
平成20年12月末現在

発生日時 発生場所 不審者 被害者 状況

45

平成20年12月16日（火）
午後3時00分頃

ﾚｲ･ｳｴﾙ鎌倉付近
路上

年齢30歳位、小太り、
みどり色の服、黒いｽﾞ
ﾎﾞﾝ、ｲﾔﾎﾝをした男
性

女子児童1
名

左記場所で被害者が追いか
けられたため、隠れたとこ
ろ、不審者はいなくなった。

44

平成20年12月7日（日）
午後3時00分頃

大船駅　駅ﾋﾞﾙ内 年齢20～30代前半、
身長170cm位、ｵﾚﾝ
ｼﾞ色のﾀﾞｳﾝｼﾞｬｹｯﾄを
着た男性

女子生徒1
名

左記場所で被害者が買物
中、不審者がぶつかってき
て、触られそうになった。

43

平成20年12月3日（水）
午後1時30分頃

鎌倉体育館横の
路上

年齢60歳位、身長
170cm位、ﾍﾞｰｼﾞｭの
ｺｰﾄ、ｻﾝｸﾞﾗｽをかけ
た男性

男子児童2
名

左記場所で被害者らが下校
途中、不審者が「ぼく、何年
何組？一緒に海へｻｯｶｰし
に行かない？」などと声を掛
け、海の方へ歩いて行った。

42

平成20年11月14日（金）
午後5時00分頃

ﾓﾉﾚｰﾙ「富士見町
駅」付近路上

年齢30～40歳位、自
転車に乗った、黒っ
ぽい服装の男性

児童1名 左記場所で被害者らが歩行
中、不審者が近づいてきて、
下半身を露出した。被害者
は急いで逃げた。

41

平成20年10月21日（火）
午後3時00分頃

深沢小学校前　新
川橋上

年齢50代、身長
170cm程度、茶色の
ﾌｰﾄﾞ付きﾄﾚｰﾅｰ、黒
いｻﾝｸﾞﾗｽ着用の大
柄な男性

男子児童2
名

上記場所で被害者らが下校
途中、不審者に「ｹﾞｰﾑｾﾝﾀｰ
に一緒に行ってあげるから
ついておいで」と声をかけら
れた。被害者らが逃げたとこ
ろ、不審者も常盤口方面へ
立ち去った。

40

平成20年9月24日（水）
午後5時00分頃

玉縄小学校前の
路上

年齢30～40歳位、身
長155～160㎝位、茶
色の半袖の服、黒い
ｽﾞﾎﾞﾝ、ｻﾝｸﾞﾗｽをかけ
ﾘｭｯｸを背負った男性

女子児童1
名

左記場所を被害者が自転車
で子どもの家から帰宅する途
中、不審者が自転車で後を
付いて来た。被害者は怖く
なり、ｽﾋﾟｰﾄﾞを上げたが、追
いついてきて「お嬢ちゃん、
年いくつ？」と声をかけてき
た。道路を曲がると、付いて
来なくなった。

