南仏事件情報（2017 年９月分）
１ 凶悪事件（殺人，強盗事件等）
●２日（土）午前４時 15 分頃，マルセイユ（ブーシュ・デュ・ローヌ県以下 BdR
県）ロジエ（14 区）のシテで，男性（24 歳）が何者かに頭部と首を猟銃で撃た
れて死亡した。
●２日（土）午前６時 30 分頃，マルセイユ（BdR 県）サン・アントワヌ地区（15
区）で，バス運転手がバスを運転して終点に着いた際に，３人組に襲われそう
になったが，逃れることが出来た。その数分後，別の運転手が同終点に着いた
際，３人組に襲われ顔面を殴られて負傷した。３人組は男２名及び女１名で，
酒に酔っていた。
●４日（月）朝，マルセイユ（BdR 県）カルナヴァレ通り（９区）路上で，男性
（30 歳）が何者かに銃で撃たれて死亡しているのが発見された。
●５日（火）午後 10 時 45 分頃，マルセイユ（BdR 県）フェリックス・ゾッコラ
通り（15 区）で，警察官２名が盗難車両を発見し停止させようとしたが，同車
両の運転手は従わず，轢こうとしたため，運転手に銃を数発発射し，運転手を
逮捕した。警察官２名は軽傷を負った。
●６日（水）午後，マルセイユ（BdR 県）リヨン通り（15 区）で，男性（39 歳）
がバスに乗っていたところ，突然倒れて病院に搬送された。情報筋によると，
男性は４人組に襲われ，腹部を大きなガラス片で刺されていた。男性は重体。
●15 日（金）午後８時頃，マルセイユ（BdR 県）ルドン地区（９区）で，男（41
歳）がバーを襲ったが，バーの店主と客に取り押さえられた。
●16 日（土）マルセイユ（BdR 県）サン・ルー地区（10 区）で，コインランド
リー経営の男性（67 歳）が自宅で犯人４名に縛られ，首を銃で撃たれて負傷し，
金庫内から金品を奪い取られた。男性の妻（68 歳）も縛られ，犯人らに殴打さ
れた。現場にいた男性の孫２名（８歳と 11 歳）が警察に通報した。
●19 日（火）朝，サン・ロラン・デュ・ヴァール（アルプ・マリティム県）路
上で，配達人がトラックを停止していたところ，ヘルメットを被った男２名に
銃で脅され，トラックを奪い取られた。同トラックは現場から約２km 離れた場
所で発見された。
●19 日（火）から 20 日（水）にかけての夜，コロミエ（オート・ガロンヌ県）
で，覆面をして銃を持った男２名（35 歳と 50 歳）が一軒家に侵入し，家人を脅
して銀行カード，携帯電話及びアクセサリー等を奪い取った。その後，男２名
は警察に逮捕され，内１名の自宅の家宅捜索の結果，手錠，手袋，少量の大麻
樹脂・コカイン及び犯行に使用された銃が押収された。
●22 日（金）午前５時頃，レ・ペンヌ・ミラボー（BdR 県）の幹線道路Ａ７で，

タバコ数百カートンを運搬中のトラックが犯人らが乗った別のトラックに追突
されて停止させられ，トラックごと奪い取られた。奪い取られたトラックは中
身を空にされ，燃やされた状態でカブリエ（BdR 県）で発見された。
●23 日（土）午後，マルセイユ（BdR 県）ラ・カステランヌ（16 区）で，男性
２名が車内にいたところ，何者かに頭部を銃で数発撃たれて死亡した。検事局
は薬物密売に関する報復事件と推定。
●23 日（土）夜，アグド（エロー県）で，男２名がバーに押し入り，店長と客
を銃で脅して現金を奪って逃走した。
●24 日（日）夜，ベジエ（エロー県）で，銃で武装した男２，３名が結婚式場
に押し入り，宝石などを奪って逃走した。
●28 日（木）午後５時 50 分頃，キュノー（オート・ガロンヌ県）で，男３名が
スーパーに押し入り，止めに入った警備員に暴行をふるい商品を奪って逃走し
た。その後，犯人は憲兵隊に発見され，逮捕された。
●28 日（木）朝，カルヴィ（オート・コルス県）で，武装した男３名が兵器工
場に侵入し，銃約 60 丁を奪い取った。
２ 薬物，銃器事件
●８月 31 日（木）から９月１日（金）にかけてマルセイユ（BdR 県）カリスト
（15 区）にある学校で，何者かが校舎に向けてカラシニコフ銃を発射した。弾
痕 24 発が確認された。
●１日（金），トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）ラ・ヴァッシュ地区で，女
性が知人の男から暴力を受けていると親戚に訴えた。親戚から通報を受けた警
察が同男を尋問し，自宅アパートを捜索したところ，大麻樹脂数グラム，コカ
