
番号 警察署 発生日 時間 時間帯 発生場所 事案遭遇者 概　　要 不審者 備考

1 津幡 4月29日 8:30 その他 河北郡津幡町字太田地内 小学生男子 スマートフォンを向けられる

男性、年齢30歳から40歳くらい、身長170から175センチメートル

くらい、やせ型、黒色サングラス、水色ジャケット、黒っぽいズ

ボン、銀色の自転車

2 珠洲 4月30日 13:35 その他 鳳珠郡能登町字新保地内 中学生女子

男から「一緒に海の側に行ってみない？

どこに住んどるん？」などと声をかけら

れる

男性、年齢40歳から50歳くらい、身長160から170センチメートル

くらい、中肉、横縞の虹色Ｔシャツ、薄茶色のハーフパンツ、眼

鏡、黒色の自動車

3 金沢東 5月3日 12:35 登校中 金沢市南森本町地内 中学生女子
男から「バケモノ。」などと声をあげら

れる

男性、年齢70歳から80歳くらい、小太り、白色マスク、長袖（黒

か灰色）、長ズボン（黒か灰色）、自転車

4 金沢西 5月7日 16:05 その他 金沢市八日市１丁目地内 小学生男子
男から「お菓子いらんか。」などと声を

かけられる

男性、年齢35歳から40歳くらい、黒髪短髪、黒色半袖シャツ、黒

色のミニバン

5 白山 5月9日 16:00 その他 白山市鶴来大国町地内
小学生女子２

名
男からスマートフォンを向けられる

男性、年齢50歳から60歳くらい、身長165から170センチメートル

くらい、中肉、白髪混じりの短髪、白色マスク、作業着、黒っぽ

いスマートフォン、車体の低い白色の自動車

6 白山 5月11日 15:50 下校中 野々市市末松１丁目地内 小学生男子 男に体を触られる
男性、年齢40歳から50歳くらい、身長180センチメートルくら

い、肥満、青色の帽子、黒色長袖、黒色長ズボン

7 金沢中 5月11日 16:30 下校中 金沢市つつじが丘地内 中学生男子
男から「携帯電話持ってない？番号教え

て。」と声をかけられる

男性、年齢40歳から60歳くらい、身長160から165センチメートル

くらい、小太り、白色半袖シャツ、黒色のハーフズボン、サンダ

ル

8 金沢西 5月11日 18:30 下校中 金沢市新神田５丁目地内 中学生女子 後をつけられる
男性、年齢50歳くらい、小太り、灰色薄めの頭髪、マスク、灰色

リュックサック

9 金沢西 5月11日 18:30 下校中 金沢市玉鉾１丁目地内 中学生女子
車に乗った男から「ばいばい。」と声を

かけられる

男性、20歳くらい、中肉、金髪短髪、白色タンクトップ、白色ス

テーションワゴンタイプの自動車

10 小松 5月12日 16:15 その他 小松市殿町２丁目地内 小学生女子 男から自転車でつきまとわれる
男性、年齢60歳代後半から70歳代前半、中肉、白色タオルで頭を

覆う、赤紫色のつなぎ、自転車

11 小松 5月12日 18:00 下校中 小松市安宅町地内 中学生女子 スマートフォンで写真を撮られる
男性、年齢30歳から40歳くらい、黒色のマッシュルームカット、

黒色の自動車

12 金沢東 5月15日 19:30 下校中 金沢市昭和町地内 中学生女子
男から「こんにちは。」と声をかけら

れ、腕を掴まれる

男性、年齢50歳から60歳くらい、身長175から180センチメートル

くらい、小太り、黒髪、黒色マスク、赤と黒のチェック柄長袖

シャツ、黒色長ズボン

13 金沢東 5月16日 7:05 登校中 金沢市割出町地内 中学生女子
男から「足を蹴ってください。」と声を

かけられる

男性、年齢2０歳から30歳くらい、身長160センチメートルくら

い、小太り、黒髪短髪、白色マスク、黄色に黒色ライン入りのウ

インドブレーカー、黒色長ズボン、黄色ショルダーバッグ

解決

14 金沢東 5月16日 16:30 下校中 金沢市長田２丁目地内 中学生女子
男から「おかえり。」と声をかけられ、

腕を掴まれる

男性、年齢50歳から60歳くらい、身長175から180センチメートル

くらい、小太り、黒髪、黒色マスク、赤と黒のチェック柄長袖

シャツ、黒色長ズボン

15 金沢中 5月17日 16:00 下校中 金沢市野町１丁目地内 中学生男子 後をつけられる
男性、年齢60歳から70歳代くらい、身長155から160センチメート

ルくらい、暗い茶色っぽい服装、黒色鞄、扇子所持

16 大聖寺 5月17日 18:30 その他 加賀市松が丘地内
小学生女子２

名

男から「何見とんじゃ。」などと声をか

けられる
男性、年齢50歳代くらい、黄緑色のキャップ帽、上下暗めの服

17 金沢中 5月18日 15:45 下校中 金沢市増泉１丁目地内 小学生男子 男から「住所どこ？」と声をかけられる
男性、50歳から70歳くらい、茶色チェック柄長袖シャツ、ベー