39

平成20年9月24日（水）
午後10時00分頃

泉水橋付近 年齢30歳位、身長
170㎝前後、坊主頭
の男性

女子生徒1
名

左記場所を被害者が携帯電
話でﾒｰﾙをしていたところ、
後ろからいきなり不審者に口
をふさがれたので、抵抗して
声を上げると、不審者は逃走
した。

38

平成20年9月21日（日）
午後12時00分頃

玉縄小学校付近 年齢30～40歳代、身
長160㎝位、茶色の
服、ﾒｶﾞﾈをかけてい
て、帽子をかぶった
男性

女子生徒２
名

左記場所で、不審者が被害
者の一人に声をかけたが無
視され、後ろを歩いていた被
害者に近づき、卑わいなこと
を言ってきたので、被害者は
走って逃げた。

　不　審　者　情　報　掲　載　一　覧（平成20年）



37

平成20年9月17日
（水）、18日（木）
午後7時00分頃

坂ノ下21番付近路
上

年齢30～40歳代、自
転車に乗った、髪は
ﾎﾞｻﾎﾞｻでやや長めの
男性　服装：17日ｼｬﾂ
に長ｽﾞﾎﾞﾝ着用　18日
迷彩柄のTｼｬﾂに半
ｽﾞﾎﾞﾝ着用

17日、18
日とも女子
生徒１名
（違う生徒）

左記場所で、被害者が帰宅
途中、後方から自転車に
乗った不審者が、5～10ｍ間
隔で自宅付近まで付いて来
たが、Uﾀｰﾝして帰って行っ
た。

36

平成20年9月14日（日）
午前8時30分頃

深沢中学校校門
付近

年齢30～40歳代、小
柄で赤い短ﾊﾟﾝ、金
髪でひげも染めてい
る男性

女子生徒1
名

左記場所を被害者が登校途
中、不審者から「あの」と声を
かけられたので、そちらを向
くとすれ違いざまにｽﾞﾎﾞﾝをあ
け、露出しようとした。

35

平成20年9月9日（火）
午後6時40分頃

JR鎌倉駅東口　小
町通り入口付近路
上

身長170～175cm、肩
にかかる程度の長
髪、上下黒のｼﾞｬｰ
ｼﾞ、ｽﾆｰｶｰ、黒縁ﾒｶﾞ
ﾈ､中肉中背の30代
後半の男性

女子生徒１
名

左記場所を被害者が歩行
中、前方から歩いてきた不審
者がすれ違いざまに被害者
の左手首をつかみ、そのまま
連れて行こうとしたが、通行
人が近づいたので不審者は
逃げた。

34

平成20年9月9日（金）
午後1時40分頃

西鎌倉小前交差
点付近路上

身長170ｃｍ前後、茶
髪、迷彩柄の短ﾊﾟﾝ、
ｸﾞﾚｰのTｼｬﾂを着た、
年齢40歳前後の男性

女子児童１
名

左記場所を被害者が友人と
下校途中、にやにやしてい
る不審者を見かけ、不審者
がいなくなったようだったの
で、友人と別れて一人で歩き
始めると、再び不審者が現
れ、被害者の顔に両手を近
づけるようにして寄って来
た。被害者が自宅方向に
走って逃げると、不審者は反
対方向に逃げた。

33

平成20年9月8日（月）
午後2時50分頃

六地蔵付近の道
路

中年男性が同乗する
ｼﾙﾊﾞｰの車に乗っ
た、ｸﾞﾚｰの服を着た
中年の男性

男子児童1
名

左記場所を被害者が下校途
中、六地蔵の信号に向かっ
て歩いていると、ｼﾙﾊﾞｰの車
を運転している不審者に「お
いで」と手を振りながら声を
掛けられた。被害者は無視
して信号を渡って逃げた。

32

平成20年9月5日（金）
午後2時45分頃

県立フラワーセン
ターと柏尾川の間
の道路

黒い傘を手に持ち、
マスク着用、半袖の
黒い服を着た、40歳
くらいの男性

男子児童2
名

左記場所を被害者らが下校
途中、不審者に「何年生？」
「名前は？」などと声をかけら
れた。被害者らは何も答えず
に足早に立ち去った。

31

平成20年9月5日（金）
午前7時50分頃

腰越津地区の
NTT付近路上

身長165cm程度、30
歳前後、茶色の髪、
色黒、中肉中背、T
シャツの上にシャツを

女子生徒1
名

左記場所を被害者が登校途
中、不審者に触られそうに
なった。

30

平成20年9月２日（火）
午後0時頃

県立フラワーセン
ターと柏尾川の間
の道路

黒い帽子、緑地に白
の縞のTシャツ、黒い
ズボン（ジーンズ）、
30歳くらいの男性

男子児童2
名

左記場所を被害者らが下校
途中、前から歩いてきた不審
者に殴られた。被害者らには
怪我はなかった。

29

平成20年7月31日（木）
午後1時50分頃

「関谷ｲﾝﾀｰ」ﾊﾞｽ
停付近路上

年齢30歳位、身長
170cm程度、短髪、
作業衣を着た男性

女子児童1
名

左記場所で、被害者が通行
中、不審者が「ﾃｨｯｼｭは持っ
ていないか」と声をかけ、手
をつかまれた。被害者が手を
払うと不審者は付近に駐車
してあった4ｔﾄﾗｯｸに乗って
立ち去った。



28

平成20年7月27日（日）
午後5時00分頃

横浜国大附属小
中学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ横
付近路上

年齢30代、青のTｼｬ
ﾂ、長ｽﾞﾎﾞﾝをはき、青
い車に乗った男性

女子生徒5
名

左記場所で、被害者らが話
をしていたところ、不審者が
車の中から2～3枚写真を撮
り、さらに車を降りてきて写真
を撮った。

27

平成20年7月11日（金）
午後3時00分頃

植木175付近路上 年齢40歳位、身長
175cm位、ﾀﾊﾞｺを持
ち、白いｼｬﾂ、ｼﾞｰﾊﾟ
ﾝ風のｽﾞﾎﾞﾝをはいた
男性

男子児童1
名

左記場所で、被害者が友人
と鬼ごっこをしながら帰宅途
中、同じ方向で前を歩いて
いた不審者が、いきなり振り
返って被害者の頬を叩い
た。被害者は転倒し、手のひ
らにすり傷を負った。不審者
は次の角を右に曲がって歩
いて行った。その後、被害者
は帰宅途中に、見守りをして
いる地域の方に知らせた。

