪魔だよ」と言われた
25～30歳、160～165cm、やせ型、黒色坊主、黒色上衣、紺色ジーパ
ン、白色マスク

2021年1月29日 金 17:00 岐阜市 粟野西 ５丁目地内月野橋 路上 中3 男 下校中
徒歩で下校中、橋の上をフラフラしながら、手に何か持っている男を目
撃した

50～60歳、170cm位、中肉、短髪、黒色上衣、茶色ズボン、マスク着
用

2021年1月29日 金 7:30 加茂郡坂祝町 取組 地内坂祝駅 駐車場 小5 女 登校中
友人らと徒歩で登校中、駅駐輪場にいた男から「かわいいね」等と声を
掛けられ、携帯電話で撮影された

20～30歳、170～180cm、やせ型、黒色短髪、灰色パーカー、黒色ズボ
ン、白色スニーカー、黒色マスク

2021年1月29日 金 7:35 加茂郡坂祝町 取組 坂祝役場北側 路上 小6 女 登校中
集団登校中、自転車に跨っている男から「ハロー」等と声を掛けられ、
携帯電話で撮影された

20～30歳、170～180cm、やせ型、黒髪、灰色パーカー、黒色ズボン、
黒色マスク

2021年1月30日 土 14:40 岐阜市 香蘭 ２丁目地内店舗 駐車場 小6 男 遊び中
友人と駐輪場にいたところ、男から「道を教えて。お金無いから貸し
て」等と声を掛けられた

60歳位、170cm位、中肉、茶色ジャンパー、ニット帽

2021年2月1日 月 15:00 岐阜市 長良字城之内 地内長良公園 公園 小6 男 遊び中 友人らと遊んでいたところ、男から何度も見られた
30歳位、175cm位、中肉、黒色長袖、紺色長ズボン、赤色系ニット
帽、白色マスク

2021年2月2日 火 16:25 羽島市 竹鼻町丸の内 9丁目地内 路上 小5 女 下校中
徒歩で下校中、男から「ねえねえ何歳なの？名前教えて」等と声を掛け
られた

50～60歳、170～175cm、小太り、黒色短髪、灰色トレーナー、ズボ
ン、赤色マスク

2021年2月2日 火 17:15 羽島郡岐南町 徳田 ２丁目地内 路上 小4 男 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、150～160cm、中肉、黒色ジャージ上衣、黒色ジーパン、黒
色スニーカー、黒色ニット帽

2021年2月2日 火 15:00 岐阜市 六条北 ２丁目10番地内 路上 中2 女 下校中 友人と徒歩で下校中、男からスマートフォンを向けられた
30～40歳、175～180cm、中肉、水色作業着上下、白色マスク、茶色ス
マートフォン

2021年2月3日 水 16:18 岐阜市 河渡 地内 公園 小2 男 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 行為者判明、指導警告
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2021年2月3日 水 16:10 羽島郡岐南町 伏屋 ２丁目地内 路上 小5 男 移動中 自転車で公園に移動中、男からスマートフォンを向けられた
40歳位、165～170cm、中肉、黒色短髪、黒色ジャンパー、紺色作業ズ
ボン、白色マスク

2021年2月3日 水 16:30 揖斐郡大野町 大字桜大門
地内桜大門ふれあい
広場

公園 小2 男 移動中 公園で遊んでいたところ、男に追いかけられた
30～40歳、165～175cm、やせ型、黒色パーカー、赤色ズボン、黒色ス
ニーカー

2021年2月5日 金 15:20 加茂郡八百津町 八百津 地内 路上 小1 男 下校中 徒歩で下校中、車に乗った女からスマートフォン様の物で撮影された 30歳位、中肉、黒色短髪、灰色フリース

2021年2月5日 金 16:00 本巣市 上高屋 地内 路上 小4 女 下校中 徒歩で下校中、男から「スタイルいいね」と声を掛けられた
65歳位、170cm位、やせ型、白色ハーフコート、ベージュか灰色ズボ
ン、丸型眼鏡

2021年2月5日 金 18:10 岐阜市 加納朝日町 １丁目地内 路上 小4 男 下校中 自転車で帰宅中、男から「加納小の子？」等と声を掛けられた
40～50歳、170～175cm、やせ型、黒色短髪、茶色パーカー、紺色ジー
パン、四角眼鏡、白色マスク

2021年2月5日 金 17:00 本巣市 七五三 地内 路上 中2 女 下校中 自転車で下校中、自転車に乗った男から近付かれ、見つめられた 行為者判明、指導警告

2021年2月5日 金 16:00 羽島郡岐南町 野中 ４丁目地内 路上 小2 女 下校中 徒歩で下校中、男から肩を叩かれた
30～40歳、170～175cm、やせ型、黒色短髪、黒色上衣、黒色長ズボ
ン、黒色キャップ帽、黒色マスク

2021年2月6日 土 12:03 安八郡神戸町 大字神戸 地内北側 路上 小6 男 移動中 徒歩で移動中、男から「お年玉あげる」等と声を掛けられた 60歳位、165～170cm、中肉、茶色短髪、オレンジ色Tシャツ、ズボン

2021年2月7日 日 15:00 瑞穂市 中宮 地内 路上 小2 女 移動中 友人と自転車で移動中、男から名前を呼ばれた 70歳位、中肉、白髪交じりの短髪

2021年2月7日 日 9:50 揖斐郡池田町 藤代 地内藤代遊園地東側 路上 小3 男 移動中 徒歩で帰宅中、独り言を言っている男が近づいてきた
年代等不詳、170cm位、中肉、黒色ジャンパー、黒色長ズボン、
キャップ帽、黒色マスク

2021年2月8日 月 16:30 岐阜市 大洞柏台 ３丁目地内 路上 中1 女 下校中 友人と徒歩で下校中、男につきまとわれた 25～35歳、160cm位、やせ型、黒色短髪、灰色スウェット様上下

2021年2月9日 火 16:15 大垣市 草道島町
地内赤坂スポーツ公
園

公園 中3 男 その他 公園のベンチに座っていたところ、後方から男が近づいてきた
50～60歳、170～175cm、やせ型、黒色短髪、黒色ジャンパー、黒色長
ズボン、黒色系サングラス、白色マスク

2021年2月9日 火 15:30 岐阜市 萱場南
２丁目地内島中央公
園北側

路上 中2 男 下校中 友人らと徒歩で下校中、公園付近を行き来する不審な男を目撃した 行為者判明、指導警告

2021年2月10日 水 7:30 岐阜市 茜部寺屋敷 ３丁目地内 路上 小2 女 登校中 集団登校中、自転車に乗った男から「何学年？」等と声を掛けられた 行為者判明、指導警告

2021年2月11日 木 14:05 岐阜市 江添
２丁目地内岐阜県庁
東交差点付近

路上 小3 男 移動中
友人らと移動中、車に乗った男から手を振られ、「君たち何年生？」等
と声を掛けられた

30～40歳、やせ型、短髪

2021年2月11日 木 14:30 中津川市 福岡 地内 路上 小2 女 移動中 友人らと徒歩で移動中、男から「写真撮らせて」等と声を掛けられた 行為者判明、指導警告

2021年2月13日 土 16:30 土岐市 泉町久尻 地内 電車内 中3 女 移動中 電車内で、男から携帯電話を向けられた
20～30歳、160～170cm、中肉、黒色ダウン、灰色ズボン、灰色ニット
帽

2021年2月14日 日 10:30 各務原市 尾崎南町 地内尾崎南公園 公園 小2 女 遊び中
公園で遊んでいたところ、男から「飲む？ガソリンだけど」等と声を掛
けられた

行為者判明、指導警告

2021年2月16日 火 16:55 岐阜市 茜部寺屋敷 ２丁目地内 路上 中2 男 下校中 自転車で下校中、自転車に乗った男から「おい」と声を掛けられた
70歳位、150～160cm、やせ型、黒色長袖、黒色長ズボン、黒色キャッ
プ帽、白髪交じりの頭髪

2021年2月16日 火 16:00 瑞穂市 穂積 地内中川歩道橋付近 路上 中1 女 下校中 友人と徒歩で下校中、男から手を振られて、その後、つきまとわれた 30～40歳、160～165cm、中肉

2021年2月16日 火 16:00 美濃加茂市 蜂屋町上蜂屋
地内島之洞公民館付
近

路上 小5 女 下校中 徒歩で下校中、車両に乗った男から「オラ」と叫ばれた 年代等不詳、人相着衣等不明



年月日 曜 日 発生時間 市　町　村　名 大字等 地番等 場所種別
被害者
学年

性　別 行為別 事案の概要 行為者

2021年2月17日 水 7:40 関市 小屋名
地内千疋大橋東交差
点付近

路上 中1 女 登校中 自転車で登校中、車両に乗った男からスマートフォンを向けられた 行為者判明、指導警告

2021年2月18日 木 13:30 山県市 高富 地内山県警察署西方 路上 中2 女 下校中 友人らと徒歩で下校中、男から携帯電話を向けられた
50～60歳、160cm位、中肉、黒色ジャンパー、黒色ニット帽、黒縁眼
鏡

2021年2月18日 木 15:30 各務原市 鵜沼各務原町 ４丁目地内 路上 小5 女 下校中 徒歩で下校中、男から小声で話しかけられ、睨みつけられた 20～30歳、170～175cm、やせ型、黒色長髪、黒色長袖、黒色長ズボン

2021年2月19日 金 16:20 可児市 塩 地内堀田橋付近 路上 中3 男 下校中
友人と自転車で下校中、すれ違った車両の助手席にいた男の携帯電話が
光った

30～40歳、人相着衣等不明

2021年2月20日 土 10:45 可児市 土田
地内名鉄可児川駅付
近

路上 中2 女 移動中 徒歩で移動中、男からスマートフォンを向けられた 50歳位、170cm位、やせ型、黒色長袖、黒色短髪

2021年2月22日 月 9:00 関市 津保川台
２丁目地内津保川台
中央公園付近

路上 中1 女 登校中
友人らと徒歩で登校中、車両の助手席の男からスマートフォンを向けら
れた

①運転席の男　20～25歳、中肉、黒色短髪②助手席の男　20～25歳、
やせ型、茶色短髪パーマ、赤色系のヘアバンド着用、灰色スマート
フォン所持

2021年2月22日 月 14:10 多治見市 昭和町 地内昭和公園 公園 未就学 男 遊び中 公園で遊んでいたところ、男が近づいてきた 25～30歳、180cm位、中肉、フリース上衣、紺色ジーパン

2021年2月23日 火 15:10 美濃加茂市 中富町
２丁目地内古井近隣
公園

公園 小5 女 遊び中
友人らと遊んでいたところ、男が近づいてきて、笑ってきたり、離れた
場所から見つめられた

60～70歳、160～165cm、小太り、黒色ジャージ、濃い緑色ズボン、黒
色スニーカー、ロードバイク様のヘルメット

2021年2月25日 木 15:15 関市 西神野
地内西神野バス停付
近

路上 小1 女 下校中 集団下校中、男二人からスマートフォンを向けられた 行為者判明、指導警告

2021年2月25日 木 16:30 瑞穂市 穂積 地内中切バス停付近 路上 小2 女 遊び中 自転車で移動中、男からスマートフォンを向けられた
20歳位、175cm位、中肉、黒色コート、紺色ジーパン、ショートブー
ツ、茶色カバーのスマートフォン

2021年2月26日 金 15:10 中津川市 落合 杉松稲荷神社北方 路上 小2 女 下校中
徒歩で下校中、すれ違った車に乗った男からスマートフォンを向けられ
た

60歳位、中肉、紺色フレーム眼鏡

2021年2月26日 金 15:30 大垣市 興福地町
１丁目地内興福地公
民館付近

路上 小3 男 下校中 徒歩で下校中、男から「僕どこの子？」等と声を掛けられた 50～60歳、160～170cm、やせ型、白髪、黒色キャップ帽

2021年2月26日 金 16:10 瑞穂市 別府
地内瑞穂市総合セン
ター南側

路上 小5 男 下校中 友人らと徒歩で下校中、男からスマートフォンを向けられた 30～40歳、160cm位、小太り、黒色上衣

２月中 - 20:45 大垣市 寺内町
１丁目地内寺内町東
交差点付近

路上 小6 女 塾の行き帰り
自転車で移動中、男から「ねえねえ」等と声を掛けられ、肩を軽く叩か
れた

年代等不詳、150cm位、中肉、ニット帽、丸眼鏡

2021年3月3日 水 7:25 岐阜市 木ノ本町
１丁目地内徹明さく
ら小学校北側

路上 中1 女 登校中 徒歩で登校中、男から「ああ」と声を掛けられた
60～70歳、170cm位、中肉、深緑色ジャンパー、黒色長ズボン、灰色
ニット帽、白色マスク

2021年3月3日 水 15:40 加茂郡坂祝町 黒岩 地内 路上 小3 女 下校中 友人らと徒歩で下校中、男から、「どこ、黒岩？」等と声を掛けられた 行為者判明、指導警告

2021年3月4日 木 15:30 大垣市 日の出町 ２丁目地内西公園 公園 小2 男 遊び中 公園で遊んでいたところ、男から追いかけられた 20～30歳、175～180cm、中肉、黒色短髪、黒色上衣

2021年3月4日 木 16:55 各務原市 鵜沼朝日町
５丁目地内朝日南公
園付近

路上 小3 男 移動中 自転車で帰宅中、男に後をつけられた 30～40歳、175cm位、中肉、黒色上衣、黒色ズボン、赤色系ズボン

2021年3月4日 木 16:30 関市 山田 地内小金田橋付近 路上 小5 女 登校中 徒歩で下校中、男から自転車のベルを鳴らされ、接近された 50～60歳、165～170cm、小太り、白髪交じりの茶色短髪

2021年3月4日 木 16:10 本巣市 下真桑 地内 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
30～40歳、175cm位、小太り、迷彩柄服上下、赤色キャップ、白色マ
スク

2021年3月4日 木 17:00 岐阜市 本荘 地内八ツ草公園 公園 中2 女 移動中
公園にいたところ、男２人のうち１人から携帯電話を向けられ、撮影さ
れた

①16～17歳、170～180cm、中肉、黒色短髪、白色半袖Tシャツ、黒色
ズボン、黒色マスク②16～17歳、170～180cm、中肉、黒色短髪、白色
半袖Tシャツ、紺色ジーパン、黒縁眼鏡、白色マスク
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2021年3月8日 月 10:30 揖斐郡大野町 大字黒野 東区公民館付近 路上 小1 女 下校中 友人らと徒歩で下校中、男からつきまとわれ、見つめられた 55～60歳、160～170cm、中肉、白髪交じりの薄い頭髪、黒色上下の服

2021年3月8日 月 15:00 岐阜市 則武西
２丁目地内萱野公園
西側

路上 小3 女 下校中 徒歩で下校中、男から「帽子の校章見せて」等と声を掛けられた
80歳位、160～165cm、中肉、白髪交じりの短髪、長袖、紺色長袖ズボ
ン、キャップ帽、両手にストック所持

2021年3月8日 月 15:30 中津川市 苗木 地内 路上 小1 女 下校中
徒歩で下校中、車両から男が降りてきて、「大丈夫」等と声を掛けてき
た

25～35歳、170～175cm、やせ型、黒色短髪、白色ワイシャツ、黒色系
スラックス、黒縁眼鏡

2021年3月9日 火 14:30 揖斐郡大野町 大字黒野 地内大野町役場付近 路上 中2 女 移動中 自転車で帰宅中、自転車に乗った男につきまとわれた
45～50歳、やせ型、黒色上衣、黒色ズボン、黒色バケットハット、黒
縁眼鏡、黒色マスク着用

2021年3月9日 火 15:20 大垣市 楽田町
２丁目地内から大垣
市貝曽根町地内

路上 小3 女 下校中 徒歩で下校中、自転車に乗った男につきまとわれた 50～60歳、160～170cm、小太り、黒色ジャージ上下、黒色ニット帽

2021年3月9日 火 17:05 瑞穂市 祖父江 地内 路上 小2 女 移動中 友人と徒歩で移動中、男から「気を付けて」と声を掛けられた
年代等不詳、160～165cm、小太り、ジャンパー、長ズボン、サングラ
ス、野球帽様のもの

2021年3月9日 火 18:07 関市 塔ノ洞 地内中池公園 駐車場 中1 女 その他
駐車場にいたところ、男から「寒くない？車に乗ったら？」等と声を掛
けられた

