
鎌倉市市民安全課（平成28年12月末日現在）
発生日時 発生場所 不　審　者 被害者 状　況

57
平成28年12月15日（木）

午後3時50分頃
常盤

梶原口交番付近
50代～60代の男、黒メガネ 小学生3名

下校時、児童３人で歩いていたら、50代～60代の男が、児童が走ると走る、歩くと歩くとい
う感じで後をついてきたが、途中ではぐれた。

56
平成28年12月8日（木）
午前8時45分頃

山崎跨線橋南交差点
付近の歩道

30代～40代の男、茶色の服装 中学生１名
生徒が登校していたところ、前から歩いてきた男にわざとぶつかられた後、小声で暴言を
吐かれた。生徒は、すぐにその場から立ち去った。

55
平成28年12月7日（水）
午前7時15分頃

佐助一丁目交差点
(法務局前交差点)付近

男、年齢不詳、黒髪、ジーンズ･
黒のジャケットを着用

中学生１名
生徒が登校していたところ、男に「一緒に写真を撮ろうよ」などと声を掛けられ、腕をつか
まれた。生徒は、腕を振り払って逃げた。

54
平成28年11月29日（火）

午前8時20分頃
山崎打越公園

（こもれびプール隣）
40代の男、少しパーマ風の髪、水色ジャンパー、ジー
パン着用

小学生1名
登校途中、公園を通って歩いていると、道路沿いに歩いてきた男が、20～30ｍぐらいの
距離からビデオを撮影してきた。児童は撮影されるのを嫌い、急いで学校に向かって
走って逃げた。

53
平成28年11月25日（金）

午後3時10分頃
梶原四丁目付近

50代の男、165cmくらい、小太り、全身茶色の服装
(コート、ズボン、帽子)

中学生１名
生徒が「君、何中学？」「何歳？」「どこに住んでいるの？」と知らない男から声をかけられ
た。

52
平成28年11月22日（火）

午前7時45分頃

常盤
バス停「深沢小学校」

付近
40代の男、深緑色のパーカーを着用 中学生１名

生徒が男から「こんにちは」と声を掛けられ、生徒が通う中学校の卒業生について尋ねら
れた。生徒は怖くなって、学校まで逃げた。

51
平成28年11月21日（月）

午後6時40分頃

梶原
湘南モノレール
湘南深沢駅付近

男、水鉄砲を持っていた。ヘッドホンをして、片手にス
マートフォンを持っていた。黒っぽいコートを着用。

小学生１名
湘南深沢駅付近の店舗で児童と母親が一緒に買い物をしていたところ、児童が母親と一
瞬離れた時に男がじっと見てきて、水鉄砲で撃つ真似をしてきた。

50
平成28年11月18日（金）

午後7時30分頃
台三丁目付近 40～50代の男、坊主頭、紺の作業服を着用 中学生１名

生徒が店舗の駐車場を歩いていたところ、前方から歩いてきた男から、「お前死にたいの
か、ひき殺すぞ」と言われた。男は店に入って行き、生徒は自宅に急いで戻った。

49
平成28年11月9日（水）
午後5時30分頃

岩瀬一丁目
岩瀬下地区公会堂

付近

男、身長165cmくらい、40歳半ばくらい、Gパン・袈裟
懸けのバッグを身につけていた

中学生１名
生徒が岩瀬下地区公会堂付近の道を歩いていたところ、反対側から歩いてきた男ににら
まれた。すれ違ったあと、男は、Ｕターンして追いかけてきた。生徒は怖くなり、近くの知
人宅に逃げ込んだ。

48
平成28年11月3日（木）
午後4時50分頃

笛田三丁目
笛田公園から降りる
階段下付近

40代くらいの男、青色の作業服上下・ベージュのジャ
ケットを着用

小学生2名
幼児2名

児童らが青少年広場から帰宅しようとしていたところ、笛田公園の階段辺りから40歳くらい
の男がスマートホンを向けてきて、写真を撮られたように見えた。児童らはすぐに近所の
友人宅に駆け込み、そのことを知らせ、再び戻ると男はいなくなっていた。