26

平成20年7月11日（金）
午前7時30分頃

御成小学校前の
信号付近

年齢30歳代、ﾎﾞｻﾎﾞｻ
の髪、紫のTｼｬﾂ、黒
のｼﾞｬｰｼﾞのｽﾞﾎﾞﾝ（七
分丈）、大きい黒い
ﾊﾞｯｸﾞを持った男性

女子生徒１
名

左記場所で、不審者が被害
者の前方からﾆﾔﾆﾔしながら
接近し、ﾁｬｯｸを下ろして露
出した。被害者は走って逃
げた。

25

平成20年7月9日（水）
午後1時15分頃

二階堂　荏柄天神
社付近

身長170cm位、黒いﾒ
ｶﾞﾈ､白いﾎﾟﾛｼｬﾂ、G
ﾊﾟﾝをはいた若い男
性

女子児童1
名

被害者が左記場所を一人で
下校途中、ｼﾞｸﾞｻﾞｸﾞに歩行し
ていた不審者が、被害者を
見つめ、黙って後をつけてき
た。被害者が走って逃げ、振
り返ると不審者は物影に隠
れ、逃げるとまた追ってきた。
さらに走って逃げると、つい
て来なかった。

24

平成20年7月3日（木）
午後7時05分頃

深沢小入口交差
点から古館橋交差
点間の路上

年齢25～30歳代、サ
ラリーマン風の男性

女子生徒１
名

被害者が左記場所を自転車
で走行途中、すれ違いざま
に不審者が被害者の胸を触
ろうとした。

23

平成20年7月2日（水）
午後7時30分頃

六地蔵交差点に
出る手前の路地

年齢40～50歳代、ﾒ
ｶﾞﾈを掛け、ﾜｲｼｬﾂを
着た男性

女子生徒1
名

左記場所付近で、不審者が
携帯電話を掛けながら被害
者に近づいて、電話の相手
に「制服を着ていて、髪の毛
は二つ結び」「今からつける
から」と言っていた。被害者
が走って逃げると、不審者は
「逃げられた」と言っていた
が、ついて来なかった。

22

平成20年7月2日（水）
午後8時50分頃

稲村ガ崎駅近くの
交番付近

年齢40歳代、短髪、ﾒ
ｶﾞﾈを掛け、ﾁｪｯｸのﾜ
ｲｼｬﾂ、白っぽいｽﾞﾎﾞ
ﾝをはいた男性

女子生徒１
名

被害者が左記場所を帰宅途
中、不審者が「すみません」
「電車にいるときからかわい
いと思っていた」「携帯でﾒｰ
ﾙしない？」と声をかけてきた
ので、「やめてください」と
言ったら、不審者は走って逃
げた。

21

平成20年6月11日（水）
午前7時55分頃

大町四つ角付近
川沿いの路上

年齢40歳位、身長
170cm前後、黒っぽ
いｽｰﾂ、黒のｼｮﾙﾀﾞｰ
ﾊﾞｯｸﾞを肩から掛けた
男性

男子児童3
名

被害者らが左記場所付近を
登校途中、前から歩いてきた
不審者がｽﾞﾎﾞﾝのﾁｬｯｸを開
け、下半身を露出してきた
が、そのまますれ違った。



20

平成20年6月8日（日）
午後1時00分頃

山崎504-3付近路
上

年齢30歳位、身長
170cm位、小太り、黄
色の半ｷｬｯﾌﾟをか
ぶった男性

女子生徒1
名

被害者らが左記場所を歩い
ていたところ、下半身を露出
した不審者が寄ってきたの
で、被害者は怖くなって逃げ
た。

19

平成20年5月27日（火）
午後4時50分頃

「関谷ｲﾝﾀｰ」ﾊﾞｽ
停のそば

年齢40～50歳位、ﾎﾞ
ｻﾎﾞｻの髪、白地に細
い線が入ったﾜｲｼｬ
ﾂ、薄い空色のｼﾞｰﾊﾟ
ﾝを着て、茶色の手
提げﾊﾞｯｸﾞを持った男
性

女子児童2
名

被害者らが下校途中、左記
場所に立っていた不審者の
後ろを通り過ぎようとしたとこ
ろ、不審者が故意に前を露
出した状態で振り向き、放尿
した。後ろから来た生徒にも
同じことをし、その後、植木
方面に立ち去った。