年代等不詳、人相着衣等不明

2021年3月10日 水 7:50 郡上市 八幡町相生 地内相生交差点付近 路上 中2 女 登校中 徒歩で登校中、車両に乗った男から大声をあげられた 年代等不詳、人相着衣等不明

2021年3月10日 水 17:10 各務原市 鵜沼朝日町 ３丁目地内 路上 小3 男 移動中 自転車で帰宅中、男に走って追いかけられた 年代等不詳、160cm位、黒色服上下、黒色ニット帽、黒色マスク

2021年3月10日 水 15:25 岐阜市 則武中
１丁目地内則武公園
東方

路上 中2 女 下校中 友人らと徒歩で下校中、車両に乗った男から見つめられた 25～30歳、やせ型、黒色ワイシャツ、黒色短髪

2021年3月11日 木 11:00 高山市 三福寺町
地内大新町五丁目会
館付近

路上 中2 女 登校中 徒歩で登校中、男につきまとわれた
40～50歳、170～175cm、やせ型、黒色ジャンパー、黒色長ズボン、黒
色ニット帽

2021年3月15日 月 17:30 美濃市 中央 長良川左岸堤防付近 河原 中1 女 遊び中 友人らと遊んでいたところ、男から「気を付けてね」と声を掛けられた
30歳位、170～175cm、やせ型、黒色短髪、上下赤色サイクルウェア、
ヘルメット

2021年3月15日 月 15:00 羽島郡笠松町 春日町 地内 路上 中1 女 下校中
友人と自転車で下校中、男から「帰りこっちなの？」等と声を掛けられ
た

60～70歳、中肉、ジャンパー、茶色サングラス、白色マスク

2021年3月16日 火 16:15 岐阜市 上川手
地内栢屋商店前バス
停付近

路上 小2 男 移動中
徒歩で移動中、自転車に乗った男から「君名前は？」「お化けが来るか
ら家においで」等と声を掛けられた

60～70歳、145～155cm、小太り、白髪交じりの頭髪、茶色長袖シャ
ツ、黒色ジャージズボン、黒色野球帽、あごに無精ひげ、両耳にピア
ス、金色ネックレス

2021年3月17日 水 16:03 岐阜市 加納西丸町 １丁目地内 路上 中2 女 下校中 徒歩で下校中、すれ違った男からスマートフォンを向けられた
20～30歳、155～160cm、小太り、灰色パーカー、紺色ジーンズ、黒色
系運動靴、黒色短髪

2021年3月18日 木 14:20 岐阜市 茜部菱野
４丁目地内茜部新所
交差点南方

路上 小2 男 下校中 徒歩で下校中、自転車に乗った女から意味不明な言動を言われた
30～40歳、中肉、黒色上衣、黒色ズボン、黒色ニット帽、黒色サング
ラス

2021年3月18日 木 15:30 各務原市 川島松原町 地内 路上 中2 男 下校中
徒歩で下校中、車に乗った男から「道が分からないから車に乗って教え
てくれない？」等と声を掛けられた

60～70歳、中肉、上下スーツ、黒色短髪

2021年3月18日 木 17:40 加茂郡八百津町 伊岐津志 地内 路上 小6 男 移動中
徒歩で帰宅中、男から「おいで、おいで」と手招きされて、追いかけら
れた

行為者判明、指導警告

2021年3月18日 木 15:55 岐阜市 今嶺 ２丁目地内 路上 小6 女 下校中 友人と徒歩で下校中、男に後をつけられた
50～60歳、170～175cm、やせ型、白髪交じりの短髪、黒色ウィンドブ
レーカー、黒色ズボン、黒色野球帽、黒色サングラス、白色マスク

2021年3月19日 金 15:20 各務原市 那加新田町
２丁目地内新田町公
民館付近

路上 小4 女 移動中
徒歩で移動中、男から「イオンってどこ？」「欲しい物買ってあげるか
ら、ついてきてよ。」等と声を掛けられた

30～40歳、165～170cm、やせ型、黒色ボサボサ頭、黄色パーカー、黄
色長ズボン

2021年3月20日 土 14:36 下呂市 森 地内六ツ見橋付近 路上 小3 男 遊び中 友人らと遊んでいたところ、男から「団子食べや」等と声を掛けられた 行為者判明、指導警告
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2021年3月23日 火 15:30 本巣市 上真桑 地内 路上 小2 女 遊び中 遊んでいたところ、車両に乗った男から見つめられた 40歳位、小太り、茶色上衣、黒色短髪

2021年3月24日 水 16:50 関市 下之保
地内上野多目的研修
施設集会場付近

路上 中1 女 下校中
友人と下校中、車両が低速走行でうろついた後、車両に乗った男から
「駅はどこにありますか？」等と声を掛けられた

30～40歳、中肉、黒色短髪、黒色パーカー、紺色ジーンズ

2021年3月24日 水 16:30 下呂市 湯之島 地内 路上 小1 女 下校中
徒歩で下校中、女から「ユーチューブを撮りたい。大丈夫？」と声を掛
けられた

行為者判明、指導警告

2021年3月24日 水 10:50 多治見市 太平町 ２丁目地内太平公園 公園 未就学 男 遊び中 遊んでいたところ、男からスマートフォンのカメラを向けられた
60歳位、170～175cm、やせ型、白髪交じりの短髪、青と黒色スポーツ
ウェア上下

2021年3月25日 木 7:15 大垣市 荒尾町 地内木呂踏切付近 路上 中1 女 登校中 友人らと徒歩で登校中、自転車に乗った男から無言で飴を渡された 40歳位、肥満、黒色短髪、黒縁眼鏡

2021年3月25日 木 16:30 羽島郡岐南町 野中 １丁目地内 路上 小3 女 遊び中 遊んでいたところ、男からスマートフォンのカメラを向けられた 20～30歳、水色パーカー、黒色スマートフォン

2021年3月26日 金 17:15 岐阜市 茶屋新田
４丁目地内店舗駐車
場

駐車場 小3 男 遊び中 友人らと遊んでいたところ、男から声を掛けられた 40～50歳、170～175cm、小太り、黒色短髪、無精ひげ

2021年3月26日 金 7:25 安八郡神戸町 大字田 地内 路上 小1 女 登校中
徒歩で登校中、男から後をつけられ、「幼稚園はどこにあるの？」等と
声を掛けられた

年代等不詳、165～180cm、中肉、黒色フード付き上衣、灰色長ズボ
ン、黒縁眼鏡、黒色マスク

2021年3月26日 金 9:40 瑞穂市 重里 重里交差点付近 路上 小6 男 登校中 徒歩で登校中、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、やせ型、長袖上衣

2021年3月29日 月 16:45 可児市 羽崎 地内 路上 小3 女 移動中 徒歩で移動中、男に見つめられた
30～40歳、165～170cm、中肉、灰色ジャンパー、黒色ズボン、黒縁眼
鏡、黒色ヘルメット

2021年4月7日 水 16:50 各務原市 鵜沼台 ５丁目地内 公園 小5 女 遊び中 友人と遊んでいたところ、男からデジタルカメラ様の物を向けられた 行為者判明、指導警告

2021年4月9日 金 17:20 岐阜市 岩滝東 ３丁目地内 路上 中1 女 下校中 自転車で下校中、男から「住所どこなの？」と声を掛けられた
50～60歳、165～175cm、中肉、クリーム色ニット帽、茶色ジャン
パー、丸眼鏡

2021年4月9日 金 16:30 岐阜市 萱場南
２丁目地内島中央公
園北側

路上 中3 男 移動中 友人５人と徒歩で帰宅中、車に乗った男に後をつけられた 50～60歳、小太り、黒色キャップ、白色マスク

2021年4月11日 日 20:30 岐阜市 薮田西 １丁目地内 店舗内 小6 女 その他 買い物中、男からカメラようの物を向けられた 行為者判明、指導警告

2021年4月12日 月 16:40 各務原市 緑苑中
２丁目地内緑苑中公
園北側

路上 中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を向けられた
65～70歳、やせ型、白髪交じりの頭髪、深緑色チェック柄シャツ、紺
色ジーパン

2021年4月13日 火 17:40 岐阜市 六条江東 ２丁目地内 路上 中1 男 下校中
徒歩で下校中、前方を歩いていた男が突然反転して、後を追いかけてき
た

30～50歳、170～180cm、中肉、黒色パーカー、黒色長ズボン、サング
ラス、白色マスク

2021年4月13日 火 7:10 岐阜市 日野南 １丁目地内 路上 小5 女 登校中 徒歩で登校中、自転車に乗った男から後をつけられた 16～20歳、160cm位、黒色短髪

2021年4月13日 火 7:35 安八郡輪之内町 下大榑新田
地内輪之内中学校南
側

路上 小3 男 登校中 徒歩で集団登校中、自転車に乗った女からスマートフォンを向けられた 年代等不詳、やせ型、紫色のカッパ着用

2021年4月14日 水 15:30 可児市 今渡
地内鳴子近隣公園付
近

路上 小5 男 下校中
徒歩で下校中、男から「お菓子とかいっぱいあるから、こっちにおい
で」等と声を掛けられた

年代等不詳、170cm位、小太り、短髪、黒色パーカー、黒縁眼鏡、黒
色マスク

2021年4月14日 水 22:08 瑞穂市 別府
地内JR穂積駅南側
ロータリー

路上 小6 男 塾の行き帰り
迎えを待っていたところ、車両に乗った男から「寒いからこっちに来
て、一緒に待たない？」等と声を掛けられた

30～40歳、中肉、黒色短髪

2021年4月15日 木 16:30 瑞浪市 土岐町 地内市原バス停付近 路上 小5 男 下校中 徒歩で下校中、男から「こっちにおいで」と声を掛けられた
35～40歳、165～170cm、中肉、紺色スーツ上下、七三分けの黒色短
髪、ビジネスバッグ、眼鏡着用
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2021年4月15日 木 17:30 郡上市 八幡町相生 地内 路上 小5 女 遊び中
友人らと遊んでいたところ、車に乗った男から「何年生？」と声を掛け
られた

行為者判明、指導警告

2021年4月15日 木 15:35 各務原市 上中屋町 ３丁目地内 路上 小3 女 下校中 徒歩で下校中、男から「名前は何て言うの？」と声を掛けられた 48歳位、中肉、サングラス

2021年4月15日 木 15:55 土岐市 土岐津町高山 地内高山公園 公園 小4 男 下校中
友人らと徒歩で下校中、男から「これあげる」と声を掛けられ、人形を
手渡された

行為者判明、指導警告

2021年4月16日 金 15:10 各務原市 蘇原古市場町 ５丁目地内 路上 小2 女 下校中 徒歩で下校中、男が接近して、笑いかけてきた 40～50歳、160～170cm、中肉、黒色上衣、黒色ズボン、黒色キャップ

2021年4月16日 金 13:38 羽島郡岐南町 三宅 ９丁目地内 路上 小1 女 下校中 友人らと徒歩で下校中、車両に乗った女から携帯電話を向けられた 20～50歳、小太り、ピンク色長袖、茶色ポニーテール

2021年4月16日 金 15:30 各務原市 川島河田町 地内 路上 小1 男 下校中 徒歩で下校中、男から飴を渡された 行為者判明

2021年4月16日 金 15:20 揖斐郡大野町 大字相羽 地内 路上 小3 男 下校中 友人と徒歩で下校中、男から双眼鏡のような物で見られた
30～40歳、165～170cm、中肉、黒色短髪、オレンジ色パーカー、黒色
ズボン

2021年4月18日 日 7:40 瑞浪市 土岐町
地内瑞浪中学校正門
付近

路上 中2 女 その他 男からスマートフォンを向けられた 20～30歳、170～175cm、中肉、紺色作業服上下、外国人風

2021年4月19日 月 15:05 安八郡輪之内町 下大榑新田 地内明治橋上 路上 小3 男 下校中
集団下校中、停車している車両に乗った男からスマートフォンを向けら
れた

30～40歳、やせ型、黒色長袖

2021年4月19日 月 15:40 大垣市 楽田町 ２丁目地内 地下道 小4 女 下校中 徒歩で下校中、男から睨みつけられた
50～60歳、160～170cm、小太り、黒色短髪、ピンク色Tシャツ、茶色
ズボン、黒色眼鏡、無精ひげ

2021年4月20日 火 17:15 岐阜市 大洞桐が丘
４丁目地内桐が丘バ
ス停付近

路上 中1 女 下校中
徒歩で下校中、車両に乗った男から「歩いて帰るの？」と声を掛けられ
た

60～70歳、中肉、白色短髪

2021年4月20日 火 7:05 高山市 三福寺町 地内 路上 中2 女 登校中 友人と徒歩で登校中、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

2021年4月21日 水 17:25 羽島郡岐南町 平島 ８丁目地内 路上 小4 女 移動中 帰宅中、男から鞄を掴まれた 20～40歳、165～170cm、中肉、白色上衣、黒色野球帽、マスク

2021年4月21日 水 7:40 関市 山田 地内 路上 中1 女 登校中 徒歩で登校中、自転車に乗った男から見つめられ、付近を往復された 30～40歳、中肉、黒色長髪、黒色系長袖、黒色系長ズボン

2021年4月21日 水 7:50 揖斐郡大野町 大字黒野
地内北屋敷町民館付
近

路上 中1 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
40歳位、160～170cm、黒色ジャージ上下、黒色短髪、銀色デジタルカ
メラ

2021年4月21日 水 16:00 各務原市 鵜沼各務原町 ４丁目地内 路上 小6 男 下校中
友人と徒歩で下校中、車両に乗った女から睨まれ、スマートフォンを向
けられた

40～45歳、中肉、黒色ハット帽、黒色マスク

2021年4月22日 木 16:00 大垣市 南一色町 地内 路上 小4 女 下校中 友人と徒歩で下校中、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

2021年4月22日 木 16:30 各務原市 鵜沼朝日町 1丁目地内 路上 小2 男 遊び中 友人らと遊んでいたところ、男からコンパクトカメラ様を向けられた
60～70歳、155～165cm、やせ型、長袖シャツ、黒色野球帽、眼鏡、白
色短髪、黒色マスク、黒色コンパクトカメラ様

2021年4月22日 木 7:30 土岐市 妻木下石町 地内山神交差点付近 路上 小6 男 登校中 集団登校中、女が並走するように歩いてきた
15～19歳、155～160cm、小太り、赤色ジャージ上下、赤色スニー
カー、黒髪

2021年4月22日 木 16:45 岐阜市 岩滝西 １丁目地内 路上 中1 女 下校中 自転車で下校中、男からカメラを向けられた
50～60歳、160～165cm、肥満、白色Tシャツ、黒色ズボン、黒色野球
帽、白髪交じりの短髪

2021年4月22日 木 15:00 岐阜市 大洞桜台
２丁目地内芥見東小
学校付近

路上 小3 男 下校中 友人らと徒歩で下校中、男からデジタルカメラを向けられた
60～70歳、170～175cm、中肉、青色長袖、黒白ボーダー柄の長ズボ
ン、青色帽子、銀色デジタルカメラ
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2021年4月23日 金 15:30 加茂郡坂祝町 酒倉 地内 路上 小2 女 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を向けられた 30～40歳、中肉、黒色長袖シャツ、黒髪、外国人風

2021年4月23日 金 17:00 大垣市 上石津町一之瀬 地内 路上 中2 女 下校中
徒歩で下校中、車に乗った男から「大垣駅行きのバスが今あるの？」等
と声を掛けられた

60～70歳、160cm位、やせ型、白髪

2021年4月23日 金 15:50 岐阜市 打越
地内打越公民館南側
堤防道

路上 小5 男 下校中 徒歩で下校中、男から「頑張れよ。いじめるな。」等と声を掛けられた 50～60歳、中肉、灰色パーカー、茶髪

2021年4月23日 金 16:00 高山市 松之木町 地内東小学校付近 路上 小5 男 下校中 友人と徒歩で下校中、女から一眼レフ様のカメラを向けられた 30～40歳、155～165cm、小太り、茶髪、茶色上衣、ジーパン様ズボン

2021年4月24日 土 17:30 瑞穂市 美江寺
地内瑞穂市中ふれあ
い広場

公園 小3 男 遊び中 公園にいたところ、男から「君、かわいいね」等と声を掛けられた 12～18歳、170cm位、黒髪

2021年4月24日 土 16:00 中津川市 苗木 地内苗木中学校付近 路上 小5 女 下校中 友人らと徒歩で下校中、男からスマートフォンを向けられた
50～60歳、160cm位、中肉、灰色長袖上衣、紺色ジーパン、黒縁丸型
眼鏡、白色短髪、白色マスク

