不 審 者 情 報 掲 載 一 覧（平成18年）
平成18年12月末現在
発生日時

発生場所

不審者

被害者

状況

平成18年12月5日（火） 由比ガ浜四丁目4 170cm位、ｸﾞﾚｰか水 生徒
午後6時00分頃
番（コンビニ裏）
色でﾌｰﾄﾞ付きの長い
ｺｰﾄの男性

被害者が左記場所を歩行
中、不審者が近づき、下半
身を露出した。

平成18年11月24日（金） 湘南ﾓﾉﾚｰﾙ「西鎌 170cm、黒いｼﾞｬﾝ
午後4時30分頃
倉駅」付近
ﾊﾟｰ、50代の男性

児童

被害者が左記場所を歩行
中、不審者が近づき「かわい
いね、名前はなんていうの」
と声をかけてきた。すぐに
走って逃げた。

平成18年11月21日（火） 笛田三丁目「相鉄 50代後半の男性
午後5時00分頃
ﾛｰｾﾞﾝ」付近

生徒2名

被害者らが左記場所を歩行
中、不審者が大声で話しか
けてきたため、無視をしてそ
の場から立ち去ろうとした
が、突然不審者が後ろから
近づき、腕をつかんできたの
で振り払って逃げた。

50代の男性、五分刈 児童1名
り、ねじりﾊﾁﾏｷ､片足
を引きずっている

被害者が左記場所を歩行
中、不審者が下半身を露出
し、道路中央を歩いていた。
しばらくしてｽﾞﾎﾞﾝを履き、玉
縄方面に立ち去った。

平成18年11月13日（月） 江ノ電「鎌倉高校 白と黒（ﾂｰﾄﾝ）のﾍﾙ 児童2名
午後4時00分頃
前」付近
ﾒｯﾄをかぶり、黒のｼﾞｬ
ﾝﾊﾟｰを身に付けた、
46
30代男性、身長は
165cm位

被害者らが左記場所を歩行
中、不審者に「写真を撮らせ
て」「ﾓﾃﾞﾙになって」と声をか
けられた。「いやだ」と言って
逃げたら、その姿を写真に
撮られた。
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平成18年11月13日（月） 植木129番地「玉
午後5時00分頃
縄幼稚園」前
47

平成18年11月13日（月） 西鎌倉小学校前
午後3時00分頃
地下道付近

上下黒色の服、黒色 児童
の帽子に黒色のｻﾝｸﾞ
ﾗｽ、近くに白い乗用
車が止めてあった。
35歳位の男性、身長
は165cm位

平成18年10月26日（木） 植木小学校向い
午後4時50分頃
側の歩道

青い帽子、ﾒｶﾞﾈ､50 特に被害 母親が子どもを連れて、帰宅
から60歳位の小柄な はなかった するため左記場所を歩行
男性
中、不審者がｽﾞﾎﾞﾝを下ろし
下半身を露出させて座って
いるのに気が付いたため、
すぐに引き返して反対側の
歩道を歩き帰宅した。

45
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被害者が左記場所を下校
中、不審者に「おやつをあげ
るから家においで」と声をか
けられた。「いやだ」と言って
逃げると、後を追いかけてき
たので、近くの家に助けを求
め入れてもらった。しばらくし
て、その家の人に安全確認
をしてもらい、帰宅した。
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平成18年10月25日（水） 笛田三丁目（坂本 ｸﾞﾚｰの作業服、ｼﾞｰ 児童1名
午後2時00分頃
商店付近）の路上 ﾊﾟﾝ、野球帽、ﾒｶﾞﾈ、
50から60代の男性

平成18年10月23日（月） 西鎌倉小学校付
午前8時00分頃
近
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41

身長170㎝位、ｻﾝｸﾞﾗ 児童数名 被害者らが左記場所を登校
ｽ、ﾍﾞｰｼﾞｭの短めの
中、不審者が「写真を撮って
ｺｰﾄ、20から30代の
あげようか」「登録してあげ
男性
る」と声をかけられた。急いで
その場から逃げて、交通指
導員に告げた。

