南仏事件情報（2018 年５月分）
（１）凶悪事件（殺人，強盗事件等）
●１日（火）午後９時頃，ナルボンヌ（オード県）にあるアパート駐車場で，
女性が車に乗ろうとしたところ，元交際相手の男に刃物で複数回刺されて重傷
を負った。２日朝，男はエソンヌ県にある自宅で逮捕された。
●２日（水）午後２時 30 分頃，マルセイユ（ブーシュ＝デュ＝ローヌ県，以下
BdR 県）シャルトルー（４区）で，男性（25 歳）が地下鉄の駅を出たところ，
男２名に襲われ，殴る蹴るの暴行を受け，キャッシュカード等が入ったバッグ
を奪われた。
●３日（木）午後２時頃，マルセイユ（BdR 県）シャトー・ド・サン・ルー（10
区）で，男（25 歳）が何者かに銃で腕を撃たれて負傷した。男には麻薬の前歴
がある。
●４日（金）午後９時頃，アルル（BdR 県）メリー広場で，ホームレスの男（39
歳）が別のホームレスの男性２名と口論になり，折りたたみナイフで刺して警
察に逮捕された。１名は腹部を刺されて重傷を負い，別の１名は軽傷を負った。
●７日（月）午後６時 45 分頃，サロン＝ド＝プロヴァンス（BdR 県）アジュダ
ン・シェフ・シャンピオン通りにあるバーガーキング前で，男性（30 代）が突
然車から降りてきた女に鉈で襲われ，同車から降りてきた運転手の男に刃物で
腹部等を刺された。犯人の男女は車に乗り，男性を轢いて逃走したが，８日に
警察に逮捕された。男性は重体。男性は薬物に関する罪でリュイヌにある刑務
所での服役を終え，６日に出所していた。
●９日（水）夜，ベジエ（エロー県）の中心街で，若者同士の乱闘があり，男
性（35 歳）が死亡した。11 日，若者３名が逮捕された。
●９日（水）夕方，ロックフォール＝ラ＝ベドゥール（BdR 県）のシテで，男性
（35 歳）がスクーターに乗っていたところ，何者かに車両から銃で数発撃たれ
て負傷した。薬物密売に関する報復事件と認められた。
●10 日（木）午後９時 15 分頃，マルセイユ（BdR 県）デジレ・クラリー通り（３
区）にあるヨーロピアン病院付近で，男性（21 歳）が男（31 歳）に刃物で脇腹
を刺され，重傷を負った。男性の命に別状はない。男は逮捕された。
●11 日（金）午前５時 30 分頃，マルセイユ（BdR 県）ガストン・ド・フロット
通り（12 区）にあるスーパーマーケット「LIDL」で，店員２名が開店準備をし
ていたところ，覆面をして刃物を所持した男２名に脅され，レジ内にあった現
金を奪われた。
●14 日（月）から 15 日（火）にかけての夜，モンペリエ（エロー県）ラ・パイ
ヤードで，車両がパトカーに追跡されて逃走していたが，道路標識に衝突して

停止した。警察官がパトカーから降りて車両に近づいたところ，車両は突然反
転して，警察官に向かって突進し，警察官は車両を避けた。警察官は車両を停
止させるために発砲したが，車両はそのまま逃走した。
●18 日（金）午前３痔 30 分頃，モンペリエ（エロー県）ラ・パイヤードで，男
性（22 歳）が何者かに足と尻を撃たれて病院に搬送された。男性の命に別状は
ない。
●18 日（金）午後 10 時頃，マルセイユ（BdR 県）レ・グード（８区）の岬で，
母親（70 歳）と釣りをしていた男（37 歳）が，母親を蹴って海に落とした。母
親は救助され，命に別状はない。男は殺人未遂の容疑で逮捕された。
●19 日（土）午後，マルセイユ（BdR 県）サン＝シャルル駅で，ブルガリア人
の男（48 歳）がバッグの中に爆弾の構成物となり得る電気コードとバッテリー
を所持していたため，逮捕された。爆発物処理班や軍が出動し，駅は一時的に
封鎖された。男は 2010 年にブルガリアで発生した殺人未遂事件の容疑がかけら