2021年4月26日 月 13:10 各務原市 蘇原星雲町
１丁目地内蘇原中学
校付近

路上 中3 男 その他 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歳位、170cm位、やせ型、紺色ウィンドブレーカー、長ズボン、黒
色短髪、白色マスク、黒縁眼鏡

2021年4月26日 月 16:35 岐阜市 石切町 地内 路上 小2 女 下校中 徒歩で下校中、男からつきまとわれた
45～55歳、160～165cm、やせ型、黒色ジャンパー、緑色ズボン、黒色
履き物、銀縁丸型眼鏡、白髪交じりの短髪、白色マスク

2021年4月26日 月 16:20 可児市 中恵土 地内 路上 中1 男 その他 女から無言で睨みつけられた 40歳位、175cm位、やせ型、茶色短髪、赤色上衣、黒色下衣

2021年4月26日 月 17:00 多治見市 昭和町 地内昭和公園 公園 小6 女 遊び中
友人と公園で遊んでいたところ、男から「写真撮っていい？」と声を掛
けられた

50～60歳、170～175cm、中肉、短髪、長袖シャツ、黒色長ズボン、黒
色帽子、黒縁眼鏡、マスク

2021年4月27日 火 7:15 岐阜市 茜部寺屋敷 ３丁目地内 路上 中1 女 登校中 自転車で登校中、自転車に乗った男からつきまとわれた 50～60歳、中肉、トレーナー

2021年4月27日 火 17:05 加茂郡白川町 赤河 地内 路上 中1 男 下校中
徒歩で下校中、車両に乗った男が降りてきて、道を聞かれ、道順を教え
たが、「よく分からないからついてきてくれる？」と声を掛けられた

45～55歳、165～175cm、黒色上衣、青色ジーパン、白髪交じりの短髪

2021年4月28日 水 17:00 各務原市 鵜沼朝日町 ２丁目地内 路上 小4 男 移動中 徒歩で帰宅中、男から「君、名前は何て言うの？」と声を掛けられた 30～40歳、180cm位、中肉、黒色上衣、黒色長ズボン、青色靴

2021年4月28日 水 14:45 高山市 松之木町 地内東小学校付近 路上 小3 男 下校中 徒歩で下校中、男からスマートフォンを向けられた
50～55歳、170～175cm、中肉、白髪交じりの短髪、青色長袖上衣、青
色ジーンズ

2021年4月28日 水 16:55 恵那市 大井町 地内 路上 小6 男 下校中
徒歩で下校中、車から降りてきた男から「ちょっと待って」と声を掛け
られた

年代等不詳、165～170cm、中肉、黒色短髪、灰色長袖シャツ、黒色靴

2021年4月30日 金 17:31 瑞穂市 野白新田 地内下五六橋付近 路上 小5 女 移動中 友人と自転車で帰宅中、車に乗った男からスマートフォンを向けられた 40～50歳、（助手席に乗車）やせ型、黒色短髪、半袖、外国人風

2021年4月30日 金 15:30 本巣市 政田 地内 路上 中1 女 下校中 徒歩で下校中、男二人組から「何カップ？」と声を掛けられた
①25～30歳、165～170cm、中肉、短髪、黒色トレーナー、黒色長ズボ
ン②25～30歳、170～175cm、中肉、黒色短髪、黒色トレーナー、黒色
長ズボン

2021年4月30日 金 14:40 中津川市 苗木 地内新谷バス停付近 路上 小2 女 下校中 徒歩で下校中、男からスマートフォンを向けられた
40～50歳、160～165cm、やせ型、長袖シャツ、長ズボン、茶色スニー
カー、黒色キャップ、黒縁眼鏡、黒色マスク

2021年5月2日 日 12:30 各務原市 鵜沼羽場町 5丁目地内 路上 中1 女 下校中
自転車で下校中、男３人組から追いかけられ、「一緒に遊ぼう」等と声
を掛けられた

12～15歳、160～165cm、短髪、黒色Tシャツ、黒色ズボン

2021年5月6日 木 7:55 岐阜市 野一色
６丁目地内冨田学園
北東交差点付近

路上 中2 女 登校中 徒歩で登校中、男から「いつもかわいいね」と声を掛けられた 60歳位、160cm位、中肉、白色シャツ、白髪交じりの頭髪

2021年5月7日 金 7:40 中津川市 千旦林 地内中洗バス停付近 路上 中3 女 登校中
徒歩で登校中、男から「すみません。怪しい者ではないです。」等と声
を掛けられた

行為者判明、指導警告
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2021年5月8日 土 13:45 羽島市 上中町沖 地内稲荷神社付近 路上 小5 女 移動中
路上に立っていたところ、車に乗った男から「父さんがあっちで待って
るよ」と声を掛けられた

50～60歳、中肉、白髪交じりの短髪、眼鏡

2021年5月9日 日 16:30 高山市 七日町 ３丁目地内 川沿い 小2 女 移動中
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を向けられ
た

40～50歳、170～175cm、やせ型、緑色上衣、紺色下衣、黒色短髪

2021年5月10日 月 15:00 恵那市 中野方町 地内野瀬橋付近 路上 小2 男 下校中
徒歩で下校中、車に乗った男が降りてきて、「よかったら乗る？」等と
声を掛けてきた

20～30歳、170cm位、やせ型、黒色短髪、白色半袖、黒色ジーパン、
あごひげ

2021年5月10日 月 16:55 岐阜市 石原
１丁目地内石原２交
差点付近

路上 小4 女 下校中 徒歩で下校中、車に乗った男からスマートフォンを向けられた 50歳位、中肉、ベージュ色シャツ

2021年5月10日 月 16:20 岐阜市 加納二之丸 地内 路上 中3 女 下校中 徒歩で下校中、男からスマートフォンのカメラを向けられた
20～30歳、155～165cm、小太り、黒色短髪、白色Tシャツ、長ズボ
ン、白色スマートフォン

2021年5月10日 月 18:00 多治見市 坂上町 6丁目地内坂上公園 公園 小3 女 遊び中 友人と犬の散歩中、男から「犬ちょうだい」等と声を掛けられた 行為者判明、指導警告

2021年5月11日 火 7:45 岐阜市 橋本町
１丁目地内JR岐阜駅
付近

路上 小5 男 登校中 徒歩で登校中、女から「外国に帰れ」等と言われた
50歳位、160～165cm、中肉、肩までの長さの茶髪、灰色トレーナー、
黒色長ズボン、丸眼鏡

2021年5月12日 水 15:20 各務原市 鵜沼東町
７丁目地内鵜沼駅前
地下道付近

路上 小3 女 下校中
友人と徒歩で下校中、男から後をつけられ、スマートフォンのカメラを
向けられた

30～40歳、160～170cm、中肉、黒色短髪、白色カッターシャツ、水色
ジーパン、白色マスク

2021年5月12日 水 16:30 大垣市 日の出町 ２丁目地内西公園 公園 小5 女 遊び中
友人らと遊んでいたところ、男に注視され、その場を離れようとしたと
ころ、後をつけられた

40～45歳、170cm位、小太り、黒髪、緑色半袖Tシャツ、黒色下衣

2021年5月12日 水 16:30 揖斐郡大野町 大字瀬古
地内瀬古ふれあい広
場付近

路上 中3 女 下校中 友人と自転車で下校中、男からスマートフォンのカメラを向けられた
30～40歳、170～180cm、やせ型、黒色スーツ上下、白色マスク、黒色
短髪、白色系スマートフォン

2021年5月12日 水 17:00 揖斐郡大野町 大字黒野 地内 路上 中2 女 下校中
友人と下校中、自転車に乗り、ラジオを大音量で流す男に付近を徘徊さ
れた

30～50歳、小太り、ベージュ色コート、黒色系ズボン、黒縁眼鏡、黒
髪

2021年5月12日 水 17:10 本巣郡北方町 高屋太子 ２丁目地内 路上 小3 女 移動中
友人らと移動中、すれ違った女からスマートフォンのカメラを向けられ
た

20～30歳、160～165cm、肥満、赤色長袖Tシャツ、黒色長ズボン、サ
ンダル、外国人風

2021年5月14日 金 15:30 各務原市 新鵜沼台 ３丁目地内 路上 小3 男 下校中 徒歩で下校中、男から「一緒においでよ」等と声を掛けられた 行為者判明、指導警告

2021年5月14日 金 16:30 岐阜市 東鶉 ５丁目地内 路上 中3 男 下校中 自転車で下校中、自転車に乗った男と何度もすれ違った
15～18歳、170～175cm、やせ型、黒色半袖Tシャツ、黒色ハーフパン
ツ、黒縁眼鏡、黒髪

2021年5月14日 金 16:40 岐阜市 今嶺 4丁目地内 路上 小3 女 移動中 徒歩で帰宅中、男から「お名前は？何歳？」等と声を掛けられた
40～50歳、160～165cm、小太り、黒色上衣、茶色下衣、黒色スニー
カー、黒色短髪、外国人風

2021年5月15日 土 14:00 関市 倉知 地内 路上 小3 男 遊び中 遊んでいたところ、後方に男２人が立っていた 行為者判明

2021年5月15日 土 15:30 岐阜市 加納清水町 ５丁目地内 公園 小5 女 遊び中
友人らと公園で遊んでいたところ、男からスマートフォンのカメラを向
けられた

30～40歳、170～175cm、中肉、黒色短髪、赤色長袖シャツ、茶色長ズ
ボン、黒色マスク、黒色カバー付きスマートフォン

2021年5月16日 日 17:30 岐阜市 岩田西
３丁目地内岩田公民
館付近

路上 小5 女 移動中 散歩中、男に後をつけられた
30歳位、170～175cm、やせ型、灰色パーカー、青色ジーンズ、黒色マ
スク

2021年5月17日 月 9:40 美濃加茂市 蜂屋町中蜂屋 地内 一般民家 小4 女 その他 在宅していたところ、玄関ドアノブを回された 年代等不詳、人相着衣等不明

2021年5月18日 火 12:20 岐阜市 美島町 6丁目地内 路上 中2 女 下校中 徒歩で下校中、男から「何年生なの？家はどこ？」等と声を掛けられた
50～70歳、155～160cm、小太り、白色オールバック、茶色トレー
ナー、灰色パーカー所持

2021年5月19日 水 17:50 大垣市 墨俣町上宿 地内施設 駐車場 小5 女 塾の行き帰り 徒歩で帰宅中、男からつきまとわれた 30～40歳、170～175cm、中肉、黒色ジャージ上下、灰色キャップ
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2021年5月19日 水 16:30 土岐市 土岐津町土岐口南町 １丁目地内 路上 小6 女 下校中
友人らと徒歩で下校中、車両から降りてきた女からスマートフォンのカ
メラを向けられた

20歳位、160～170cm、中肉、迷彩柄ジャージ上下、金色長髪、外国人
風

2021年5月19日 水 14:30 岐阜市 神田町
７丁目地内名鉄岐阜
駅北方

路上 中2 女 下校中 バスを待っていたところ、男から「かわいいね」と声を掛けられた
40～50歳、165cm位、中肉、黒色短髪、灰色半袖ポロシャツ、黒色長
ズボン、白色マスク、黒色リュックサック

2021年5月20日 木 15:30 中津川市 苗木 地内苗木中学校付近 路上 中1 男 下校中
徒歩で下校中、接近してきた男から「止まれって言ってるんだよ。」等
と怒鳴られた

行為者判明、指導警告

2021年5月22日 土 13:00 各務原市 鵜沼朝日町 ５丁目地内 路上 小2 女 移動中 友人と徒歩で移動中、男から「明日来てね」と声を掛けられた
40～50歳、180cm位、やせ型、黒色短髪、薄茶色半袖シャツ、青色
ジーパン、白色マスク

2021年5月22日 土 14:05 安八郡神戸町 大字神戸
地内町立神戸小学校
付近

路上 小4 男 移動中 自転車で移動中、自転車に乗った男からつきまとわれた
30歳位、175cm位、中肉、黒色フード付き長袖上衣、黒色長ズボン、
黒色マスク

2021年5月24日 月 15:20 岐阜市 西荘
２丁目地内JR西岐阜
駅付近

路上 小3 女 下校中 友人と徒歩で下校中、男につきまとわれた
30～40歳、165～170cm、やせ型、黒色短髪、黒色長袖Tシャツ、紺色
ズボン

2021年5月25日 火 15:50 安八郡神戸町 丈六道
地内丈六道東交差点
付近

路上 小6 男 下校中
徒歩で下校中、歩きスマホをしている男を注意したところ、男につきま
とわれた

20～29歳、170～180cm、黒色短髪、白色半袖Tシャツ、黒色長ズボ
ン、黒色マスク

2021年5月25日 火 16:30 岐阜市 三田洞 末洞川南側 路上 中3 女 遊び中 川の中の魚を見ていたところ、男から腕を掴まれた
30～40歳、160～165cm、中肉、黒色長袖ジャンパー、黒色長ズボン、
白色マスク

2021年5月25日 火 16:30 岐阜市 折立 地内商業施設内 建物内 小5 女 遊び中 友人らと買い物中、男からニヤニヤ笑いながら見つめられた
20～30歳、160～170cm、中肉、黒色短髪、紺色ジャケット、紺色ス
ラックス、白色スニーカー、白色マスク、黒色肩掛けかばん

2021年5月25日 火 15:35 可児市 平貝戸 地内明智駅付近 路上 小4 男 下校中
徒歩で下校中、男から手招きされ、「ちょっと来てよ」等と声を掛けら
れた

30～40歳、165～170cm、やせ型、黒色短髪、緑と黒色長袖シャツ、茶
色長ズボン、黒色マスク

2021年5月25日 火 17:00 関市 平成通 １丁目地内 路上 未就学 男 移動中 男から「牛乳飲むかな？」等と声を掛けられ、牛乳を差し出された 行為者判明、指導警告

2021年5月25日 火 16:00 恵那市 中野方町 地内町切橋付近 路上 小3 女 下校中 徒歩で下校中、男につきまとわれた
30～40歳、170cm位、中肉、灰色トレーナー、白色長ズボン、黒色野
球帽

2021年5月26日 水 15:30 可児市 広見 地内 路上 小2 女 下校中
徒歩で下校中、男から「一人で帰れる？車で送ってあげようか？」等と
声を掛けられた

70～80歳、155～160cm、中肉

2021年5月26日 水 15:30 岐阜市 花ノ木町
２丁目地内福光公園
付近

路上 中3 女 下校中
徒歩で下校中、男から「何年生？彼氏は？おじさんとデートしよ。」等
と声を掛けられた

50～60歳、175cm位、中肉、紺色コート、サングラス

2021年5月27日 木 7:10 可児市 柿田 地内 路上 小6 男 登校中
集団登校中、信号停止していた車に乗っていた男からスマートフォンの
カメラを向けられた

40歳位、小太り、黒色半袖、黒色系スマートフォン、白色マスク、眼
鏡着用

2021年5月27日 木 7:45 関市 上白金 地内白山神社付近 路上 小5 男 登校中 友人と徒歩で登校中、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

2021年5月27日 木 15:20 関市 下有知 地内 路上 小2 女 下校中 徒歩で下校中、男が後を付いてきた 年代等不詳、中肉、淡いピンク色シャツ

2021年5月27日 木 16:05 揖斐郡大野町 大字大野
地内大野ふれあい広
場付近

路上 小5 男 下校中 徒歩で下校中、車に乗った女から声を掛けられた 行為者判明

2021年5月27日 木 17:15 揖斐郡池田町 八幡 地内神明神社付近 路上 中1 女 下校中 自転車で下校中、車に乗った男から笑いかけられた 40～50歳、中肉、黒色短髪

2021年5月27日 木 17:15 揖斐郡池田町 下東野 地内 路上 小5 男 遊び中
自転車で帰宅中、自転車に乗った男が後をついてきて、「こっちへおい
で」等と声を掛けられた

50～60歳、170～175cm、中肉、黒髪、黒色Tシャツ、黒色半ズボン

2021年5月28日 金 7:50 各務原市 蘇原希望町 ３丁目地内 路上 小5 女 登校中
徒歩で登校中、車に乗った男から「車に乗っていくか？」と声を掛けら
れた

60～70歳、中肉、黒髪
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2021年5月28日 金 16:30 安八郡神戸町 大字神戸 地内付近 路上 中1 男 下校中 友人と自転車で下校中、男につきまとわれた
40歳位、165～170cm、やせ型、灰色半袖、灰色長ズボン、灰色キャッ
プ