平成18年10月23日（月） 玉縄5丁目（玉縄 小太り、ﾎﾟﾛｼｬﾂ､お
午後6時30分頃
すこやかｾﾝﾀｰ付 かっぱ頭、30から40
近）の路上
代の男性

生徒

被害者が左記場所を下校
中、不審者が後ろから近づ
き、抱きつこうとしたため、大
声で叫び家に帰った。不審
者は逃げ去った。

平成18年10月20日（金） 坂ノ下付近の路地 緑と青のﾁｪｯｸのｼｬ
午後7時00分頃
ﾂ、ｼﾞｰﾝｽﾞの男性

生徒

被害者が左記場所を歩行
中、不審者が後ろから近づ
き、首の下辺りを触ろうとした
ため、その場から逃げ自宅
に帰った。
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平成18年10月12日（木） がんだヶ谷（腰越・ 年齢20から30代の男 児童3名
午前7時50分頃
津）地区路上
性、痩せ形、大きな
目、色黒で顔にたくさ
んのにきび、服装は
深緑色のｼﾞｬｹｯﾄ､横
文字の入った黒いﾍ
39
ﾙﾒｯﾄ着用

被害者らが徒歩で登校途
中、左記場所に差し掛かる
と、ﾊﾞｲｸに乗った不審者が、
被害者らの周りを円を描くよ
うに走り、脅すように走った。
すぐに、近くの友達の家の
ﾁｬｲﾑを鳴らして避難しようと
したところ、不審者はにらん
で逃げた。被害者らが再び
歩いていると、また追いかけ
てきて周りを回って逃げた。

平成18年10月11日（水） 深沢中学校下の
午後6時00分頃
交差点付近

黒い服、野球帽、40 生徒1名
歳位の男性

被害者が左記場所を歩行途
中に、不審者に名前を聞か
れた。無視をしたら手を捕ま
れたので振り払って逃げた。

平成18年10月7日（土） 大船小学校付近
午後5時00分頃

身長170㎝位、黒のT 児童1名
ｼｬﾂ､紺のｼﾞｬｰｼﾞ
（下）、50代から60代
の男性

被害者が左記付近を自転車
で走行中、「おい○○」と名
前を呼ばれた。振り向いたら
知らない人だった。もう一度
「おい○○」と呼ばれた。
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被害者が左記場所を下校
中、不審者が後ろから近づ
き、いきなり平手で頭を叩い
て走り去った。すぐに安全ﾊﾟ
ﾄﾛｰﾙのﾒﾝﾊﾞｰに保護され
た。

平成18年9月29日（金） 常盤付近の路上
午後5時20分頃
（ｾｲﾌｰ鎌倉店付
近）

身長175㎝位、年齢 児童2名
50歳から60歳位、中
肉、茶色のｽﾞﾎﾞﾝ、縞
のTｼｬﾂを着た男性

平成18年9月22日（金） 深沢中学校下の
午後2時20分頃
交差点付近

白のﾜﾝﾎﾞｯｸｽｶｰに
乗っていた男性

平成18年9月21日（木） 鎌倉山三丁目
〜26日（火）頃の午後3 （手広600番地台）
時頃
付近路上
（日にちについては特
定できず）

身長180cm位、痩せ 児童2名
形、ひげ面、茶髪の
短め、黒っぽいTｼｬ
ﾂ、年齢30〜40歳代
の男性

平成18年9月20日（水） 岩瀬地区の保育
午後2時00分頃
園

中肉の男性

児童1名

被害者が左記場所で遊んで
いたところ、ﾌｪﾝｽ越しに、「こ
の園の子？学童にはどう
やっていくの？」と声をかけら
れたもの。

平成18年9月14日（木） 鎌倉中央図書館
午後4時30分頃

大学生くらいの若い 児童1名
男性、身長175㎝位、
黒いTｼｬﾂ､迷彩服の
ような7分ｽﾞﾎﾞﾝ、髪の
長さは普通

被害者が左記場所で図書を
探していたとき、背後から体
を触ろうとしてきたもの。

平成18年9月13日（水） 湘南ﾓﾉﾚｰﾙ深沢 青い軽ﾄﾗｯｸに乗った 児童1名
午後1時40分頃
駅（富士塚小学校 男性
入口）付近

平成18年9月11日（月） 玉縄二丁目
年齢40歳から50歳
児童1名
午後3時30分頃
（ｺｰﾌﾟかながわ駐 位、身長165㎝位、体
車場）付近
格やせ形、無精ひ
げ、黒色野球帽、長
袖ｼｬﾂ､紺のｽﾞﾎﾞﾝの
男性

被害者が子どもの家に向か
う途中、左記場所で、不審者
に、「こっちにおいで」と声を
掛けられた。被害者が引き返
すと、車も同じ方向へ走って
きた。
被害者が母親と外出中、左
記場所で、不審者に、「ｱｲｽ
をあげるからこっちに来な
い」と声を掛けられた。すぐ
に店内にいる母親のところに
逃げた。

平成18年9月7日（木） 七里ガ浜東
年齢40歳位、身長
児童1名
午後2時50分頃
三丁目付近路上 170㎝位、体格やせ
（ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ付近） 形、ｸﾞﾚｰのあごひ
げ、黒色野球帽、黒
色Tｼｬﾂ､ｼﾞｰﾊﾟﾝ姿の
男性

