
平成19年12月末現在

発生日時 発生場所 不審者 被害者 状況

52

平成19年12月19日（水）
午後3時00分頃

ﾌﾗﾜｰｾﾝﾀｰ入口
付近

黒いﾊﾞｲｸに乗り、黒
いﾍﾙﾒｯﾄ、黄色のｼﾞｬ
ﾝﾊﾟｰを着た男性

児童2～3
名

左記場所で被害者らが下校
中、ﾊﾞｲｸに乗った不審者が
「はなこちゃん、はなこちゃ
ん」と声を掛けながら通り過
ぎて行った。

51

平成19年12月14日（金）
午後3時00分頃

岡本1188番地1付
近路上（岡本のｽｰ
ﾊﾟｰ前）

黒いﾊﾞｲｸに乗り、黄
土色のｼﾞｬﾝﾊﾟｰを着
た、40歳位の男性

女子児童3
名

左記場所で被害者らが下校
中、不審者が「はなこちゃ
ん、はなこちゃん」と声を掛け
ながら通り過ぎて行った。

50

平成19年12月14日（金）
午後4時55分頃

福祉ｾﾝﾀｰ横から
中央公園へ向かう
細い路地を少し
入ったところ

30代半ば、身長165
～170cmの男性、ﾍﾞｰ
ｼﾞｭ色のｼﾞｬﾝﾊﾟｰ、薄
いﾍﾞｰｼﾞｭのｽﾞﾎﾞﾝ、黒
の縦長のﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞを
肩に掛けていた。

女子生徒2
名

左記場所で被害者らが下校
中、不審者が携帯電話のｶﾒ
ﾗで太もも辺りを撮影したもよ
う。不審者は写真を撮影する
と小声で笑って、そのまま御
成通りの方へ歩いていった。
顔をはっきりと見ることはでき
なかった。

49

平成19年12月13日（木）
午後4時30分頃

植木谷戸公園付
近（玉縄隧道内）

中年の男性 男子生徒１
名

左記場所で被害者が下校
中、不審者に「お菓子をあげ
るからおいで」と声を掛けら
れたが、すぐに自宅へ逃げ
帰った。

48

平成19年12月12日（水）
午後4時30分頃

モノレール大船駅
のホーム内

身長170cm位、年齢
40～50歳位、髪が薄
い、四角い顔の男性

女子児童1
名

左記場所で不審者が被害者
に近寄って声を掛けてきた。
最寄りの駅で下車した被害
者に対し、しばらくの間、後
をつけてきた。被害者は、怖
くなり走って逃げた。

47

平成19年12月5日（水）
午後6時00分頃

湘南ﾓﾉﾚｰﾙ「湘南
深沢駅」付近路上

30歳代2人、白いｽ
ﾃｰｼｮﾝﾜｺﾞﾝ車に乗っ
た男性

女子生徒2
名

左記場所で被害者らが歩行
中、車に乗った不審者が「こ
んにちは、元気、乗っていか
ない？」と声を掛けられた。
被害者らは断って、その場か
ら逃げた。

46

平成19年12月5日（水）
午後1時30分頃

玉縄二丁目付近
路上

35歳から40歳、ｻﾝｸﾞﾗ
ｽ、自転車に乗った男
性

男子児童2
名

左記場所で被害者らが下校
中、自転車に乗った不審者
に、「お菓子をあげるからつ
いておいで」と声を掛けられ
た。「いやだ」と答えたとこ
ろ、不審者はその場を立ち
去った。
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45

平成19年11月22日（木）
午前7時50分頃

岡本1400番地付
近路上

ｼﾙﾊﾞｰの車に乗った
女性

女子児童2
名

左記場所で被害者らが登校
途中、不審者が後方から乗
用車で近寄り、しばらく低速
でついて来た。不審に思い、
足早に立ち去ろうとしたとこ
ろ、乗用車も速度を上げて
歩道に乗り上げて走行し、そ
の後車道に戻って水鉄砲の
ような物で水を掛け、被害者
の一人に水が当たった。さら
に、被害者らが近隣の駐車
場に逃げたところ、駐車場に
入ってきたが、登校時見守り
中の老人会の方が気付いて
不審者に声を掛けると、逃走
した。

