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活 動 概 要

年 月 日 捜索活動など 備 考

平成２１年７月２４日 現地対策本部（郡上警察署、郡上市消防署・

消防団）が設置され捜索活動を開始

地元消防団は７月

２８日まで活動

７月２５日 常滑市消防署、消防団、教職員、ＰＴＡ、市

職員が現地捜索活動に参加

市は７月３１日ま

で活動

７月２７日 郡上警察署は公開捜査

８月 １日 郡上消防署と市消防署の合同捜索活動開始 市消防は８月１５

日まで活動

平成２２年４月１２日 小中学校ＰＴＡが集めた「善意の寄付金」を

謝礼金としたポスター「幼い生命が、発見・

救助を求めています」を作成し全国の警察署

や教育委員会に掲示依頼

７月２３日 郡上警察署のひるがの高原サービスエリア

（ＳＡ）での独自ビラ配布に、お母さん・友

人、常滑西小教職員、教育委員会も参加

７月２４日 下村まなみさん連絡会のメンバー３４人が東

海北陸道の川島ＰＡや中央自動車道の恵那峡

ＳＡなど６カ所のＳＡで謝礼金付ポスターを

配布

９月 ２日 ＮＰＯ法人災害救助犬ネットワークの救助犬

１１頭がキャンプ場周辺を捜索

９月４日まで捜索

１０月２３日 お母さん・友人など３５名がキャンプ場を捜

索、常滑市消防職員６名が野々谷ため池を潜

水捜索

２４日は４１名で

捜索

１１月 ３日 お母さん・友人が野々谷ため池を捜索 ７日、１０日も捜索

１１月１２日 お母さん・友人、常滑消防署、常滑西小教職

員、教育委員会など２０名が野々谷ため池の

一部を掘削捜索

１６日は１９名で

捜索

平成２３年１月２２日 お母さん・友人、教育委員会など４０名が東

名浜名湖ＳＡと東名阪御在所ＳＡで謝礼金付

ポスターを配布

２月１９日 お母さん・友人、常滑西小ＰＴＡなど２８名

がＪＲ岐阜駅で謝礼金付ポスターを配布

７月 ９日 お母さん・友人、教育委員会など１７名がキ

ャンプ場周辺の川を捜索

常滑西小教職員がキャンプ場周辺の別荘へ訪

問し謝礼金付ポスターを配布

７月２３日 郡上警察署１３名とお母さん・友人、常滑西

小教職員、教育委員会など１９名がひるがの

高原サービスエリア（ＳＡ）で謝礼金付ポス

ターを配布

８月３０日 お母さん・友人、常滑西小・常中教職員がひ

るがの地区の川を捜索

９月１１日・１９

日、１０月８日・１

６日も捜索
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年 月 日 捜索活動など 備 考

１０月１６日 お母さん・友人、常滑西小・常中教職員１８

名がゴムボートで野々谷ため池を捜索

１０月２３日・３０

日、１１月２０日も

捜索

１１月２７日 お母さん・友人、常滑市内小・中教職員、教

育委員会など４７名がＪＲ岐阜駅と名鉄岐阜

駅で謝礼金付ポスターを配布

平成２４年２月２６日 お母さん・友人、常滑市内小・中教職員、教

育委員会など６４名が金山総合駅とアスナル

金山周辺で謝礼金付ポスターを配布

５月 ７日 浚渫業者による野々谷ため池の捜索開始 ６月１９日まで捜

索

５月２７日 郡上警察署２０名、お母さん・友人、常滑市

内小・中教職員、教育委員会など３６名が野々

谷ため池の重機でできない部分の掘削捜索

６月３日４２名、６

月１０日４０名で

捜索

７月２２日 郡上警察署とお母さん・友人、常滑西小教職

員、教育委員会など５７名が、ひるがの高原

サービスエリア（ＳＡ）でポスターを配布

１０月 ７日 お母さん・友人、常滑市内小・中教職員、教

育委員会など２２名がキャンプ場周辺の川を

捜索

１１月 ４日 お母さん・友人、常滑市内小・中教職員、教

育委員会など３９名がキャンプ場周辺を捜索

１１月２５日 お母さん・友人、常滑市内小・中教職員、教

育委員会など３７名が新東名高速道路の浜松

ＳＡでポスターを配布

平成２５年３月 ３日 お母さん・友人、常滑西小教職員、ＰＴＡ、

教育委員会などが、ＪＲ岐阜駅、名鉄岐阜駅

でポスターを配布

３月１６日 お母さん・友人、常滑西小教職員、教育委員

会などが、東海北陸道の川島ＰＡでポスター

を配布

７月２８日 郡上警察署１０名とお母さん・友人、常滑西

小教職員、教育委員会など４９名がひるがの

高原サービスエリア（ＳＡ）で捜索ティッシ

ュを配布

ＮＨＫテレビなど

取材

８月 ４日 お母さん・友人、常滑市内小・中教職員、教

育委員会など４２名がキャンプ場周辺を捜索

９月８日３３名、１

１月１０日５４名

で捜索

８月２４日 常滑中学校職員及び生徒がとこなめ焼祭り会

場で捜索ティッシュを配布

１２月 ８日 お母さん・友人、常滑市内小・中学校教職員、

教育委員会など２５名が中部国際空港アクセ

スプラザで捜索ティッシュを配布
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年 月 日 捜索活動など 備 考

