南仏事件情報（2017 年 12 月分）
１ 凶悪事件（殺人，強盗事件等）
●２日（土）午後７時 15 分頃，マルセイユ（ブーシュ＝デュ＝ローヌ県以下 BdR
県）ジョリエット（２区）で，覆面をした男２名がパン屋に押し入り，拳銃を
威嚇射撃して店員を脅し，現金約 450 ユーロを奪った。
●２日（土）午前３時 15 分頃，マルセイユ（BdR 県）ノートル＝ダム＝デュ＝
モン（６区）路上で，浮浪者の男性（31 歳）が何者かに刃物で腹部を刺されて
死亡した。
●２日（土）午前８時 30 分頃，マルセイユ（BdR 県）バイユ通り（５区）付近
で，覆面をした男２名が民家のドアをノックして家人にドアを開けさせて中に
入り，家人を脅して現金と携帯電話を奪った。家人は負傷した。
●５日（火），コルシカ島バスティア空港（オート＝コルス県）で，男２名が銃
で撃たれ，１名は死亡し，１名は重傷を負った。犯人は車に乗って逃走した。
捜査関係者は報復事件と推定。
●７日（木）午後 10 時頃，マルセイユ（BdR 県）ベル＝ド＝メ（３区）で，男
性（20 歳）が窃盗犯を捕まえようとしたところ，犯人に刃物で胸部を刺され重
体。犯人は他の住人らに捕まり袋叩きにされた。
●７日（木）午前４時頃，マルセイユ（BdR 県）サン＝シャルル駅付近で，障害
者の男性（47 歳）が男５名（18～25 歳）に刃物で脅され，現金 20 ユーロと携
帯電話を奪われた。その後，犯人らはベル＝ド＝メ（３区）で警察に逮捕され
た。
●14 日（木）午前 11 時頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）ミニム通りに
ある建物屋上で，男性（48 歳）が死亡しているのを掃除婦が発見した。解剖の
結果，死因は胸部骨折による窒息死と認められた。男性の顔面には複数の暴行
の跡が認められた。容疑者３名が警察に逮捕された。
●15 日（金）午後７時頃，ニース（アルプ＝マリティム県）ムーラン地区で，
男性（32 歳）がスクーターに乗った男２名に銃で背中を撃たれて死亡した。
●15 日（金）夜，カヴァイヨン（ヴォークリューズ県）で，少年（17 歳）が交
際中の女性（18 歳）を刃物で刺し殺した後，自殺した。少年は精神的な障害が
あり，治療を受けていた。
●17 日（日）夜，マルセイユ（BdR 県）カブセル（15 区）路上で，喧嘩が発生
し，男性（29 歳）がカッターで頸動脈を切られて病院に搬送された。男性の命
に別状はない。
●21 日（木）午後８時 30 分頃，ル・カネ（アルプ＝マリティム県） で，警察
官の制服を着た強盗２名が民家に押し入り，家人の腕を撃ち，宝石，携帯電話，

車等を奪って逃走した。強盗犯はインターホンで家人に，庭に不審者がいると
言って玄関を開けさせた。
●23 日（土）午後６時 30 分頃，マルセイユ（BdR 県）カンティニ通り（６区）
で，覆面をした男２名がスーパーマーケットに押し入り，拳銃で店員を脅して
現金を奪い，スクーターに乗って逃走した。
●25 日（月）午後７時 30 分頃，マルセイユ（BdR 県）ラ・カラド（15 区）のバ
ーで，男性（26 歳）が覆面をした男２名に拳銃で３発撃たれて死亡し，他の男
性客２名（23 歳と 39 歳）にも銃弾が当たって軽傷を負い，病院に搬送された。
現場には薬莢６発があった。
●25 日（月）午後，マルセイユ（BdR 県）ノアイユ（１区）で，男性が男（20
代）に胸部を刺されて重傷を負ったが，一命をとりとめた。男は男性の友人に
取り押さえられた。
●29 日（金）午前１時 30 分頃，マルセイユ（BdR 県）エメ・セセール通り（14
区）で，男性（27 歳）が男（42 歳）に胸部を８回刺された。男性は重体。目撃
者によると，男は男性と車の駐車場所を巡って口論をしていた際，刃物を取り
出して犯行に及んだ。男は警察に逮捕された。
●29 日（金）午後９時 30 分頃，アヴィニョン（ヴォークリューズ）ボナヴァン
チュール通り付近の袋小路で，男性（31 歳）が何者かに数発撃たれて死亡した。
警察は報復事件と推定。
●31 日（日）深夜，マルセイユ（BdR 県）オッド通り（15 区）で，男性（29 歳）
が車に乗ったところ，何者かにカラシニコフ銃で撃たれて死亡した。現場には
薬莢 29 発が残されていた。
●31 日（日）午後７時頃，マルセイユ（BdR 県）サント・マルト通り（14 区）
で，覆面をした男４，５名が営業中のスーパーマーケット「カルフール」に押
し入り，銃で店員を脅して現金数百ユーロを奪って逃走した。犯人らは発砲し
ておらず，怪我人はなかった。
２ 薬物，銃器事件
●２日（土）午後８時頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）シャルル・ド・
ゴール広場で，女が大麻所持の容疑で警察に逮捕された。
●10 日（日）午前２時頃，マルセイユ（BdR 県）レスタック（16 区）にあるレ
ストランで，男性２名（30 歳と 31 歳）が男１名に拳銃で撃たれて負傷した。同
レストランでは誕生パーティーが開催されており，犯人は別の男２名と招待状
を持たずに同パーティー参加していた。犯人は男性らに退出を求められ，拳銃
を取り出した。犯行後，犯人は逃走したが，12 日に警察に自首した。
●11 日（月）午後 11 時 20 分頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）ミライ

