
鎌倉市地域のつながり課【令和3年（2021年） 12月31日現在】

発生日時 発生場所 不　審　者 状　       況

40
令和３年12月6日（月）

午前８時15分頃
七里ガ浜東三丁目、夕陽

ケ丘通り

60代から70代の男性、濃い緑色の長袖フード付き
と、薄茶色のズボンを着用。白髪でこげ茶色の帽
子をかぶり、リュックサックを背負っていた。

小学生 1 名
登校中の児童が、後ろから男がニコニコ見ながらついてくるのに気がついた。逃げようと児
童が角をいくつか曲がると、男の姿は見えなくなった。

39 令和３年11月25日（木）
午後４時30分頃

深沢多目的スポーツ広場
付近

薄い色のサングラスをかけた50代位の男性、グ
レーの長袖上着、長ズボン、英字が書かれた
キャップ帽を着用

小学生 1 名
児童が自転車を止めて友達と話していたところ、男に自転車をつかまれ、自転車を蹴られ、
どなられた。周りにいた友達が「やめてください」と言うと、自転車を離したので、そのまま逃
げた。

38 令和３年11月24日（水）
午後６時頃

富士塚小学校入口交差点
付近

30代位、ひげを生やした男性 小学生 1 名 児童が歩いていたところ、近くに車が止まり、車内から男がじっと見てきた。

37 令和３年11月10日（水）
午後３時頃

台くすのき公園付近路上
中背で小太りの男性、水色と白のチェック柄の半
袖シャツ、茶色のズボンを着用

小学生 1 名
児童が自転車で走行中に、前から来た男に進路をふさがれ、腕をつかまれて声をかけられ
た。児童は、「友達が待っているので」と言って、その場から離れた。

