南仏事件情報（2018 年２月分）
１ テロ関連事件
20 日（火），ポン＝サン＝テスプリ（ガール県）とアルビ（タルヌ県）で，２
０１７年８月バルセロナとカンブリスでテロを実行した組織のメンバーとされ
るドリス・ウカビールと関係のある３人が逮捕された。仏の捜査関係者による
と，逮捕された３人はドリス・ウカビールと関係はあるが，彼らがスペインで
のテロに参加したことを証明する要因は確認されていない。ドリス・ウカビー
ルの身分証明書は，バルセロナのランブラス通りにおけるテロに使用されたバ
ンを借りる際に用いられた。
２ 凶悪事件（殺人，強盗事件等）
●２日（金）夜，マルセイユ（BdR 県）ミリエール (11 区)で，車両で帰宅途中
の男性（29 歳）が頭部を銃で２発撃たれて死亡した。被害者は薬物組織のリー
ダーとして知られていた。
●３日（土）午後 11 時頃，キュージュ・レ・パン（BdR 県）にある遊園地「Ｏ
Ｋコラル」駐車場で，車両火災が発生した。車内から２名の焼死体が発見され，
頭部には銃で撃たれた跡があった。１名は麻薬に関する前歴があった。
●４日（日）午前中，マルセイユ（BdR 県）ナショナル通り（３区）で，拳銃や
刃物，鉈で武装した男４名がスーパー「カルフール・コンタクト」に押し入り，
金庫内から現金数千ユーロを奪って逃走した。
●９日（金）午後８時頃，マルセイユ（BdR 県）旧港（２区）にある市役所駐車
場付近で，塩酸とアルミニウムで構成された手製爆弾が爆発したが，人的被害
や物的被害は確認されていない。容疑者３名が現場から逃走した。
●11 日（日）午後，マリニャン（BdR 県）ジャン＝ジョレス通りで，女性がＡ
ＴＭで現金を引き出していたところ，武装した男に脅され，現金 500 ユーロを
奪われた。
●18 日（日）午前４時 40 分頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）サン＝ロ
ーム通りにあるディスコで，男性が男に刃物で胸部を刺されて負傷した。男は
警察に逮捕された。
●19 日（月）午後，サン＝タルバン（オート＝ガロンヌ県）で，男がパン屋に
押し入り，刃物で店員を脅して売上金を奪い取って車で逃走した。憲兵債に通
報された車の特徴により，男は逮捕された。
●19 日（月）午後４時頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）マタビオ駅前
で，男２名（19 歳と 27 歳）が刃物と鉈で首と胸部を切られて死亡した。目撃者
の情報により，21 日，少年（15 歳）が同殺人事件に関わっている容疑で逮捕さ

れた。少年は薬物密売グループの中心人物とされている。
●19 日（月）午後 11 時 40 分頃，マルセイユ（BdR 県）ガンベッタ通り（１区）
で，押入り強盗未遂事件が発生した。目撃者の通報により，スラブ系の男４名
（17 歳と 18 歳，28 歳，39 歳）が逮捕された。
●23 日（金）午後７時 10 分頃，ペルチュイ（ヴォークリューズ県）のオール広
場で，女性が車に乗っていたところ，銃を持った２人組に停止させられ，車を
奪われた。
●24 日（土）から 25 日（日）にかけて，マルセイユ（BdR 県）旧港付近で，泥
酔した男性が足を撃たれて病院に搬送された。
●24 日（土）午後８時頃，エクス＝ラ＝デュランヌ（BdR 県）で，覆面をした
男２名が銃を持ってスーパーマーケット「リドル」に押し入り，現金数百ユー
ロを奪った。
●24 日（土）から 25 日（日）にかけて，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）
ジョリモン地区で，イタリア人の女子学生（23 歳）が男（23 歳）に襲われ，性
的暴行を受けそうになったが，通行人に助けられた。２日後，男は逮捕された。
女性は地下鉄内から男に後をつけられていた。
●28 日（水）午後５時 40 分頃，コロミエ（オート＝ガロンヌ県）コレズ通りで，
少年（15 歳）が拳銃を持ってパン屋に押し入り，女性店員を脅してレジ内の現
金を奪おうとしたが，店の奥にいた店主（29 歳）に取り押さえられ，警察に引
き渡された。使用された拳銃は偽物だった。
３ 薬物銃器に関する事件
●７日（水），マルセイユ（BdR 県）エドゥアルド＝ヴァイヤン通り（３区）で，
男が大麻樹脂６kg を所持していた容疑で警察に逮捕された。その後，関係先の
捜査により，別の男２名が薬物密売容疑で逮捕され，大麻樹脂 45kg 及び現金
16,200 ユーロ，拳銃１丁が押収された。
●９日（金）昼，マルセイユ（BdR 県）グループ＝ラ・マリーヌ＝ブルー（14
区）にあるシテで，男１名が大麻樹脂１kg と大麻，コカイン等を所持していた
容疑で逮捕された。その後，逮捕現場付近にある地下室の捜索により，大麻樹
脂 10kg とコカイン 500g，大麻草１kg，計量器，無線機，カラシニコフ銃１丁，
猟銃１丁，拳銃２丁，催涙弾が押収された。
●12 日（月），マルセイユ（BdR 県）ラ・ミコクリエ（14 区）にあるシテで，警
察の一斉摘発が行われ，若者 18 名が薬物密売容疑で逮捕され，現金 263,000 ユ
ーロと大麻樹脂 42kg や大麻３kg，コカイン約３kg，拳銃等３丁が押収された。
●14 日（水）夜，マルセイユ（BdR 県）ナショナル通り（３区）で，男２名（20
歳と 23 歳）が警察官を脅迫した容疑で逮捕された。男らは弾丸を所持していた。

