不 審 者 情 報 掲 載 一 覧（平成21年）
鎌倉市 安全安心推進課
平成21年12月末現在
発生日時

発生場所

不審者

被害者

状況

平成21年12月22日（火） 二階堂113 稲葉 年齢５０〜６０歳代、 児童2名
午後0時頃
越橋付近の路上 灰色の乗用車に乗
り、ﾒｶﾞﾈを掛け、帽子
39
をかぶった男性

左記場所で被害者らが下校
途中、乗用車に乗った不審
者が「こっちにおいで」と声を
かけ、車のﾄﾞｱを叩いて手招
きをした。被害者らは怖く
なって逃げた。

平成21年12月18日（金） 法務局前交差点 年齢40歳位、身長
児童1名
午後1時30分頃
から源氏山公園に 170cm位、ｵﾚﾝｼﾞ色
38
向かう路上
のﾊﾟｰｶｰ着用、野球
帽をかぶった男性

左記場所で被害者が下校途
中、不審者が後を付けて来
たので、走って逃げた。

平成21年12月14日（月） 小袋谷二丁目踏 年齢45歳位、体格小 生徒3名
午前8時15分頃
切付近（第一鎌倉 太り、黒色のｼﾞｬｰｼﾞ
道踏切）
に作業服を着用した
37
男性

左記場所で不審者が登校途
中の被害者らに近づき、いき
なり立て続けに肩をぶつけ
てきた。その後、不審者はﾊﾞ
ｲｸで逃走した。

平成21年11月25日（水） 諏訪神社前交差
午前8時30分頃
点付近路上

ｸﾞﾚｰのﾆｯﾄ帽、黒の 生徒1名
上下のｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ
（白いﾗｲﾝ入り）を着
用し、ﾍﾞｰｼﾞｭの小さ
な三角形のﾘｭｯｸｻｯｸ
を背負った男性

左記場所で被害者が不審者
に後ろから声を掛けられ、無
視して歩いていると肩をつか
まれた。手を振り払うと、不審
者は植木小学校方面へ速足
で逃げ去った。

平成21年10月25日（日） 腰越一丁目 腰越 年齢30歳代半ば〜 生徒1名
午後5時15分頃
かに公園付近
後半、身長170㎝暗
い、ｽﾎﾟｰﾂ刈り、ｵﾚﾝ
35
ｼﾞのTｼｬﾂ、青のｽﾞﾎﾞ
ﾝを着用し、銀色の自
転車に乗った男性

左記場所を被害者が帰宅途
中、不審者が被害者を自転
車で追い越して止まり、「中
学校はどこにありますか？」
と聞き、急に下半身を露出し
た。被害者は走って逃げた。
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平成21年10月19日（月） 山ノ内付近
午後3時30分頃

年齢30〜40歳位、身 生徒1名
長165㎝位、体格や
せ型、黒く短い髪、白
色のTｼｬﾂと灰色の
ｼﾞｬﾝﾊﾟｰを着た男性

左記場所で被害者が帰宅途
中、不審者にｽｶｰﾄを引っ張
られた。

平成21年10月2日（金） 腰越二丁目路上
午後4時00分頃

年齢40歳代、黄土色 児童2名
の帽子、上下ｼﾞｬｰｼﾞ
を着用し、銀色の自
転車に乗った男性

左記場所で、不審者が自転
車で近づき、下半身を露出
した。

平成21年10月2日（金） 手広二丁目 西鎌 年齢50歳代、紺色の 児童3名
午後3時40分頃
倉小学校東側 川 帽子、ｻﾝｸﾞﾗｽ、ﾏｽ
沿いの路上
ｸ、黒の上下のｼﾞｬｰ
ｼﾞを着た男性

左記場所を被害者らが下校
途中、すぐ後ろに不審者が
立っており、ﾏｽｸを下げてﾆﾔ
ﾆﾔ笑った。その後、被害者
らの後ろを付いて来たので、
被害者らは怖くなって近くの
友人宅に駆け込んだ。

平成21年9月25日（金） 大塔宮付近の路
午前11時15分頃
上

左記場所を被害者が遅れて
登校途中、不審者に腕をつ
かまれ、車に引き込まれそう
になったが、振り切って逃れ
た。被害者は怖くなって自宅
に戻った。

34

33

32

31

黒い車に乗った男性 生徒1名
2名。そのうち1名は
赤いﾆｯﾄ帽に四角い
ｻﾝｸﾞﾗｽ、ﾏｽｸを着用
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平成21年9月7日（月） 扇ガ谷一丁目 巽 年齢30歳代、袖が緑 児童
午後4時00分頃
神社付近
色、胸にｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄが
描かれた白のTｼｬﾂと
ｼﾞｰﾝｽﾞを着用、手に
ｶﾒﾗを持った男性