44

平成19年11月21日（水）
午後9時00分頃

笛田三丁目18番
付近路上

年齢30歳位、黒のﾀﾞｳ
ﾝｼﾞｬｹｯﾄ、色不明の
ｼﾞｰﾝｽﾞ着用の男性

成人女性 左記場所で被害者が帰宅途
中、不審者が下半身を露出
して見せた。

43

平成19年11月20日（火）
午後4時50分頃

大船中学校正門
付近（三菱電機側
歩道）

40歳から50歳、
160cm位、丸いめが
ね、ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ、茶色の
ｾｶﾝﾄﾞﾊﾞｯｸﾞ（ﾁﾗｼと一
緒にﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗのよう
なものが入ってい
た）、七・三分けの髪
型の男性

女子生徒2
名

左記場所で被害者を含めた
生徒が下校中、対向して近
づいてきた不審者に、ﾋﾞﾃﾞｵ
ｶﾒﾗらしき物で、ｽｶｰﾄの中を
盗撮されたもよう。その後そ
の不審者は他の3名と合流
し、足早にその場を立ち去っ
た。

42

平成19年11月6日（火）
午後7時10分・20分頃

台四丁目付近と山
崎1543番地付近
路上

茶髪、ﾎﾞｻﾎﾞｻの髪、
黒の上着、黒のﾀﾞﾎﾞ
ﾀﾞﾎﾞのｽﾞﾎﾞﾝ､身長
170cm位、年齢20～
30歳位の痩せ型の男
性

女子生徒 左記場所で被害者が自転車
で帰宅途中、不審者が自転
車で近寄り、被害者のｽｶｰﾄ
の中に手を入れ、臀部を触
ろうとする事案が2件連続し
て発生した。

41

平成19年11月6日（火）
午後4時00分頃

大船2005番地（多
聞院付近）路上

白のｳｲﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ、
白のｽﾞﾎﾞﾝ、銀の折り
たたみ自転車に乗
車、目が細く、つり
目、鼻が大きい、20
代前半の男性

女子生徒 左記場所で被害者が帰宅途
中、不審者が後方から自転
車で近寄り、被害者の臀部
を触ろうとし、そのまま逃走し
た。

40

平成19年11月3日（土）
午前10時30分頃

山崎1700番地付
近路上（ﾗｲｵﾝｽﾞﾏ
ﾝｼｮﾝ付近）

黒いｻﾝｸﾞﾗｽ、黒い
ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ、紺系のｽﾞﾎﾞ
ﾝ、ｶﾊﾞﾝ、30～40歳
位、身長160～170cm
位の痩せ型の男性

男子児童 左記場所で被害者が自転車
で帰宅途中、不審者に
「おーい」と声を掛けられ追
いかけられたため、怖くなっ
て自宅へ逃げ帰った。

39

平成19年11月1日（木）
午後10時00分頃

笛田三丁目18番
付近路上

年齢30歳位、Ｔｼｬﾂ
着用の男性

成人女性 左記場所で被害者が帰宅途
中、不審者が下半身を露出
していた。

38

平成19年10月1日（月）
午後2時00分頃

城廻735番地付近
路上

メガネをかけた中年
の男性

女子児童 左記場所で被害者が友人と
別れて一人で下校中、不審
者が被害者の行く手を遮るよ
うに両手を広げ、意地悪な言
動をした。



37

平成19年9月20日（木）
午後3時45分頃

小袋谷二丁目踏
切付近（第一鎌倉
道踏切）

身長175ｃｍ位、年齢
30～40歳位の男性、
青と白の混ざった自
転車に乗車、ﾜﾝﾋﾟｰｽ
（水色の地に黄色の
花柄）を着用、口紅を
つけ、髪が腰の辺りま
であった。

男子児童1
名

被害者が自宅から学校へ遊
びに行く途中、左記場所で
不審者に「待て」と言われて
追いかけられた。被害者は
走って学校まで逃げた。

36

平成19年9月17日（月）
午後1時10分頃

手広一丁目周辺 40歳位、体格小太り、
白色外車らしいｾﾀﾞﾝ
ﾀｲﾌﾟの乗用車に乗っ
た男性

女子生徒2
名

左記場所で被害者らが帰宅
中、それぞれの自宅に向かう
ために別れたところ、不審者
が被害者の一人に「時間が
あったらお茶しない」などと
声をかけてきたため、断る
と、もう一人の方へ近づき同
様に声をかけたもの。