被害者が学校から徒歩で帰
宅途中、左記場所に座って
いた不審者に、「一緒に帰ろ
うよ」と声を掛けられ、「一人
で帰る」と答えると、「さような
ら」と言われたもの。
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児童1名
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被害者らが左記場所を歩行
途中、「どこに行って来たの」
と不審者に聞かれ、「学童の
帰り」と答えた。1人の男児の
手をとり、「おじちゃんと一緒
に行こう」と言った。「やだ」と
答えたが、手を引っ張られ
た。もう1人の男児が、「やめ
ろよ」と言って不審者の手を
振り払い、2人は家に逃げ
帰った。
被害者が左記場所を下校途
中、不審者が対向車から手
を出して歩行を妨げてきた。
急いで家に帰ろうとすると、
追いかけてきたもの。
被害者らが徒歩で帰宅途
中、左記場所に差し掛かる
と、白い車に左記不審者が
降車し、被害者らに「車に
乗っていかない」と声をかけ
てきたもの。
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平成18年9月4日（月） 材木座三丁目付 年齢30歳から40歳位 生徒2名
午後0時50分頃
近（材木座郵便局 の男性、中肉中背、
前）
短ﾊﾟﾝ、ｻﾝﾀﾞﾙ、ﾍﾞｰ
ｼﾞｭ色のﾊﾞｯｸﾞ

被害者が左記付近を下校中
に、前方から来た不審者が
すれ違いざまにｽﾞﾎﾞﾝを下ろ
して通り過ぎていったもの。

平成18年9月3日（日） 台三丁目付近（JR 年齢20歳から30歳位 生徒2名
正午頃
横須賀線跨線橋） の男性、白のTｼｬﾂ、
ﾍﾞｰｼﾞｭの大きめの半
ｽﾞﾎﾞﾝ、頭髪は短め

被害者が左記場所付近を歩
行中に、跨線橋の階段付近
で不審者が下半身を見せて
きたもの。

平成18年8月16日（水） 笛田一丁目
午後5時10分頃
9番付近路上

年齢30歳から35歳、 生徒1名
身長170㎝位の男
性、体格小太り、頭髪
肩までの長さ、上衣
黒色Tｼｬﾂ､下衣青色
半ｽﾞﾎﾞﾝ、眼鏡あり

徒歩で、左記場所付近に差
し掛かったところ、前方より自
転車に乗った不審者に、す
れ違いざま、無言で右胸を
触られそうになった。

平成18年7月16日（日） 極楽寺三丁目
午後3時30分頃）
7番付近路上

年齢50歳位の男性、 児童1名
身長175㎝位、麦わら
帽子、ｻﾝｸﾞﾗｽ（黒色）
ﾌﾟｰﾏの黄色いTｼｬﾂ､
長ｽﾞﾎﾞﾝ着用

左記被害者が帰宅途中、
「君一人で帰るの。おじさん
の家に来ない。おいしいｹｰ
ｷがあるよ。」と声を掛けられ
たもの。

平成18年7月6日（木） 台一丁目の路上
午前11時頃

70代女性

児童1名

左記場所で、「雨に濡れるか
ら私の傘に入らない」と声を
掛けてきて、右腕を掴まれ
「駅まで連れてってあげる」と
声を掛けられたもの。

50代男性、ｻﾝｸﾞﾗｽ、 児童1名
ﾍﾞｰｼﾞｭかｶｰｷ色のｽﾞ
ﾎﾞﾝ、身長170cm位

左記場所で、不審者が「おも
しろいﾃﾚﾋﾞｹﾞｰﾑがあるから
来ないか？」と声を掛けてき
た。被害者は女子トイレに逃
げ込み、しばらく様子を見て
いたが、不審者はまだいた。
様子をうかがい家に逃げ帰
る。保護者から警察及び学
校に連絡する。
被害者が左記場所付近を自
転車で帰宅途中、後方から
近づいてきた不審者が、訳
のわからないことを言いなが
ら、被害者の左腕をつかもう
としてきたもの。
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平成18年6月14日（水） 岡本のｽｰﾊﾟｰ
午後４時00分〜30分頃
23
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平成18年6月13日（火） 大町3丁目付近路 年齢20〜30歳位、ｸﾞ 生徒1名
午後４時55分頃
上
ﾚｰｼﾞｬｹｯﾄ、体格太
め、黒色ﾌﾙﾌｪｲｽを
かぶり、黒色ビッグｽ
ｸｰﾀｰに乗った男
平成18年6月12日（月） 植木586前
午後3時00分頃
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白いｼｬﾂ・Gﾊﾟﾝ着
用、ﾘｭｯｸｻｯｸを背
負った男1名