左記場所付近の空き地で被
害者らが野球をしていたとこ
ろ、不審者に写真を撮られ
た。不審者はすぐに逃げた。

平成21年9月1日（火） 江ノ電腰越駅 路 年齢20代後半、身長 生徒1名
午後9時45分頃
地裏
175cm位、中肉中
背、ｼﾞｰﾝｽﾞにﾍﾞｰｼﾞｭ
のｼﾞｬｹｯﾄを着た男性

左記場所を被害者が帰宅途
中、不審者が正面から近づ
き、下半身を露出した。被害
者は怖くなり、反対方向へ逃
げた。

平成21年8月3日（月） 大船四丁目付近
午前11時55分頃
路上

体格太め、緑色の作 女子生徒1 左記場所を被害者が下校途
業服、自転車に乗っ 名
中、不審者が自転車で近づ
た若い感じの男性
き、下半身を露出した。

平成21年7月13日（月） 稲村ガ崎五丁目
午後9時00分頃
付近

短髪、銀縁ﾒｶﾞﾈ、黒 女子生徒1 左記場所で、被害者が帰宅
のTｼｬﾂ、ｼﾞｰﾝｽﾞをは 名
途中、後ろから捕まれそうに
いた太っている男性
なり、大きな声をあげたた
め、不審者は逃げた。

26

平成21年7月13日（月） 深沢小学校前ﾊﾞｽ 身長160cm位、中
女子生徒1 左記場所で、不審者が黒っ
午後5時00分頃
停付近
肉、青のTｼｬﾂ、黒の 名
ぽい原動機付き自転車を押
ｽﾞﾎﾞﾝ、黒のﾍﾙﾒｯﾄを
しながら、被害者に近づき、
かぶった中年の男性
体を触ろうとした。被害者が
怒ると、ｴﾝｼﾞﾝをかけて去っ
て行った。
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平成21年7月9日（金） ①玉縄中学校とﾌ 原動機付き自転車に 女子生徒2 ①左記場所で、原動機付き
午後5時15分〜30分頃 ﾗﾜｰｾﾝﾀｰとの境 乗った50歳位の男性 名
自転車に乗った不審者が、
の路地
（2件とも同一人物と
被害者の腕をつかんだ。不
②陣屋坂途中の 思われる）
審者は植木方面に走り去っ
路上
た。
②左記場所で、不審者が原
動機付き自転車を降りて、被
害者に近づき、体を触ろうと
した。
平成21年7月8日（水） 鎌倉海浜公園内
午後3時00分頃

24

酔っている中年男性 児童数名 左記場所で被害者らが遊ん
でいたところ、不審者が「うる
さい」などと怒鳴りながら近づ
いてきた。被害者らは怖く
なってすぐ逃げた。
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平成21年7月7日（火） 岩瀬一丁目5番付 年齢30〜40歳位、太 女子生徒2 左記場所を被害者が下校途
午後6時30分頃
近路上
目、髪を立て、無精 名
中、不審者が自転車で下半
ひげ、黒系統の服を
身を露出しながら近づき、
着用し、かご付き自
「見て」と声をかけ走り去っ
転車に乗った男性
た。
平成21年7月4日（土） 下馬交差点の路
午後4時30分頃
上

年齢50歳位、身長
児童2名
156cm位、紫のTｼｬ
ﾂ、ﾍﾞｰｼﾞｭのｽﾞﾎﾞﾝ、
頭髪が短めで薄い男
性

平成21年6月19日（金） 七里ガ浜東二丁
午前8時00分頃
目公園付近

年齢30歳代、身長
女子生徒3 左記場所を被害者らが通り
170cm位、紺色のT 名
かかったところ、路上に寝そ
ｼｬﾂ、ﾍﾞｰｼﾞｭの七分
べった不審者がじろじろ見
のｽﾞﾎﾞﾝをはいた男性
た。通り過ぎるとまた追い越
して、路上に寝そべりじろじ
ろ見た。
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左記場所を被害者が下校途
中、下馬交差点で信号待ち
をしていたところ、後ろから
「えへっ、えへっ」という声が
したので振り向くと、不審者
がｽﾞﾎﾞﾝを脱いだ。被害者は
駅前の交番まで逃げた。
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平成21年6月3日（水） 岡本1022付近 岡 年齢30代後半、身長 生徒1名
午後5時15分頃
本耕地公園前路 170cm位、黒髪、赤い
上
ﾁｪｯｸのｼｬﾂ、薄い
ﾍﾞｰｼﾞｭのｽﾞﾎﾞﾝ、銀
色っぽい自転車に
乗った男性