れている。
●20 日（日）午前零時 30 分頃，マルセイユ（BdR 県）ジャン・マルタン通り（５
区）で，男性（30 代）が倒れているのをパトロール中の警察官に発見され，病
院に搬送された。男性は腹部を２発撃たれていたが，命に別状はない。
●21 日（月）午後 10 時頃，ジョンキエール＝サン＝ヴァンサン（ガール県）の
中心部で，乱闘が発生し，男性（21 歳）が何者かに拳銃で頭部を撃たれて死亡
した。22 日，ボーケイルで，男２名が憲兵隊に逮捕された。
●22 日（火），モンペリエ（エロー県）ル・コルムのトラム駅で，男性が男にカ
バンを奪われて転倒した。男性は立ち上がって追いかけようとしたところ，他
の男３名から暴行を受けた。その後，犯人４名（内１名は 16 歳の少年）が警察
に逮捕された。
●25 日（金）夜，マルセイユ（BdR 県）マルセル・ルデルスペルジェ通り（16
区）にあるバーで，男性２名（34 歳と 28 歳）が男２名にカラシニコフ銃で撃た
れて死亡した。男２名は共犯者１名が運転する車両で逃走した。男性（34 歳）
には薬物の前歴があった。
●26 日（土）午後７時頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）レイヌリで，
男性（33 歳）が何者かに足を撃たれて負傷した。
●27 日（日）午前８時 45 分頃，キュエール（ヴァール県）で，男２名がスーパ
ーマーケット「アンテルマルシェ」に押し入り，拳銃で店員を脅して床に寝転
ばせたが，店員の１名が警報装置を押したため，犯人らは車で逃走した。犯人
の車はマルセイユ付近で燃やされた状態で発見された。その後，犯人らは逮捕
された。
●28 日（月）午後７時頃，ムージャン（アルプ＝マリティム県）フェランドゥ

通りで，男性（35 歳）がスクーターに乗っていたところ，車の運転手と口論に
なり，運転手に肩を銃で撃たれて負傷した。運転手の男は逃走した。
●29 日（火）午後８時 30 分頃，マントン（アルプ＝マリティム県）メゾン・リ
ュス通りで，男性（33 歳）が男２名に胸部を銃で撃たれて死亡した。男性の知
人は貫通した弾丸が足に当たり負傷した。司法警察が薬物密売に関する報復事
件として捜査を開始した。
●30 日（水）午前零時 15 分頃，コロミエ（オート＝ガロンヌ県）ヴィクトル・
ユゴー通りで，男性（27 歳）が覆面をした男４名に銃で胸部や首等を撃たれた。
男性は意識不明。
●30 日（水）午前２時頃，トゥルヌフイユ（オート＝ガロンヌ県）フェルナン
ド・レジェ通りで，男性（21 歳）が何者かに足を撃たれて負傷した。
●30 日（水）午前３時 30 分頃，プラード＝ル＝レ（エロー県）で，複数の男が
車両でタバコ店に突進してシャッターを破壊し，店内からタバコ約 100 箱を盗
んで逃走した。犯行に使用された車両はモーギオ（エロー県）で燃やされた状
態で発見された。
（２）薬物・銃器関連事件
●４日（金），サン＝ラファエル（ヴァール県）のガロンヌ通りで，精神に障害
を持つ男が商人と口論になり，自動式拳銃を取り出して商人を脅したため，辺
りは騒然となった。男は警察に逮捕された。
●15 日（火），モンペリエ（エロー県）モントベルで，男３名（23 歳，30 歳及
び 36 歳）が薬物密売容疑で警察に逮捕された。大麻，宝石，銃，弾丸及び現金
約１万１千ユーロが押収された。
●16 日（水）午後７時 40 分頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）レイヌリ
で，男２名（35 歳と 25 歳，アリエージュ県在住）が違法薬物を購入したところ，