47
平成28年11月1日（火）
午前7時30分頃

常盤
30代の男、小太り、グレーのパーカー、茶色の靴、グ
レーの傘

小学生3名
児童らが登校していたところ、男に声を掛けられた。しばらく追いかけられ、体に接触され
た。男は、その後逃げて行った。

46
平成28年10月27日（木）

午後6時20分頃
雪ノ下三丁目
附属小学校付近

身長175cm程度の男、マスク、黒い帽子、黒の上下
小学生3名

附属小学校近くの武道場から附属小前、清泉小前、岐れ道バス停、大御堂橋あたりま
で、男が児童らの後ろを付いてきた。児童らは途中で走って逃げたが、男との距離は変
わらなかった。

45
平成28年10月24日（月）

午後5時45分頃
岡本

南岡本バス停付近
20代の男、身長170cm程度、中肉中背、白い上着・灰
色のズボンを着用

小学生1名
児童が植木の方向から柏尾川方向へ歩いていたところ、後ろから来た見知らぬ男に通り
すがりに体を触られた。男はそのまま通り過ぎ、走っていった。

44
平成28年10月21日（金）

午前8時10分頃
御成小学校敷地内

全身黒づくめの男、身長不明
黒い帽子・サングラス・マスクを着用

小学生数名

児童らが登校していたところ、御成小学校前信号に全身黒づくめの男が立っていて、少
し追いかけてきたが、すぐに反転して図書館の方へ立ち去った。児童らが教室に入っ
て、しばらくすると、同じ男が学校敷地内に入っていて20分ぐらいいたが、体育館の方へ
行った。その後、昼休みにも同じ男が学校敷地内にいるという児童の報告を受け、すぐに
職員が様子を見に行ったが、男は見当たらなかった。

43
平成28年10月19日（水）

午後3時45分頃
植木

公会堂前バス停付近

30代～40代くらいの男
黒い服を着用、手に光るものを持っていた 小学生1名

児童が歩いていたところ、手に光るものを持った黒い服の男が追い掛けてきた。児童は、
そのまま藤沢方向へ走って逃げ、気がついたら、男はいなかった。

42
平成28年10月19日（水）

午前8時00分頃
腰越五丁目

腰越小学校付近

20～30代の男、黄色の原付バイクに乗車、黄色のウ
インドブレーカー、黒のズボン、サングラス、白のヘル
メット着用

小学生1名
男が道端で、登校中の児童をじっと見て、にやりと笑った。児童は怖くなり、学校へ向
かって走ったところ、男はバイクのエンジンをかけて追いかけて来た。掃除をしていた地
域の方がいらしたので、男はバイクでＵターンして走り去った。

41
平成28年10月18日（火）

午後3時10分頃

腰越
湘南モノレール
西鎌倉駅近くの

歩道橋

男、ベージュの上着・緑色の帽子を着用 小学生1名
児童が下校していたところ、男が「ランドセルの中は何が入っているの」、「お弁当が入っ
ているの」、「ランドセルの中を見たら名前がわかるかな」と言って、笑って腰越支所方面
に立ち去った。

40
平成28年10月14日（金）

16時30分頃

手広
西鎌倉小学校
西ヶ谷門付近

黒い帽子、黒い服の男 小学生3名
児童3名が自転車で帰宅途中、信号待ちをしていた際、道路の反対側から男が手招きを
するので怖くなり、信号を渡らず手広方面に向かい出すと、男も同じ方向に追いかけてき
た。横道にそれたところ、児童は自転車ということもあり、それ以上は何もなかった。

