R元年度不審者発生状況
公開Ｎｏ 発生日 発生時間 発生場所

5月31日

2

児童が放課後、遊びの帰り途中に、見知らぬ男性から「ワッ」と声をかけられて驚かされた。
5月31日 16:30 大久保町 その後、男性は追いかけてくる様子はなく、児童は家に帰った。
児童に被害は無かった。
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5

6月3日

6月4日

6月6日

17:25

15:45

16:30

田尻町

児童が登校中、男に携帯電話で写真を撮られた。
児童に被害は無かった
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3

7:45

内容

不審者の特徴
・年齢40代くらい
・サングラス、リュックを背負い、帽子を着
用

・年齢４０～５０歳代
・細身で長身、眼鏡を着用し、髪は薄かっ
た。

電線工場踏切を東から西に横断し、小木津駅に向かって歩いていたところ、男性が座り込んで
リュックから落ちた荷物を拾っていた。
児童は男性を追い抜いていった後、男性から「小学生か」「それにしては大きいな」と声をかけられ ・年齢６０～７０歳代
日高町 たが返事をしなかった。
・暗い色の服を着用し、黒のリュックを持参
その後、男性から「しかとか、先生に言うぞ」と怒鳴るような大きな声をかけられたため、児童は「ご していた。
めんなさい」と言って駅まで走って逃げたが、男性は追いかけてはこなかった。
児童に被害は無かった。

児童が知らない男性に声をかけられた。
男性が握手を求めてきたので、児童は握手した。
鹿島町 すると、男性は「○○君、バイバイ」と言って去っていった。
児童に被害は無かった。

・年齢５０～６０歳代
・灰色の帽子、灰色の半袖シャツ、青か黒
の長ズボンを着用し、
灰色のリュックを持参し、眼鏡はかけてい
なかった。

生徒２名が下校中、見知らぬ５０代と思われる男から「今から車を運転するが、足がつっているから
足を踏んで欲しい。」と声をかけられた。
男はフェンスにつかまって立て膝で靴を脱いで座り、一人の生徒が靴を脱いで足を踏んだ。
日高町 その男は、「靴下を脱いで足を踏んで欲しい。」と言い、その生徒と様子を見ていた生徒は不審に ・年齢５０歳代
思ったが、足を踏んだ。
生徒がしばらく足を踏むと、男は礼を言って去って行った。
生徒に被害は無かった。

R元年度不審者発生状況
公開Ｎｏ 発生日 発生時間 発生場所
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内容

不審者の特徴

6月14日 16:00

児童が、自宅前の駐車場に忘れ物を取りに行った。
その時、駐車場に男がいて「アメをあげるから，一緒に行こう」と声をかけてきたが、児童は、「いら
ない」と断った。
・年齢は中年の男性、やせ型で身長は小さ
田尻町 すると男は「お母さんはいるの」と児童に聞いてきたので、児童は「いる」と答えた。
い、髪の毛はほとんどない
男は走って逃げて行った。
その男は、以前、近所の公園や道端で、児童に声をかけてきたことがある男だった。
児童に被害は無かった。

6月17日 17:30

児童Ａが、放課後、ローソン金沢町二丁目店付近で見知らぬ男に「アイス買ってあげる。お母さん
の知り合いなんだ。」と声をかけられた。
児童Ａは不審に思い、母親の名前と自分の名前を聞いたところ、答えられなかった。
児童Ａが男に「お前、誰？」と尋ねたところ、服をつかんで引っ張られた。
金沢町
ローソン金沢町二丁目店に逃げ込んだところ、児童Ｂがいたので状況を話していたところ、男に手
招きをされた。
２人は怖くなって、自転車で逃げたところ、１５分程度、自動車で後を付けられた。
２人はそれに気付き、自動車の進行方向と逆に逃げ、それ以上の被害は受けなかった。

6月17日 17:30

童（間隔をおいて７～９人）が下校中、同地内を通りがかった。
道路の反対側に男がいて、こちらを向いて「へへへへ」と笑いかけてきた。
久慈町 また、お化けみたいなポーズをしてきた。
気持ちが悪くなりその場を離れた。後を追いかけてくることはなく、児童たちと反対方向へ歩いて
行った。

7月1日

7月1日

児童が下校中、不審な風貌の男が歩き回る男がいた。
ポケットに刃物らしきものが見えた。
15:00 中成沢町 産業支援センター付近から6号横断歩道、ラーメン花月の付近を歩き回っていた。
児童に被害はなかった。

15:00

児童から離れているところに怪しい黒い車が停まっているのに気が付いて逃げた。
児童が家に帰るまで、黒い車は同じ進行方向で動いて来たため追ってきたように感じた。
助川町
児童に被害はなかった。