パトカーが現れたため，車両をパトカーに衝突させて逃走を試みたが，逮捕さ
れた。男らの逮捕に伴い，警察官５名が負傷し，内１名は犯人の車両とパトカ
ーに挟まれ，膝に重傷を負った。
●21 日（月）午後４時 45 分頃，マルセイユ（BdR 県）ラ・ビュスリヌ（14 区）
にあるシテにパトカーの赤（青）色灯を装着した車両１台を含む３台が乗りつ
け，各車両から黒ずくめで覆面し武器を所持した少なくとも３人が降りて（一
部は警察の腕章を装着），空に向けてカラシニコフを約５分間発砲した。住民の
連絡で駆けつけた犯罪取締班（BAC）の到着とともに銃声は止み，犯人等はシテ
から逃走した。逃走中，警察車両と出くわし，犯人の一人がカラシニコフの銃
口を警官に向けたため，警官が発砲し，逃走車両の前部側面ガラスが砕けたが，
車両は猛スピードで逃げ去った。その後市内２か所で放火された犯人の車両と

見られる２台が発見された。
●23 日（水），バンドル（ヴァール県）の高速道路出口付近で，男２名（20 歳
と 35 歳）が車内に大麻樹脂 30kg を所持していた容疑で警察に逮捕された。そ
の後，ポール＝ドゥ＝ブック（BdR 県）にある犯人らの立ち回り先の捜索により
大麻樹脂 43kg が押収された。
●24 日（木），モンブラン（エロー県）の高速道路（Ａ９）サービスエリアで，
スペインから来たトレーラー内に隠されていた大麻 953kg が税関に押収された。
運転手は逮捕された。
●26 日（土）午後９時 45 分頃，マルティーグ（BdR 県）の高架橋で，覆面をし
た男数名が武器を海に投げ捨てるのを複数の人が目撃した。警察が海底を捜索
したところ，カラシニコフ銃３丁の部品を発見した。
●27 日（日），トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）イザールで，男が大麻樹脂
38g，大麻 23g 及びコカイン 7g を所持していた容疑で警察に逮捕された。
●28 日（月）午前零時 15 分頃，マルセイユ（BdR 県）オド通り（15 区）で，発
砲事件が発生したが，逮捕者や負傷者は出なかった。現場には猟銃や拳銃の薬
莢が多数落ちていた。
●28 日（月）午後１時 15 分頃，サン＝ヴィクトレ（BdR 県）のジャック・プレ
ヴェール中学校前で，少年（15 歳と 13 歳）が拳銃を２回発射して警察に逮捕さ
れた。少年（13 歳）は同中学校の生徒。
●31 日（木）朝，ニース（アルプ＝マリティム県）レ・ムーランで，警察によ
る一斉摘発が行われ，７名が薬物密売容疑で逮捕され，大麻 102kg と現金約８
万ユーロが押収された。
●31 日（木）朝，サン＝トラン＝ド＝ガムヴィル（オート＝ガロンヌ県）で，
チェチェン共和国出身の兄弟（２人とも 26 歳）が薬物密売の容疑で警察に逮捕
された。大麻樹脂 1kg が押収された。
（３）交通事故等
●７日（月）午後，ヴォヴェールとカイヤル（ガール県）を結ぶ幹線道路（D6572）
で，車両がヴィストル川に転落し，水中に沈んだ。同乗していた少女（10 歳）
は死亡，運転していた母親は重体。
●16 日（水）午後 11 時 15 分頃，マルセイユ（BdR 県）ラ・ヴィスト通りで，
スクーターと車両が衝突し，スクーターの運転手（30 歳）が死亡した。
●19 日（土）午後，モンバザン（アヴェイロン県）で，少年（8 歳）と少女（8
歳）が自転車に乗って遊んでいたところ，トラクターに轢かれて死亡した。ト
ラクターを運転していた男（27 歳）は逮捕された。男は飲酒運転をしていた。
●19 日（土）午後 11 時頃，ポール＝ラ＝ヌーヴェル（オード県）で，車両がロ