39
平成28年10月3日（月）
午後3時30分頃

今泉台二丁目
地蔵前バス停付近

男、身長160cm～170cm、長袖の灰色シャツ
黒っぽい長ズボン、ベージュっぽいキャップ

小学生1名
児童が下校していたところ、正面から向かってきた男にすれ違いざまに、頭を両手でつ
かまれ、突き飛ばされた。男はそのまま立ち去った。

38
平成28年9月29日（木）
午前7時55分頃

腰越三丁目
亀井バス停付近

神戸川沿いの橋付近

年齢不明の男、レインコートを着用、青いかばんを持
つ

小学生2名
児童が登校していたところ、男があめを配っており、「あめを食べない。」と声をかけられ
た。
児童は怖くなり、急いで通り過ぎた。

37
平成28年9月26日（月）
午後3時30分頃

今泉台二丁目
地蔵前バス停付近

50代の男、長袖の灰色ジャージ、黒っぽい長ズボン、
白いラインの入った赤の野球帽を着用

小学生1名
児童が下校していたところ、正面から向かってきた男にすれ違いざまに、頭をつかまれ
た。
男はそのまま立ち去った。

36
平成28年9月23日（金）
午後4時45分頃

梶原二丁目
梶原すずらん公園付近

30代～40代の女、服装は紺の上下、白いカーディガ
ンを前で結び、白いニット帽を着用

小学生1名
放課後、児童が友だちと自転車で遊びに行く途中、ぶつぶつ言いながら傘を植え込み
に突き刺している女性に声をかけられた。児童はびっくりして、自転車をおりたら、その自
転車を持ち上げて投げてきた。それが腿にあたり、あざができた。

　不　審　者　情　報　掲　載　一　覧（平成28年）



鎌倉市市民安全課（平成28年12月末日現在）
発生日時 発生場所 不　審　者 被害者 状　況

　不　審　者　情　報　掲　載　一　覧（平成28年）

35
平成28年9月23日（金）
午後3時30分頃

鎌倉山一丁目
桜道交差点から
笛田公園にかけて

10代の男、学生風 小学生1名 放課後、児童が友達の家に遊びに行く途中、男が下半身を出して声をかけてきた。

34
平成28年9月13日（火）
午後4時20分頃

大船五丁目
常楽寺付近のバス通り

30代後半の男、身長170cm位、口の周りにひげ、黒い
帽子、上下黒っぽい服、大きなスポーツバッグ

小学生3名
下校途中の児童2人が歩いていたところ、男が笑いながら追いかけてきたので逃げた。そ
の様子を見かけた別の高学年児童が割って入り、児童2人を保護した。

33
平成28年9月12日（月）
午前8時00分頃

今泉台四丁目
北鎌倉台バス停付近

50代の男、青い長袖Tシャツ・薄茶の長ズボン・茶系
で青と緑のラインが入った帽子を着用

小学生1名 登校途中の児童が正面から向かってきた男を避けようとしたところ、こぶしで胸を突かれ、
「邪魔だ、どけ」と言われた。その後、男は立ち去った。

32
平成28年9月2日（金）
午前8時00分頃

二階堂付近 30代男、メガネ、赤っぽいシャツ 中学生1名
登校途中、自転車に乗った男がすれ違いざまに、「紺のハイソックスかわいいね。」と独り
言のようにつぶやき走り去った。昨日も同様のことがあった。