ユ地区で，男（22 歳）が信号無視をして警察に停止させられた。男は麻薬を使
用していたため逮捕された。
●16 日（土）午後，ピブラック（オート＝ガロンヌ県）の一軒家で，大麻樹脂
１．６トンが警察に押収された。同家の所有者等 12 名が逮捕された。大麻樹脂
はモロッコから輸送されていた。
●17 日（日）午後 11 時頃，ミヨー（アヴェロン県）の料金所付近で，トラック
に積載されていた大麻樹脂１トンが警察に押収された。トラックに乗っていた
男２名は逮捕された。
●17 日（日）から 18 日（月）にかけての夜，シジャン（オード県）の高速道路
（Ａ９）で，トラックに積載されていた大麻草と大麻樹脂１．３トンが税関に
押収された。運転手の男（58 歳）は逮捕された。トラックはスペインからデン
マークに向かっていた。
●19 日（火）午後 10 時頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）ウィルソン広
場で，男（22 歳）が大麻樹脂 1.6g と鉈を所持していた容疑で警察に逮捕された。
●20 日（水）午前１時 30 分頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）ラザール・
カルノ通りで，男（32 歳）がコカイン２g を所持していた容疑で警察に逮捕さ
れた。
●20 日（水）午後４時頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）ミニム地区で，
少年（14 歳）が大麻樹脂 93g と包丁を所持していた容疑で警察に逮捕された。
●26 日（火）午後 10 時頃，マルセイユ（BdR 県）レ・プス（15 区）の市場で，
男性（20 代）が何者かに猟銃で足を撃たれて負傷した。警察関係者によれば，
タバコの密売に関係したものである。
●29 日（金）午後 10 時頃，マルセイユ（BdR 県）シテ・ラ・マリー（13 区）で，
男性（19 歳）が何者かに膝を３発撃たれた。男性の命に別状はない。
３ 交通事故
●２日（土）午前９時頃，エクス＝アン＝プロヴァンス（BdR 県）で，２名乗車
の車両が単独事故を起こし，運転手の男性（30 歳）は死亡し，同乗者の女性（30
歳）は重傷を負った。
●６日（水）午前７時頃，ポラック（オート＝ガロンヌ県）で，トラックが車
両２台に衝突する事故が発生した。車両の運転手（59 歳）が死亡した。
●８日（金）午前８時頃，マルセイユ（BdR 県）リトラル通り（16 区）で，車
両３台の交通事故が発生し，男性２名と女性１名が重傷，女性１名が軽傷を負
った。
●８日（金）夜，ヴォークリューズ県の道路で交通事故が３件発生し，３名が
死亡した。１件目は午後６時頃，カロンブで，オートバイに乗っていた少年（17