イン数グラム，サブマシンガン１丁及び自動式拳銃１丁を発見し，押収した。
男は拘留された。
●２日（土）から３日（日）にかけての夜，カスタネ・トロザン（オート・ガ
ロンヌ県）で，警察官が車両を停止させたところ，車内に強い臭いが漂ってい
ることに気付いた。車内から大麻１kg が発見され，運転手の男（33 歳）が逮捕
された。
●３日（日）午後９時 30 分頃，マルセイユ（BdR 県）ジャン・ジュルネ通りに
あるファースト・フード店で銃撃事件が発生した。目撃者によると，事件の約
１時間前，店のサービスに不満を持った客４名と口論となっていた。同４名が
退店した後，内１名が店に戻って来て銃を乱射し，共犯者が運転するスクータ
ーに乗り逃走した。客の男性（26 歳）が太腿を撃たれて負傷した。現場には銃
と薬莢６発が残されていた。
●４日（月）午後３時 30 分頃，グルナド・スール・ガロンヌ（オート・ガロン

ヌ県）にあるバーのテラスで，男が友人３名と殴り合いになり，銃を数回発射
したが，当たらなかった。男は逃走したが，その後憲兵隊に逮捕された。
●５日（火）午後，マルセイユ（BdR 県）ドミニケンヌ通り（１区）で，男が車
のトランクに大麻 1kg を所持していた容疑で警察に逮捕された。
●６日（水）午後，マルセイユ（BdR 県）サン・シャルル地区（１区）で，男（23
歳）が車両内に大麻１kg を所持していた容疑で警察に逮捕された。逮捕当時，
男は現金 8,100 ユーロを所持していた。
●６日（水）午後 10 時頃，マンヴィル（オート・ガロンヌ県）路上で，男（24
歳）が大麻 100g を所持していた容疑で警察に逮捕された。
●８日（金）夜，男性（32 歳）がマルセイユ（BdR 県）５区にあるティモンヌ
病院に現れた。同男性は腕を銃で数カ所撃たれていた。
●10 日（日），カーニュ・スール・メール（アルプ・マリティム県）で，生後
14 ケ月の赤子が自宅で大麻樹脂を誤嚥し，病院に搬送された。両親は逮捕され
たが，その後母親は釈放された。父親は大麻樹脂を常用しており，家宅捜索に
より大麻 152kg と現金 9,700 ユーロが押収された。15 日間にニース及びカンヌ
にある公園で,２歳児以下による大麻の誤嚥事故が５件発生している。
●10 日（日）午前４時頃，マルセイユ（BdR 県）北部でスペインから来た車両
４台が警察に停止させられた。同車両４台から大麻 136kg が発見され，容疑者
７名が逮捕された。その２日後，ラ・ベグド（13 区）のシテで，容疑者 11 名が
麻薬密売の容疑で警察に逮捕された。
●12 日（火）午後 11 時頃，トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）サン・ミシェ
ル地区で，車を運転していた男性が警察の取り締まりを受け，同乗していた男
（22 歳）がコカイン 3.6g を所持していた容疑で逮捕された。
●13 日（水）午前１時頃，トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）ポル通りで，
男（34 歳）がヘロイン 3.3g を所持していた容疑で警察に逮捕された。
●13 日（水）午前２時頃，トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）で，男（35 歳）
が無免許で車を運転して警察の取り締まりを受けた。男は大麻 1.5g を所持して
いた。
●13 日（水）夜，トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）ファウレット地区で，
警察が高速度で走行する車両を発見し追跡していたところ，逃走中の同車両か
ら大麻 580g 入りのカバンが投げ捨てられたのを確認した。同車両に乗っていた
男２名（31 歳と 20 歳）は逮捕された。
●14 日（木）午前４時頃，トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）キャピトル地
区路上で，車両に乗っていた男（18 歳）が車内に大麻 1.6g と刃物６本を所持し
ていた容疑で警察に逮捕された。また同市イザール地区路上で，無免許で車を
運転していた男（43 歳）が車内に大麻樹脂 2g を所持していた容疑で警察に逮捕

された。
●19 日（火）午後４時頃，マルセイユ（BdR 県）アル・ベル地区（11 区）にあ
