南仏事件情報（2018 年 12 月分）
１ テロ関連事件（逮捕事案）
11 日（火），2018 年３月，カルカッソンヌ及びトレブ（オード県）で発生し
たテロ事件（犠牲者 4 名）に関連して，治安当局は，犯人（銃撃戦の際，殺害）
のイスラム過激化に関わった容疑等で男３人（25 歳，30 歳及び 42 歳）を逮捕
した。
２ 凶悪事件（殺人，強盗事件等）
●１日（土），ヴィルヌーヴ＝レ＝マグローヌ（エロー県）で，少年３名（13 歳
～17 歳）が強盗容疑で警察に逮捕された。少年らは 11 月 29 日午後５時 30 分頃，
同市の木立の中に隠れて待ち伏せをして，通りがかった女性（60 代）を転倒さ
せてリュックサックを奪った。女性は手首を負傷した。
●２日（日）午前 11 時頃，マルセイユ（ブーシュ＝デュ＝ローヌ県以下 BdR 県）
サント＝マルト（14 区）にある病院で，銃を持った麻薬中毒の男が押し入り，
医師を脅して３，４時間監禁した。
●３日（月）午後 10 時 30 分頃，モンペリエ（エロー県）マンド通りにあるア
パート２階で，男性（25 歳）が交際中の女性の元交際相手の男（19 歳）に刃物
で腹部等を４回刺され，窓から飛び降り，重体。刺した男は逮捕された。
●４日（火），ブラニャック（オート＝ガロンヌ県）で，19 名（内１名は 18 歳
以上，その他は 14 歳から 17 歳）がサン=テグジュペリ高校前に火をつけ，警察
に逮捕された。
●５日（水），マルセイユ（BdR 県）14 区にあるアパートで，女性が元交際相手
の男に刃物で喉を刺されて殺された。男は７日に逮捕された。
●８日（土）昼過ぎ，マルセイユ（BdR 県）ソルミウ通り（９区）にあるスーパ
ーマーケット「ルクレール」で，覆面をした者約 30 名が押し入り，商品多数を
奪って逃走した。
●９日（日）深夜，エグイーユ（BdR 県）幹線道路（D543）上で，車両が燃えて
いるのが発見された。車内から焦げた男性（31 歳）の遺体が発見された。車両
の運転席側ドアには複数の弾痕があった。
●10 日（月），トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）で，男（18 歳）が 11 月 26
日午後にラベージュ道路にあるパン屋に押し入り，拳銃で店員を脅して売上金
を奪った容疑で逮捕された。
●12 月中旬，シジャン（オード県）で，少女（10 歳）が徒歩で通学していたと
ころ，父親の友人を名乗る男に声をかけられ，車に連れ込まれそうになったが，
逃れることが出来た。男は車に乗って逃走した。