35

平成19年9月14日（金）
午後6時00分頃

今泉三丁目周辺
（白山神社ﾊﾞｽ停
付近）

白っぽい上着で帽子
をかぶり、眼鏡をかけ
た年配の男性

児童１名 左記場所で不審者が被害者
に対して「おじさんの家、
あっちだからおいでよ」と声
をかけ、右手首をつかんだ。
被害者はその手を振り払っ
て逃げた。

34

平成19年9月13日（木）
午後2時50分頃

笛田二丁目11番
付近

小型の白い乗用車に
乗った、ﾒｶﾞﾈをかけ
た太った男性

児童3名 左記場所で被害者らが下校
中、対向してきた車から不審
者が降り、被害者らの方に向
かってきた。被害者らは怖く
なり、走って逃げた。

33

平成19年9月12日（水）
午後4時50分頃

雪ノ下一丁目（小
町通り付近）

赤のﾁｪｯｸのｼｬﾂ､ｼﾞｰ
ﾊﾟﾝ、自転車に乗った
30歳位の男性

女子生徒1
名

左記場所で被害者が歩行
中、自転車に乗ってきた不
審者が、被害者の近くに立
ち止まり、ｽﾞﾎﾞﾝを下ろし下腹
部を見せようとした。

32

平成19年9月3日（月）
午後2時50分頃

御成小学校体育
館脇の道路（開放
門近く）

身長150ｃｍ位、30歳
位の男性、灰色の帽
子、銀縁のめがね、
長袖の濃い緑の作業
服のような服、ｼﾞｰﾊﾟ
ﾝ、厚底の靴

女子児童4
名

左記場所で被害者らが追い
かけっこをして遊んでいると、
図書館のほうから歩いてきた
不審者が、一人の児童に近
づき声をかけてきた。少し
たって、振り向くとまだ不審
者が立っており、体を触ろう
とした。他の児童が気が付い
て、「不審者」などと大声を出
したので、不審者は逃げて
いった。

31

平成19年8月6日（月）
午後6時25分頃

小袋谷二丁目付
近路上

白色ｼｬﾂ、ｸﾞﾚｰのｽﾞ
ﾎﾞﾝ（ﾊﾟｼﾞｬﾏのようなも
の）を着用、20～30代
の男性

女子生徒１
名

部活動を終えた被害者が左
記場所を下校中、後ろから
不審者が咳をしたので振り
向いたところ、下腹部を露出
していた。被害者は急いで
その場から逃げ、自宅に駆
け込んだ。



30

平成19年7月18日（水）
午後3時00分頃

台4、5丁目（神明
神社）付近路上

若い男性、黒いｽﾞﾎﾞﾝ
を着用

男子児童1
名

被害者が左記場所を歩行
中、不審者が自分の傘を折
り曲げながら、被害者に向
かって、怒っているような声
で「こんな傘は壊れたってい
いんだ」などと言い、「ついて
こい」と声をかけてきた。被害
者は、連れて行かれるので
はと恐ろしくなり、その場から
友達の家へ逃げた。