31
平成28年9月１日（木）
午前11時45分頃

佐助一丁目
市役所通り

60代くらいの男 小学生１名 児童が下校していたところ、男にすれ違いざまに帽子でたたかれた。

30
平成28年8月30日（火）
午前8時25分頃

大船五丁目
大船住宅前バス停

付近

40代後半～50代の男、坊主頭、身長160cm程度、緑
色のトレーナー、グレーのズボンを着用

中学生2名
生徒2名が部活動のため登校していたところ、通りの反対側にいた男が生徒らの方を向
き、急にズボンを下げた。

29
平成28年7月18日（月）

午後6時頃
JR横須賀線内
（鎌倉～大船間）

50代の男、ボーダーシャツ（ピンク、白）を着用、身長
165cm、目が細くやせ気味

中学生2名

生徒たちが部活動の帰りにジャージ姿で電車に乗ったところ、隣の男が、生徒の胸の記
名を見て何度か呼び、近づいてきた。もう一人の生徒が胸の記名を手で隠すと、男はそ
の手を払いのけようとした。生徒が「もう少しあっちに行ってください」と言うと、男はさらに
近づいてきた。近くにいた人が生徒と男を離してくれ、その後、男は大船駅で降りていっ
た。

28
平成28年7月11日（月）

午後8時頃
岩瀬・岩瀬中学校付近

のトンネル内

30代後半の男、身長175cm以上、体格が良い
肩からドラムバッグを掛けていた 中学生１名

生徒がトンネル内で自転車を押して歩いていたところ、男を追い越した際に、後ろから
「ねーねー」と声を掛けられた。目が合い、男が蹴ろうとしたので、生徒は急いで逃げた。
男は、更に追い掛けてきたが、生徒に被害はなかった。

27
平成28年7月7日（木）
午後4時30分頃

大船二丁目
大船行政センター
バス停付近

50代くらいの男、眼鏡、白色のYシャツ、ヘルメットを
着用
バイク(カブ)に乗っていた

小学生１名
児童が保護者とバスを待っていたところ、バイクに乗った男が児童の前で停車した。男は
笑いながら、児童に近づくために、バイクから降りようとしたが、保護者の存在に気づくと
児童に近づくのをやめ、その場から立ち去った。

26
平成28年7月7日（木）
午後2時40分頃

大船一丁目付近
30～40代の背の高い男、黒いTシャツ、黒か茶色のズ
ボンを着用

小学生１名
児童が下校していたところ、男が後をついてきていることに気づいた。その後自宅まで男
がついてきたため、児童は怖くなり、自宅に駆け込んだ。

25
平成28年7月6日（水）
午後4時30分頃

岡本
市営岡本住宅付近

60代の男、緑の帽子、サングラス、黒いＴシャツ、茶色
の半ズボン、黒と灰色の自転車

小学生１名

駐車場を自転車で走っていると、反対側から自転車で走ってきた男がすれ違いざまに自
転車を止め、「どうしたの？かわいいね」と話しかけてきた。関わらずに走り去ると、男はＵ
ターンして自転車で追いかけてきた。児童は怖くなり、道路の茂みに隠れた。男はそのま
ま自転車で走り去った。

24
平成28年6月30日（木）

午前8時頃

小袋谷二丁目
旧レイ・ウェル鎌倉
付近の県道付近

40代の男、身長160cm位、短髪、ぶしょうひげ、青色
の長袖Tシャツ・紺色のズボンを着用

小学生１名
児童が保護者と登校していたところ、正面から歩いてきた男が手を伸ばしてきて児童の
手をつかもうとした。その後、男が追い掛けてくることはなかった。

23
平成28年6月28日（火）
午後3時30分頃

大船三丁目
離山交差点付近

40代の男、上半身は黒色の服を着用、ズボンがもも
の下まで下がっており、パンツが見える状態で歩いて
いた

小学生１名
児童が下校していたところ、男から「○○さん」(当該児童と違う名前)と声をかけられた。
児童が「違います」と返事をすると、男が後をつけてきた。近くにいた大人が不審に思い、
声をかけると男は逃げて行った。

22
平成28年6月24日(金)
午後6時30分頃

今泉台一丁目
柳谷戸つばめ公園

付近
男、やせ型、全身黒っぽい服装、身長170cmくらい 中学生１名

生徒が下校中、公園の横を通りかかったところ、男が下半身を露出しているところに遭遇
した。生徒は、男と目が合い、ニコッと笑われ、怖くなって逃げた。男が追いかけてくること
はなかった。