2021年5月28日 金 15:40 揖斐郡池田町 六之井 地内 路上 小4 女 下校中
徒歩で下校中、男から「こっちおいで」と声を掛けられ、追いかけられ
た

40～60歳、170cm位、小太り、黒色半袖Tシャツ、黒色長ズボン、黒色
靴、黒色野球帽、黒色ショルダーバッグ

2021年5月28日 金 15:20 岐阜市 薮田東
２丁目地内岐阜県庁
前交差点付近

路上 小2 女 下校中 友人らと徒歩で下校中、男からスマートフォンのカメラを向けられた 20～30歳、中肉、短髪、紫色シャツ、外国人風

2021年5月28日 金 15:30 多治見市 昭和町 地内昭和公園 公園 小6 女 遊び中
友人と公園で遊んでいたところ、男からスマートフォンのカメラを向け
られた

60～65歳、160～170cm、小太り、白髪混じりの頭髪、黒色スーツ上
下、黒縁眼鏡、黒色ビジネスバッグ所持

2021年5月29日 土 10:30 高山市 国府町宇津江 地内四十八滝橋上 路上 中3 女 移動中
信号待ちをしていたところ、信号待ちしていた車の運転手の男からカメ
ラを向けられた

25～35歳、165～175cm、やせ型、白色Tシャツ、黒色短髪、デジタル
カメラ

2021年5月29日 土 17:15 羽島郡岐南町 伏屋
５丁目地内伏屋中央
運動広場

公園 小6 女 遊び中
友人らと遊んでいたところ、自転車に乗った男からスマートフォンのカ
メラを向けられた

20～30歳、170～175cm、やせ型、青色長袖パーカー、黒色長ズボン、
黒髪、青色リュックサック所持、外国人風

2021年5月30日 日 14:00 郡上市 白鳥町白鳥 地内美濃白鳥駅前 路上 中1 女 遊び中
友人らと遊んでいたところ、自転車に乗った男からスマートフォンのカ
メラを向けられた

50～60歳、160～170cm、やせ型、白色とオレンジ色の半袖Tシャツ、
ベージュ色長ズボン、ベージュ色キャップ

2021年5月30日 日 16:30 羽島郡岐南町 平島 4丁目地内物見神社 神社 小6 女 遊び中
友人らと遊んでいたところ、不審者からスマートフォンのカメラを向け
られた

60～70歳、170～175cm、やせ型、黒髪、白色半袖Tシャツ、黒色帽
子、黒色サングラス

2021年6月1日 火 18:20 山県市 梅原
地内梅原小学校南交
差点付近

路上 小4 男 遊び中 遊んでいたところ、車に乗った女からカメラようの物を向けられた 35～40歳、やせ型、黒色短髪、サングラス

2021年6月1日 火 7:30 不破郡垂井町 綾戸 地内不破中学校付近 路上 中1 女 登校中 徒歩で登校中、男につきまとわれた
30歳位、170cm位、中肉、黒色ジャージ上下、黒色マスク、携帯電話
所持

2021年6月1日 火 15:35 関市 迫間 地内 路上 小4 女 下校中
徒歩で下校中、後方から車両が接近してきて、真横に停止すると、運転
手の男が後部座席を指差し、車に同乗するよう促された

行為者判明、指導警告

2021年6月1日 火 17:30 各務原市 川島緑町 １丁目地内堤防道路 路上 小4 女 移動中 友人と遊んでいたところ、男が近づいてきた
30歳位、170～180cm、中肉、カーキ色ジャンパー、黒色長ズボン、黒
色スニーカー、灰色マスク

2021年6月1日 火 17:05 多治見市 旭ヶ丘 10丁目地内 路上 中1 女 下校中 友人らと徒歩で下校中、女からスマートフォンのカメラを向けられた
20～30歳、160～165cm、中肉、黒色ポニーテール、白かピンク色半袖
上衣、花柄スカート、ピンク色スマートフォン所持

2021年6月2日 水 18:00 羽島郡岐南町 平島 ８丁目地内 店舗内 小3 女 その他 買い物中、男から「お菓子買ってあげる」等と声を掛けられた
40～50歳、155～165cm、中肉、灰色パーカー、黒色長ズボン、黒縁丸
型眼鏡、黒色短髪

2021年6月2日 水 14:30 岐阜市 中鶉 ７丁目地内 路上 小4 女 下校中 徒歩で下校中、男からデジタルカメラを向けられた
50～60歳、170cm位、中肉、白色長袖シャツ、黒か灰色ズボン、白髪
交じりの頭髪

2021年6月3日 木 14:50 岐阜市 長森本町 ２丁目地内 路上 小1 女 下校中 徒歩で下校中、男がウロウロしていた 行為者判明、指導警告

2021年6月3日 木 8:00 岐阜市 下川手 地内 路上 小4 男 登校中 徒歩で登校中、大声を出している男に追いかけられた
30～40歳、165～170cm、中肉、黒色短髪、紫色シャツ、青色ズボン、
あごひげ

2021年6月5日 土 17:30 山県市 富永 地内店舗駐車場 駐車場 - 女 遊び中 友人と話をしていたところ、男からジロジロ見られた 行為者判明、指導警告

2021年6月6日 日 17:30 土岐市 土岐津町高山 地内高山公園 公園 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のカメラを向けられ
た

25～35歳、180～190cm、小太り、赤色Tシャツ、青か黒色ズボン、黒
色スニーカー、黒色短髪、外国人風

2021年6月7日 月 18:50 岐阜市 東興町
地内東興町西交差点
付近

路上 中3 女 移動中 自転車で通行中、男から「食事どうですか？」と声を掛けられた
50～60歳、165cm位、やせ型、白色長袖シャツ、紺色長ズボン、白色
マスク

2021年6月8日 火 15:50 関市 肥田瀬
地内長良川鉄道関富
岡駅北方

路上 小2 女 遊び中
徒歩で移動中、接近してきた男から離れようとしたところ、男が追いか
けてきた

30～40歳、160～165cm、黒色長袖シャツ、黒色長ズボン、黒色スニー
カー、黒色キャップ、サングラス
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2021年6月8日 火 16:25 海津市 南濃町駒野 地内駒野駅 駅 中3 女 下校中 友人と話をしていたところ、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

2021年6月8日 火 17:20 各務原市 つづじが丘 4丁目地内 路上 小5 女 移動中
犬の散歩中、車に乗った女から「犬可愛いね。また会いたいね」等と声
を掛けられた

60～70歳、やせ型、黒髪、白黒ワンピース

2021年6月8日 火 15:10 瑞穂市 牛牧 地内牛牧郵便局東側 路上 小2 女 下校中
友人と徒歩で下校中、車に乗った女からスマートフォンのカメラを向け
られた

30～40歳、中肉、茶色長髪、茶色フレーム眼鏡、茶色スマートフォン

2021年6月8日 火 16:30 羽島市 桑原町八神
地内桑原駐在所東方
付近

路上 小5 男 下校中
徒歩で下校中、女から「クラスは何人おるの？野球の部活はあるの？」
等と声を掛けられた

40～50歳、160～165cm、中肉、灰色長袖Tシャツ、白色ズボン、黒色
リュックサック

2021年6月9日 水 7:15 羽島市 正木町新井
地内正木町新井北交
差点

路上 小6 女 登校中 友人らと徒歩で登校中、男から連続でデジタルカメラを向けられた
40～45歳、中肉、白色長袖ワイシャツ、灰色スウェット、灰色スニー
カー、黒色サングラス、灰色野球帽

2021年6月9日 水 16:30 揖斐郡池田町 下東野 地内 路上 小4 男 移動中
自転車で移動中、路上に停まった車に乗った男から「こっちおいで、こ
こ通れるよ。」等と声を掛けられた

60～70歳、中肉、黒色短髪

2021年6月10日 木 7:50 山県市 西深瀬
地内尾ケ洞公民館付
近から東深瀬地内富
岡小学校付近

路上 小4 女 登校中 集団登校中、女から後をつけられた 行為者判明、指導警告

2021年6月10日 木 16:45 岐阜市 学園町
１丁目地内早田西公
園

公園 中3 女 下校中 徒歩で下校中、公園内で下半身を露出している男を目撃した
30～40歳、170～175cm、中肉、黒色短髪、カーキ色Tシャツ、黒色長
ズボン

2021年6月10日 木 16:19 美濃加茂市 蜂屋町上蜂屋 地内 路上 小6 女 登校中 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 40歳位、中肉、白色カッターシャツ、黒色フレーム眼鏡

2021年6月10日 木 18:00 揖斐郡池田町 青柳 地内 路上 中2 男 下校中
友人と自転車で下校中、男の横を通過した際、カメラのシャッター音の
ような音が聞こえた

30～40歳、165～170ｃｍ、小太り、黒色半袖Ｔシャツ、黒色半ズボ
ン、黒色短髪、黒色スマートフォン所持

2021年6月11日 金 15:00 岐阜市 茜部寺屋敷 １丁目地内 路上 小1 男 下校中
友人らと徒歩で下校中、車に乗った男から「行くの？」と声を掛けられ
た

40歳位、黒色半袖シャツ、茶髪、あごひげ

2021年6月11日 金 16:30 羽島市 足近町 ７丁目地内 路上 小3 男 移動中
自転車で移動中、信号待ちしていた車両の助手席に乗った男からスマー
トフォンのカメラを向けられた

30～40歳、中肉、黒色半袖Tシャツ、黒色帽子、黒色サングラス、白
色マスク、黒髪

2021年6月11日 金 7:15 羽島市 正木町須賀 地内 路上 中3 男 登校中
自転車で登校中、車に乗っていた男からスマートフォンのカメラを向け
られた

20～25歳、中肉、白色ワイシャツ、あごひげ、茶色短髪

2021年6月11日 金 15:50 大垣市 南一色町 地内 路上 小6 男 下校中
徒歩で下校中、車に乗った男から「何しとんじゃクソガキ」と怒鳴られ
た

70歳位、ベージュ色長袖上衣

2021年6月14日 月 15:30 岐阜市 薮田南
１丁目地内岐阜県庁
前交差点

路上 小1 女 下校中 友人と徒歩で下校中、不審者からカメラを向けられた 年代等不詳、赤色半袖Ｔシャツ、茶色長髪

2021年6月14日 月 15:25 大垣市 本今 ４丁目地内 路上 小4 男 下校中
徒歩で下校中、不審者に手招きされ、口腔内を見るようなジェスチャー
をしてきた

年代等不詳、170～175cm、小太り、黒髪、白色Tシャツ、黒色ズボ
ン、白色マスク

2021年6月15日 火 17:30 加茂郡富加町 羽生
地内富加小南交差点
付近

路上 小2 男 移動中
自転車で帰宅中、信号停止していた原付に乗った男から「家はどこ？」
と声を掛けられた

40～50歳、160～170cm、灰色Tシャツ、茶色ズボン、白色マスク

2021年6月16日 水 7:33 各務原市 川島河田町 緑町中央公園付近 路上 中1 女 登校中 徒歩で登校中、男から「おい」と声を掛けられ、後をつけられた
20歳位、180～185cm、やせ型、スポーツ刈り、白色シャツ、青色長ズ
ボン、マスク着用

2021年6月16日 水 7:30 岐阜市 長良友瀬 地内 路上 小3 男 登校中 徒歩で登校中、独り言を呟きながら歩いている男を目撃した 30～40歳、小太り、灰色シャツ、黒色ズボン、黒縁眼鏡

2021年6月16日 水 19:00 不破郡垂井町 綾戸
地内綾戸交差点北東
付近

路上 中2 男 移動中 徒歩で帰宅中、男から「ちょっとこっち来い」等と声を掛けられた 60歳位、170cm位、小太り、坊主頭、長袖シャツ、深緑色長ズボン

2021年6月16日 水 15:30 瑞浪市 陶町水上 地内水上神社南側 路上 小2 女 下校中 友人らと徒歩で下校中、路上をウロウロしている男を目撃した
30～40歳、160～165cm、中肉、黒色短髪、黒色長袖シャツ、黒色長ズ
ボン、黒色スニーカー、黒色サングラス、黒色マスク、透明傘
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2021年6月16日 水 16:00 大垣市 宿地町 地内 路上 小6 男 下校中
徒歩で下校中、男が後方から腕を伸ばし、「ねえねえ」と声を掛けられ
た

30歳位、165cm位、中肉、黒色長袖、黒色長ズボン、黒色ニット帽、
黒色サングラス、黒色マスク、鞄所持

2021年6月17日 木 14:10 岐阜市 加納天神町 4丁目地内天満小公園 公園 小2 男 遊び中
友人らと公園で遊んでいたところ、女から「1000円あげるからお菓子
買っておいで」等と声を掛けられ、断ったところ、女は「残念です」と
言って立ち去った

70～75歳、中肉、黒色上衣、黒色ハンチング帽子、虹色サングラス

2021年6月17日 木 13:30 岐阜市 八坂町 地内 路上 小4 女 下校中 徒歩で下校中、自転車に乗った男に後をつけられた
30歳位、160cm位、黒色半袖シャツ、黒色ジャージズボン、黒色ス
ニーカー、黒色サングラス、黒色短髪、黒色マスク

2021年6月17日 木 15:18 加茂郡川辺町 福島
地内福島段交差点付
近

路上 小3 女 下校中
徒歩で下校中、自転車に乗った男３人組から「どこの学校？」と声を掛
けられた

①20～30歳、中肉、黒色短髪②20～30歳、中肉、黒色短髪、黒色上衣
③20～30歳、中肉、黒色短髪、ピンク色上衣

2021年6月17日 木 13:25 岐阜市 東明見町 地内 路上 小4 男 下校中 友人らと徒歩で下校中、女からスマートフォンのカメラを向けられた
60～70歳、160～170cm、中肉、肩位までの長さの黒髪、茶色長袖、黒
色長ズボン、ハット型帽子

2021年6月18日 金 15:40 関市 武芸川町跡部 地内日光神社付近 路上 小6 男 下校中
徒歩で下校中、自転車に乗った女から「これ持ってて」と声を掛けら
れ、ブレスレットを渡された

30～40歳、中肉、赤色Tシャツ、ズボン、黒色野球帽

2021年6月19日 土 11:00 安八郡安八町 東結 地内 路上 中1 女 その他
友人と話をしていたところ、自転車に乗った男から小声でボソボソ話し
かけられ、投げキッスをされた

60歳位、170cm位、やせ型、黒髪、青色長袖上衣、ランニングシュー
ズ

2021年6月20日 日 16:55 岐阜市 日野東 ５丁目地内 路上 中2 女 移動中
自転車で帰宅中、自転車に乗った男から「お茶飲まない？彼氏いる
の？」等と声を掛けられた

行為者判明、指導警告

2021年6月21日 月 7:45 瑞浪市 南小田町
地内小田南交差点付
近

路上 小4 女 登校中
集団登校中、男から「○○ちゃんって言うの？ランドセルの横に名前が
書いてあるよ」等と声を掛けられた

60～70歳、160～170cm、やせ型、青色Tシャツ、灰色作業ズボン、白
色靴、丸眼鏡、白色短髪、白色マスク

2021年6月21日 月 15:15 羽島郡笠松町 美笠通
地内美笠通１交差点
付近

路上 小4 女 下校中 徒歩で下校中、約１０メートル後方を男につきまとわれた
30～40歳、160～165cm、中肉、茶色短髪、黒色ジャケット、黒色ズボ
ン、白色マスク、スマートフォン所持

2021年6月22日 火 16:30 岐阜市 粟野西
５丁目地内白山神社
付近

路上 中2 男 下校中 友人と徒歩で下校中、クラクションに鳴らされた車両に追いかけられた 65～70歳、中肉、白色短髪、銀縁眼鏡

2021年6月22日 火 16:45 各務原市 鵜沼各務原町
３丁目地内各務原町
中央公園

公園 小2 女 遊び中 公園で遊んでいたところ、男から「何年生？」と声を掛けられた 60～70歳、140～150cm、中肉、白髪、青色半袖シャツ、黒色長ズボン

2021年6月23日 水 14:00 海津市 平田町蛇池
地内蛇池体育館東方
付近

路上 小4 女 下校中 徒歩で下校中、車に乗った男に後をつけられた 50歳位、やせ型、黒色長髪、黒色半袖上衣、白色マスク

2021年6月23日 水 15:15 羽島郡岐南町 三宅 6丁目地内 路上 小2 男 下校中 友人と徒歩で下校中、男に見つめられた 30～40歳、165～175cm、肥満、黒色短髪、黒色Tシャツ、長ズボン