る幼稚園や学校付近で銃声が聞こえた。
●21 日（木）午前４時頃，マルセイユ（BdR 県）ブリカルド地区（15 区）のシ
テで，男性（21 歳）が何者かに手や足を銃で４回撃たれて負傷した。
●21 日（木）午後９時 25 分頃，トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）バガテル
地区で，男性（46 歳）がベンチに腰掛けていたところ，何者かに銃で撃たれ，
腹部を負傷した。
●24 日（日）午後 11 時 30 分頃，マルセイユ（BdR 県）パルク・カリスト（15
区）のシテ付近で，男性（22 歳）が何者かに足を銃で撃たれて病院に搬送され
た。男性の命に別状はない。
●27 日（水），ラ・バルク（BdR 県）にある高速道路料金所で，男（22 歳）が車
内にコカイン 123g 及び大麻樹脂 7g を所持していた容疑で逮捕された。
３ 交通事故
●24 日（日）午後，シストロン（アルプ・ド・オート・プロヴァンス県）で，
男性（91 歳）が道路を横断していたところ，バスに撥ねられた。男性は重体。
●29 日（金）午後 10 時 30 分頃，ピュイヴェール（ヴォークリューズ県）の幹
線道路で，車両が何度も横転した。車両に乗っていた男性（21 歳）は軽傷を，
別の男性（22 歳）は重傷を負った。
４ その他の事件
●１日（金）午前８時頃，オリオール（BdR 県）で，女性（36 歳）がジョギン
グをしていたところ，未成年の男に頭部を石で殴られ，背中をドライバーで殴
られた。男は監視カメラの画像に基づき警察に逮捕された。
●１日（金）午後，フレジュ（ヴァール県）で，森林火災が発生し，約 80ha が
焼失した。
●２日（土）午後 10 時頃，イエール（ヴァール県）で，森林火災が発生し，約
460ha 焼失した。
●７日（木）午前２時頃，無免許の男（20 歳）が泥酔状態で車両を運転して，
警察車両に衝突し，逮捕された。
●８日（金）午前９時頃，マルセイユ（BdR 県）６区にあるアパートで火災が発
生し，住民６名が救助された。同アパートの３～５階が焼失した。
●11 日（月），タラスコン（BdR 県）の刑務所で，留置人１名が看守２名を襲い，
看守の１名は鼻を骨折した。
●13 日（水）午後，トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）フレデリック・エス

テブ通りで，精神に障害のある男（42 歳）が「アラー・アクバル」と叫びなが
ら通行人３名と警察官４名に襲いかかって負傷させた。初期捜査により本事件
にはテロの性質がないことが確認された。
●16 日（土）午後 11 時頃，マルセイユ（BdR 県）アルナヴォー地区（14 区）に
あるロム人のキャンプで火災が発生したが，負傷者は出なかった。
●17 日（日）午前 11 時頃，マルセイユ（BdR 県）サン・シャルル駅構内で，ア
メリカ人旅行者２名が精神に障害のある女（41 歳）に塩酸を顔にかけられて火
傷を負った。女は警察に逮捕された。
●17 日（日），コロブリエール（ヴァール県）で，子供が狩猟中の事故により重
傷を負い，病院に搬送された。
●20 日（水）午後１時 30 分頃，マルセイユ（BdR 県）モントリヴェ地区（12 区）
で，パワーショベルが道路を掘削していたところ，ガス管にぶつかり，ガスが
噴出したため，消防が出動した。
●27 日（水）までにマルチグ（BdR 県）で，車上狙いを専門とするグループが
警察に逮捕された。犯人らはマルチグとシャトーヌフの小学校周辺で子供を送
りにきた車を狙って犯行に及んでいた。
●28 日（木），トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）で，男（37 歳）が万引き
の容疑で憲兵隊に逮捕された。犯人はボーゼルとオソンヌのスーパーで計 22 回
犯行に及んでいた。犯人の自宅からインク 42 箱，テレビゲーム 35 個と化粧品
278 個が押収された。
●28 日（木）午前零時過ぎ，トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）ウィルソン
広場で，男性２名（21 歳と 27 歳）が男２名（17 歳と 18 歳）にタバコを求めら
れたが断わったところ，男２名に数回蹴られて負傷した。男２名は警察に逮捕
された。