29

平成19年7月17日（火）
午後8時00分頃

大船駅東口自転
車駐車場付近

170㎝位、小太り、40
歳代の男性

男子児童1
名

被害者が左記場所を下校途
中、不審者が後ろから近づ
き、肩をつかんできた。被害
者は「何をする」と言い、手を
振りほどき走ってその場から
逃げた。

28

平成19年7月9日（月）
午後3時00分頃

中央図書館付近 黒い帽子、黒いｼﾞｰﾝ
ｽﾞ、白いｼｬﾂの30歳
代の男性

男子児童1
名

左記場所を被害者が下校途
中、不審者に「こっちにおい
で」と声をかけられた。被害
者は走ってその場から逃げ
た。

27

平成19年7月6日（金）
午前10時00分頃

大船一丁目付近
路上

30～40才位、身長
165㎝位、太ってい
る、眼鏡をかけてい
る、黒のＴｼｬﾂ、黒っ
ぽいｼﾞｰﾝｽﾞの男性

女子生徒1
名

左記場所を被害者が歩行
中、後ろから来た不審者に
手をつかまれたが、振り払っ
て逃げた。

26

平成19年7月3日（火）
午後4時20分頃

岩瀬地区の上耕
地公園付近路上

20～40才位、身長
170㎝位、小太り、茶
色の作業服のような
上下服を着て、ﾊﾞｲｸ
に乗った男性

女子児童1
名

左記場所を被害者が歩行
中、不審者がﾊﾞｲｸで近づい
てきて「公園の上に何かある
の？これがなんだかわか
る？」と声をかけ、下腹部を
見せようとした。被害者はす
ぐに走って逃げた。不審者
はﾊﾞｲｸで逃走した。

25

平成19年6月25日（月）
午後1時00分頃

モノレール西鎌倉
駅付近道路

白い車に乗った、職
人風の若い男性2人
（1人はﾀﾞｯｼｭﾎﾞｰﾄﾞに
足を乗せていた。）

男子生徒１
名

被害者が帰宅後、左記場所
を自転車で走行中、不審者
に「ちょっと来なよ」と声をか
けられた。すぐに近くの知人
宅に逃げ込んだ。

24

平成19年6月15日（金）
午後5時30分頃～6時頃

大船駅東口自転
車駐車場付近

30歳位の男性、背は
低め

男子児童1
名

被害者が左記場所を歩行
中、不審者に急に手を握ら
れた。「家はどこ？」と聞かれ
たが、「分からない」と答え
た。しばらく手を引かれて歩
いたが、途中で帰宅方向と
違う道にさしかかる時に別れ
た。不審者はしばらく後をつ
いてきたので、走って逃げ
た。

23

平成19年6月5日（火）
午後1時20分頃

大船三丁目7番
（小袋谷一丁目交
差点付近）

30歳位の男性、170
㎝位、小太り、白のＴ
ｼｬﾂ、紺のｼﾞｰﾝｽﾞ

女子生徒2
名

被害者らが左記場所を歩行
中、不審者がTｼｬﾂをめくり
あげ、下腹部を見せようとし
た。



22

平成19年6月2日（土）
午後6時00分頃

大船六丁目 40歳位の男性、身長
165㎝から170㎝位、
頭髪薄め、小太り、茶
色の長袖、白のｽﾞﾎﾞ
ﾝ、黒のﾘｭｯｸ

女子生徒 被害者が左記場所を歩行
中、不審者が後ろから近づ
き、被害者のｽｶｰﾄをめくろう
とした。

21

平成19年6月2日（土）
午前10時00分頃

七里ガ浜東四丁
目（いるか公園）

年配の男性 男子児童 被害者が左記場所で遊んで
いたところ、不審者が「一緒
に遊びに行かないか」と声を
かけてきた。被害者はすぐに
母親のいる場所に戻った。

20

平成19年5月28日（月）
午後2時45分頃

岡本のｽｰﾊﾟｰの前
の横断歩道

ｻﾝｸﾞﾗｽに黄色い帽
子、ﾘｭｯｸを背負った
男性、身長は普通、
上着は茶色、黒い長
ｽﾞﾎﾞﾝ

男子児童2
名

左記場所を下校中、被害者
らが横断歩道で信号待ちを
していたところ、向かい側に
いた不審者が黄色いﾃﾆｽ
ﾎﾞｰﾙのようなものを投げてき
た。ﾎﾞｰﾙは道路に飛び、
走っていた車を止めた。不
審者はそのまま藤沢方面に
歩いていった。

19

平成19年5月23日（水）
午後5時30分頃

新風台団地入口
の交差点付近

年齢30～40歳位、緑
の帽子、ｻﾝｸﾞﾗｽ、黒
の上着、紺のｽﾞﾎﾞﾝ

男子児童 左記場所を帰宅中、歩道を
歩いていた被害者に対し、
不審者が近づいてき「どけ」
と言い、被害者を突き飛ばし
て立ち去った。

18

平成19年5月22日（火）
午後1時50頃

岩瀬一丁目付近 黒い車に乗り、黒のＴ
ｼｬﾂを着た丸顔の若
い男性

女子児童 左記場所を下校中、被害者
が友達と別れ、一人で歩い
ていたとき、車に乗った4人
のうちの1人から、「学校どこ
なの？どこなの？」と、数回
繰り返し聞かれた。被害者が
「えっ？」と言うと、「ちぇ、知ら
ないのか。」と言って走り去っ
た。