歳）が営業車と衝突して死亡した。２件目は，午後９時頃，アヴィニョンで，
歩行者が女性の運転する車両に撥ねられて死亡した。３件目は，午後 11 時頃，
男性（51 歳）が車両に乗って塀に衝突して死亡した。
●14 日（木）午後４時頃，ミラ（ピレネー・オリアンタル県）で，列車とスク
ールバスの衝突事故が発生し，生徒４名が死亡し，11 名が重傷，９名が軽傷を
負った。
●21 日（木）午後，ラバルト＝リビエール（オート＝ガロンヌ県）で，男性（43
歳）が車両を運転中，ガードレールに衝突して死亡した。
●23 日（土）午前５時 45 分頃，ノーヴ（ヴォークリューズ県）の幹線道路（D28）
で，若者６名（18 歳～20 歳）乗車の普通車が２名乗車のトラックに衝突し，８
名が負傷（内３名は重体）した。
●24 日（日）朝，マルセイユ（BdR 県）ラバト通り（８区）で，歩行者（64 歳）
がオートバイに撥ねられて死亡した。
４ その他の事件
●１日（金）午前１時頃，マルセイユ（BdR 県）モルルット（15 区）のシテで，
女性（20 代）が刃物で数回刺されて病院に搬送された。同女性の命に別状はな
い。
●２日（土）午後 11 時 30 分頃，マルセイユ（BdR 県）旧港で，女性（24 歳）
が車内にいたところ，ブルガリア人の男（28 歳）に窓ガラスをノックされたた
め，窓を開けた。女性は男に瓶で顔面を殴られたため，車内に閉じこもって警
察に通報し，男は駆けつけた警察官に逮捕された。
●３日（日）午後５時 20 分頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）アルノー・
ベルナール広場で，男（35 歳）が密輸入されたタバコ 11 箱を所持していた容疑
で警察に逮捕された。
●６日（水）午後８時頃，マルセイユ（BdR 県）14 区にあるロム人のキャンプ
で火災が発生し，75 名が避難した。
●８日（金）から９日（土）にかけての夜，マルセイユ（BdR 県）カゼマジュ通
り（15 区）にあるロム人のキャンプで火災が発生し，男性（35 歳）が死亡した。
●９日（土）午後９時頃，ロクブリュヌ＝スール＝アルジャン（ヴァール県）
にある民家が爆発し，住人の男性（70 代）が負傷し，病院に搬送された。男性
の命に別状はない。瓦礫の中から爆発装置が発見された。憲兵隊は事故と自殺
の両面で捜査中。
●10 日（土），エクス＝アン＝プロヴァンス（BdR 県）フンダション・ヴァサル
リ付近のロム人キャンプで，子供が火の中にスプレー缶を投げ込み，スプレー
缶が爆発した。少女（11 歳）と少年（９歳）が顔と手に火傷を負って病院に搬

送された。別の子供２名も病院に搬送された。
●11 日（月）午前７時 30 分頃，ニース（アルプ＝マリティム県）で，男（34
歳）が妻と娘（３歳）を刃物で刺して負傷させた。犯行後，男は自殺を試みた
が，未遂に終わり逮捕された。
●12 日（火）午前２時 30 分頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）エルネス
ト・ルナン通りで，男（27 歳）が車両の窓を破壊し，車内からバッグ２個を窃
取したところ，警察に現行犯逮捕された。
●13 日（水），マルセイユ（BdR 県）ローム通りで，運転手がトラックで荷物を
配達中に男２名にトラック内から荷物を盗まれ，警察に通報した。数十分後，
警察が車内に盗んだ荷物を積んだ犯人２名（チリ国籍）を発見して逮捕した。
●15 日（金）午後６時頃，ニース（アルプ＝マリティム県）メルカトゥール通
りで，バスの運転手（53 歳）がバス内で騒いでいた若者を注意したところ，若
者にカッターで顔を切られて負傷した。
●15 日（金）夜，マルセイユ（BdR 県）カイヨル（12 区）で，グループ同士の
乱闘があり，男性（20 歳）が刃物で数回刺されて病院に搬送された。
●19 日（火），トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）アルノー・ベルナール広場
で，男（28 歳）がタバコの密売容疑で警察に逮捕された。男は密輸されたタバ
コ 21 箱を所持していた。
●19 日（火）朝，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）ブルバキ地区で，男４
名（18～24 歳）がアパートに侵入した容疑で逮捕された。
●19 日（火）朝，アントレーグ＝スール＝ラ＝ソルグ（ヴォークリューズ県）
で，父親（47 歳）と息子（27 歳）が盗難車両の密売容疑で憲兵隊に逮捕された。
●22 日（金）午後２時 30 分頃，マルセイユ（BdR 県）旧港付近（１区）で，少
女２名（２名とも 14 歳）が車椅子の男性から財布を窃取しようとしたところ，
男性が気づいた。少女らはパトロール中の警察官に逮捕された。
●25 日（月）午後１時頃，マルセイユ（BdR 県）ノートル＝ダム・ドゥ・ラ・
ガルド（７区）で，精神異常の男が植木ばさみでパイプオルガンを叩いて暴れ
たため，警備員に取り押さえられ，精神科の施設に収容された。

※ ここに掲載した事件は新聞等の公開情報をもとにまとめておりますが，掲
載した事件以外にも日々各種事件が発生していることを申し添えさせていただ
きます。

