
平成22年 12月31日現在

発生日時 発生場所 不審者 被害者 状況

29

平成22年12月19日(日)
午前7時50分頃

手広四丁目
県立深沢高校東
側の道路付近

黒い服、ｸﾞﾚｰの帽
子、ﾏｽｸを着用した
30歳代の男性

生徒1名 左記場所で、不審者が登校
中の被害者の右腕をつか
み、左手の握りこぶしで殴っ
てきた。被害者が「痛い」と
言ったところ、不審者は走り
去った（左記場所では複数
回同様の事案が発生。この
ため警察にパトール強化を
依頼してしています）。

28

平成22年12月7日(火)
午後4時00分頃

由比ガ浜二丁目
鎌倉体育館付近

身長170cm以上、
黒っぽい上着、紺色
のｽﾞﾎﾞﾝを着用した若
い男性

児童2名 左記場所で被害者らが遊ん
でいたところ、不審車に声を
掛けられ、近づいていくと、
不審者が下半身を露出し
た。

27

平成22年12月3日(金)
午後5時00分頃

植木
ショッピングモー
ル横路地付近

年齢30代位、身長
180ｃｍ位で細身、黒
の帽子、茶色いﾌﾘｰ
ｽ、黒のｽﾞﾎﾞﾝを着用
し、ﾒｶﾞﾈはかけてい
ない男性

生徒1名 左記場所で不審者がｼｮｯﾋﾟﾝ
ｸﾞﾓｰﾙの中から兵を乗り越え
てきて、被害者に「ねえ、何
やってんの？」と声を掛けて
きた。被害者が逃げると追い
かけて来たが、信号の変わり
目で追いかけるのをあきら
め、ﾌｪﾝｽを登って戻って
いった。

26

平成22年11月17日(水)
午後2時30分頃

台五丁目　台はな
みずき公園付近

年齢50歳代位、茶色
ズボン、灰色のセー
ター着用の男性

児童2名 左記場所で被害者らが下校
途中、不審者がズボンを下
ろし、下半身を露出してい
た。

25

平成22年11月16日(火)
午後3時30分頃

台二丁目　ふじみ
児童遊園（タイヤ
公園）付近

年齢不詳、ベージュ
の上着にジーンズを
はき、黒いカバンを
持った男性

児童1名 左記場所で被害者が下校途
中、不審者が下半身を露出
して立っていた。

24

平成22年11月16日(火)
午前8時30分頃

山ノ内付近 年齢30歳代後半～
40歳代位、身長
175cm位、体格やせ
型、白色ワイシャツ、
黒色系ジャケット、
ベージュ色ズボンの
男性

生徒数名 左記場所で被害者らが登校
途中、不審者が下半身を露
出した（今月11日にも同様の
事案が発生している）。

23

平成22年11月15日(月)
午後6時00分頃

寺分　富士塚・深
沢小学校共用
プール付近

身長160cm位、丸
顔、自称21歳の若い
男性

生徒1名 左記場所で、不審者が自転
車を停め、歩行中の被害者
に、手が不自由なことを装い
「靴ひもが結べないので、結
んでくれないか。」と声を掛
けてきた。

22

平成22年11月12日(金)
午後3時50分頃

関谷小学校校庭
脇　関谷川沿いの
路上

年齢不詳、背が低く
小太り、帽子をかぶ
り、リュックを背負った
男性

児童3名 左記場所で、被害者らが下
校途中、後方から歩いてきた
不審者が被害者の一人に体
当たりをした。その後、他の
児童の前に立って進行を妨
害し「殴るぞ」と言って脅かし
た。
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21