児童2名

被害者2人が下校中、突然
不審者に腕をつかまえられ
る。2人は振りほどいて逃げ
た。後ろにいた別の児童にも
同様につかみかかった。

平成18年6月1日（木） 由比ガ浜4丁目付 年齢50歳位、身長
生徒1名
午後7時10分頃
近路上
165cmから170cm位、
体格普通、頭頂部が
はげてまわりが短め、
白色ﾊﾞｽﾛｰﾌﾞを着た
男

被害者が左記場所付近を犬
の散歩途中、後ろを振り返る
と、上記不審者が立ってお
り、いきなりﾊﾞｽﾛｰﾌﾞの前をは
だき下半身を見せてきたも
の。

平成18年5月27日（土) 岡本のｽｰﾊﾟｰ
午後2時00分頃

40代男性、ｻﾝｸﾞﾗｽ、 児童1名
ﾏｽｸ､黒ｼﾞｬｰｼﾞ、身長
160cmから170cm位

被害者が保護者とは別れて
いると、不審者が「お菓子を
あげるから家に来ない」と声
を掛けてきた。被害者が別の
場所に移動すると、｢ｹﾞｰﾑが
好きだったら家に来ない」と
また声を掛けてきた。被害者
は怖くなったので人にいると
ころに逃げた。その後、被害
者は保護者と一緒に帰宅
し、このことを保護者に伝え
た。

平成18年5月26日（金） 梶原1丁目付近路 中年男性1名、黒髪、 生徒1名
午後3時00分頃
上
銀色普通乗用車（右
ﾊﾝﾄﾞﾙ）に乗車、助手
席に白色大型犬を乗
せていたもの

被害者が左記日時場所付近
を歩行中、後方より車両で近
づいてきた不審者が、同車
両に乗車しながら｢どこへ行
くの、送っていこうか」と声を
掛けてきたもの。

平成18年5月21日（日） 植木425−1（相模 高校生風、ﾒｶﾞﾈ、ｸﾞ 児童1名
午後5時00分頃
陣東公園内）
ﾚｰ長袖のﾊﾟｰｶｰ、紺
のｽﾞﾎﾞﾝ、茶髪、中
肉、ｻﾝﾀﾞﾙ履き、身長
160〜170cm位

不審者が女子児童の写真を
撮っていた。近くにいた大人
が声を掛けると、男は逃げて
いった。

平成18年5月19日（金） 大船駅付近（観音 30歳位の男、170cm 生徒1名
午前10時45分頃
側）
位、髪は短め、顔が
長い、体格は細い、ｸ
16
ﾘｰﾑ色Yｼｬﾂ、ﾍﾞｰｼﾞｭ
のｽﾞﾎﾞﾝ､黒の傘、黒
の野球帽、黒のﾘｭｯｸ
ｻｯｸ
平成18年4月17日(月) 洗馬谷戸地区（鎌 黒い車に乗った男2 児童4名
午後2時50分頃
倉養護学校・運動 人
場前の横断歩道 （1人はｻﾝｸﾞﾗｽをか
15
付近）
け、黒い洋服)

被害生徒が左記方面に歩行
中に、後ろから歩いてきた不
審者が、被害者を追い越し
て細い路地に入った。その
方向を見ると、不審者はｽﾞﾎﾞ
ﾝを下ろし、下半身を見せ
た。
左記付近を下校中、不審者
が窓を閉めたままデジタルカ
メラで写真を撮っていた。児
童らは声はかけられず、車は
追い抜いていった。
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平成18年4月15日（土） 稲村ガ崎小学校
午前8時30分頃
付近

若い男、長髪、うすい 児童1名
水色のｼｬﾂ、ｸﾞﾘｰﾝの
ｽﾞﾎﾞﾝ

平成18年4月12日（水)
午後1時40分頃

50〜60歳位、水色の 児童とその 児童が下校中、不審者に声
自転車に乗った男、 保護者
をかけられ、ﾗﾝﾄﾞｾﾙを引っ
黒いｼﾞｬﾝﾊﾟｰ、黒い
張られ追いかけられた。その
ｽﾞﾎﾞﾝ、赤い布を首に
後、近くにいた児童保護者
巻いている
の後を自転車でつけまわし
た。