左記場所で、自転車に乗っ
た不審者が被害者を追い越
した後、下半身を露出しなが
ら再び戻ってきた。

平成21年6月3日（水） 極楽寺四丁目
午後7時30分頃

年齢20〜30代、やせ 生徒1名
型、黒っぽい細身の
ｼﾞｰﾝｽﾞをはいた男性

左記場所で被害者が歩行
中、不審者が後ろから近づ
き、被害者を羽交い絞めにし
て左ほほをこぶしで1回殴っ
た。

平成21年5月31日（日） 大船駅東口周辺
午後1時〜1時30分頃

年齢30歳代、身長
男性1名
150cm位、やや小太
り、ｼｮｰﾄﾍｱ、黄色の
ｶｰﾃﾞｨｶﾞﾝを着た女性

左記場所で被害者が歩行
中、不審者に付きまとわれ、
振り切ろうとして早歩きをした
が同様の速度で付いて来た
ため、店舗内に逃げ込ん
だ。

平成21年5月30日（土） 大船地区
午後4時10分頃

年齢20〜30歳位、身 女子生徒1 左記場所で被害者が帰宅途
長170cm位、黒っぽ 名
中、不審者に抱きつかれそう
いスーツ姿の男性
になった。
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平成21年5月26日（火） 山ノ内権兵衛踏切 年齢50歳位、身長
女子生徒1 左記場所で被害者が帰宅途
午後0時15分頃
付近
165cm位、体格小太 名
中、不審者が近づいて下半
り、青色ﾁｪｯｸ柄のｼｬ
身を露出した。
ﾂ、ｼﾞｰﾝｽﾞ、ﾒｶﾞﾈを掛
け、帽子をかぶった
男性
平成21年5月18日（月） 浄明寺六丁目19
午後8時00分頃
番付近

15

20代、ｼﾞｬｰｼﾞ姿の男 女子生徒1 被害者が徒歩で帰宅途中、
性
名
「夕陽台公園前」ﾊﾞｽ停付近
から後を付けてきた不審者
に、左記場所で後ろから口を
ふさがれそうになり、被害者
が抵抗し声を上げて逃げた
ところ、不審者は逃走した。

平成21年4月30日（木） 長谷一丁目11 つ 30歳代、自転車に
午後4時00分頃
くし公園付近
乗った男性

生徒1名
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平成21年4月28日（火） 七里ガ浜東一丁 20歳代の男性2人（1 女子生徒3
午前7時30分頃
目路上（七里ガ浜 人はｶﾗﾌﾙなﾆｯﾄ帽着 名
駐在所付近）
用）、黒っぽい普通乗
用車に乗っていた。
平成21年4月22日（水） 植木115番地付近 ﾍﾞｰｼﾞｭのｼﾞｬﾝﾊﾟｰ、
午後5時20分頃
路上（「諏訪神社 原動機付自転車に
前」信号付近）
乗った男性
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平成21年3月9日（月） 寺分三丁目14付
午前8時05分頃
近の階段
11

左記場所で被害者が、下半
身を露出した不審者に自転
車で追いかけられたが、被
害はなかった。
左記場所で被害者らが不審
者らに「車に乗っていかな
い？」と声を掛けられたが、
無視した。

女子生徒3 左記場所で不審者が原動機
名
付自転車を降り、下校途中
の被害者らに近づいて、体
を触ろうとした。不審者はそ
の後、原動機付自転車に
乗って玉縄中学校方向に走
り去った。

身長高め、茶髪でｻﾝ 男子児童1 左記場所で被害者が友人2
ｸﾞﾗｽ、ﾏｽｸをした男性 名
人と登校途中、広報から歩
いてきた不審者が被害者の
首の後ろをつかんだ。その
後、不審者は早歩きで去っ
て行った。