・髪型はスポーツ刈り、目が上を向いてい
た、チェック柄のシャツ、
からし色のパンツを着用し、乗っていた車
種はグレーのプリウス。

・年齢40～50歳くらい 髪型は、短髪で中
肉中背
赤と黒の横ボーダー柄の服と長ズボンを
着用

・年齢不明、身長は170cmくらい、太めの
体型、黒いサングラス、黒いマスク、黒い
長ズボン、ジャンバーを着用。

・年齢４０歳くらい、太めの体型、髪の毛短
め、青のTシャツを着用。

R元年度不審者発生状況
公開Ｎｏ 発生日 発生時間 発生場所
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7月1日

7月9日

内容

生徒が友だちの家から自宅に帰る途中、トンネル付近に不審な男性が黒いハイエースに乗ったい
た。
その男性は、本校生徒が車近くを歩くと、車から身を乗り出し一眼レフカメラのようなもので写真を
撮られた。
・年齢不明、帽子とサングラスを着用、車
18:00 小木津町
特に、声はかけられていない。
両は、黒のハイエース。
生徒が家に帰り、母親に上記を伝えた。
母親が、現場に行くと車はもうなかった。
生徒に被害はなかった。
下校時、児童が櫛形小学校近くの踏切を渡った際に、黒いワンボックス車に乗った男性に「こっち
においで」と声をかけられた。
14:30 伊師本郷 児童は「学童に行くから行きません」と答えたところ、男性は何もせず去っていった。
児童に被害はなかった。

・年齢は50歳～60歳くらい、ひげを生やし
ており、黒いワンボックス車を使用してい
た。

生徒が塾に行く途中、交差点で信号待ちをしていたところ、反対側から２人の男性が生徒を見てい
た。
その後、２人の男性は道路を横断し、生徒を挟むように近づいて来た。
・年齢は50歳くらい
久慈町 男性が生徒に学校名と名前を尋ねてきたので生徒は回答した。
次に、男性は「一緒にお祈りしてくれませんか」と言ってきたので、生徒は仕方なく一緒にお祈りを
したところ、男性はお礼を言って去っていった。
生徒に被害はなかった。

13

7月18日 19:30

14

ファミリーマート日和サービス日立大沼店において、コンビニ強盗事件が発生しました。
7月24日 13:50 東金沢町 店員に被害はなかった。
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不審者の特徴

・年齢は30歳～50歳くらい、身長170㎝くら
い、短髪、
白いTシャツ、ジーパン。

・年齢は60歳代くらい、黒いサングラス・ポ
児童が学校で遊んでからの帰宅途中で、男性から「ぼっちゃん、焼き肉をやるから来ない？ジュー
ロシャツ
7月19日 16:30 中成沢町 スを一緒に飲もう。」と声をかけられた。
・半ズボン 黒と青の帽子、髪の色は黒
児童は走って逃げたため、児童に被害はなかった。
短いひげあり 色黒

R元年度不審者発生状況
公開Ｎｏ 発生日 発生時間 発生場所
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内容

生徒が下校途中に下半身を露出した男性を目撃した。
7月22日 17:15 中成沢町 生徒に被害はなかった。

不審者の特徴

・年齢は20歳代くらい 赤いパーカーを着
用

7月22日 17:40

生徒が、自動販売機で飲み物を買おうとしていると、見知らぬ男性が近づいて来た。
生徒は、男性が自分のほうに近づいてきていると感じたため、その場を早歩きで去ろうとしたが、
日高町 男性はついて来て、「ちょっと待って」と甲高い声で声をかけてきた。
生徒は怖くなり、３００ｍ程度離れたコンビニまで逃げた。
生徒に被害はなかった。

7月23日 14:00

児童たちが遊んでいたところ、自転車に乗った男に追いかけられた。
児童たちは近所の知り合いの玄関に逃げ、住人に周囲を確認してもらったところ、男は見当たらな ・年齢は40～50歳代くらい、青色のジャ
鮎川町
かったため帰宅した。
ケットを着用
児童に被害はなかった。
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7月23日 15:00

児童が犬の散歩中に横断歩道で待っているときに、車に乗った男が横断歩道に対する停止線を越
えて停車した。
・年齢は30～40歳代くらい、丸顔、たれ目、
助川町
男は児童に対して手招きをした（約１０ｍの距離）ため、児童は怖くなりすぐに帰宅した。
もさもさの髪型、黒い丸みの軽自動車
児童に被害はなかった。
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8月5日

神峰町

17
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15:35

生徒が外出中、男に自転車を止められ十王駅の行き方を聞かれた。
その後、男が後ろから抱ついてきたため、生徒は逃げた。

・年齢は30～40歳代くらい

・年齢は40～50歳代くらい、青いTシャツ、
グレーのズボン、グレーの帽子、黒のス
ニーカーを着用

R元年度不審者発生状況
公開Ｎｏ 発生日 発生時間 発生場所
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8月8日