代ゼミから岩瀬こ
い公園（ｲﾄｰﾖｰｶ
ﾄﾞｰ大船店付近）

左記付近を歩行中、「あめを
あげるからおいで」と声をか
けられたが、無視をして逃げ
た。

平成18年4月4日（火）
午後4時45分頃

大船1丁目12番〜 20歳位の男
2丁目8番付近

生徒1名

歩行中、不審者から「一緒に
お茶しない」と声をかけられ
た。断ってその場から立ち去
ると、後ろからついてきたの
で、急いで自宅に帰った。

平成18年2月15日（水） 寺分地区（古館橋 20代位の男
午後3時30分頃
付近の県道）

生徒1名

下校中、前方から走ってきた
バイク3台が止まり、そのうち
の1台に乗っていた不審者か
ら「どこかに遊びに行かな
い？」と声をかけられた。無
視したらバイクは行ってし
まった。

平成18年2月14日（火)
午後4時30分頃

御成町付近（中央 20代後半位の男、身 生徒1名
図書館裏）
長165〜170ｃｍ位、
痩せ型、髪をﾜｯｸｽで
立たせた短髪、ｽｰﾂ
姿、ｻﾗﾘｰﾏﾝ風

下校中、後方からいきなり近
づいてきた左記不審者に、｢
今遊びに行かない？」と声を
かけられた。

平成18年2月8日（水）
午後4時30分頃

岩瀬下関青少年
広場付近路上

年齢50歳位、髪の毛 生徒1名
がﾎﾞｻﾎﾞｻ、紫色のよう
なｽﾞﾎﾞﾝをはいた女

帰宅途中、突然、右頬を平
手で殴り、被害者が抵抗した
ところ、自転車で逃走した。

平成18年2月8日（水）
午後5時30分頃

大船4丁目路上

年齢60〜70歳位、黒 児童3名
色ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ、黒色
ｼﾞｬｰｼﾞｽﾞﾎﾞﾝ、白髪交
じり、ﾒｶﾞﾈをかけてい
る男性

児童らに「チョコ食べる？」と
いう声かけ事案。こどもたち
が無視するといずれかに立
ち去った。

平成18年2月7日（火）
午後6時頃

浄明寺3丁目路上 ｻﾝｸﾞﾗｽ、野球帽、
ｼﾞｬｰｼﾞを着た男1名

平成18年2月6日（月）
午後5時40分頃

12

11

10

9

8

7

6

生徒1名

下校中、左記不審者が道路
反対側からわたってきて後を
つけてきた。すぐに自宅に逃
げた。

二階堂地区路上

黒か茶色の上着を着 生徒1名
た男1名

下校途中、左記不審者に自
宅付近まで後をつけられた。

平成18年2月５日（日）
午後７時８分頃

稲村ガ崎付近路
上

年齢35歳位、身長１７ 生徒1名
５cm位、体格がっち
り、黒色ﾀﾞｳﾝｼﾞｬﾝ
ﾊﾟｰ、ｼﾞｰﾊﾟﾝ、黒色
ﾆｯﾄ帽子の男1名

帰宅途中、不審者に100ｍほ
ど後をつけられ、さらに、一
旦帰宅後、ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱｰ
にて買い物をしていたとこ
ろ、再度、この男と鉢合わせ
になった。

平成18年2月３日（金）
午後３時頃

大船5丁目付近

5

4

平成18年2月1日（水）
午後3時頃
3

小太り、年齢40歳くら 児童1名
いの男、ﾍﾞｰｼﾞｭのＴ
ｼｬ
ﾂ、黒ｼﾞｬｹｯﾄ、150ｃｍ
位
二階堂瑞泉寺付近不明
児童1名

下校中、自宅付近で不審者
に後をつけられる。児童は、
急いで逃げて自宅に帰っ
た。
下校中、止まっていた車が
通り過ぎたとき、車がすぐ発
進して後をついてきた。児童
は、急いで逃げて自宅に
帰った。

平成18年1月27日（金） 雪ノ下付近路上
午前7時20分頃
2

平成18年1月11日(水)
午後3時頃
1

岩瀬1丁目付近

ｸﾞﾚｰのｾﾀﾞﾝﾀｲﾌﾟ普 児童1名
通乗用車の助手席に
乗車していた年齢40
歳位、黒髪、浅黒、
吊り目の男（他に運
転席及び後部座席に
男がそれぞれ1名ず
つ乗車）
60〜70代位の男性、 児童4名
白髪、頬におでき、
濃い色のﾒｶﾞﾈ、茶色
の帽子（ﾊｯﾄ）、黒ｼﾞｬ
ﾝﾊﾟｰ、自転車はｼﾙ
ﾊﾞｰで一部は黒

不審者が助手席の窓を開
け、｢ガム食べない」と声をか
けてきた。

不審者から声をかけられ、逃
げた。