17

平成19年5月21日（月）
午後3時10分頃

本村交差点付近 黒の上下、黒のｻﾝｸﾞ
ﾗｽ、黒の帽子をか
ぶった男性（年齢不
詳）

女子児童2
名

左記場所を被害者らが下校
中、不審者が被害者らの目
の前にﾀﾊﾞｺを投げ捨て、「ご
挨拶は…」と言った。挨拶を
すると、何度もしつこく強要し
た。

16

平成19年5月21日（月）
午前7時30分～8時頃

手広（鎖大師前の
歩道）

年齢55歳前後の男
性、黒いＴｼｬﾂ、ｽﾞﾎﾞ
ﾝ、白髪まじりのｽﾎﾟｰ
ﾂ刈り

女子児童 左記場所付近を被害者が登
校中、不審者が被害者にｶﾒ
ﾗを向けた。（撮ったかどうか
は不明）

15

平成19年5月16日（水）
午後1時30分頃

由比ガ浜二丁目 年齢30～40歳くらい
の男性、白いＴｼｬﾂ、
ｽﾆｰｶｰ、緑色のふち
の眼鏡、手に布を巻
いていた

女子児童 左記場所付近を被害者が1
人で下校中、不審者から「お
いで、おいで」と声をかけら
れた。児童がﾗﾝﾄﾞｾﾙの防犯
ﾌﾞｻﾞｰを鳴らそうとすると、そ
の場から立ち去った。

14

平成19年5月11日（金）
午後8時00分頃

大船駅東口方面
のﾋﾞﾙ内

年齢30歳代、身長
160㎝、痩せ型、黒っ
ぽい上着を着た男性

男子児童 左記場所のｴﾚﾍﾞｰﾀｰ内で、
不審者が被害者に自分の下
腹部を触らせようとした。



13

平成19年5月10日（木）
午後2時45分頃

岡本のｽｰﾊﾟｰから
植木小学校へ向
かう道路

年齢40～50歳位、身
長160㎝位の男性、
黒の帽子、黒のｻﾝｸﾞ
ﾗｽ､紺のｼﾞｰﾊﾟﾝ､無
精ひげ、茶髪、長袖
の白色Tｼｬﾂ（赤と黒
の英語の文字入り）、
片手にｽｰﾊﾟｰの袋を
持ち、片手には家の
鍵のようなものを持っ
ていた。