平成22年10月26日(火)
午前8時00分頃

腰越五丁目　腰越
保育園付近の路
上

年齢40～50歳代、黄
緑色のジャンパーを
着用し、クーラーバッ
グを提げた男性

児童1名 左記場所で、被害者が友人
と登校途中、前方から歩い
てきた不審者に顔を叩かれ
た。

20

平成22年10月12日(火)
午後4時00分頃

腰越一丁目　腰越
かつお公園付近

身長160cm位、年齢
40歳代、青いジャン
パー、ベージュの
キャップ、ベージュの
ズボンを着用した男
性

生徒7名 左記場所で、被害者らが下
校中、不審者が下半身を露
出して立っていた。

19

平成22年10月6日(水)
午後9時00分頃

（鎌倉警察署からの情
報）

七里ガ浜 年齢20歳代、身長
170cm位、体格やせ
型、黒色ニット帽着
用、マスクをかけた男
性

生徒1名 左記場所で、被害者が帰宅
途中、後方から接近した不
審者にいきなり手をつかまれ
た。

18

平成22年8月27日（金）
午後7時50分頃

（ﾋﾟｰｶﾞﾙ君子ども安全
メールより）

大船付近 年齢30歳位、身長
160ｃｍ位、体格中
肉、青色ポロシャツに
黒色ズボンを着用し
た男性。黒色のフル
フェイスヘルメットで、
黒色原付バイク。

生徒1名 左記場所で、被害者がバイ
クを押した不審者に追い抜
きざまに体を触られた。

17

平成22年8月18日(水）
午前7時40分頃

植木
ショッピングモー
ル横路地

太り気味の男性。
ベージュ色の作業服
を着用しサングラスを
かけていた

生徒1名 左記場所で被害者が登校
中、後ろから走ってきた不審
者にいきなり抱きつかれそう
になった。不審者はもとの方
向へ逃げた。

16

平成22年8月4日(水）
午後4時頃

小町二丁目
辻説法通り（妙隆
寺前）

身長170cm位、やせ
型、白髪まじり、作業
服を着用し、紙袋を
持った男性

児童１名 左記場所を被害者が通りか
かると、不審者が「今遊んで
いる友達はいるか？」などと
聞きながらつきまとったの
で、保護者が声をかけると、
不審者は走って逃げた。

15

平成22年7月22日(木）
午前7時10分頃

植木
ショッピングモー
ル横路地

身長165ｃｍ位、年齢
40歳位の男性。ク
リーム色の作業服を
着用し、帽子を目深
に被っていた

生徒1名 左記場所で被害者が登校中
ゆっくり歩いている男性がい
たので追い抜いたところ、後
ろから近づいて被害者のス
カートをめくろうとした。被害
者が大声を出したら不審者
は逃走した。