2021年6月23日 水 17:00 瑞穂市 馬場前畑町 ３丁目地内 路上 小2 女 移動中 徒歩で移動中、男からスマートフォンのカメラを向けられた 行為者判明、指導警告

2021年6月24日 木 18:00 瑞穂市 居倉
地内瑞穂市西ふれあ
い広場

公園 小2 男 遊び中 友人らと遊んでいたところ、不審者から見つめられた
30歳位、175～180cm、やせ型、濃い灰色Tシャツ、白色長ズボン、サ
ングラス

2021年6月24日 木 15:45 各務原市 那加信長町 ２丁目地内 路上 小5 女 下校中
友人らと徒歩で下校していたところ、車に乗っていた男から「授業は何
時に終わるの？」等と声を掛けられた

50～60歳、小太り、白か灰色ポロシャツ、黒色短髪

2021年6月24日 木 14:30 岐阜市 菅生
６丁目地内菅生６交
差点地下道

地下道 小4 男 下校中
徒歩で下校中、地下道を歩いていたところ、後方を酔っぱらった感じの
男が歩いていた

年代等不詳、中肉、白色半袖シャツ、黒色ニット帽、サングラス

2021年6月25日 金 7:40 中津川市 中津川
地内実戸郵便局西方
第一水路沿い

路上 中1 女 登校中 徒歩で登校中、男から意味不明な言葉を掛けられた
50～60歳、170cm位、中肉、黒髪坊主、青色長袖上衣、青色長ズボ
ン、灰色マスク

2021年6月25日 金 15:00 多治見市 笠原町 地内 路上 小2 男 下校中 集団下校中、女からスマートフォンのカメラを向けられた 行為者判明、指導警告

2021年6月26日 土 17:05 岐阜市 茜部寺屋敷 ３丁目地内 路上 中3 女 塾の行き帰り
自転車で帰宅中、車両に追い抜かれ、すぐに車両が転回して、接近して
きた

50～60歳、170～180cm、やせ型、黒髪、灰色上衣、眼鏡あり
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2021年6月27日 日 11:40 各務原市 那加雄飛ケ丘町 雄飛ケ丘公園東側 路上 小5 男 移動中
徒歩で移動中、車から降りてきた男から「家どこ？」と声を掛けられ、
追いかけられた

30～40歳、180～185cm、やせ型、黒色パーカー、黒色長ズボン、黒色
革靴、黒色サングラス、黒色マスク着用

2021年6月28日 月 7:10 郡上市 長滝 地内白山長滝駅付近 路上 中3 男 登校中
徒歩で登校中、男から道を尋ねられた後、スマートフォンのカメラを向
けられた

60～70歳、160～165cm、やせ型、白色短髪、半袖Tシャツ、黄色
キャップ

2021年6月28日 月 17:30 山県市 東深瀬 地内こうがいけ公園 公園 中1 女 遊び中
友人らと公園で遊んでいたところ、男から携帯電話のカメラを向けられ
た

50～60歳、160～170cm、小太り、青色長袖、黒色ジャージズボン、黒
キャップ、黒色携帯電話所持

2021年6月28日 月 7:30 羽島市 正木町不破一色 地内 路上 小5 女 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
70～80歳、150～160cm、中肉、茶色半袖、灰色半ズボン、丸型眼鏡、
坊主

2021年6月29日 火 16:20 岐阜市 長森細畑 地内細畑西公園 公園 小3 女 遊び中
友人と公園で遊んでいたところ、女からスマートフォンのカメラを向け
られた

30歳位、170cm位、中肉、白色半袖シャツ、白色ズボン、白色スニー
カー

2021年6月29日 火 7:40 土岐市 土岐口北町 ２丁目地内 路上 小5 男 登校中 集団登校中、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

2021年6月29日 火 17:00 多治見市 滝呂町 12丁目地内 路上 小5 女 遊び中
公園で遊んでいたところ、男に見つめられ、公園から移動したところ、
男に後をつけられた

行為者判明、指導警告

2021年6月30日 水 7:30 安八郡安八町 氷取 地内ハートピア安八 駐車場 小6 女 登校中 徒歩で登校中、車から降りてきた男からカメラを向けられた 50～60歳、白色上衣

2021年6月30日 水 15:30 郡上市 白鳥町白鳥 白鳥小学校付近 路上 小6 女 その他
グラウンドで片付け等していたところ、路上にいた男からスマートフォ
ンのカメラを向けられた

30～35歳、160～165cm、やせ型、緑色半袖Tシャツ、緑色半ズボン、
黒髪

2021年6月30日 水 16:12 岐阜市 加納二之丸 地内 路上 中3 女 下校中 徒歩で下校中、すれ違った男からスマートフォンのカメラを向けられた
20～30歳、160～165cm、小太り、黒色半袖Tシャツ、黒色ズボン、黒
色スニーカー、白色スマートフォン、白色肩掛け鞄

2021年7月1日 木 17:30 中津川市 福岡 地内 路上 中1 女 下校中 友人と徒歩で下校中、車両に乗った男から見つめられた 50歳位、小太り、水色長袖Tシャツ

2021年7月1日 木 15:40 各務原市 鵜沼古市場 ４丁目地内 路上 小6 女 下校中
友人と下校していたところ、男から「仲いいね。夏休みはいつから？」
等と声を掛けられた

行為者判明、指導警告

2021年7月1日 木 16:15 加茂郡川辺町 比久見 地内 路上 小6 女 下校中
徒歩で集団下校中、車両に乗った男からスマートフォンのカメラを向け
られた

40～50歳、紺色スマートフォン

2021年7月2日 金 16:30 可児市 若葉台 ２丁目地内 路上 小6 女 下校中 徒歩で下校中、車両が付近を徘徊していた 年代等不詳、人相着衣等不明

2021年7月6日 火 7:30 安八郡安八町 南今ケ渕 地内 路上 小6 女 登校中 友人と徒歩で登校中、車両に乗った男から携帯電話を向けられた 行為者判明、指導警告

2021年7月6日 火 15:10 安八郡輪之内町 大藪
地内大藪こども園付
近

路上 小2 女 下校中
友人と徒歩で下校中、男から「新しい車買ったから乗らない？」等と声
を掛けられた

70歳位、165～170cm、小太り、白色半袖シャツ、青色ズボン、あごひ
げ

2021年7月8日 木 15:00 大垣市 本今町
地内本今町交差点東
側

路上 小6 男 下校中
集団下校中、車両に乗った男から「おい」と声を掛けられ、男が車両を
停めて、接近してきた

20～30歳、175～180cm、中肉、金髪（耳にかかる程度の長さ）

2021年7月9日 金 15:30 揖斐郡池田町 杉野 地内 路上 小2 女 下校中 友人と徒歩で下校中、自転車に乗った男から水たまりの水を掛けられた
15～20歳、170～175cm、やせ型、黒色短髪、白色長袖シャツ、黒色長
ズボン、赤色スニーカー

2021年7月9日 金 15:30 大垣市 今宿 ２丁目地内今宿公園 公園 小1 女 遊び中
友人と公園で遊んでいたところ、男から「近くにごはん屋知らない？」
と声を掛けられた

20～30歳、170cm位、やせ型、白色Tシャツ、黒色スーツ様ズボン、黒
色スニーカー、黒色眼鏡、白色マスク、黒髪、黒色ショルダーバッグ
所持

2021年7月10日 土 15:00 各務原市 蘇原柿沢町 １丁目地内柿沢公園 公園 小3 女 遊び中
友人らと遊んでいたところ、男から「名前は何て言うんだ」等と声を掛
けられた

行為者判明、指導警告

2021年7月11日 日 6:50 本巣郡北方町 高屋白木 ２丁目地内 駐車場 小3 女 移動中 犬の散歩中、男から飴を差し出され、「飴あげる」と声を掛けられた
45～55歳、170～175cm、小太り、白髪交じりの短髪、白色半袖Tシャ
ツ、半ズボン
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2021年7月13日 火 16:30 岐阜市 五坪
１丁目地内ハロー
ワーク北側

路上 小4 女 移動中
徒歩で移動中、すれ違う際に男から「君の名前は？どこ行くの？」等と
声を掛けられた

行為者判明、指導警告

2021年7月14日 水 7:25 羽島市 正木町大浦 地内 路上 小4 男 登校中 徒歩で登校中、男から「一緒に写真撮ろう」と声を掛けられた
40～50歳、160～165cm、中肉、白髪交じりの短髪、黒色半袖ジャー
ジ、紺色長ズボン、黒色靴、黒色手帳型スマートフォン所持、黒色肩
掛け鞄所持

2021年7月14日 水 17:00 岐阜市 八代
２丁目地内岐阜市民
球場南側

路上 小3 男 下校中 徒歩で下校中、車に乗った女からスマートフォンのカメラを向けられた 40歳位、中肉、黒髪、水色半袖

2021年7月15日 木 7:15 恵那市 岩村町
地内大通寺公民館付
近

路上 中3 女 登校中 徒歩で登校中、男から見つめられ、つきまとわれた 行為者判明

2021年7月15日 木 16:05 大垣市 宿地町
地内縮地交差点南西
付近

路上 小6 男 下校中 徒歩で下校中、自転車に乗った男から「黙れ」と怒鳴られた
45～60歳、165～175cm、小太り、黒髪、黒色Tシャツ、黒色ジャージ
ハーフズボン、黒色キャップ、黒縁眼鏡、水色ポシェット

2021年7月15日 木 7:30 岐阜市 東興町 地内 路上 小4 男 登校中
徒歩で登校中、男につきまとわれて、スマートフォンのカメラで写真を
撮られている感じがした

年代等不詳、肥満、黒色Tシャツ、黒色ハーフパンツ、黒色サングラ
ス、黒色マスク、黄色系スマートフォン所持

2021年7月16日 金 15:30 岐阜市 太郎丸
地内市立三輪南小学
校東側

路上 小5 男 移動中 徒歩で帰宅中、車に乗った男から「君、何年生？」と声を掛けられた 60～70歳、中肉、肩にかかる位の黒髪

2021年7月16日 金 17:00 中津川市 駒場
地内恵那尾崎バス停
付近

路上 中1 女 下校中
友人と徒歩で下校中、すれ違った男から「こんちにわ」と声を掛けら
れ、笑いかけられた

40歳位、170cm位、肥満、坊主頭、白色半袖シャツ、水色ジーパン

2021年7月20日 火 16:40 岐阜市 五坪 １丁目地内 路上 小4 女 移動中
友人らと徒歩で移動中、男から数回、「こんにちは、どこ行くの？」等
と声を掛けられた

行為者判明、指導警告

2021年7月25日 日 17:00 各務原市 蘇原柿沢町 １丁目地内柿沼公園 公園 小3 女 遊び中
友人と公園で遊んでいたところ、男から「何年生？どこの学校？」等と
声を掛けられた

行為者判明、指導警告

2021年7月25日 日 20:55 岐阜市 光樹町 地内 路上 中2 男 移動中
散歩中、男から「薬局の場所を教えてほしい」「近くまで案内してほし
い」等と執拗に声を掛けられた

30～35歳、180～185cm、小太り、黒色半袖Tシャツ、黒色デニムズボ
ン、黒色ハット、黒色ボディバッグ

2021年7月25日 日 15:30 岐阜市 六条北
２丁目地内市立三里
小学校南側

路上 小2 女 移動中
徒歩で帰宅中、車両に乗った男から「一緒にコンビニ行こう」と声を掛
けられた

30～40歳、小太り、黒色短髪、サングラス

2021年7月27日 火 9:30 岐阜市 八代
２丁目地内八代２南
交差点付近

路上 中1 女 登校中
徒歩で登校中、車両から降りてきた男から「ハンカチ落としたよ」等と
しつこく声を掛けられた

30～40歳、160～170cm、中肉、坊主、白色Tシャツ、長ズボン、サン
グラス

2021年7月27日 火 18:15 岐阜市 東島
１丁目地内東島公民
館付近

路上 中1 女 遊び中 遊んでいたところ、自転車に乗った男に見つめられた
30～40歳、170～175cm、中肉、黒色短髪、青白チェック柄シャツ、緑
色ハーフパンツ、黒色スニーカー

2021年7月27日 火 10:24 可児市 下切 地内 路上 中3 女 移動中 自転車で移動中、車につきまとわれた 行為者判明、指導警告

2021年7月29日 木 11:10 本巣市 政田 地内 集合住宅 小6 男 その他
家にいたところ、男に玄関ドアを叩かれたり、ドアノブを回されたりし
た

50歳位、坊主、白色Tシャツ、黒色長ズボン、白色マスク

2021年7月29日 木 15:00 可児市 皐ケ丘
６丁目地内市立東可
児中学校西側

路上 中1 女 下校中
友人らと徒歩で下校していたところ、バイクに乗った二人組の男から手
を振られ、声を掛けられた

年代等不詳、①男、中肉、黒色マスク、赤色ヘルメット、サングラス
着用②男、中肉、茶髪、ヘルメット着用

2021年8月3日 火 12:05 大垣市 林町
８丁目地内上牛屋橋
付近

路上 中3 女 登校中
徒歩で登校中、男から「彼氏いるの？もしよかったら連絡先交換しな
い？」等と声を掛けられた

25～35歳、165～170cm、小太り、黒髪、黒と青色Tシャツ、黒色ズボ
ン、黒縁眼鏡、傘所持、白色マスク着用

2021年8月5日 木 20:40 山県市 高富 地内七社神社北東 路上 中3 女 移動中
徒歩で帰宅中、男から「すみません。待って下さい。」と声を掛けられ
た

40～50歳、165cm位、小太り、黒髪坊主、白色半袖シャツ、灰色半ズ
ボン

2021年8月6日 金 11:35 関市 西日吉町 地内 公園 小4 女 遊び中
公園で遊んでいたところ、男から「飴あげるから、こっちにおいで」と
声を掛けられた

70～80歳、160～165cm、やせ型、白色系Tシャツ、黒色系ズボン、ス
ニーカー、白髪交じりの短髪、茶色系鞄所持

2021年8月7日 土 16:15 各務原市 蘇原柿沢町 １丁目地内柿沢公園 公園 小3 男 遊び中
公園を通過した際、男から「名前、小学生、中学生？」等と声を掛けら
れた

行為者判明、指導警告
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2021年8月21日 土 18:00 高山市 中山町
地内中山の里ふれあ
い公園第一公園

公園 小4 男 遊び中 公園で遊んでいたところ、男が接近してきた 40～50歳、160～165cm、中肉、黒色野球帽、サングラス

2021年8月24日 火 11:03 岐阜市 橋本町
１丁目地内JR岐阜駅
北側バスロータリー

バス停 小3 女 移動中
バスを待っていたところ、男から「食事行かない？今帰り？」等と声を
掛けられた

60～70歳、165～170cm、小太り、茶髪混じりの黒髪短髪、半袖上衣、
緑色半ズボン

2021年8月24日 火 16:30 羽島市 桑原町大須 ２丁目地内施設 敷地内 小1 男 遊び中
遊んでいたところ、男から「ジュース買っていいよ」等と声を掛けら
れ、住所や名前を聞かれた

①男、30～40歳、175～180cm、中肉、黒髪、白色ワイシャツ、黒色長
ズボン、茶色革靴、白色マスク②男、35～40歳、170～175cm、中肉

2021年8月26日 木 15:15 中津川市 付知町 地内付知中学校南西 路上 中2 男 下校中 徒歩で下校中、車両から男が降りてきて、見つめられた

①男、20代、180cm位、黒色短髪、やせ型、黒色Tシャツ、黒色ズボ
ン、黒色靴、黒色キャップ、黒色サングラス、黒色マスク、白色靴下
②男、175cm位、20代、やせ型、黒色短髪、白色Tシャツ、白色ズボ
ン、黒色靴、白色キャップ、黒色マスク、黒色靴下

2021年8月27日 金 10:30 可児市 今渡
地内日本ライン今渡
郵便局付近

駐車場 小1 女 その他 駐車場で立っていたところ、男からカメラを向けられた 50～60歳、155～160cm、やせ型、白髪交じりの短髪、黒色サングラス

2021年8月28日 土 22:30 加茂郡富加町 高畑 地内 敷地内 中2 女 その他 夜に空き家敷地内を歩く男を目撃した 20～30歳、中肉、黒髪、黒色マスク

2021年8月30日 月 7:35 多治見市 平和町 ５丁目地内国長橋 路上 中1 男 登校中 徒歩で登校中、男から声を掛けられた
60～70歳、160cm位、やせ型、灰色ワイシャツ、灰色ジャージ、白髪
交じりの短髪