ジュ色帽子

18 小松 5月19日 18:00 下校中 小松市軽海町地内 中学生女子 車で後をつけられる
男性、年齢20歳から30歳くらい、中肉、黒髪短髪、黒色の半袖Ｔ

シャツ、黒色ステーションワゴンタイプの自動車

19 小松 5月20日 15:45 下校中 小松市白江町地内 小学生男子
男から「一緒に遊ぼうよ。」と声をかけ

られる

男性、黒髪短髪、サングラス、白色マスク、黒色ジャンパー、灰

色の自動車

20 羽咋 5月20日 17:00 その他 羽咋郡志賀町高浜町地内 小学生女子
男から「ハローは英語で？」などと声を

かけられる

男性、年齢70歳から80歳くらい、身長160から165センチメートル

くらい、中肉、灰色帽子、眼鏡、マスク、灰色ジャンパー、黒色

ズボン

解決

21 七尾 5月21日 15:30 その他 七尾市小島町地内 中学生男子
女から「家どこ？」などと声をかけられ

る

女性、年齢50歳から60歳代くらい、中肉、茶髪、黒色長袖シャ

ツ、灰色ジーパン、黒色マスク、銀色自転車

22 白山 5月24日 14:40 下校中 白山市源兵島町地内
小学生女子２

名
車に乗った男から声をかけられる 男性、黒髪、白色帽子、白色作業着、白色の自動車

23 金沢西 5月25日 14:15 下校中 金沢市西念３丁目地内
小学生男子３

名

男から「ガキじゃないよな。」などと声

をかけられる

男性、年齢60歳から70歳代くらい、身長170センチメートルくらい、やせ

型、サングラス、白色タオルはちまき、赤ちゃん用おしゃぶりをくわえてい

る、首からアンパンマンのおもちゃをさげている

解決

24 大聖寺 5月25日 15:15 下校中 加賀市大聖寺永町地内 小学生女子 車に乗った男から飴を渡される 男性、黒色サングラス、黒色マスク、黒色の服

25 白山 5月25日 16:45 その他 野々市市扇が丘地内 小学生女子
男から写真を見せられ「この子しらな

い？」などと声をかけられる

男性、年齢20歳代くらい、身長170センチメートルくらい、中

肉、黒髪短髪、黒色半袖Ｔシャツ、半ズボン、白色の車

26 大聖寺 5月26日 15:45 下校中 加賀市吸坂町地内
小学生女子２

名
後をつけられる

男性、年齢20歳から30歳くらい、身長160センチメートルくら

い、中肉、茶色短髪、黒色キャップ帽（前部分に赤い文字）、眼

鏡、マスク、黒色半袖シャツ、黒色長ズボン

27 白山 5月26日 16:00 下校中 野々市市粟田五丁目付近 中学生女子 車で後をつけられる ベージュ色の自動車

28 白山 5月26日 16:00 下校中 野々市市新庄二丁目地内
小学生女子３

名

男から「こんにちは。」「不審者じゃな

いよ。」などと声をかけられる

男性、年齢40歳から50歳くらい、身長170センチメートルくら

い、中肉、黒色キャップ帽、黒髪短髪、白色マスク、半袖Ｔシャ

ツ、ハーフパンツ

29 金沢西 5月26日 17:30 その他 金沢市押野３丁目地内 小学生女子
自転車に乗った女から「こっち来て。」

などと声をかけられる

女性、年齢20歳代くらい、身長150から160センチメートルくら

い、中肉、茶髪ポニーテール、白色英字入りの黒色Ｔシャツ、紺

色半ズボン、片言の日本語を話す外国人風、自転車

解決

30 金沢中 5月28日 11:40 その他 金沢市増泉１丁目地内 中学生女子
男から「かわいいから友達になりた

い。」と声をかけられる

男性、年齢30歳代くらい、身長165センチメートルくらい、小太

り、銀髪、銀色のカラーコンタクト、灰色マスク、半袖、半ズボ

ン

31 小松 5月28日 14:15 その他 小松市拓栄町地内
中学生女子２

名

自転車に乗った男から「住所はどこな

の？」などと声をかけられ、後をつけら

れる

男性、年齢60歳から70歳くらい、中肉、サングラス、オレンジ色

ジャンパー、黒色ズボン、銀色自転車

32 金沢東 5月31日 15:00 下校中 金沢市浅野本町２丁目地内
小学生女子２

名
スマートフォンで写真を撮られる

男性、年齢30歳から40歳くらい、金色と黒色混じりの頭髪、パー

マで肩くらいの長さ、黒色サングラス、マスク、黒色上衣、黄土

色の穴の空いたズボン

33 小松 5月31日 18:25 下校中 小松市村松町地内
中学生女子３

名

車に乗った男からスマートフォンで写真

を撮られる

男性、年齢20代後半くらい、身長165から170センチメートルくら

い、やせ型、黒っぽい短髪、丸縁眼鏡、紺色シャツ、黒色の自動

車

解決

令和４年５月中の事案内容

【ご利用になる前にお読み下さい】
注１： 掲載している内容は、警察が把握している不審者情報（声掛け事案等）の中で子供に不安を与える

事案を抽出していますので、県内で発生した全てのものを掲載しておりません。

注２： この情報の中には道を聞くつもりで声を掛けられた子供が不安になって逃げたなどの事案も含まれる

場合がありますので、防犯対策等に活用する場合は、十分にご理解の上ご利用下さい。

防犯対策のポイント
※ お子様には「大声を出す、すぐ逃げる、近くの民家等に助けを求める」ということを教えてあげて

ください。

また、防犯ブザーを持ち歩く習慣を指導してあげてください。

※ 子供が助けを求めてきたときは、安全な場所で保護し、すぐに１１０番通報をしてください。

※ 屋外での一人遊びは避けるようにしましょう。

※ できるだけグループ単位で登下校するようにしましょう。


