南仏事件情報（2017 年 10 月分）
１ テロ関連事件
１日（日）午後１時 45 分頃，マルセイユ（ブーシュ・デュ・ローニュ県以下 BdR 県）サ
ン・シャルル駅で，チュニジア人の男（30 代）が刃物で女性２名（２人とも 20 代）を刺殺
した。その後，男は「アラーは偉大なり」と叫びながら，仏軍兵士に襲いかかり，射殺さ
れた。
２ 凶悪事件（殺人，強盗事件等）
（１）１日（日）午前２時頃，マルセイユ（BdR 県）パニエ地区２区で，乱闘が発生し，男
性２名がそれぞれ腹部と背中を刃物で刺された。内１名は重体。
（２）14 日（土）朝，ラ・セーヌ・スール・メール（ヴァール県）ベルスのシテで，男性
（27 歳）が何者かに銃で３発撃たれて死亡しているのが発見された。
（３）15 日（日）朝，マルセイユ（BdR 県）パルク・カリスト（15 区）で，少年（16 歳）
が何者かに銃で頭部を数発撃たれて負傷した。
（４）16 日（月）午後 10 時頃，エクス・アン・プロヴァンス（BdR 県）ジャ・ドゥ・ブフ
ァン地区で，男性（31 歳）が何者かに銃で足を２発撃たれ，病院に搬送された。男性の命
に別状はない。
（５）19 日（木）午後６時 30 分頃，ブラニャック（オート・ガロンヌ県）パルク通りで，
拳銃を所持した男（25 歳）が薬局に押し入り，店員を脅して抗不安剤を奪って逃走した。
その後，男は警察に逮捕された。
（６）19 日（木）
，マルセイユ（BdR 県）ブリカルド地区で，男性（39 歳）が何者かに銃で
撃たれて死亡した。複数の目撃者によると，犯人は２名。被害者は薬物密売に関する前科
があり，警察は本事件を薬物密売に関する報復事件と認めた。
（７）20 日（金）午前８時 15 分頃，トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）ブスカ地区で，
覆面をして刃物を持った男がタバコ屋に押し入り，店長を脅して現金数万ユーロとタバコ
約 15 箱を奪って逃走した。
（８）31 日（火）午後 10 時 30 分頃，マルセイユ（BdR 県）プロンビエル（３区）で，拳
銃を持って覆面をした男３名がファーストフード店に押し入ったが，何も奪わずに逃走し
た。犯人らは拳銃を１発発射したが，負傷者はなかった。
３ 薬物，銃器事件
（１）２日（月）夜，ヴァール県の茂みで，猟師（30 代）が動物を見つけたと猟銃を３発
撃ったところ，別の猟師（70 歳）に当たり，撃たれた猟師は死亡した。
（２）２日（月）
，マルグリット（ガール県）の高速道路で，トラック内から大麻 440kg と
コカイン 12kg が税関に発見され押収された。トラックに乗っていた男２名は逮捕された。

（３）３日（火）
，ポール・ドゥ・ブック（BdR 県）で，警察官がシートベルトをせずに車
両を運転していた男（25 歳）を停止させた。男は車両のトランク内にロケット弾，カラシ
ニコフ銃１丁と弾丸を所持していたため逮捕された。
（４）４日（水）午後 10 時 45 分頃，トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）ベルフォンテ
ンヌ地区で，男２名（54 歳と 19 歳）が大麻樹脂 215g を所持していた容疑で逮捕された。
（５）６日（金）サン・クリストル（ヴォークリューズ県）で，男（35 歳）が大麻密売の
容疑で憲兵隊に逮捕された。男が栽培していた大麻 464 株，銃と現金 8,000 ユーロが押収
された。
（６）10 月上旬，セイス（オート・ガロンヌ県）の刑務所で，看守（44 歳）が２年前から
囚人に麻薬（特に大麻樹脂）や携帯電話を与えていた容疑で逮捕された。
（７）14 日（木）午後 10 時頃，トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）ラバステン通りで，
酒に酔った男（56 歳）が拳銃の弾丸２発を所持していた容疑で逮捕された。
（８）14 日（木）午後２時頃，トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）ラ・ラメ通りで，少
年（18 歳）が大麻 26g を所持していた容疑で逮捕された。同日午後７時 30 分頃，同市ウク
ライナ通りで，男が大麻 200g を所持していた容疑で逮捕された。
（９）16 日（月）午後６時 45 分頃，マルセイユ（BdR 県）ブーゲンヴィル（15 区）のバス
内で，旅行者の男（24 歳）が拳銃と大麻数グラムを所持していた容疑で逮捕された。
（10）16 日（月）