18

平成20年5月25日（日）
午前8時20分頃

二階堂（第二小学
校前）

身長170cm位、年齢
40歳代、眼鏡をか
け、上下茶色のﾊﾟｼﾞｬ
ﾏのようなものを着た
男性

女子生徒1
名

被害者が左記場所を通りか
かったところ、後ろから来た
不審者が下半身を露出しよう
とした。被害者は怖くなり、そ
のまま走って逃げた。振り返
ると、逆方向に歩いていっ
た。

17

平成20年5月11日（日）
午後4時00分頃

梶原三丁目　梅見
坂路上

ﾊﾞｲｸに乗り、ﾌﾙﾌｪｲｽ
ではないﾍﾙﾒｯﾄをか
ぶった、50～60代の
男性

女子児童1
名

被害者が左記場所を通りか
かったところ、梅見坂沿いの
空家から出てきた不審者が
後を付けてきて、被害者の
顔をのぞきこんで無言でにら
んだ。被害者はこわくなって
坂の下に逃げた。不審者は
しばらく付いて来たが、近所
の人を見ると逃走した。

16

平成20年5月8日（木）
午後3時15分頃

玉縄行政ｾﾝﾀｰ入
口から大船駅西口
へ向かう路上

水色のﾜｲｼｬﾂ、黒と
紺系のｽﾞﾎﾞﾝ、身長
170cm位、白髪まじり
の男性

①女子児
童2名　②
男子児童2
名

左記場所で、不審者が
「ワーッ」と大声を出して①被
害者らに接近し、被害者の
一人を押した。その前後の
時間帯、同一人物と思われ
る不審者が「ワーッ」と大声を
出して②被害者らに接近し
てきたので、被害者らはこわ
くなって逃げた。

15

平成20年4月30日（木）
午後3時15分頃

城廻737番地付近
路上

年齢50歳位、杖を
持った男性

女子児童1
名

左記場所で、被害者が下校
途中、杖を持った不審者が
両手、両足を広げた格好
で、道をふさぎ、「こわい？」
と聞いてきた。「こわい」と答
え、防犯ブザーを鳴らした
ら、坂を下っていった。

14

平成20年4月24日（木）
午後5時00分頃

極楽寺一丁目 身長160～170cm位、
日焼け、ｽﾎﾟｰﾂ刈り、
紺色ｼﾞｬｰｼﾞにぞうりを
履いた男性

女子児童１
名

左記場所で、被害者が帰宅
途中、不審者が被害者の後
をつけているところを近所の
人が不審に思い声をかける
と、走って逃げた。

13

平成20年4月8日（火）
午前7時50分頃

岡本のスーパー前
の路上

黒っぽいﾊﾟｰｶｰ、ﾌｰ
ﾄﾞをかぶり、黒いｽﾞﾎﾞ
ﾝをはいた、40歳代の
男性

男子児童2
名

左記場所で、被害者らが登
校途中、不審者が、手にして
いた傘で被害者の一人の傘
の上部をいきなり叩き、他方
の被害者の頬を傘で叩いて
きた。



12

平成20年３月27日（木）
午後2時00分頃

岡本二丁目のｺﾝ
ﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱ（観音
側）から山崎跨線
橋の間の歩道

50歳位、薄だいだい
色のｼﾞｬｹｯﾄ、灰色の
ｽﾞﾎﾞﾝをはいた男性

児童1名 左記場所で、不審者が被害
者に対して、いきなり飛びか
かるような動作をし、大声を
出してきた。被害者は怖くな
り、急いで家に逃げ帰った。

11

平成20年３月２７日（木）
午前6時00分頃

江ノ電「長谷駅」付
近路上（バス通り
から一本中の通り）

短髪、ｵﾚﾝｼﾞ色のｳｲ
ﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ、長ｽﾞﾎﾞ
ﾝ､40歳代後半の男
性

女子生徒1
名

左記場所で、被害者が知り
合いと話をしているとき、不
審者が後ろを通りながらお尻
を触ろうとした。知り合いと別
れた後、不審者が戻ってき
て、「ついてこない？」と声を
掛けてきた。被害者が走って
逃げると、不審者は別の方
向へ逃げた。