●16 日（金）午後３時 40 分頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）イザール
地区路上で，少年（17 歳）が麻薬密売の容疑で警察に逮捕された。少年は大麻
樹脂 20g 及び大麻 140g，現金 1,190 ユーロを所持していた。
●17 日（土），ソリエス＝ヴィル（ヴァール県）で，イノシシ狩りをしていた猟
師（70 歳）が別の猟師が撃った弾丸を胸に受けて死亡した。
●17 日（土）から 18 日（日）にかけて，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）
にあるモントドラン・ボーリング場で，男３名が警備員に退店させられ，同店
駐車場で銃を取り出して３発威嚇射撃して逃走した。その後，男らが薬莢を回
収するために駐車場に戻ったところ，警察に逮捕された。
●19 日（月）午後 10 時頃，マルセイユ（BdR 県）イスリー通り（５区）にある
アパートで，男（40 歳）が自宅の窓から新しい銃を５，６発試射したところ，
隣人に通報され，警察に逮捕された。捜索の結果，犯人の自宅から別の銃２丁
が押収された。
●22 日（木），レスカレヌ（アルプ＝マリティム県）で，憲兵隊が強奪と脅迫の
容疑で，男（20 歳）宅を捜索したところ，銃１丁と弾薬約 1,300 発，大麻少量
を発見し，男を逮捕した。
●28 日（水），トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）レイヌリ地区で，女の自宅
からサブマシンガン１丁及び英国製銃１丁，猟銃１丁が押収された。女は先週，
薬物密売容疑で逮捕されていた。
●28 日（水）午後，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）バガテルで，警察が
銃器の一斉摘発を行い，消音器付きサブマシンガン１丁及びセミオートマチッ
ク式拳銃２丁を押収した。
４ 交通事故等
●６日（火）朝，マルセイユ（BdR 県）ヴァランティーンヌ（11 区）路上で，
スクーターに乗っていた女性が市バスを追い越そうとして対向車両のトラック
に衝突して死亡した。
●12 日（月），ラパリュー（ヴォークリューズ県）で，児童 24 名乗車のスクー
ルバスが走行中に突風により横転した。児童２名が軽傷を負った。
●19 日（月），クラロンサック（ガール県）で，普通車と大型トラックが衝突し，
普通車の運転手（74 歳）が重傷を負い，ニームの病院に搬送された。男性は重
体。
●20 日（火）カステルノー・ル・レ（エロー県）で，路面電車とトラックが衝
突し，路面電車が脱線した。乗客１名が軽傷を負った。
●22 日（木）午前７時 45 分頃，カドネ（ヴォークリューズ県）の幹線道路（D943）
で，６名乗車のバンと３名乗車の普通車が衝突した。普通車の運転手（82 歳）

が死亡し，同乗者２名（13 歳）が重傷を負った。バンに乗っていた６名は負傷
したが，命に別状はない。
●25 日（日），ソルグ（ヴォークリューズ県）の高速道路（制限速度時速 110km）
で，男（18 歳）が時速 227km で車両を走行させ，憲兵隊に検挙された。
●27 日（火）午後４時 30 分頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）ガバルデ
ィ通りで，物乞いをしていた男性（60 歳）がダンプカーに轢かれて死亡した。
●27 日（火）午後 11 時 10 分頃，トゥールーズ（BdR 県）タバル通りで，男（29
歳）が飲酒運転と無保険運転の容疑で警察に逮捕された。男は警察に逮捕され
るまで道路交通法違反を何度も繰り返していた。
５ その他の事件
●２日（金）午前９時頃，カルセ湖畔（ヴァール県）で，仏軍のヘリが墜落し，
搭乗していた兵士５名が死亡した。
●３日（土）午後５時頃，マルセイユ（BdR 県）ノアイユ（１区）にある中央警
察署で，自称アルジェリア国籍の少年（17 歳）が２階の窓から道路に飛び降り
て負傷し，病院に搬送された。少年はジョリエット（２区）路上で，不法占拠
していた容疑で警察署に連行されていた。
●３日（土）午後８時頃，マルセイユ（BdR 県）レ・ザルナヴォー（14 区）で，
車両火災が発生し，大型トラック５台が焼損した。
●４日（日）夜，コルヌバリュー（オート＝ガロンヌ県）にある留置施設から
アルジェリア国籍の男１名が金網を登って脱獄した。
●７日（水）午前１時 30 分頃，マルセイユ（BdR 県）ギブ通り（14 区）にある
倉庫で火災が発生した。同倉庫内には警察が押収した車両など約 200 台の車両
があった。
●８日（木）午後８時頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）ローナゲ通り
で，少年（14 歳）２名が車両に放火したが，目撃者の通報により警察に逮捕さ
れた。
●８日（木），エクス＝アン＝プロヴァンス（BdR 県）で，ルーマニア国籍の男
（20 代）がＴＧＶ内でスーツケースを盗んだ容疑で逮捕され，同市の警察署に
連行された。男は盗んだスーツケースをマルセイユで転売していた。
●10 日（土）朝，マルセイユ（BdR 県）７区路上で，60 代の路上生活者が死亡
しているのが発見された。マルセイユにおける同種事案は今年に入って４件目。
●12 日（月）午前２時 30 分頃，マルセイユ（BdR 県）サン＝ルイ（15 区）で，
男３名が駐車中のトラックからガソリンを盗んでいたところ，警察に現行犯逮
捕された。
●12 日（月）午後６時頃，マルセイユ（BdR 県）アカット通り（11 区）の民家