，エクス・アン・プロヴァンス（BdR 県）で，薬物密売人８名が逮捕され，
現金 22,000 ユーロ，大麻 500g，コカイン 12g と銃２丁が押収された。
（11）17 日（火）
，マルセイユ（BdR 県）フォン・ヴェール（14 区）のシテで，薬物密売人
６名（20 歳から 22 歳）が警察に逮捕され，大麻樹脂６kg と現金 2,000 ユーロが押収され
た。同日，同市フェリックス・ピア（３区）のシテで，薬物密売人７名が逮捕され，現金
6,000 ユーロ，拳銃１丁と防弾チョッキが押収された。
（12）17 日（火）午後，トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）ベルフォンテンヌ公園で，
男（32 歳）が大麻樹脂 58g とコカイン２g を所持していた容疑で逮捕された。同日，同市
ポール・ゴギン通りで，ホームレスの男が大麻 56g とコカイン 10g を所持していた容疑で
逮捕された。
（13）18 日（水）午後，トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）サン・シモン地区で，定期
便パイロットの男（56 歳）が自宅に大量の武器（拳銃，自動小銃，弾丸５，６千発と手榴
弾等）を所持していた容疑で警察に逮捕された。前日，男の内縁の妻が警察に通報した。
（14）18 日（水）午前１時 15 分頃，トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）イザール通りで，
男（28 歳）が大麻６g とコカイン６g を所持していた容疑で逮捕された。
（15）10 月下旬，トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）ベルフォンテンヌ地区にある薬物
密売人の自宅で，警察による捜索が行われ，大麻 900g と現金 27,000 ユーロが押収された。
（16）30 日（月）午前 11 時 30 分頃，トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）ジャン・ジョ
レス地区で，男（36 歳）が拳銃１丁を所持していた容疑で警察に逮捕された。

４ 交通事故
（１）１日（日）午後５時 30 分頃，ルセ（BdR 県）の高速道路で，車両７台の衝突事故が
発生し，１名が重体。
（２）13 日（金）午前１時 30 分頃，トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）フロントン通り
で，男（30 歳）が飲酒運転で交通事故を起こし，警察に逮捕された。
（３）13 日（金）朝，マルセイユ（BdR 県）からリヨンに向かう幹線道路で，オートバイ
を運転していた女性（30 代）が転倒して死亡した。
（４）14 日（土）未明，マルセイユ（BdR 県）サン・ジェロム地区（15 区）で，オートバ
イに乗っていた男性と女性が転倒して重傷を負った。
（５）14 日（土）午前６時頃，マルセイユ（BdR 県）ミリエール通り（11 区）で，車両を
運転していた男性（25 歳）が事故を起こして死亡した。男性は酒に酔っていた。
（６）17 日（火）夜，グラース（アルプ・マリティム県）で，若者３名が乗っていた車両
が壁に衝突し，内１名（19 歳）が死亡した。運転していた男性（20 代）と別の乗員（20 代）
は軽傷を負った。
（７）22 日（日）午前１時頃，オートン（アルプ・ド・オート・プロヴァンス県）の幹線
道路で，車両を運転していた男性（25 歳）が車道に飛び出てきたイノシシを避けようとし
たため，車両が路外に逸脱した。運転手に怪我はなかったが，同乗者４名が負傷した。
５ その他の事件
（１）１日（日）夜，マルセイユ（BdR 県）８区路上で，消防隊員が意識がなく倒れていた
男（20 代）を救助しようとしたところ，男が突然立ち上がって消防隊員に襲いかかった。
男は警察に逮捕された。
（２）２日（月）午前５時頃，マルセイユ（BdR 県）ラ・プラヌ（６区）で，男２名がバー
に侵入して酒を窃取したところ，警察官に発見され現行犯逮捕された。
（３）３日（火）午後９時頃，カシ（BdR 県）路上で，男性（24 歳）が死亡しているのが
消防隊員に発見された。男性のヘルメットは割れており，男性のオートバイが付近に倒れ
ていた。死因を特定するため，捜査が開始された。
（４）３日（火）午後５時 40 分頃，トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）ＵＲＳＳ通り沿