10

平成20年３月１８日（火）
午後2時00分頃

城廻737番地付近
の路上

50歳位、紺色の野球
帽、ｼﾞｬｰｼﾞ（下）杖を
持った男性

女子児童1
名

左記場所で、被害者が下校
途中、杖を持った不審者に
「ﾍﾞﾛﾍﾞﾛﾊﾞｰ」と言われ、杖で
叩かれそうになった。被害者
は急いでその場から逃げ
た。

9

平成20年３月３日（月）
午後2時15分頃

梶原一丁目付近
路上

シルバーグレーの車
に乗った、黒っぽい
服、帽子をかぶった
大人の男性

児童2名 左記場所で、被害者らが帰
宅途中「ちょっとこっちに来
て」と不審者が車から降りて
きて「おしっこ出ないから手
伝って」と声をかけられたの
で、走って逃げた。

8

平成20年2月14日（木）
午後7時15分頃

岩瀬一丁目付近
路上

小太り、ひげ、紺と赤
のジャージの上下、
黒のスクーターに
乗った中年の男性

女子生徒1
名

左記場所で、スクーターに
乗った不審者が被害者に道
を尋ねた後、その場を通り過
ぎてまた戻ってきた。バイク
から降りると「ちょっと来てく
れない？」と言いながら被害
者の腕をつかんだ。すぐに
腕を振り払って帰宅した。

7

平成20年2月7日（木）
午前7時35分頃

名越ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ
付近の県道

黄緑色の車に乗り、
真っ黒い髪、眼鏡使
用、黒いｺｰﾄを着た、
若い男性

女子児童１
名

左記場所で、被害者が登校
中、後ろから走ってきた車が
すぐ前に止まり、車から不審
者が降りてきて携帯電話で
被害者の写真を撮った。不
審者が被害者の肩を叩こうと
したため、被害者は走って逃
げた。

6

平成20年2月6日（水）
午後10時00分頃

雪ノ下一丁目付近 黒いﾀﾞｳﾝｼﾞｬｹｯﾄ、黒
いｷｬｯﾌﾟをかぶった、
背が高い（180ｃｍ
位）、30歳から40歳位
の男性

女子生徒2
名

左記場所で、被害者らが塾
からの帰宅途中、後ろから来
た不審者に被害者の1人がｽ
ｶｰﾄを引っ張られ、体を触ら
れそうになった。

5

平成20年1月30日（水）
午後3時00分頃

関谷714番地付近 銀色のﾜﾝﾎﾞｯｸｽの車
に乗っていた、坊主
頭の男性

女子児童2
名

左記場所で、被害者らが下
校中、不審者が路上駐車し
た車の中から、ガラス窓を叩
き、被害者らを見ながら笑っ
ていた。被害者らは怖くな
り、すぐにその場から逃げ
た。



4

平成20年1月30日（水）
午前11時00分頃

山ノ内地区 赤のｼﾞｬﾝﾊﾟｰ、ｻﾝｸﾞﾗ
ｽ、中年の男性

女子生徒1
名

左記場所で、被害者が歩行
中、歩いていた男性に挨拶
をしたところ、急に「バカヤロ
ウ」と言われた。近づいてき
たのですぐ逃げた。

3

平成20年1月28日（月）
午後3時30分頃

扇ガ谷四丁目付
近

若い男性 女子生徒1
名

左記場所で、被害者が歩行
中、不審者が急に下半身を
露出した。被害者は急いで
自宅に帰った。

2

平成20年1月23日（水）
午前9時00分頃

今泉台一丁目（ﾛｰ
ﾀﾘｰから少し奥に
入った所）

20代後半から30代前
半位、ﾍﾞｰｼﾞｭのﾆｯﾄ
帽、紺色のｼﾞｬﾝﾊﾟｰ
を着た男性

成人女性 左記場所で、反対方向から
来た不審者が急に下半身を
露出し、すぐ逃げて行った。

1

平成20年1月15日（火）
午後4時00分頃

大船消防署玉縄
出張所付近の路
上

20～30歳位、身長
165cm前後、金髪、
白の作業着、白のﾜｺﾞ
ﾝ車に乗った男性

女子生徒1
名

左記場所で被害者が下校
中、白いﾜｺﾞﾝ車の中で電話
をしていた不審者が車から
降りてきて、50mくらい後を付
いて来た。途中で、不審者
が電話に気を取られている
すきに走って逃げた。