で，ガスボンベが爆発し，家人の男性（90 代）が死亡した。
●13 日（火），トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）の地下鉄車両内で，男（28
歳）が少女（14 歳）の尻を触って逮捕された。男には性犯罪の前歴があった。
●15 日（木）午後５時 45 分頃，グラース（アルプ＝マリティム県）のサン＝ジ
ャック小学校付近駐車場で，同校女性教諭が同校児童の母親３名から脅迫，侮
辱され，平手打ちをされた。同母親らの内１名の子供が同女性教諭に叱られた
ことに腹を立て，母親３名が待ち伏せをしていた。
●16 日（金），マルセイユ（BdR 県）サン＝タントワンヌ（15 区）で，クルド人
約 500 名が政治指導者オカラン氏の解放を求めてデモ行進をした。その際，ト
ルコ人が襲撃され，２名が負傷した。
●18 日（日）午後４時頃，マルセイユ（BdR 県）コラント通り（６区）にある
アパート７階で火災が発生したが，人的被害はなかった。
●19 日（月），マルセイユ（BdR 県）カヌビエール通り（１区）にあるアパート
で侵入窃盗事件が発生した。目撃者の通報により，男３名（17 歳と 18 歳，22
歳）が逮捕された。
●20 日（火）午後 11 時 45 分頃，オバーニュ（BdR 県）マレシャル＝フォッシ
ュ通りで，オートバイ１台が窃取され，小型トラックで運搬された。目撃者の
通報により，犯人２名が同市サン＝ルー（10 区）で，逮捕された。
●20 日（火）午後，マルセイユ（BdR 県）８区にあるドーミエ高校で，生徒同
士の喧嘩で，生徒（16 歳）が太腿を刃物で刺されて負傷した。生徒の命に別状
はない。
●21 日（水），シストロン（アルプ＝ド＝オート＝プロヴァンス県）で，砲弾が
発見された。地雷除去部隊が検査したところ，同砲弾は無害であることを確認
した。
●22 日（木）午後７時頃，ニース（アルプ＝マリティム県）レ通りにある７階
建てアパートの地下で火災が発生し，消防のはしご車により子供５名を含む１
２名が救助された。怪我人はなかった。
●22 日（木）午前１時 50 分頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）ロム＝ア
ルム通りのアパートで火災が発生し全焼した。死者はいない。
●22 日（木）午後２時頃，ルバン＝ロラゲ（オート＝ガロンヌ県）の一軒家で
火災が発生したが，人的被害はなかった。
●23 日（金）午後９時頃，ラ・シオタ（BdR 県）エルネスト＝ルナン通りのア
パート最上階で，ガス爆発が発生し，屋根が吹き飛ばされ，住人１名と通行人
２名が負傷した。
●24 日（土）夜，マルセイユ（BdR 県）サント＝ヴィクトリヌ通り（３区）に
ある倉庫で火災が発止し，多数の人が救助された。捜査関係者によると，放火

の疑いがある。目撃者は出火後，少年２名が立ち去るのを見たと証言した。
●26 日（月）朝，マルセイユ（BdR 県）ソマティ（16 区）の海岸で，男性の遺
体が船の間に浮かんでいるのが通行人に発見された。死因は捜査中。
●26 日（月），ラ・ヴァランティーンヌ（BdR 県）にある商業センターで，男性
が高さ約 15m の場所から駐車場に転落して死亡した。
●27 日（火）から 28 日（水）にかけて，クレルモン・ル・フォール（オート＝
ガロンヌ県）のアリエージュ川で，男性（80 歳）が行方不明になった。憲兵隊
が捜索中。

※ 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。