いの公立学校前で，男がテーブルナイフを振り回して警察に逮捕された。
（５）３日（火）
，マルセイユ（BdR 県）ロジェ・サラングロ通り（15 区）で，車両窃盗と
密売を専門とするグループのリーダー２名と共犯者 19 名が警察に逮捕された。犯人らは少
なくとも高級車 40 台を盗んで国外に売却していた。
（６）４日（水）午後 10 時頃，トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）コロンベット通りで，
男（48 歳）が包丁を所持していた容疑で逮捕された。
（７）８日（日）
，マルセイユ（BdR 県）ジョリエット（２区）で不審なスーツケースが住

民に発見され，爆発物処理班が対応した。サン・シャルル駅でも不審な荷物が発見され，
爆発物処理班が対応した。
（８）９日（月）午前３時 30 分頃，フルク（ガール県）で，男５名が車両２台に分乗して
現れ，たばこ屋のシャッターに車両を衝突させて破壊し，店内に侵入したが，防犯システ
ムが作動したため，何も取らずに逃走した。
（９）10 日（火）午後 11 時 10 分頃，マルセイユ（BdR 県）アンブルグ通り（８区）で，
男（47 歳）が店のショーウィンドーを破壊したところを警備員に発見され，警備員から通
報を受けた警察官に逮捕された。男は工具と手袋を所持していた。
（10）13 日（金）午前４時 15 分頃，トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）パルガミニエル
通りで，女性が自転車に乗っていたところ，車両に乗った男（22 歳）に瓶を顔面に投げつ
けられた。男は駆けつけた警察官に逮捕された。男は酒気を帯びており，無免許運転だっ
た。
（11）13 日（金）午前８時 30 分頃，セイス（オート・ガロンヌ県）の刑務所で，男（19
歳）が脱獄したが，午前９時 15 分頃，憲兵隊に逮捕された。
（12）15 日（日）午前８時 30 分頃，マルセイユ（BdR 県）ルミニ地区（９区）で，男性（40
歳）が交際中の女性のアパートにいたところ，女性が以前交際していた男が現れ，刃物で
数回刺されたが，命に別状はない。犯人の男は逃走した。
（13）16 日（月）午後 11 時 20 分頃，マルセイユ（BdR 県）パニエ地区で，少年（17 歳）
がコンテナ３台に放火した容疑で逮捕された。
（14）20 日（金）
，トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）の空港付近で，不審な荷物が発見
され，トラムの運行が停止された。爆発物処理班が対応した。
（15）21 日（土）午前６時頃，マルセイユ（BdR 県）地下鉄フレ・ヴァロン駅で，男性（25
歳）が誤って線路に転落し，消防に救助された。
（16）21 日（土）午後 11 時頃，アヴィニョンのローヌ川で，遊覧船がブイに衝突し，乗客
の英国人女性１名が死亡し，他５名が負傷した。
（17）22 日（日）
，マルセイユ（BdR 県）レ・グード（８区）で，男性（38 歳）がロックク
ライミングをしていたところ，落下してきた石が頭部に当たって負傷し，消防により病院
に搬送された。
（18）22 日（日）
，バラニュ（オート・コルス県）で，森林火災が発生し，約 1600ha が焼
失した。
（19）24 日（火）午前１時頃，トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）レイヌリ地区にある
駐車場で，何者かが放火して車両 14 台が燃えた。
（20）26 日（木）午前 10 時 30 分頃，トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）ラ・ヴィル・
ローズ地区にある宝石店で，男２名がルビーの指輪（時価約３万ユーロ）を奪って逃走し
た。男１名が店員の注意をそらしている間に，別の男１名が指輪を奪った。
（21）27 日（金）
，ギソニ（オート・コルス県）で，森林火災が発生し，約 380ha が焼失し

た。
（22）29 日（日）午前２時 30 分頃，セレスト（BdR 県）で，火災が発生し，車両５台と薬
局１軒が燃えた。
（23）30 日（月）から 31 日（火）にかけての夜，トゥールーズ（オート・ガロンヌ県）プ
ルパン地区で，男３名が一軒家に侵入したところ，家人に見つかり逃走した。その後，男
３名は警察に逮捕された。
（24）31 日（火）午後５時過ぎ，マルセイユ（BdR 県）ポワント・ルージュ（８区）のボ
ート置場で火災が発生し，ボート約 40 台が焼失した。