ータリーを曲がりきれずに木に衝突し，車両を運転していた男性は死亡した。
●20 日（日）午後８時頃，フォス＝シュール＝メール（BdR 県）の幹線道路（D268）
で，車両が別の車両に衝突する事故が発生した。衝突された車両は路外に逸脱
し，運転手（56 歳）は死亡し，同乗者（63 歳）は頸部と下肢に重傷を負った。
衝突した車両の運転手（23 歳，男）は逃走して別の場所で車両を燃やした後，
ヴィトロルの警察署に出頭し，車を盗まれたと作り話をしたが，逮捕された。
男は飲酒運転をしていた。
●31 日（木）午後，レヴィニャック（オート＝ガロンヌ県）の幹線道路（N224）
で，冷凍車が単独事故を起こし，道路が数時間封鎖された。運転手は軽傷を負
った。
（４）その他の事件
●３日（木）午前５時頃，リル＝スール＝ラ＝ソルグ（ヴォークリューズ県）
レベナ団地で，火災が発生して車両約 10 台が燃えた。
●８日（火）午後８時 30 分頃，マルセイユ（BdR 県）プラド海岸（８区）で，
２歳の幼児が砂で遊んでいたところ，ヒモに繋がれていない犬３匹に噛まれて
負傷した。傷跡は深く，命に別状はないが，形成外科による手術が必要。幼児
の兄と乳児は軽傷を負った。飼い主の男は逃走したが，その後，警察に逮捕さ
れた。
●９日（水）午前 10 時頃，サン＝マルタン＝デュ＝ヴァール（アルプ＝マリテ
ィム県）で，列車が脱線した。事故当時，約 20 名の乗客がいたが，負傷者はな
かった。
●13 日（日）未明，ラ・シオタ（BdR 県）スビリア通りにある肉屋，寿司屋及
びカキ屋が侵入窃盗の被害に遭い，現金数百ユーロ等が盗まれた。
●15 日（火）午後６時頃，ブローとサン＝ブノワ（アルプ＝ド＝オート＝プロ
ヴァンス県）間のクロン川で，女性（28 歳）の遺体が釣り人に発見された。女
性はアノ（同県）在住で，12 日（土）から行方が分からなくなっていた。
●17 日（木）午後２時 30 分頃，ロカマドゥール（ロット県）にある川の深み（深
さ約 30m）で，チェコ人男性（46 歳）が潜水していたところ，頭部を岩壁にぶ
つけて意識を失い，死亡した。
●18 日（金）午後３時 20 分頃，ニース＝コート・ダジュール空港（アルプ＝マ
リティム県）に「空港の建物内に爆弾がある」との電話があり，乗客は建物内
から避難し，警察による捜索が行われたが，爆弾は発見されなかった。午後７
時 30 分頃，男１名が虚偽の電話をした容疑で逮捕された。
●18 日（金）午後５痔 30 分頃，モンジェネヴル（オート＝ザルプ県）の山中で，
男性の遺体が発見された。男性は移民の可能性がある。

●18 日（金）午後８時頃，モンペリエ（エロー県）ガンベッタで，男性が何者
かに刃物で刺されて負傷した。
●18 日（金）夜，ラ・シオタ（BdR 県）サン＝ジャン海岸で，男性（47 歳）が
潜水し，10 分経過しても上がってこず，妻から通報を受けた消防が発見したが，
既に死亡していた。
●22 日（火）午前８時 30 分頃，アンティーブ（アルプ＝マリティム県）の高速
道路料金所付近で車両火災が発生したが，人的被害はなかった。
●23 日（月）夜，ガルドゥッシュ（オート＝ガロンヌ県）で男２名（23 歳と 25
歳）が窃盗容疑で警察に逮捕された。犯人らには 22 日，オーシュ（ジェルス県）
にある店における侵入窃盗の容疑がかけられている。
●27 日（日）午後，グルナード（オート＝ガロンヌ県）で，男性（60 代）が元
交際相手の女性（40 代）に矢を放って逮捕された。矢は女性の車のドアに当た
ったが，女性に怪我はなかった。

※ 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。