21
平成28年6月24日(金)
午後3時45分頃

腰越三丁目付近 複数の若い男女グループ 小学生1名

児童が習い事の帰りに1人で歩いていたところ、若い男がズボン・下着をおろして下半身
をだし、その様子を一緒にいた若い女が写真に撮っていた。児童は怖くなり、回り道をし
て帰る途中で友だちの保護者に会い、状況を伝えた。友だちの保護者がすぐに現場に
向かったが、不審者は車で立ち去るところだった。

20
平成28年6月23日（木）
午後９時00分頃

大船駅東口付近 30代男、白色か灰色のＴシャツ、ジーパンを着用 中学生１名
塾の帰りに「タイプだから声をかけてるんだけど」「これから一緒にご飯食べようよ」「ＬＩＮＥ
交換しようよ」と声をかけられた。

19
平成28年6月21日（火）
午後2時30分頃

大船
常楽寺交差点付近

男（特徴は不明） 小学生1名 児童が学校からの帰宅途中に男に手首をつかまれた。

18
平成28年6月16日（木）

午後10時頃

大船三丁目
離山交差点付近の歩

道

20代前半の男、身長不明、金髪
黒の大きい車(ワンボックス型)の助手席に乗っていた

中学生１名
生徒が塾から帰宅していたところ、車の助手席に乗った男から「危ないよ。」と声をかけら
れた後、腕をつかまれた。生徒は腕を振り払い、その場から走って帰宅した。

17
平成28年5月17日（火）

午後3時頃
台五丁目付近の路上 30代の男、黒いＴシャツ・茶色いズボンを着用 小学生1名

児童が下校していたところ、男がスマートフォンで突然写真を撮ってきた。児童は、怖くな
り走って逃げた。

16
平成28年5月15日（日）
午後3時30分頃

江ノ電七里ヶ浜駅
20代後半の男、背が低く（160～165cm）、小太り、細
い目、青色の上着

小学生1名
児童が電車に乗るために財布を出していると、男が近づいてきて、手を握ろうとしたり、財
布に触ろうとした。振り払ってもつきまとわれた。怖くなり、その場から逃れ電車を見送っ
た。男は藤沢行の電車が発車した後は見当たらなかった。

15
平成28年5月11日（水）

午後3時頃
七里ガ浜東一丁目

田辺公園
60代くらいの白髪の男

小学生
十数名

児童らが公園で遊んでいたところを写真に撮っている男がいたので、児童の１人がやめ
るように言ったが、男はその後も何枚か写真を撮ってから、その場を去った。

14
平成28年5月2日(月)
午後1時50分頃

台
さくら青少年広場

横の路上
男（詳細不明） 小学生2名

さくら青少年広場わきを通って児童2名が下校しているところ、男が笑いかけてきた。男は
すれ違ったあとＵターンしてこちらに向かい、ポケットから何かを出して渡すしぐさをした。
児童は怖くなり走って逃げた。
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13
平成28年4月25日(月)

午後4時頃
七里ガ浜東五丁目
七里ガ浜小学校付近

白人らしき20～30代の男女(金髪で男175cm、女
170cm位)、日本人らしき男(50代、身長160～170cm)
暗緑色(ダークグリーン)の車に乗っていた

小学生1名
児童が不審者に「家を探しているので一緒に探して」と声をかけられたが、怖くなって逃
げて家まで帰り、家の人に話した。家の人が見に行ったところ、不審者は車に乗って立ち
去った。

12
平成28年４月20日(水)
午後5時10分頃

大船5丁目付近
（大船中学校近辺）

50～60代、小太りの男。坊主頭が伸びた頭髪。
茶色と白のボーダーのジャンパー、ベージュのチノパ
ンを着用。茶色のサングラスを掛けていた。

小学生2名
児童2名が自転車で、ペダルをこがずに低速で進んでいたところ、
男が2名の体を続けて触ろうとした。

11
平成28年4月15日(金)
午後2時40分頃

大船小学校プール横
の通路

短髪で細身の男、黒のズボンを着用、
黒のジャケットを右肩に掛けていた。

小学生１名 下校途中、児童のランドセルを男が触っているのを、ほかの児童が目撃した。

10
平成28年4月12日(火)