2021年8月31日 火 14:35 岐阜市 茜部菱野 ２丁目地内 路上 小2 女 下校中 友人らと徒歩で下校中、男から何か話しかけられた 行為者判明、指導警告

2021年8月31日 火 8:05 羽島市 江吉良町 地内 路上 小5 男 登校中
徒歩で登校中、路上に停車していた車両から降りてきた男から追いかけ
られた

30～40歳、170cm位、小太り、坊主、黒色長袖ジャージ、緑色ハーフ
パンツ、黒色サングラス

2021年9月2日 木 14:25 岐阜市 今嶺
４丁目地内今嶺１交
差点付近

路上 小4 女 下校中
走って下校していたところ、男に追いかけられ、「足早いね」と声を掛
けられた

20～30歳、175cm位、中肉、黒髪

2021年9月2日 木 17:20 不破郡垂井町 清水 地内清水児童公園 公園 小6 男 遊び中
公園で遊んでいたところ、車両内から男にスマートフォンのカメラを向
けられた

行為者判明、指導警告

2021年9月2日 木 15:30 瑞浪市 北小田町 ３丁目地内 路上 小6 女 下校中
友人らと下校中、男から「名前は？どこの辺りに住んでいるの？」等と
声を掛けられた

30～40歳、165～170cm、坊主、赤色半袖ポロシャツ、黒色長ズボン、
黒色眼鏡、青色サンダル

2021年9月9日 木 14:30 本巣郡北方町 高屋太子 ２丁目地内石仏公園 公園 小5 男 遊び中 友人らと遊んでいたところ、男から携帯電話を向けられた 年代等不詳、中肉、黒色短髪、黒色長袖、黒色キャップ、白色マスク

2021年9月9日 木 15:45 多治見市 滝呂町
17丁目地内花の丘公
園

公園 未就学 男 遊び中 友人らと遊んでいたところ、独り言を呟いている男がいた 行為者判明、指導警告

2021年9月10日 金 15:10 安八郡輪之内町 大藪 地内 路上 小2 男 下校中
友人と徒歩で下校中、走行していた車両に乗っていた男からスマート
フォンのカメラを向けられた

20歳位、小太り、黒色Tシャツ、黒色マスク

2021年9月13日 月 15:30 多治見市 大針町 地内 路上 小3 男 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、その後、
「後ろ姿も撮っていい？」と声を掛けられた

50～60歳、150～155cm、中肉、黒色半袖Tシャツ、灰色山高帽子

2021年9月13日 月 15:55 美濃加茂市 牧野 地内 路上 小3 女 下校中
友人らと徒歩で下校中、車両に乗った男からスマートフォンのカメラを
向けられた

30～40歳、中肉、黒髪、青色半袖シャツ、黒色あごひげ、外国人風

2021年9月13日 月 7:40 揖斐郡揖斐川町 脛永 地内養基小学校東方 路上 小5 女 登校中 集団登校中、男からスマートフォンのカメラを向けられた
40～50歳、160～165cm、肥満、黄色系半袖Tシャツ、青色ジーパン、
スリッパ、黒髪

2021年9月15日 水 17:00 揖斐郡大野町 大字大野 地内 路上 小2 男 移動中
自転車で帰宅中、車両内にいた女からスマートフォンのカメラを向けら
れた

30～40歳、中肉、セミロング

2021年9月15日 水 17:35 大垣市 久徳町 地内 路上 未就学 女 遊び中 遊んでいたところ、男に手招きされ、見つめられた 行為者判明、指導警告

2021年9月15日 水 13:55 可児市 土田 地内八幡神社付近 路上 小5 男 下校中 友人と徒歩で下校中、男から後をつけられた
50歳位、160～165cm、やせ型、黒髪坊主、水色半袖Tシャツ、黒色長
ズボン



年月日 曜 日 発生時間 市　町　村　名 大字等 地番等 場所種別
被害者
学年

性　別 行為別 事案の概要 行為者

2021年9月16日 木 8:00 大垣市 長松町 地内 路上 小6 男 その他 徒歩で帰宅中、男から「何している？こっちおいで」と声を掛けられた
60～65歳、170～175cm、やせ型、黒色短髪、黒色Tシャツ、黒色長ズ
ボン、黒色マスク着用

2021年9月16日 木 13:40 可児市 愛岐ケ丘
２丁目地内愛岐ケ丘
公園南東

路上 小4 女 下校中
徒歩で登校中、車両に乗った男からスマートフォンのカメラを向けられ
た

25～30歳、中肉、黒色短髪、黒色Tシャツ

2021年9月16日 木 7:30 多治見市 明和町 ３丁目地内 路上 小5 女 登校中
徒歩で登校中、女から「家はどこ？学校までどの位かかるの？」等と声
を掛けられた

50～60歳、150～155cm、中肉、黒色短髪、白色系上衣、白色系ズボ
ン、白色手提げカバン

2021年9月24日 金 10:55 羽島市 小熊町 ２丁目地内 路上 小6 女 その他
路上から学校グラウンドに向けて、スマートフォンのカメラを向けてい
る男を目撃した

年代等不詳、中肉、灰色長袖シャツ

2021年9月24日 金 7:20 羽島市 正木町大浦 地内 路上 小6 女 登校中 集団登校中、男から「何年生？５，６年生？」等と声を掛けられた 行為者判明

2021年9月24日 金 14:10 中津川市 苗木
地内北恵那交通新谷
バス停付近

路上 小1 女 下校中 徒歩で友人らと下校中、男に携帯電話のカメラを向けられた 年代等不詳、上下黒色の服

2021年9月24日 金 16:30 岐阜市 茜部本郷
３丁目地内茜部本郷
交差点

路上 中3 男 下校中
下校中、原付に乗った男が下校中の女子生徒をデジタルカメラで撮影し
ているのを目撃した

40～50歳、中肉、黄色Ｔシャツ、黒色ジーンズ、黒色サンダル、銀色
ヘルメット、黒縁眼鏡

2021年9月26日 日 16:20 揖斐郡大野町 大字松山
地内松山ふれあい公
園

公園 小4 女 遊び中
友人らと公園で遊んでいたところ、男からスマートフォン様の物を向け
られた

30～40歳、170～180cm、やせ型、白髪交じりの短髪、灰色半袖Tシャ
ツ、黒色ハーフパンツ

2021年9月26日 日 14:15 岐阜市 六条大溝 ４丁目地内荒田公園 公園 小6 女 遊び中 友人らと遊んでいたところ、男からビデオカメラ様の物を向けられた
30～40歳、170～175cm、やせ型、チャック柄ボタンシャツ、黒色長ズ
ボン、黒髪

2021年9月27日 月 19:45 岐阜市 長良
地内長良川うかい
ミュージアム付近

路上 中3 女 その他
ランニングしていたところ、男から「前に会ったことあるよね」等と声
を掛けられ、その後、肩を叩かれた

20～30歳、175cm位、中肉、半袖Tシャツ、黒色長ズボン、帽子、外国
人風

2021年9月28日 火 13:50 岐阜市 茜部野瀬 ２丁目地内 路上 中3 女 下校中 自転車で下校中、男からスマートフォンのカメラを向けられた 40歳位、160cm位、小太り

2021年9月29日 水 7:45 岐阜市 川部 地内川部２西交差点 路上 中1 女 登校中
徒歩で友人と登校中、信号待ちしていたところ、男からデジタルカメラ
を向けられた

40歳位、165cm位、中肉、黒色短髪、黒色長袖シャツ、黒色系ズボ
ン、紺色リュックサック、銀色デジタルカメラ

2021年9月29日 水 7:50 多治見市 旭ヶ丘
8丁目地内県営旭ヶ丘
住宅西側

路上 中3 女 登校中
徒歩で登校中、男から追い抜きざまに「いつも一人なの？」と声を掛け
られた

50～60歳、165cm位、中肉、黒髪、上下黒色系の服、黒色キャップ

2021年9月29日 水 7:27 大垣市 本今 ３丁目地内 路上 中1 男 登校中
徒歩で登校中、車両に乗った女から睨まれ、スマートフォンを向けられ
た。

20～30歳、黒髪、丸眼鏡

2021年9月29日 水 15:20 可児市 塩
地内可児春里郵便局
付近

路上 小1 女 下校中 徒歩で下校中、車両の助手席に乗った女から手を伸ばされた
①女、20～30歳、やせ型、茶色長髪、ピンク色半袖シャツ②男、30～
40歳、やせ型、黒色短髪、青色半袖シャツ

2021年9月30日 木 7:40 関市 千疋 千疋大橋付近 路上 小5 女 登校中 集団登校中、男からスマートフォンのカメラを向けられた 行為者判明、指導警告

2021年9月30日 木 16:30 羽島郡岐南町 みやまち ３丁目地内 路上 中3 男 下校中
友人と徒歩で下校中、車両に乗った男からスマートフォンのカメラを向
けられた

20～40歳、中肉、白色シャツ、縁付き眼鏡、黒色短髪

2021年9月30日 木 13:30 羽島市 竹鼻町 地内 路上 小6 男 下校中 集団下校中、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

2021年10月1日 金 15:10 大垣市 木戸町 地内 路上 小4 男 下校中 徒歩で下校中、男から「トイレどこ？」と声を掛けられた
35～40歳、165～170cm、中肉、灰色半袖シャツ、灰色ズボン、野球
帽、黒色マスク、外国人風

2021年10月1日 金 15:30 大垣市 熊野町 地内 路上 中1 男 下校中
徒歩で下校中、自転車に乗った男から「ねえねえ君」と声を掛けられ、
肩を叩かれた

30～40歳、170～175cm、中肉、黒色長髪、灰色Tシャツ、黒色半ズボ
ン、あごひげ

2021年10月3日 日 14:45 各務原市 那加太平町 １丁目地内 一般民家 未就学 女 遊び中 遊んでいたところ、男から「お母さんはいるの？」と声を掛けられた 65～75歳、中肉、白色上衣、黒色帽子
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2021年10月4日 月 7:35 可児市 広見 地内熊野古墳東側 路上 小6 女 登校中 集団登校中、男からカメラを向けられた 30～40歳、170～175cm、やせ型、黒髪、深緑色パーカー、外国人風

2021年10月4日 月 14:55 高山市 西之一色町 ３丁目地内 路上 小3 女 下校中
徒歩で下校中、男から「お家どこ？送って行こうか？」等と声を掛けら
れた

60～80歳、160～165cm、中肉、長袖シャツ、黒色系長ズボン、青色つ
ば付き帽子、眼鏡、白色マスク

2021年10月4日 月 15:15 岐阜市 花園町 地内福住公園 公園 小6 男 遊び中
公園にいたところ、男から「何してるの？」「何年生なの？」等と声を
掛けられた

30～40歳、160～170cm、小太り、青と白色ボーダーシャツ、黒色ス
ラックス、黒色革靴

2021年10月4日 月 15:30 可児市 美里ケ丘 ２丁目地内 路上 中1 女 移動中 自宅に帰宅したところ、男から「ねえねえ中学生？」と声を掛けられた 25～30歳、中肉、水色半袖シャツ、白色ヘルメット、紺色バイク

2021年10月4日 月 16:20 大垣市 多芸島 ３丁目地内 路上 小4 女 移動中
友人といたところ、自転車に乗った男に「おい、待てこら」と怒鳴ら
れ、追いかけられた

20歳位、165～170cm、やせ型、黒色長袖ジージャン、紺色ジーパン、
楕円形眼鏡、茶髪と黒髪のパーマ

2021年10月4日 月 14:30 多治見市 栄町 ２丁目地内栄広場 広場 小1 女 下校中 友人らと徒歩で下校中、男らから「お菓子あげる」等と声を掛けられた
①男、40～50歳、165～170cm、中肉、黒色短髪、オレンジ色Tシャ
ツ、黒色長ズボン②男、40～50歳、165～170cm、中肉、黒色短髪、白
色Tシャツ、黒色長ズボン

2021年10月4日 月 16:00 岐阜市 上尻毛日吉 地内上尻毛公園 公園 中1 女 遊び中
友人と公園にいたところ、男から「このお菓子食べて」と声を掛けら
れ、お菓子を手渡された

60～65歳、165～170cm、中肉

2021年10月4日 月 15:35 揖斐郡大野町 大字瀬古 地内 路上 小6 女 移動中
友人宅に向かっていたところ、車両に乗った人物から見られているよう
な気がした

年代等不詳、人相着衣等不明

2021年10月4日 月 14:45 岐阜市 庵町 地内 路上 小4 女 下校中
徒歩で下校中、男から「大きいね」等と声を掛けられ、その後、同じ男
が自転車に乗ってきて見つめられた

60～70歳、160～170cm、小太り、白髪交じりの頭髪、白色タンクトッ
プ、黒色半ズボン

2021年10月5日 火 15:30 岐阜市 北山 地内北山公園 公園 小3 男 遊び中
友人らと遊んでいたところ、男から「写真撮らせて」と声を掛けられ、
デジタルカメラで撮影された

行為者判明、指導警告

2021年10月6日 水 16:30 山県市 小倉 地内 空き地 小2 女 遊び中
友人といたところ、車から降りてきた男から「あなたは誰？」等と声を
掛けられた

70～80歳、160～170cm、中肉、黒色短髪、白色Tシャツ、黒色長ズボ
ン

2021年10月6日 水 17:45 可児市 禅台寺 ４丁目地内 公園 小4 女 移動中 徒歩で帰宅中、男から見られ、後をつけられた
20～30歳、170～180cm、やせ型、黒髪、白色Tシャツ、黒色ズボン、
茶色カバン

2021年10月7日 木 7:30 可児市 川合 地内 路上 小5 女 登校中 徒歩で登校中、独り言を呟いている男を目撃した 行為者判明、指導警告

2021年10月7日 木 15:30 各務原市 須衛町 ４丁目地内 路上 小3 男 下校中 集団下校中、物陰から男が顔を出してきた 70～80歳、170～175cm、やせ型、短髪、青色上衣

2021年10月8日 金 7:30 岐阜市 西改田夏梅
地内西改田簡易郵便
局北側

路上 中3 女 登校中 徒歩で登校中、車両につきまとわれ、降車してきた男に声を掛けられた
60～70歳、165～170cm、中肉、白髪交じりの短髪、ベージュ色シャ
ツ、黒色ズボン

2021年10月8日 金 14:10 可児市 下恵土 地内 路上 小4 男 移動中
徒歩で移動中、振り返ると男が立っており、移動後、再度振り向くと、
男が接近していた

10～20歳、165cm位、中肉、白色半袖Tシャツ、黒色長ズボン、短髪

2021年10月8日 金 18:25 多治見市 滝呂町
９丁目地内ひるず公
園

公園 小5 女 下校中 友人と徒歩で下校中、すれ違った男から見つめられた
50～60歳、160～165cm、小太り、黒色モヒカン、黒色ボーダー半袖
シャツ、青色ジーパン

2021年10月8日 金 16:10 瑞穂市 別府 地内 路上 中3 男 移動中 犬の散歩中、走行する車両に乗車した男から見つめられた 30～40歳、黒色短髪

2021年10月8日 金 17:00 多治見市 小泉町 JR小泉駅 駅 中3 女 下校中 友人と下校中、男から写真を撮られた
55～65歳、160～170cm、中肉、黒色系ジャンパー、ズボン、カーキ色
キャップ帽

2021年10月10日 日 16:00 岐阜市 中西郷
１丁目地内西郷中央
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、車両から降車してきた男がストロー
ようの物を持って、「ここ触って」と声を掛けてきた

行為者判明、指導警告

2021年10月12日 火 17:30 可児市 中恵土 地内 路上 中1 男 下校中 友人と徒歩で下校中、橋上に佇む、不審な男を目撃した 行為者判明、指導警告
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2021年10月12日 火 14:55 多治見市 虎渓山町 ５丁目地内 路上 小1 男 下校中 友人と徒歩で下校中、男から体操服の名前を見られ、名前を呼ばれた 60～70歳、160～170cm、やせ型、頭髪が薄い

2021年10月12日 火 16:00 岐阜市 下鵜飼 地内黒野西公園付近 路上 小5 女 遊び中 友人らと遊んでいたところ、男から見つめられた 行為者判明、指導警告

2021年10月13日 水 13:40 下呂市 萩原町西上田 地内 一般民家 小6 女 その他
在宅していたところ、男がインターホンを鳴らして、「ご飯をあげるか
ら出てきて」等と話して立ち去った