14

平成22年7月20日(火)
午後4時40分頃

梶原
深沢中学校付近

小太り、短めの髪、青
いＴシャツを着用した
年齢30～40歳位の
男性。黒又は紺色の
原動機付自転車に
ヘルメットを被らず乗
車

生徒1名 左記場所で原動機付自転
車に乗った不審者が被害者
の横を一度通り過ぎた後、不
自然にＵターンして被害者
の体を触ろうとした。その後
不審者は逃走した。

13

平成22年7月16日(金）
午前8時25分頃

岡本
玉縄中学校テニス
コート付近

青いジャンパーを着
用した男性

生徒1名 左記場所で被害者が登校
中、不審者が後ろから来て
体に触れようとした。その後
不審者は逃走した。

12

平成22年6月5日（土）
午後1時40分頃

二階堂267　亀ガ
淵公園付近

年齢50～60歳代、緑
色のツナギを着用
し、紺色の乗用車に
乗った男性

児童1名 左記場所で被害者が自転車
に乗っていると、不審者が車
から降りてきて、突然自転車
の前に腕を突き出し、おどか
した。不審者は車に乗って
立ち去った。



11

平成22年5月25日（火）
午後3時40分頃

浄明寺三丁目
浄妙寺付近

年齢50歳代の男性、
茶色の上着、黒いズ
ボン、メガネ着用

児童1名 左記場所で被害者が下校
中、不審者が話しかけてき
た。学校名、氏名等を尋ねら
れ、一緒についてきそうに
なったので同級生と一緒に
走って逃げた。

10

平成22年4月21日（水）
午後9時00分頃

稲村ガ崎付近 年齢30歳位、身長
165ｃｍ位、体格小太
り、帽子、黒色長袖
ｼｬﾂを着用した男性

生徒1名 左記場所で被害者が帰宅途
中、後方から近づいてきた不
審者にｽｶｰﾄをめくられた。

9

平成22年4月19日（月）
午後5時20分頃

西鎌倉二丁目　西
鎌倉小前交差点
付近

小柄でﾒｶﾞﾈをかけ、
星の印の付いたﾍﾙ
ﾒｯﾄをかぶった若い
男性

生徒4名 左記場所で被害者ら下校途
中、不審者にわいせつな写
真3～4枚を手渡された。不
審者はﾊﾞｲｸで立ち去った。

8

平成22年4月15日（木）
午後5時25分頃

岩瀬付近 年齢40歳位、身長
170ｃｍ位、頭髪は黒
の坊主頭、体格小太
り、深緑色のｼﾞｬｹｯﾄ
に黄土色のｽﾞﾎﾞﾝを
着用した男性

生徒１名 左記場所で被害者が帰宅途
中、下半身を露出した不審
者に追いかけられた。

7

平成22年3月14日（日）
午後8時35分頃

大船付近 年齢20歳位、体格中
肉、短髪、茶色系の
ﾀﾞｳﾝｼﾞｬｹｯﾄを着用
し、自転車に乗った
男性

生徒1名 左記場所で被害者が帰宅途
中、自転車に乗った不審者
に、追い抜きざまに体を触ら
れた。

6

平成22年3月11日（木）
午後3時10分頃

大船高校入口交
差点付近

身長170～175ｃｍ、
年齢40歳位、ﾊﾟｰﾏ
頭、赤い服、灰色の
ｽﾞﾎﾞﾝを着用した男性

児童１名 左記場所で被害者が友人た
ちと下校途中、不審者が「何
を見てるんだ」などと言い、
腕をつかみ、叩こうとした。

5

平成22年2月18日（木）
午後6時00分頃

岩瀬付近路上 年齢30歳位、坊主
頭、体格小太り、茶
色系のﾀﾞｳﾝｺｰﾄ、茶
色ｽﾞﾎﾞﾝ着用、自転
車に乗った男性

生徒1名 左記場所で被害者が下校途
中、自転車に乗った不審者
が「すみません」と呼び止
め、下半身を露出した。

4

平成22年2月8日（月）
午後3時00分頃

手広二丁目　鎖大
師ﾊﾞｽ停付近

年齢60歳代前半、茶
髪、黒いｻﾝｸﾞﾗｽ、赤
い服、黒いｽｶｰﾄを着
用した女性

児童2名 左記場所で、被害者らが下
校途中、正面から歩いてきた
不審者が、すれ違いざまに
被害者の頭を平手で叩い
た。不審者はそのまま歩き
去った。

3

平成22年1月27日（水）
午前7時50分頃

二階堂750　森護
親王墓付近

年齢50歳代、ﾍﾞｰｼﾞｭ
の上着、黒のｽﾞﾎﾞﾝを
着用、ﾊﾞｲｸに乗った
男性

児童４名 左記場所でﾊﾞｲｸに乗った不
審者が、登校途中の被害者
らの前で急停止し、「何時ご
ろに帰るの」と声をかけてき
たので被害者らが答えると、
不審者は「へへへ」と言って
去った。

2

平成22年1月22日（金）
午後6時00分頃

台二丁目　鎌倉武
道館付近の路上

年齢60歳位、身長
160ｃｍ位、白い長
髪、黒の上着を着た
男性

生徒1名 左記場所で、被害者が下校
途中、不審者に後を付けら
れ、走って逃げたが腕をつ
かまれ、後ろから抱きつかれ
た。被害者が「警察を呼ぶ」
と言ったら不審者は走って
逃げていった。

1

平成22年1月19日（火）
午前7時30分頃

源平池の脇 年齢50歳代、ﾒｶﾞﾈを
かけ、茶色のﾊﾟｰ
ｶｰ、黒い靴、ｽﾞﾎﾞﾝを
着用し、ﾘｭｯｸを背
負った男性

生徒2名 左記場所で、被害者らが登
校途中、不審者にすれ違い
ざまに足を蹴られ、足を引っ
掛けられた。