●12 日（水），トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）ベルフォンテンヌにある中
学校で，少年２名（共に 13 歳）がゴミ箱に火をつけ，警察官に逮捕された。
●13 日（木）午後５時頃，マルセイユ（BdR 県）カマ通り（５区）で，覆面を
した男が薬局に押し入り，拳銃で店主を脅して腕時計を奪い取ろうとしたが，
店主に拒否されて逃走した。
●13 日（木）深夜，マルセイユ（BdR 県）テラ通り（２区）で，男性（20 歳）
が男（20 歳）に刃物で刺されて死亡した。男は逃走したが数時間後に逮捕され
た。
●15 日（土）午後８時頃，マルセイユ（BdR 県）メルラン（14 区）にあるショ
ッピングセンターに覆面をした男約 15 名が押し入り，宝石店から品物を奪って
逃走した。犯人の着衣から容疑者１名がすぐに浮上し，19 歳の男がパルク・コ
ロ（14 区）で警察に逮捕された。男は同日，マルセイユ旧港付近でデモに参加
し，刃物を所持していたため警察に逮捕されたが，その後，釈放されていた。
●16 日（日）午後６時頃，マリニャンヌ（BdR 県）サン＝ヴィクトレで，アル
メニア人３名が車に乗っていたところ，待ち伏せしていた何者かに銃撃され，
男性（54 歳）と女性（48 歳）は軽傷を負い，別の男性（85 歳）は頭部に重傷を
負ったが，一命をとりとめた。2016 年８月にマリニャンヌでクルド人男性が殺
害された事件の報復の可能性がある。殺害されたクルド人男性の遺体はペン
ネ・ミラボーの車庫内で発見された。
●18 日（火）夜，アヴィニョン（ヴォークリューズ県）のバーで，男性が何者
かに射殺された。薬物密売に関する報復事件とみられている。
●19 日（水）午後１時 30 分頃，ヴェゾン＝ラ＝ロメンヌ（ヴォークリューズ県）
モンフォール広場で，個人的トラブルによる銃撃事件が発生し，３名が負傷し
た。
●20 日，マルセイユ（BdR 県）地下鉄ブーゲンビル駅（15 区）で，男性（18 歳）
が男（18 歳）に刃物で刺されて死亡した。男は逃走したが，その後，警察に逮
捕された。
●21 日（金），エクス＝アン＝プロヴァンス（BdR 県）で，男（50 代）がガソリ
ンスタンドに押し入り，模造拳銃で店主を脅したが，店主と付近にいた人に取
り抑えられた。
●22 日（土）深夜，アヴィニョン（ヴォークリューズ県）で，男性が駐車中の
車両内で射殺されているのが発見された。男性は薬物に関する犯罪と売春斡旋
に関する犯罪で警察に知られていた。
●27 日（木）午後７時頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）ポン＝デ＝ド
モワゼル地区で，覆面をした男３名が一軒家に押し入り，家人を銃で脅して宝
石や現金を奪った。

●31 日（月）夜，マルセイユ，ミラマス，ヴィトロル，アルル，オーバーニュ
及びペンネ＝ミラボー（BdR 県）で，車両 22 台（内マルセイユで８台，ミラマ
スで９台）が何者かに燃やされた。2017 年 12 月 31 日の夜は 20 台が燃やされた。
●31 日（月）深夜，ニース（アルプ＝マリティム県）サン＝シルヴェストル地
区で，酒に酔った男がアパートに住む女性宅に押し入り，女性に殴る蹴る等の
暴行を加え，警察に逮捕された。
３ 薬物銃器関連事件
●５日（水）午後 11 時頃，マルセイユ（BdR 県）フランシス・ド・プレッサン
セ通り（１区）で，少年２名（14 歳と 16 歳）が自動式拳銃１丁を所持していた
ため警察に逮捕された。
●10 日（月），ヴネル（BdR 県）で，男（60 代）が薬物密売容疑で警察に逮捕さ
れた。男の自宅の捜索の結果，銃数十丁，コカイン 80g 及び現金約１万ユーロ
が押収された。
●11 日（火），トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）アンドレ＝アバル広場（レ
イヌリ地区）にあるサンドイッチ屋で，経営者の男２名（45 歳と 46 歳）が大麻
約 500g を所持していたため逮捕された。男らが経営を開始したため，同日税関
職員が立ち入り検査を行い大麻を発見した。
●16 日（日）深夜，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）バガテル地区で，少
年（15 歳）２名が薬物密売容疑で警察に逮捕された。少年らは大麻約 100g，大
麻樹脂 11g 及びコカイン３g を所持していた。
●16 日（日）深夜，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）バガテル地区で，少
年（16 歳）が私服警察官に薬物を販売しようとして逮捕された。少年は大麻 110g，
大麻樹脂 10g 及びコカイン３g を所持していた。
●17 日（月）午前２時 30 分頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）ラ・セピ
エール地区で，少年（17 歳）が無免許で車両を運転していたところ，警察官に
停止させられた。少年は薬物を使用しており，大麻 10 数 g 及びコカイン数 g を
所持していたため逮捕された。
●20 日（木）午後９時頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）アンパロ地区
で，男（33 歳）が自動式拳銃１丁を所持していたため警察に逮捕された。
●21 日（金）午前２時頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）ジロンド通り
（バガテル地区）で，男がコカイン３g を所持していたため，警察に逮捕された。
●26 日（水）午後，トゥールーズとモントバン（オート＝ガロンヌ県）間の高
速道路で，憲兵隊が時速 160km で走行中の車両を発見し，停止させようとした
が，同車両は加速して逃走し，ユーロサントルで高速道路を下りて逃走を継続
した。憲兵隊は追跡中に同車両に向けて３回発砲したが，車両は停止しなかっ