30歳位、小太り、黒色半袖、黒色系ズボン、帽子、白色マスク、外国
人風

2021年10月14日 木 16:30 羽島郡岐南町 伏屋 ２丁目地内 路上 小6 男 下校中 徒歩で下校中、男からカメラを向けられ、追いかけられた
30～40歳、165～170cm、中肉、白色カッターシャツ、黒色下衣、茶色
革靴、白色マスク

2021年10月15日 金 15:10 揖斐郡揖斐川町 脛永 地内 路上 小2 女 下校中 徒歩で下校中、車両に乗った女から「何年生？」と声を掛けられた 20～30歳、中肉、茶色長髪

2021年10月15日 金 15:50 羽島市 江吉良町 地内中央小学校付近 路上 小5 女 下校中 徒歩で下校中、後方をウロウロしている男を目撃した 50～60歳、160～170cm、小太り、黒色短髪、黄色Tシャツ

2021年10月18日 月 15:10 中津川市 坂下 地内 路上 小2 女 下校中
徒歩で下校中、男から「おもちゃいっぱいあるからおいで」等と声を掛
けた

行為者判明

2021年10月19日 火 16:45 本巣郡北方町 芝原中町
３丁目地内宮東公園
付近

路上 小2 男 移動中
徒歩で帰宅中、自転車を押している男から「いいものあげるよ」と声を
掛けられた

35～40歳、160～170cm、中肉、黒色短髪、黒色半袖、黒色長ズボン、
黒色革靴、黒色帽子、ビジネスバッグ

2021年10月19日 火 15:25 羽島郡岐南町 上印食 ４丁目地内 路上 小2 女 下校中
友人と徒歩で下校中、車両の助手席に乗った女からスマートフォンのカ
メラを向けられた

20～25歳、黒色長髪、白色スマートフォン

2021年10月19日 火 7:05 大垣市 本今 ４丁目地内 路上 小6 男 登校中 集団登校中、女が接近してきて、スマートフォンで撮影された 行為者判明、指導警告

2021年10月19日 火 16:30 大垣市 南一色町 地内 路上 中3 女 下校中 徒歩で下校中、男からスマートフォンで撮影された 行為者判明、指導警告

2021年10月20日 水 16:45 各務原市 那加東新町 ２丁目地内 路上 中3 女 下校中 下校中、車両に乗った男から顔を見つめられた 60～65歳、やせ型、眼鏡、白髪

2021年10月20日 水 15:15 羽島郡岐南町 三宅 ７丁目地内 路上 小3 女 下校中 徒歩で下校中、男からスマートフォンを向けられた
40歳位、170～175cm、灰色長袖シャツ、黒色長ズボン、黒色スニー
カー、ハンチング帽子、茶色縁眼鏡

2021年10月21日 木 15:05 各務原市 那加前野町 ４丁目地内 路上 小3 男 下校中
徒歩で下校中、駐車中の車両に乗っていた男が降車して、デジタルカメ
ラを向けられた

50歳位、165cm位、中肉、茶色短髪、水色Yシャツ、黒色長ズボン、茶
色革靴、あごひげ、銀色デジタルカメラ

2021年10月22日 金 16:30 大垣市 桧町 地内 路上 未就学 女 遊び中 友人と庭先で遊んでいたところ、路上にいた男から手招きされた
15～18歳、150～170cm、やせ型、黒色短髪、上下学生服様の服、黒色
リュックサック、黒色マスク

2021年10月22日 金 17:10 羽島郡岐南町 三宅 ９丁目地内 路上 中1 女 下校中 下校中、後方から来た女２人組の一人の女に鞄を叩かれた
①女、20～30歳、160～165cm、中肉、金色長髪、長袖、長ズボン、エ
プロン着用、徒歩　②女、20～30歳、160～165cm、中肉、茶色短髪、
自転車使用

2021年10月24日 日 14:45 羽島市 小熊町島 １丁目地内 商業施設 小5 女 その他
店舗内で親を待っていたところ、男から「500円玉いる？」と声を掛け
られた

行為者判明、指導警告

2021年10月26日 火 15:15 岐阜市 城東通
２丁目地内城東通２
交差点付近

路上 小1 男 下校中 徒歩で下校中、自転車に乗った男からつきまとわれ、見つめられた 60歳位、黒髪、紫色上衣、白色マスク

2021年10月26日 火 15:20 美濃加茂市 新池町 １丁目地内 路上 小2 女 下校中 徒歩で下校中、男から「太田駅はどこ？」等と執拗に質問された 行為者判明、指導警告

2021年10月26日 火 16:00 揖斐郡揖斐川町 清水
地内清水南会館南東
付近

路上 小3 男 移動中 散歩していたところ、男から「ねえねえ」と声を掛けられた
30～35歳、170cm位、中肉、黒色パーカー、黒色ジャージ、白色ス
ニーカー、黒色キャップ、白色マスク

2021年10月26日 火 16:15 安八郡神戸町 大字神戸 地内 路上 中3 女 下校中
徒歩で下校中、自転車に乗った男からすれ違いざまにスマートフォンの
カメラを向けられた

50～60歳、160～170cm、中肉、黒色ジャンパー、茶色ジーンズ風、黒
色短髪、白色マスク
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2021年10月27日 水 15:20 可児市 広眺ケ丘
７丁目地内広眺ケ丘
第二集会所北方

路上 小2 女 下校中
徒歩で下校中、すれ違った男から「背後しか写さないから大丈夫」等と
声を掛けられ、スマートフォンのカメラを向けられた

50～60歳、160～170cm、中肉、紫色パーカー、長ズボン、黒色スマー
トフォン

2021年10月27日 水 14:50 岐阜市 太郎丸北浦 地内 路上 小1 女 下校中 徒歩で下校中、車両が接近してきて、運転手の男が見つめてきた 60～70歳、黒髪、黒色系上衣、サングラス着用

2021年10月28日 木 16:00 中津川市 駒場
地内中津川市民病院
付近

路上 小3 女 下校中 徒歩で下校中、男に追随された
60歳位、175cm位、中肉、白色長袖上衣、灰色ズボン、黒色野球帽、
灰色マスク、黒色リュック

2021年10月28日 木 15:00 加茂郡八百津町 伊岐津志 地内 路上 小6 男 下校中 徒歩で集団下校中、男に後をつけられた 30～40歳、黒色上下着衣

2021年11月1日 月 16:15 美濃加茂市 下米田町則光
市立下米田小学校東
方

路上 中1 男 下校中 自転車を押して帰宅していたところ、男がバットを振り回していた 30～35歳、160～165、中肉、黒色上下着衣、黒色マスク、黒色帽子

2021年11月1日 月 21:30 加茂郡富加町 羽生 地内 路上 小5 女 移動中
徒歩で移動中、男と目が合い、男から「こっち来て」と声を掛けられ、
追いかけられた

年代等不詳、170cm位、紫色ジャージ上衣、黒色ジャージ下衣、帽
子、金属バット様の物を所持

2021年11月2日 火 7:30 加茂郡坂祝町 大針
地内太田バイパス北
側

路上 中2 男 登校中
友人と自転車で登校していたところ、棒ようの物を所持した男を目撃し
た

50～60歳、155～160cm、小太り、黒色長袖、黒色長ズボン、スキン
ヘッド、棒ようの物

2021年11月2日 火 15:30 美濃加茂市 太田町 地内 路上 小3 女 下校中
徒歩で下校していたところ、男から「家に来る？お菓子買ってあげる」
等と声を掛けられた

20～30歳、170cm位、やせ型、金色短髪、虹色長袖、黒色長ズボン、
サングラス、鼻ピアス

2021年11月2日 火 22:15 岐阜市 萱場南 ３丁目地内 路上 中1 女 塾の行き帰り
自転車で帰宅中、自転車に乗った男から意味不明な言動をする男に追い
かけられた

15～19歳、165cm位、やせ型、黒髪オールバック風、灰色パーカー、
黒色ズボン

2021年11月2日 火 15:30 美濃加茂市 本郷町 ７丁目地内 路上 小5 女 下校中
友人と徒歩で下校中、停車していた車両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

2021年11月2日 火 16:30 岐阜市 黒野南 １丁目地内 路上 小6 男 下校中 徒歩で下校中、男から「ねえ、ちょっといい？」等と声を掛けられた
20歳位、170～180cm、やせ型、白色長袖上衣、黒色長ズボン、茶色
キャップ帽、白色マスク

2021年11月2日 火 15:30 大垣市 平町 地内 路上 小2 男 下校中
徒歩で下校中、女から「チーズ」と声を掛けられ、携帯電話のカメラを
向けられた

行為者判明、指導警告

2021年11月4日 木 17:00 岐阜市 加納上本町
５丁目地内加納栄町
通４交差点付近

路上 中3 女 下校中 徒歩で下校中、男から「遊びに行かない？」等と声を掛けられた
30～40歳、160～165cm、中肉、金色短髪、黒色長袖上衣、黒色長ズボ
ン、黒色マスク

2021年11月5日 金 16:10 本巣市 下真桑 地内 路上 中1 女 下校中
徒歩で下校中、追い抜いた車両が停止し、横を通り過ぎる際、車両に
乗っていた男から携帯電話を向けられた

30歳位、やせ型、金色短髪、白色マスク

2021年11月6日 土 15:30 揖斐郡大野町 大字稲富
地内来振ふれあい公
園

公園 小5 女 遊び中 友人らと公園で遊んでいたところ、男からスマートフォンを向けられた
50～60歳、170～180cm、やせ型、灰色ウィンドブレーカー、黒色ズボ
ン、黒色帽子、黒色マスク

2021年11月8日 月 7:30 岐阜市 日置江 ２丁目地内 路上 中3 男 登校中 自転車で登校していたところ、大声で「おい待て」と叫ぶ男を目撃した 30～40歳、160～170cm、中肉、黒色ジャージ上下、黒色短髪

2021年11月8日 月 15:40 大垣市 荒尾町 地内玉池公園南側 路上 小2 女 下校中
徒歩で下校中、車両から降車していた男に「近くに自動販売機あるのわ
かる？ジュース買ってあげるからちょっとおいで」等と声を掛けられた

40～50歳、中肉、上下黒色ジャージ、黒色野球帽、白色マスク

2021年11月8日 月 15:35 可児市 土田 地内 路上 小2 男 移動中 徒歩で帰宅中、男から「学校は休みなの？」と声を掛けられた
40～45歳、170～175cm、小太り、黒色短髪、緑とオレンジ色半袖シャ
ツ、黒色半ズボン、黒色サンダル

2021年11月10日 水 7:05 多治見市 根本町 12丁目地内 路上 小5 女 登校中
徒歩で登校中、車両に乗った男が車両をUターンする等して、見つめて
きた

70歳位、中肉、黒色長袖パーカー、茶色野球帽

2021年11月10日 水 15:55 各務原市 鵜沼真名越町
１丁目地内から鵜沼
羽場町４丁目地内

路上 小2 女 下校中 友人と徒歩で下校中、男につきまとわれた
40歳位、170cm位、中肉、黒色パーカー、黒色長ズボン、黒色ブー
ツ、黒色キャップ帽、黒色サングラス、白色マスク

2021年11月10日 水 15:20 郡上市 八幡町相生 地内 路上 小4 女 下校中
徒歩で下校中、車両から降りてきた男から「ちょっとこっち来て」と声
を掛けられた

40～50歳、165～170cm、やせ型、黒髪、上下赤色ジャージ風、サング
ラス、黒色マスク、無精ひげ
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2021年11月10日 水 16:10 美濃加茂市 山之上町
上野トンネル北東付
近

路上 中3 女 下校中
自転車で下校中、男から「あそこどう行くか教えて」等と声を掛けられ
た

60～65歳、160cm位、中肉、黒色短髪、深緑色トレーナー、紺色
ジャージ、青色スニーカー

2021年11月10日 水 17:20 各務原市 三井町 西側 路上 小3 男 移動中
徒歩で帰宅中、車両に乗った女から「〇〇さんのお父さんに写真送って
あげる」と声を掛けられ、スマートフォンで写真を撮られた

行為者判明、指導警告

2021年11月11日 木 15:20 可児市 石井 地内 路上 小2 女 下校中 友人と徒歩で下校中、男から声を掛けられた 行為者判明、指導警告

2021年11月11日 木 16:05 大垣市 荒尾町 地内 路上 小4 男 下校中 集団下校していたところ、不審者からランドセルを触られそうになった
年代等不詳、160～170cm、小太り、赤か紫色の厚手の長袖、赤色系マ
フラー

2021年11月11日 木 15:35 加茂郡八百津町 錦織 地内 路上 小2 男 下校中
徒歩で下校中、男から「お菓子あげるからついてきて」等と声を掛けら
れた

25～30歳、160～165cm、茶色長髪、黒色ジーパン、黒色スニーカー、
白色マスク

2021年11月11日 木 13:00 美濃加茂市 太田町 地内 路上 中1 女 下校中 徒歩で下校中、男から声を掛けられた 行為者判明、指導警告

2021年11月11日 木 7:30 岐阜市 島原町 先 路上 小2 女 登校中 徒歩で登校中、車両に乗った男から見つめられ、手を振られた 行為者判明、指導警告

2021年11月12日 金 21:20 岐阜市 鏡島南 １丁目地内 路上 中2 女 塾の行き帰り 自転車で帰宅中、すれ違った車両が幅寄せしてきた 行為者判明、指導警告

2021年11月12日 金 18:05 岐阜市 須賀 ２丁目地内 路上 小3 女 塾の行き帰り
自転車で帰宅して、玄関に向かっていたところ、後方からシャッター音
が聞こえたため振り返ると、男が立っていた

年代等不詳、人相着衣等不明

2021年11月12日 金 15:40 多治見市 精華町 地内 路上 小1 女 下校中 集団下校中、男から「お菓子いる？」等と声を掛けられた 行為者判明、指導警告

2021年11月15日 月 15:00 各務原市 那加門前町
３丁目地内各務原市
民公園北東付近

路上 小3 女 下校中
保護者と徒歩で下校中、自転車に乗った男からスマートフォンのカメラ
を向けられた

20～30歳、やせ型、黒色短髪、黒色長袖上衣、眼鏡有り

2021年11月15日 月 18:00 岐阜市 北一色 ７丁目29番地内 路上 中3 女 下校中
自転車で下校中、自転車に乗った男から「学校帰り？お小遣い足りて
る？エッチ興味ある？」等と声を掛けられた

40～45歳、170～175cm、中肉、黒色短髪、黒色長袖パーカー、黒色長
ズボン、黒色革靴、銀色四角形の眼鏡

2021年11月15日 月 15:30 加茂郡坂祝町 取組 地内坂祝郵便局付近 路上 小5 女 下校中 徒歩で下校中、男から「住所どこ？」と声を掛けられた 行為者判明、指導警告

2021年11月16日 火 7:40 可児市 東帷子
地内西可児駅前交差
点付近

路上 小5 男 登校中 友人と徒歩で登校中、スマートフォンを持って立っている女を目撃した
20～30歳、155～165cm、中肉、黒色ポニーテール、ピンク色シャツ、
紺色ジャージ、白色マスク

2021年11月16日 火 16:15 羽島郡岐南町 八剣 ５丁目地内 路上 小6 男 移動中
兄妹と徒歩で移動していたところ、車両に乗っていた男からデジタルカ
メラかスマートフォン様のものを向けられた

40歳位、小太り、無精ひげ

2021年11月16日 火 15:20 羽島郡岐南町 平島 １丁目地内 路上 小2 女 下校中
徒歩で下校中、ベンチに座っていた男から「飴をあげるからこっちにお
いで」と声を掛けられた

50～60歳、165～170cm、中肉、黒色短髪、黒色マスク、黒色長袖ポロ
シャツ様、ジャージズボン様、黒色スニーカー様、黒縁サングラス

2021年11月17日 水 15:50 岐阜市 日野南 7丁目地内 路上 中2 女 下校中
自転車で下校中、追い抜いていった自転車に乗った男を自宅周辺で目撃
した

行為者判明、指導警告

2021年11月17日 水 15:25 高山市 下岡本町
地内下岡本町南交差
点付近

路上 小2 女 下校中
友人と徒歩で下校中、後方から来た男に見つめられたり、手を振られた
りした

60歳位、170～175cm、中肉、赤色パーカー

2021年11月17日 水 15:30 恵那市 大井町 地内 路上 小2 男 下校中 友人らと徒歩で下校中、男から「乗っていく？」等と声を掛けられた 年代等不詳、灰色パーカー、黒色長ズボン、白色マスク