36 令和３年11月５日（金）
午後３時頃

鎖大師バス停付近
青い上着、黒いズボンを着用し、眼鏡をかけた男
性

小学生 3 名 下校途中、児童が男にじっと見られた。その後、男は別の児童の後をついて行った。

35
令和３年11月４日（木）

午後４時頃
鎖大師バス停付近 若い男、上下黒い服、黒い靴、黒いマスクを着用 小学生 6 名 下校途中、男がニヤニヤしながら後をついてきたため、走って逃げた。

34 令和３年11月２日（火）
午後６時頃

大船一丁目所在の施設内
年齢30～35歳位、身長170cm～175cm位、痩せ
型、薄毛の男性、白色長袖Tシャツに黒色半袖T
シャツを重ね、ズボンを着用

外出中の女子生徒が、男に頭を触られた。

33 令和３年11月１日（月）
午後２時40分頃

城廻先路上
年齢50～60歳位、身長165cm～170cm位、体格中
肉の男性、灰色のキャップ帽、長袖シャツ、紺色
のジーパンを着用し、リックサックを所持

外出中の女子生徒が、男につきまとわれた。

32 令和３年10月22日（金）
午８時10分頃

岡本二丁目６番先路上
年齢30～40歳位、身長165cm～170cm位、小太
り、黒髪の男性、白色のパーカーとジーパンを着
用

下校途中の女子生徒が、後ろから来た男に「お祓いしてあげる」等と声をかけられた。

31 令和３年10月22日（金）
午前７時55分頃

小町一丁目４番先路上
年齢20～40歳位、身長160cm～170cm位、黒髪の
男性、シャツ、ネクタイ、黒色のズボンを着用

登校途中の女子生徒が、男に下半身を見せられた。

30 令和３年10月21日（木）
午後４時30分頃

鎌倉海浜公園由比ガ浜地
区付近

年齢60～70歳位の男性 外出中の女子児童が、見知らぬ男に「写真を撮ってもいい？」等と声をかけられた。

29 令和３年10月20日（水）
午後３時30分頃

山ノ内先路上
年齢60歳位、体格中肉、黄色の上着を着用した男
性

下校中の女子児童が、見知らぬ男につきまとわれた。

28 令和３年10月20日（水）
午前７時頃

市場公会堂付近 黒色のパーカー、黒色のズボンを着用した男性 登校中の女子生徒が、近寄ってきた男にスカートをめくられ、スマートフォンで撮影された。

27 令和３年10月19日（火）
午後３時30分頃

小坂小学校プール付近
身長170cm位、赤い上着、こげ茶色のズボンを着
用し、リュックサックと傘を所持した男性

小学生 1 名
児童が下校中、すれ違った男にぶつかり、「すみません」と謝ったが、右足を蹴られ、左足も
傘で殴られた。男は逃げるように去っていった。

26 令和３年10月18日（月）
午後３時頃

深沢中学校付近の横断歩
道

身長170cm位、30代位の男性
黒のパーカー、濃い緑色の長ズボン、黒い眼鏡を
着用

小学生 1 名
児童が横断歩道を渡ろうとしていたところ、男にランドセルをつかまれ、後ろに引っ張られ
た。男は、そのっま通り過ぎ、歩いて行った。

25 令和３年10月３日（日）
午後３時頃

今泉地区 20～30代の女性 小学生 1 名 外出中の児童らが、見知らぬ女に学校名や名前等を聞かれた

24 令和３年９月16日（木）
午後４時頃

鎌倉消防署深沢出張所付
近

40～50代男性、帽子を着用 中学生 2 名
生徒２人が下校中、自転車に乗った男がベルを鳴らしながらついてきた。途中で生徒が別れ
ると、一方の生徒の後ろを自宅に着くまでずっとついてきた。

23
令和３年９月10日（金）

午前10時頃
北鎌倉女子学園前交差点 40～50代男性、帽子を着用 小学生 1 名

北鎌倉女子学園前交差点付近で、児童が、男に後をつけられていることに気 がつ き 、立
ち止まって男が行き過ぎるのを待った。 男 が、 「一緒に行こう」と声をかけ てきたので「いや
だ」 と断ると 、男 は去っていった 。

22 令和３年８月19日（木）
午前10時頃

玉縄小学校付近
60代男性、中肉中背、白の半そでシャツ、紺のズ
ボンを着用

小学生 3 名
児童らが歩いていたところ、男に付きまとわれたため、近くの建物に駆け込もうとしたが、男
に門扉をこじ開けられそうになった。児童らは怖くなって、建物の庭先に隠れて男が去るのを
待った。