平成２６年３月１６日 お母さん、常滑西小学校教職員・ＰＴＡ、教

育委員会など２０名が JR 岐阜駅前、名鉄岐阜

駅前で捜索ティッシュを配布

３月２３日 常滑中学校職員及び生徒がセラモールで捜索

ティッシュを配布

７月２７日 郡上警察署とお母さん・友人、小中学校職員

及び生徒、市職員、教育委員会など５５名が

ひるがの高原サービスエリア（ＳＡ）で捜索

ティッシュを配布

ＮＨＫテレビなど

取材

８月２３日 常滑西小防犯少年団、小学校職員が常滑焼ま

つり会場で捜索ティッシュを配布

８月２６日 常滑西小防犯少年団、小学校職員が名古屋市

中区役所ホールで「子ども安全アカデミー」

に参加し、捜索ティッシュを配布

１０月１２日 中学校職員、生徒、教育委員会計２６名がと

こなめ山車まつり会場で捜索ティッシュを配

布

１１月 ８日

９日

お母さん・友人、教職員、市職員、教育委員

会など計１０６名がキャンプ場周辺の捜索お

よび近隣住宅地へのティッシュ配布

８日にＮＨＫテレ

ビなど取材

平成２７年３月１５日 お母さん、常滑西小学校教職員・ＰＴＡ、教

育委員会など５６名が JR 岐阜駅前、名鉄岐阜

駅前で捜索ティッシュを配布

中日新聞など取材

７月２６日 郡上警察署とお母さん・友人、教職員及び生

徒、市職員、教育委員会など８９名が、ひる

がの高原サービスエリア（ＳＡ）とキャンプ

場周辺の住宅地で捜索ティッシュを配布

ＮＨＫテレビなど

取材

１１月８日 郡上警察署署員の約２０名とお母さん・友人、

教職員、市職員、教育委員会など６３名の計

約８０名がキャンプ場周辺及びキャンプ場北

西山林部の捜索活動を行った。

平成２８年２月１４日 フジテレビ特別番組でまなみさんの件につい

て放映

３月１２日 お母さん、常滑西小学校教職員・ＰＴＡ、教

育委員会など６８名が JR 岐阜駅前、名鉄岐阜

駅前で捜索ティッシュを配布

７月２４日 郡上警察署とお母さん・友人、NEXCO 中日本職

員、小中学校職員及び生徒、市職員、教育委

員会など５７名がひるがの高原サービスエリ

ア（ＳＡ）とキャンプ場周辺で捜索ティッシ

ュを配布

１０月１４日 フジテレビ特別番組でまなみさんの件につい

て放映
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年 月 日 捜索活動など 備 考

１１月２０日 郡上警察署とお母さん・友人、教職員、教育

委員会など４１名でキャンプ場周辺の捜索

平成２９年３月１１日 お母さん、小中学校教職員・ＰＴＡ、教育委

員会など６２名が JR 岐阜駅前、名鉄岐阜駅前

で捜索ティッシュを配布

７月２２日 郡上警察署とお母さん・友人、NEXCO 中日本職

員、小中学校職員及び生徒、市職員、教育委

員会など３８名がひるがの高原サービスエリ

ア（ＳＡ）とキャンプ場周辺で捜索ティッシ

ュを配布

平成３０年３月１０日 お母さん、小中学校教職員・ＰＴＡ、教育委

員会など４１名が JR 岐阜駅前、名鉄岐阜駅前

で捜索ティッシュを配布

１０月１４日 郡上警察署とお母さん・友人、NEXCO 中日本職

員、小中学校職員及び生徒、市職員、教育委

員会など４８名がひるがの高原サービスエリ

ア（ＳＡ）とキャンプ場周辺で捜索ティッシ

ュを配布

平成３１年３月９日 お母さん、小中学校教職員・ＰＴＡ、教育委

員会など４８名が JR 岐阜駅前、名鉄岐阜駅前

で捜索ティッシュを配布

令和元年 有志により、各種イベントで捜索ティッシュ

やチラシを配布

令和４年３月２９日 お母さん始めご家族と今後の対応方針等につ

いて協議