た。結局，車両はロータリーに衝突して停止し，運転手の男（19 歳）が憲兵隊
に逮捕された。男は無免許で，大麻を吸引していた。
●27 日（木）午後４時頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）アンパロ地区
で，男（23 歳）が大麻 20g 及び大麻樹脂 30g を所持していたため逮捕された。
４ 交通事故等
●３日（月）夜，ランサルグ（エロー県）で，車両を運転していた男性（20 歳）
がコントロールを失って木に衝突して死亡した。
●４日（火）朝，ヴィルヌーヴ＝レ＝マグローヌ（エロー県）の幹線道路（D185）
で，オートバイを運転していた男性が車両に衝突して死亡した。
●８日（土）午前２時 30 分頃，マルセイユ（BdR 県）コルニッシュ＝ケネディ
通り（７区）で，車両運転中の男性（23 歳）がコントロールを失い，車ごと 10
メートル下に転落して死亡した。
●14 日（金），クフラン（オード県）で，普通車と小型トラックが衝突する事故
があり，普通車に乗っていた少女（８歳）が死亡し，運転していた少女の母親
は重傷を負った。
５ その他の事件
●１日（土），マルセイユ（BdR 県）フイヤン通り（１区）で，燃料増税に反対
するデモ隊と警察が衝突し，警察が発射したゴム弾が付近アパート５階にいた
女性（80 歳）の顔面に当たり，重傷を負った。女性は病院搬送後，緊急手術を
受けたが，死亡した。病院搬送の際，女性の意識はあった。
●７日（金）午前２時 30 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）が刃物を所持していた容疑で警察に逮捕され
た。
●９日（日），セーヌ＝レ＝ザルプ（アルプ＝ド＝オート＝プロヴァンス県）の
中心部にあるアパートで火災が発生した。出火原因は捜査中。
●13 日（木）午後 11 時 30 分頃，マルセイユ（BdR 県）サン＝シャルル駅横に
ある大学に覆面をした男４名が侵入し，バールや鉄の棒で複数の窓を割って逃
走した。犯人の内１名が駆けつけた警察官に逮捕された。
●17 日（月）午後２時 30 分頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）カピトル
広場で，男（23 歳）が刃物を所持していたため警察に逮捕された。
●21 日（金）午後５時 30 分頃，トゥールーズ（オート＝ガロンヌ県）レ・ザレ
ーヌ地区のアパート７階で火災が発生し，住民５名が軽傷を負った。
●21 日（金）午前８時 40 分頃，マルセイユ（BdR 県）サント＝マルグリット・
ドロメル地下鉄駅付近で，列車が脱線し，乗客 13 名が軽傷を負った。

●27 日（木）夜から 28 日（金）早朝にかけて，トゥールーズ（オート＝ガロン
ヌ県）にあるパン屋３軒（グランド＝ブルターニュ通り，アグド通り，コート
＝パヴェ地区）で金庫が破壊され，現金が盗まれる事件が発生した。
●28 日（金），パラミニー（オート＝ガロンヌ県）で，何者かが民家に侵入し，
貴金属や衣類等を盗んだ。憲兵隊の捜査により犯人の使用車両が判明し，31 日
に被害者がロック（同県）で同車両を発見し，ブルガリア出身の犯人３名の逮
捕に繋がった。犯人の内，男（42 歳）と女（37 歳）はミュレ（同県）在住。
●31 日（月）午後１時 30 分頃，ラクロワ＝ファルガルド（オート＝ガロンヌ県）
で，男性（35 歳）が車の駐車場所を巡って隣人の男（49 歳）とトラブルになり，
男に鉈で切られ，重傷を負った。

※ 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。