21
令和３年７月15日（木）

午後4時30分頃
下馬交差点

30代後半から40代前半位の男性。小太り。クリー
ム色の小型車を運転。

中学生 1 名 生徒が信号待ちをしていたところ、車を運転中の男にスマートフォンで写真を撮られた。

20 令和３年７月12日（月）
午後2時30分頃

富士塚公園 70歳代の男性、サングラス、マスクを着用 小学生 2 名 児童が公園にいたところ、男にカメラで写真を撮られた。

19 令和３年７月12日（月）
午後2時30分頃

岩瀬岩瀬下関青少年広場
付近

背が高めの男性、黄緑色の服を着用。 中学生 4 名 生徒が下校中、男からカメラを向けられ、写真を撮られた。男はその後、立ち去った。

18 令和３年７月５日（月）
午前８時頃

小袋谷一丁目交差点付近
70代の男性、身長175cmくらい、中肉中背。
チェックのシャツ、スーツのようなズボン着用、ショ
ルダーバッグ所持。

中学生 1 名
一緒に登校する友人を待っていると、男が近くの家の様子を尋ねてきた。生徒が「何のことで
すか？」と返答すると、男は立ち去った。

17 令和３年６月22日（火）
午後3時頃

玉縄小学校付近 50歳くらいの男性、身長160cmくらい、太り気
味、明るめの髪色

小学生 1 名 下校中に、前にまわり込んできた男性に「楽しい場所へ一緒に行こう」と声をかけら
れた。

16 令和３年６月17日（木）
午前8時頃

小袋谷公会堂近くの踏切
付近

30代くらいの男性、身長170cm、黒髪、やせ型 中学生 3 名 登校中の生徒が男性にスマートフォンを向けられ、写真を撮られた。

15
令和３年６月16日（水）

午後9時45分頃
ＪＲ大船駅東口付近

ヘルメットを着用し、自転車に乗った女性（年齢不
詳）

中学生 2 名 すれ違い様、女性に暴言を吐かれた。

14
令和３年６月３日（木）

午後5時30分頃
七里ガ浜郵便局付近 中年の男性、半ズボンを着用 小学生 1 名 児童が、下半身を露出した男を見かけた。

13 令和３年６月３日（木）
午前8時05分頃

大船消防署付近 青いTシャツを着用 小学生 1 名 登校中「こんにちは」と声をかけられ、ふりむくとお腹を出していた。

12 令和３年６月２日（水）
午後１時15分頃

山崎ひめしゃら公園付近
40代後半の男性
黒い帽子、黒いサングラス、黒いTシャツを着用

小学生 1 名 下校中、後ろから男にランドセルをつかまれた。

11
令和３年５月29日（土）

午後３時頃
小袋谷子どもの広場

30～40代の男性
白い上着、黒いズボン、眼鏡、マスクを着用

小学生 1 名 広場で遊んでいた児童が、男性にスマートフォンのカメラを向けられた

10
令和３年５月26日（水）

午後２時50分頃
大船郵便局交差点付近 スーツと眼鏡を着用し、黒いカバンを持った男性 小学生 5 名

児童が下校していたところ、「カシャ」という音が聞こえたので振り向くと、男性にスマートフォ
ンのカメラを向けられていた。

9 令和３年４月26日（月）
午後１時15分頃

山崎小学校付近 全身黒い姿の男 小学生 2 名 下校中、全身黒い姿の男に付けられた。児童の知り合いの大人と話すと男は離れて
いった。

8
令和３年４月２日（金）

午後7時55分頃
山ノ内先路上

年齢40～50代の男性、身長160～165㎝位、体格
中肉、黒色短髪、黒色のジャケットとズボンを着用

中学生 1 名 帰宅途中の生徒が、後ろから来た男性に体を触られた。

7 令和３年３月24日(水)
午後４時30分頃

台五丁目公園付近 中年男性、銀色の乗用車に乗っていた 小学生 1 名 児童が公園で友だちと遊んでいたところ、車に乗った中年男性にスマホを向けられ、
写真を撮られた。

6 令和３年３月18日(木)
午後４時頃

二階堂
第二小学校付近

黒いキャップ、黒いサングラス、白いマス
ク、茶色の革靴、ジーンズ、大きなバックル
のついたベルトを着用

小学生 1 名 児童らが数名で下校していたところ、正面から来た男に、いきなり両腕をさらわれ
た。

5 令和３年３月15日(月)
午後４時頃

大町三丁目
名越バス停付近

男性、身長158～168cm位、年齢50～60歳位、
帽子をかぶり、黒っぽい地味な服装

中学生 2 名 生徒らが下校中に、男に声をかけられ、名前や学年を何度も質問された。他の生徒が
通りかかったので、「友人が待っているから」と伝え、友人の方へ走って逃げた。

4
令和３年３月12日(金)

午後４時頃
手広五丁目

西ヶ谷バス停付近

身長160cm位の女性、短髪、白の帽子及び紫の
上着を着用、アジア系の外国人に見え、紙袋
を抱えていた。

中学生 2 名
生徒らが下校していたところ、女性に「何年生？洋服が余っているので、いるか？」
と声をかけられた。「服はいらない」と答えると、「なぜ？」と呼び止められたの
で、走って逃げ、学校へ戻った。

3 令和３年２月26日(金)
午後６時10分頃

腰越先路上
年齢50～60歳位、身長150～155cm位、体格中
肉、黒色ウィンドブレーカー上衣、ウィンド
ブレーカーズポンの男

中学生 1 名 外出中の女子生徒が、見知らぬ男につきまとわれた。

2
令和３年１月22日（金）

午後4時30分頃
高野公園内

30代から40代男性、黒い帽子、黄緑色のチェック
のシャツ、黒いズボン、スニーカー、水色のマスク
着用

小学生 1 名 男が児童に近づき、「虫がついているよ。」と言って、髪を触ってきた。

1 令和３年１月９日（土）
午後３時頃

江ノ島電鉄腰越駅付近 黒い服、帽子、ブーツを着用した男 小学生 1 名 男が歩いていた児童を白いカメラで撮影して立ち去った。

計 57 名
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