男子児童2
名

左記場所を下校中、歩道を
歩いていた被害者らに対し、
不審者がすれ違いざまに「ど
け」と言い、児童らを小突き、
転倒させた。

12

平成19年5月9日（水）
午前9時40分頃

岩瀬1420番地付
近路上

年齢20～30歳くら
い、上下ﾍﾞｰｼﾞｭ作業
着、頭にﾀｵﾙの男性

特になし 不審者が、左記場所付近で
ｽﾞﾎﾞﾝを下ろし立っていた。

11

平成19年5月1日（火）
午後6時30分頃

鎌倉街道の鎌倉
女子大ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ付
近

乗用車の中にいた小
太りの男性（年齢不
詳）

女子生徒 左記場所で、被害者が帰宅
途中、乗用車の中から不潔
そうな不審者が「これ」と言っ
て、自分の下腹部を指差し
て見せた。

10

平成19年5月1日（火）
午後4時00分頃

大船自動車学校
裏付近路上

丸坊主で、25歳くら
い、身長175cmくらい
のがっちりした体型の
男性、白いﾀﾞﾎﾞﾀﾞﾎﾞの
ﾄﾚｰﾅｰにｸﾞﾚｰの
ｼﾞｬｰｼﾞをはいてい
た。

女子生徒 左記場所で、被害者帰宅途
中、不審者に両手をつかま
れ、意味不明なことを言われ
たが、手を振り払って逃げて
帰宅した。

9

平成19年5月1日（火）
午後3時00分頃

中央図書館裏の
細い道

髪を赤く染め、緑の
上着、ぶかぶかのｽﾞ
ﾎﾞﾝを腰まで下げては
いた若い男性

女子児童2
名

被害者らが左記場所を通行
中、不審者がｽﾞﾎﾞﾝに手を入
れて、被害者らの方を見て
いた。

8

平成19年4月27日（金）
午後1時30分頃

鎌倉駅西口付近 年配の男性 女子児童 左記場所で、被害者が不審
者に「一緒にお菓子を食べ
るか」と話しかけられ、「食べ
ません」と断って走って友達
と逃げた。

7

平成19年4月26日（木）
午後6時00分頃

城廻打越バス停
付近

年齢20～25歳くら
い、黒いﾊﾞｲｸ、黒いﾍ
ﾙﾒｯﾄ､薄茶色のｻﾝｸﾞ
ﾗｽ、金ﾒｯｼｭの頭髪の
男性

女子生徒1
名

被害者が左記場所付近を下
校中、ﾊﾞｲｸに乗った不審者
が被害者の方へ向かって、
反対車線からUﾀｰﾝして近づ
き、「中学生か高校生か、何
歳か、何人家族か、兄弟は
いるか、制服を見せてくれ、
どんな雑誌を読むのか」など
と声をかけてきた。被害者
は、無視をしてその場からす
ぐ逃げた。

6

平成19年4月19日（木）
午前8時00分頃

JR鎌倉駅東口改
札付近

年齢40～50歳位、身
長170㎝位、体格普
通、青色ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ、灰
色ｽﾞﾎﾞﾝ、黒色ｾｶﾝﾄﾞ
ﾊﾞｯｸﾞ所持の男性

女子児童3
名

被害者らが左記場所で友人
を待っていたところ、不審者
が被害者らの後方を通り過
ぎる際、被害者1名の頭を触
り、「こっちにおいで」と言い
ながら立ち去ったもの。

5

平成19年4月6日（金）
午前10時45分頃

常盤の路上 年齢30～50歳の車両
を運転していた男性

女子児童 被害者が下校中、不審者が
運転する車両に追い抜か
れ、手招きをされた。



4

平成19年2月28日（水）
午後5時50分頃

岡本郵便局近くの
県道の歩道

30代から40代くらい
の男性

男子児童 被害者が左記場所を、点灯
した自転車に乗って走って
いたところ、歩道の真ん中を
歩いてきた不審者に、ﾊﾝﾄﾞﾙ
をつかまれて車道側に押し
倒された。自転車は歩道に
倒れ、児童は歩道の縁石に
足をぶつけ、車道に手を着
いて倒れた。不審者はその
まま大船駅の方向に行って
しまった。

3

平成19年2月19日（月）
午後6時00分頃

岡本（鎌倉みどり
幼稚園付近）

170㎝位、頭髪がや
や薄い

女子生徒 左記場所に駐車してあった
車の横から、下半身を露出し
た不審者が、被害者の前に
現れた。被害者は、すぐにそ
の場から逃げて、家に帰っ
た。

2

平成19年2月18日（日）
午後9時00分頃

梶原（深沢小学校
前、川沿いの道）

ｽｸｰﾀｰ型ﾊﾞｲｸに乗っ
た男性3人、1台は2
人が乗車、もう1台は1
人で乗車

女子生徒 被害者が左記場所付近を自
転車で通行中、対向から来
たﾊﾞｲｸを行かせるため、止
まって待っていたところ、二
人乗りのﾊﾞｲｸの後部座席乗
車の者と、2台目のﾊﾞｲｸの運
転者が、被害者の肩にかけ
たﾘｭｯｸに手を伸ばしてきた
が被害はなかった。

1

平成19年2月1日（木）
午後3時30分頃

西鎌倉小学校周
辺

ｼﾙﾊﾞｰのﾜｺﾞﾝ車に
乗った20代の男性、
茶色の作業服を着て
いた

児童2名 被害者らが左記場所を自転
車に乗車中、約1km位の距
離を、ﾜｺﾞﾝ車に乗った不審
者がじろじろ見ながら後をつ
いて来た。