午後3時頃
深沢新川沿いの道
【No.9に同じ】

学生服を着た小柄な男【No.9に同じ】
小学生１名
【No.9に同じ】

児童が塾に行く途中、男に後ろからついて来られた。児童は走って逃げたが、追いかけ
られ、体を触られた。その後、男は走って逃げた。【No.9に同じ】

9
平成28年4月5日(火)

午後3時頃
深沢新川沿いの道 学生服を着た小柄な男 小学生１名

児童が塾に行く途中、男に後ろからついて来られた。児童は走って逃げたが、追いかけ
られ、体を触られた。その後、男は走って逃げた。

8
平成28年4月11日(月)

午後3時頃

岡本
南岡本バス停付近
(県立フラワーセンター

付近)

40代～50代の男、175cm程度、中肉中背
黒の上着・茶色の帽子を着用

小学生5名
児童らが5名で下校途中、後ろから来た男に「お菓子あげる」と児童2名が腕をつかまれ、
袋に入った食べかけのスナック菓子を手のひらに数回押し付けられた。児童は、その場
にお菓子を捨てて逃げ、男は別の方向に歩いて行った。

7
平成28年4月8日(金)

午後3時頃
笛田四丁目

笛田トマト公園付近
若い男、学生服のようなブレザー・シャツを着用、
襟にリボン、そばかす

小学生2名
児童らが下校していたところ、学生服のような服を着た男が、下半身を露出して、ひとりご
とを言いながら、尿を出していた。

6
平成28年4月8日(金)
午前7時50分頃

大船六丁目
砂押川桜並木付近
(砂押川プロムナード)

30代の男、身長170cm位、
スーツ姿、黒いリュックを背負っていた

小学生4名
男が登校中の児童の姿をスマートフォンで写真撮影していた。児童の１人が「カメラで写
真を撮られた」というと、男は逃げた。

5
平成28年3月10日(木)
午前8時20分頃

常盤
深沢支所西交差点付

近
40～50代の男、小太り 中学生1名

生徒が登校中、男から「こんにちは。寒いね。」と声を掛けられ、缶ジュースを渡された。
男は「今度連絡してね。」と言い、去って行った。

4
平成28年3月7日(月)
午後3時50分頃

小町一丁目付近
(旧鎌倉警察署付近)

50歳位の男、メガネ、黒のパーカー、黒のズボンを着
用

中学生1名
生徒が自転車で、同じく自転車に乗った男を追い抜くと、「おい、ちょっと待て」と言われ
て、しばらく追いかけてきた。生徒は振り切って逃げた。

3
平成28年2月22日(月)
午後3時40分頃

浄明寺三丁目
浄明寺郵便局付近

年齢不詳の男、黒と青の柄の上着、青のズボンを着
用

小学生4名
下校途中の児童らが、下半身を露出した男とすれ違った。児童らは走って逃げ、男は別
の方向へ走って行った。

2
平成28年１月29日(金)
午後3時25分頃

笛田四丁目付近 若い男、学生服っぽい服装 小学生1名
下校途中の児童が、駐車中の車と車の間から出てきた、下半身を露出した男から声をか
けられた。児童は、怖くなって走って逃げた。

1
平成28年１月28日(木)
午後3時30分頃

常盤
梶原口バス停付近

中年の女(普通自動車に乗っていた) 小学生1名
遊びに行って帰る途中の児童が、駐車場で女から「車に乗らないか。」と声をかけられ
た。児童は知らない人だったため断り、近くの自宅に走って逃げた。