平成21年3月3日（火） 笛田四丁目24番
午後4時15分頃
ﾄﾏﾄ公園付近
10

年齢30歳代、原付ﾊﾞ 女子生徒1 左記場所の歩道を被害者が
ｲｸに乗り、黒いﾍﾙﾒｯ 名
歩行中、原付ﾊﾞｲｸに乗った
ﾄを着用した男性
不審者が後方から近づい
て、追い越し際に被害者の
お尻を触ろうとした。

9

平成21年3月2日（月） 植木182番地付近 身長170cm位、中肉 男子児童１ 左記場所で被害者が自転車
午後3時25分頃
路上
中背の男性
名
に乗って通行中、不審者と
すれ違った際、中身の入っ
たﾋﾞﾆｰﾙ袋でぶたれた。不
審者は無言で立ち去った。

8

平成21年3月2日（月） 植木290番地付近 年齢30〜40歳位、身 女子児童1 左記場所で被害者が友人と
午後3時15分頃
路上（第13分団付 長167cm位、ｸﾞﾚｰの 名
下校途中、後ろから歩いてき
近）
上着、黒のｽﾞﾎﾞﾝ、紺
た不審者に横からﾗﾝﾄﾞｾﾙを
色の帽子の男性
押され、突き飛ばされてよろ
けた。

7

6

5

平成21年2月16日（月） 由比ガ浜二丁目 年齢50〜60歳位、身 男子児童2
午後2時50分頃
江ノ電踏切手前の 長170cm以上、黒ﾍﾞ 名
路上
ﾚｰ帽、ｺｰﾄ、黒のｻﾝ
ｸﾞﾗｽを掛け、あごひ
げのある男性

左記場所で被害者らが下校
途中、不審者が「おじさんと
どこかに行こうか？」などと声
を掛けてきた。被害者らが無
視すると、不審者もそのまま
歩き去った。

平成21年2月14日（土） ﾓﾉﾚｰﾙ「富士見町 年齢30歳代、身長
児童1名
午後1時30分頃
駅」下の路上
150〜160cm位、濃い
色のｺｰﾄ、紫色のｼｬ
ﾂを着て、ｻﾝｸﾞﾗｽを
かけた女性

左記場所で、不審者が被害
者の腕をつかみ、引っ張っ
て歩道を渡ろうとしたが、ﾓﾉ
ﾚｰﾙの乗客が降りてきたの
と、被害者が「離して」と言っ
たため、不審者は手を離して
逃げ去った。

平成21年2月12日（木） 植木156番地付近 年齢40〜50歳位、身 女子児童1 左記場所で、被害者が下校
午後2時50分頃
路上
長170cm以上、中
名
途中、不審者が後ろからﾗﾝ
肉、白髪混じりの髪、
ﾄﾞｾﾙに手を掛け、押してき
ｻﾝｸﾞﾗｽにﾏｽｸをか
た。他の児童にも同様な行
け、黒いｼﾞｬﾝﾊﾟｰ、灰
為を行っていた。
色のｽﾞﾎﾞﾝをはいた男
性
平成21年2月7日（土） 大船駅東口交通
午後3時00分頃
広場前付近路上

年齢30〜40歳位、身 男子生徒1 左記場所で、被害者が不審
長150cm位、白いﾀﾞｳ 名
者に後をつけられ、振り切ろ
ﾝｼﾞｬｹｯﾄを着た、ｼｮｰ
うとしたがそれでもついて来
ﾄｶｯﾄで目の細い女性
るので、急いで建物の中に
逃げ込んだ。

平成21年2月6日（金） 小袋谷一丁目交
午後5時45分頃
差点付近路上

年齢30〜40歳位、身 男子生徒1 左記場所で、被害者が不審
長150cm位、ｼｮｰﾄｶｯ 名
者に後をつけられ、不審者
ﾄの女性
が刃物のような物をちらつか
せ被害者の行く手を遮ろうと
したため、走って逃げた。

平成21年2月6日（金） 台一丁目柏尾川
午後4時00分頃
沿いの路上

年齢20〜30歳位、身 男子児童1 左記場所で、不審者が後を
長160cm位、茶髪、 名
つけて来たため、被害者は
茶色の襟付きｼｬﾂ、ｻ
自宅に走って逃げた。
ﾝｸﾞﾗｽをかけた男性

平成21年1月19日（月） 岩瀬一丁目付近
午後5時10分頃
路上

年齢20歳位、自転車 女子生徒1 左記場所で、不審者が被害
に乗り、茶色のﾀﾞｳﾝ 名
者の背後から近づき、卑わ
ｼﾞｬｹｯﾄを着た男性
いなことを言って自転車で走
り去った。
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