2021年11月18日 木 16:40 可児市 東帷子 地内 路上 中3 男 下校中 徒歩で登校中、男からスマートフォンのカメラを向けられた 行為者判明

2021年11月19日 金 7:20 岐阜市 福光西
３丁目地内お茶の木
公園北側

路上 小1 女 登校中
友人と徒歩で登校中、男から「何年生？」と声を掛けられ、頭を撫でら
れた

60歳位、165cm位、中肉、黒色パーカー、黒色長ズボン、黒色キャッ
プ、白色マスク
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2021年11月19日 金 7:30 可児市 広見 広見伊川交差点付近 路上 小6 男 登校中
友人と徒歩で登校中、車両の後部座席に乗った男からスマートフォンの
カメラを向けられた

30～40歳、やせ型、黒色短髪、灰色パーカ

2021年11月19日 金 11:55 岐阜市 上太田町
２丁目地内小熊町２
交差点付近

路上 中1 女 下校中
帰宅中、男から「誰かと待ち合わせ？どこから来てるの？」等と声を掛
けられた

50歳位、160cm位、中肉、頭頂部が薄い、灰色作業服、白色ジャン
パー

2021年11月20日 土 16:00 美濃加茂市 川合町 １丁目地内 路上 中1 男 移動中
自転車で帰宅中、すれ違った男から「お金ちょうだい」と声を掛けられ
た

50～60歳、170～180cm、やせ型、黒色コート、黒色スラックス、黒色
革靴、黒髪、黒色マスク

2021年11月20日 土 16:45 郡上市 白鳥町為真 地内 路上 中1 男 移動中 自転車で帰宅していたところ、自転車に乗った男に追いかけられた 20～30歳、170cm位、やせ型、半袖、黒髪、外国人風

2021年11月21日 日 16:40 関市 出来町 地内 駐車場 小3 女 移動中
徒歩で帰宅していたところ、駐車場に停まっていた車両に乗った男から
「お母さんが倒れたから病院に行こう」と声を掛けられた

20～30歳、やせ型、黒色スーツ上衣、黒色短髪

2021年11月24日 水 15:50 岐阜市 御望
地内御望６交差点付
近

路上 中3 女 下校中
友人と下校中、車両から降りてきた男に「ちょっと待って、数字あて
ゲームやろう」等と声を掛けられた

50～60歳、150～155cm、中肉、白色短髪、白色マスク

2021年11月25日 木 17:05 羽島市 福寿町千代田 ３丁目地内 路上 中3 男 移動中
自転車で帰宅中、車両から降りてきた男からスマートフォン様のものを
向けられた

20～30歳、170～180cm、やせ型、半袖、紺色ジーパン

2021年11月25日 木 14:45 大垣市 島里町 １丁目地内 路上 中3 女 移動中
徒歩で移動していたところ、後方に男が立っており、走って逃げたとこ
ろ、足音が聞こえた

25～30歳、165～170cm、やせ型、黒と赤色チェック柄長袖シャツ、黒
色下衣、黒色眼鏡、黒色短髪、白色マスク

2021年11月26日 金 7:40 不破郡垂井町
地内JR垂井駅北口付
近

路上 中1 女 登校中 友人らと自転車で登校中、男からカメラを向けられた 40～50歳、160～170cm、黒色ジャージ上下、黒色カメラ所持

2021年11月26日 金 16:20 不破郡垂井町
地内相川児童公園付
近

路上 小5 男 下校中 徒歩で下校中、車内にいた男からカメラを向けられた 行為者判明、指導警告

2021年11月26日 金 16:48 多治見市 錦町 1丁目地内 路上 小4 女 下校中
友人らと徒歩で下校していたところ、男から「〇〇小学校の子です
か？」等と声を掛けられた

50～60歳、中肉、黒色短髪、長袖、あごひげ

2021年11月26日 金 7:50 海津市 海津町草場 地内 路上 中3 女 登校中
登校のため、外出したところ、路上に停まった車両付近に立っていた男
から見つめられた

行為者判明、指導警告

2021年11月27日 土 13:00 不破郡垂井町
地内JR垂井駅北口
ロータリー付近

路上 小5 男 遊び中 友人と遊んでいたところ、男に追いかけられた
40～50歳、170～175cm、中肉、黒髪、緑色セーター、黒紺スウェット
ズボン、黒色系マスク

2021年11月28日 日 13:55 揖斐郡池田町 六之井
地内池野本町交差点
付近

路上 小3 女 移動中
徒歩で移動していたところ、男から「この辺車多いで守ったるわ。昨日
花火上がったの知っとるか？」等と声を掛けられた

50～60歳、175～180cm、中肉、黒髪、赤と黒色ナップサック

2021年11月29日 月 14:30 高山市 江名子町 地内 路上 小4 女 下校中
友人らと徒歩で下校中、男から「〇〇先生知ってる？」等と声を掛けら
れた

60歳位、165～170cm、中肉、黒色ジャージ上下、黒色ニット帽、黒縁
眼鏡、軍手着用

2021年11月30日 火 11:20 岐阜市 加納丸之内 地内加納公園西側 路上 中3 女 登校中
徒歩で登校していたところ、男が手を振って、近づいて来ようとしてき
た

60歳位、中肉、ジャンパー

11月中 - 15:30 岐阜市 日野南
４丁目地内日野本郷
公園付近

路上 小2 女 下校中
徒歩で下校中、後方から男に「こんにちは、どこ行くの？」と声を掛け
られた

行為者判明、指導警告

2021年12月1日 水 7:20 岐阜市 福光西
３丁目地内お茶の水
公園西側

路上 小1 女 登校中 友人らと徒歩で登校中、接近してきた男に睨みつけられた
50～60歳、160～165cm、白髪交じりの短髪、黒色パーカー、黒色ズボ
ン、茶色運動靴、黒色キャップ帽子

2021年12月1日 水 7:45 岐阜市 下川手 地内 路上 小4 女 登校中
友人と徒歩で登校中、後方からカメラのシャッター音が聞こえたため振
り返ると男が携帯電話を所持していた

30～40歳、170～180cm、中肉、黒色短髪、青色長袖フリース、黒色長
ズボン、眼鏡有り

2021年12月1日 水 16:30 可児市 中恵土
地内ふるさと川公園
駐車場南側遊歩道

路上 小4 男 遊び中
友人らと自転車で移動していたところ、駐車場に停まっていた車両に乗
車していた女からスマートフォンのカメラを向けられた

35～50歳、中肉、茶髪、緑色ジャンパー、黒色サングラス、スマート
フォン所持

2021年12月1日 水 16:00 岐阜市 金園町
９丁目地内金園町９
交差点付近

路上 小6 男 下校中
友人らと徒歩で下校していたところ、信号待ちしていた自転車に乗った
男から「クソガキ、コラァ」「なめとんのか」等と怒鳴られた

50～60歳、小太り、頭頂部が薄い白髪交じりの頭髪
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2021年12月1日 水 18:50 岐阜市 北一色
7丁目地内長森本町交
差点付近

路上 中3 女 塾の行き帰り 自転車で移動していたところ、男に見つめられ、後をつけられた
40～50歳、170～180cm、やせ型、オレンジ色シャツ、白色不織布マス
ク

2021年12月2日 木 17:00 可児市 今渡
地内鳴子近隣公園付
近

路上 中1 女 下校中 徒歩で下校中、男から「どこ行くの？」と声を掛けられた 20～30歳、160～170cm、中肉、長ズボン

2021年12月3日 金 14:55 安八郡輪之内町 中郷新田 地内 路上 小6 女 下校中
友人らと徒歩で下校していたところ、男から「どこまで行くの？」と声
を掛けられた

60～70歳、165cm位、中肉、白髪交じりの頭髪、黒色上衣、紺色ズボ
ン、白色野球帽

2021年12月3日 金 15:00 可児市 広見
地内中央通り交差点
付近

路上 小2 男 下校中 徒歩で下校中、男から「家に来る？」等と声を掛けられた
40～45歳、170～175cm、やせ型、金色短髪、茶色上衣、長ズボン、黒
色マスク

2021年12月3日 金 15:00 加茂郡坂祝町 酒倉 地内 公園 中2 女 下校中 友人と徒歩で下校中、公園内にいたところ、男からカメラを向けられた
20～25歳、170～180cm、やせ型、黒か茶色短髪、黒色上衣、黒色下
衣、デジタルカメラ

2021年12月4日 土 16:30 可児市 長坂 １丁目地内 路上 小5 女 移動中
徒歩で移動していたところ、男から「私の昔話を聞かないか？」と声を
掛けられた

行為者判明、指導警告

2021年12月8日 水 15:10 瑞穂市 十九条 地内 路上 小2 男 下校中
徒歩で下校中、車両に乗った男３人組から「何年生なの？」等と声を掛
けられた

①20～30歳、中肉、黒色短髪、黒色サングラス②20～30歳、中肉、黒
色短髪③20～30歳、中肉、黒色短髪

2021年12月8日 水 15:30 可児市 広見 地内乗里公民館南東 路上 小3 男 下校中
友人と徒歩で下校中、前方から歩いてきた男からスマートフォンで撮影
された

30～50歳、170～175cm、やせ型、赤黒ジャージ、黒色ジャージズボ
ン、黒色系スニーカー

2021年12月9日 木 13:45 岐阜市 菅生 ８丁目地内島南公園 公園 小5 男 遊び中 友人らと遊んでいたところ、女から携帯電話のカメラを向けられた
40～50歳、やせ型、花柄の上衣、黒色長ズボン、黒色ニット帽、ベー
ジュ色マスク

2021年12月9日 木 16:15 岐阜市 琴塚 １丁目地内 路上 小3 女 下校中
徒歩で下校中、男から算数ノートを見せられ、「これ読んで」と声を掛
けられた

行為者判明、指導警告

2021年12月9日 木 13:20 山県市 徳永 地内徳永公民館西側 路上 中1 女 下校中 徒歩で下校していたところ、男につきまとわれた 行為者判明、指導警告

2021年12月9日 木 15:20 瑞穂市 古橋 地内 路上 小1 女 下校中 徒歩で下校中、男から「何年生？何年何組？」等と声を掛けられた
60～70歳、160～170cm、中肉、灰色長袖ジャージ上下、白色系キャッ
プ

2021年12月9日 木 16:00 本巣郡北方町 曲路 １丁目地内曲路公園 公園 小2 男 遊び中
友人らと公園で遊んでいたところ、車両に乗った男から携帯電話のカメ
ラを向けられた

年代等不詳、中肉、赤色上衣

2021年12月9日 木 14:30 海津市 海津町高須町 地内城跡公園 公園 中2 女 遊び中
友人と遊んでいたところ、車両から降りてきた男からスマートフォンを
向けられた

30～40歳、170cm位、やせ型、黒色短髪、上下黒色作業着風、四角眼
鏡

2021年12月10日 金 7:25 本巣郡北方町 曲路
１丁目地内曲路公園
北側

路上 小2 男 登校中 徒歩で登校中、車両に乗った男にスマートフォンを向けられた 年代等不詳、中肉

2021年12月10日 金 15:55 羽島郡岐南町 野中 ３丁目地内 路上 小2 男 下校中
徒歩で下校中、車両に乗った男から「何歳？何年生？名前何？」等と声
を掛けられた

30～40歳、170～180cm、やせ型、薄茶色上衣、黒色ジャージズボン、
黒髪、四角眼鏡

2021年12月10日 金 7:15 中津川市 中津川 先 路上 中2 女 登校中
友人と徒歩で登校中、男から「前からパトカーが来るで気を付けてね」
と声を掛けられた

40～50歳、165cm位、中肉、黒とオレンジ色ジャンパー、ベージュ色
ハンチング帽

2021年12月13日 月 15:30 郡上市 八幡町相生 地内 路上 小4 女 下校中
徒歩で下校中、男から「久しぶり、一緒にどこか行こう」と声を掛けら
れた

35～40歳、165～170cm、やせ型、黒色長髪、赤色ジャージ風上下、丸
型サングラス、黒色マスク

2021年12月13日 月 7:30 各務原市 那加土山町 ２丁目地内 路上 中1 男 登校中
友人と徒歩で登校中、男から「○○さんの住所教えて？」等と声を掛け
られた

行為者判明、指導警告

2021年12月13日 月 14:45 岐阜市 橋本町
１丁目地内JR岐阜駅
バス停乗り場付近

路上 小2 女 移動中 徒歩で下校中、男につきまとわれた 行為者判明、指導警告

2021年12月13日 月 7:30 岐阜市 養老町 １丁目地内 路上 小2 女 登校中 徒歩で登校中、男からすれ違いざまに頭を撫でられそうになった
年代等不詳、170cm位、やせ型、黒髪、黒色タートルネック、黒色ズ
ボン、黒色靴、黒色リュック
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2021年12月14日 火 15:20 恵那市 武並町 地内 路上 小1 男 下校中 友人らと徒歩で下校中、車両に乗った男たちから声を掛けられた 年代等不詳、外国人風

2021年12月16日 木 16:05 各務原市 鵜沼西町 ４丁目地内 路上 小6 女 移動中
自転車で移動していたところ、男からスマートフォンのカメラを向けら
れた

50～55歳、160cm位、やせ型、坊主、上下ウインドブレーカー

2021年12月16日 木 17:18 多治見市 脇之島町 ６丁目地内北側 路上 中3 男 移動中
徒歩で帰宅中、男から見つめられ、ベンチコートを開かれ、見せつけら
れた

30～40歳、170～175cm、やせ型、黒色系ベンチコート

2021年12月16日 木 14:00 大垣市 木戸町 地内源氏大橋付近 路上 小5 男 下校中 徒歩で下校中、男からカメラを向けられそうになった
40～50歳、170cm位、中肉、黒色スニーカー、黒色眼鏡、黒色ニット
帽

2021年12月17日 金 13:40 瑞穂市 穂積 先 路上 小3 男 移動中 自転車で移動していたところ、不審者からスマートフォンで撮影された 年代等不詳、人相着衣等不明

2021年12月17日 金 15:25 可児市 今渡
地内今渡神明交差点
付近

路上 小3 男 下校中
徒歩で下校中、自転車に乗った男から「自転車に乗る？」と声を掛けら
れた

30～40歳、170～175cm、中肉、黒髪パーマ、紫色シャツ、紺色ジーパ
ン、灰色マスク

2021年12月18日 土 11:50 大垣市 荒尾町
地内市立宇留生小学
校北西

路上 中1 女 下校中 徒歩で下校中、男から手招きされて、声を掛けられた 50～60歳、165～170cm、中肉、白髪交じりの短髪、黒色ジャンパー

2021年12月20日 月 17:40 揖斐郡揖斐川町 三輪
地内揖斐浄化セン
ター付近

路上 中1 女 移動中
徒歩で移動していたところ、後方から接近してきた男に「ねえねえ」と
声を掛けられた

40～50歳、170cm位、中肉、黒色パーカー、黒色ジャージズボン、黒
色サングラス

2021年12月20日 月 7:20 中津川市 千旦林 地内 路上 中2 女 登校中 徒歩で登校中、男から「可愛いね」等と声を掛けられた 行為者判明、指導警告

2021年12月22日 水 16:30 揖斐郡池田町 上田 地内 路上 小5 男 下校中 友人らと下校中、不審な車両を目撃した 30～60歳、黒色パーマ、サングラス着用

2021年12月23日 木 15:30 瑞浪市 土岐町
地内松坂町バス停付
近

路上 小3 女 下校中 徒歩で下校中、男から「名前教えて」等と声を掛けられた
30～40歳、170～175cm、やせ型、赤色帽子、上下白色スウェット、外
国人風

2021年12月23日 木 7:35 加茂郡白川町 河岐 地内 路上 中2 女 登校中 友人らと自転車で登校中、自転車に乗った男につきまとわれた 行為者判明、指導警告

2021年12月24日 金 15:51 岐阜市 本荘 地内八ツ草公園 公園 小5 男 遊び中
友人らと遊んでいたところ、友人の自転車を倒してしまった際、男から
「謝るなら警察いらん」「帰れ」等と声を掛けられた

60～70歳、165～170cm、中肉、白色短髪

2021年12月24日 金 8:05 郡上市 八幡町相生 地内 路上 中2 女 登校中
徒歩で登校中、男から「学校はどこにありますか？お名前教えて」等と
声を掛けられた

50～59歳、165cm位、中肉、上下黒色ジャージ、黒色キャップ、黒色
サングラス、黒髪、黒色マスク