7:45

日高町

内容

生徒が登校中、男が近づいて来た。
男は「いい胸してるね」などと声をかけてきた後、いきなり目の前でパンツとズボンを脱いだ。
生徒は怖くなり、その場から走って逃げた。

不審者の特徴

・年齢は30歳代くらい、身長170cmくらい、
体系は細身
髪の色は茶髪、灰色のズボンを履いてい
た。

8月29日 正午 滑川町

児童が自宅近くのコンビニから１人で歩いて帰宅している途中に、車に乗った男に「お嬢さん、乗っ
ていかない？」と声をかけられた。
・中年の男性、サングラスを着用、黒色の
児童は怖くなって自宅まで走って逃げた。
ワンボックスカー
車は追いかけてこなかった。
児童に被害はなかった。

9月4日 16:00 久慈町

児童が、車の後方に立っていた女から「可愛い子たちだね。誰にしようかな、天の神様の言う通り」
と言われ、指を指された。
・おばあさん、花柄（紫と黒）の服を着用、
児童は怖くなって自宅まで走って逃げた。
青い車
女は追いかけてこなく、車に乗って別の方向へ去って行った。
児童に被害はなかった。

9月25日

8:00

鹿島町

9月27日 16:25 川尻町

・年齢は２０～３０歳くらい 身長は１７０ｃｍ
児童が男性に、「ちょっといい？お父さんの知り合いで、お家に向かっているんだけど、わかる？」
ぐらい
と声をかけられた。
体格はふつう、黒髪、色白
その際、近隣の住人が通りかかったため、男性は逃走した。
・ とがった黒いマスク、灰色で無地の半そ
児童に被害はなかった。
でＴシャツ、濃紺のジーンズを着用
生徒が自転車で帰宅途中に、向かいから自転車に乗った男が自転車から降りて「止まれ」と言いな
がら手で進路をふさいできた。
止められた生徒は、男に内容は理解できなかったが話しかけられた。
・年齢は６０歳くらい
その後、男は持っていた反射バンドを生徒の右腕に巻き付け、その場から去って行った。
・ひげが生えている
※生徒は以前にも同一人物に同じことをされており、今回警察に通報済みである。

R元年度不審者発生状況
公開Ｎｏ 発生日 発生時間 発生場所
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10月17日 16:15 桜川町

7:20

日高町

内容

不審者の特徴

・年齢は３０～４０歳くらい、身長は１７０セ
本日午後４時１５分頃、日立市桜川町四丁目地内の路上で、中学生が不審な男に、「ついてきて」 ンチくらい、
などと声をかけられる事案が発生しました。
体格は小太り型、服装は赤と紺色のパー
カーを着用し、頭髪は短髪

生徒が登校していると、男が前方の歩道に自転車を止めて立っていた。
生徒が、男の脇を通り過ぎると、男は局部を露出して触っていた。
生徒は怖くなり、走って逃げて登校した。
生徒に被害は無かった。

・年齢は２０～３０歳代ぐらい、身長１７０ｃ
ｍくらい、黒色のキャップ、灰色のパーカー
を着用
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10月21日
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11月6日 16:00 諏訪町

児童が下校していると、男に一眼レフのような大きなカメラで写真を撮られた。
児童は怖くなり、走って逃げたところ、男はついてこなかった。
児童に被害は無かった。

・年齢は２０歳代ぐらい、短髪、白い長そで
のシャツ、黒色のズボンを着用
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11月7日 14:30 田尻町

児童が公園内で遊んでいると、ウエストポーチに刃物のようなものを入れた男が自転車で公園脇
の道を通り過ぎて行った。
児童に被害は無かった。

・年齢は４０～５０歳代ぐらい、灰色の上
着、青色のズボン、黒色の帽子を着用し、
黒と緑色の自転車（ロードバイク）を使用し
ていた。
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児童が下校していると、自転車に乗って停車していた男がスマートフォンを児童に向けていた。
男の行動に気づいた児童の１名が男に「写真撮ってる？」と問いかけたところ、すぐに自転車に
11月20日 15:00 中成沢町
乗って商業施設の駐車場に逃げていった。
児童に被害は無かった。

・年齢は２０歳代ぐらい、短髪で、青い
リュックを持参していた。

R元年度不審者発生状況
公開Ｎｏ 発生日 発生時間 発生場所
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内容

生徒は下校中に白い車にクラクションを鳴らされ、道路の端を歩いた。
白い車は生徒を追い越した後、暗くて見通しの悪い場所に停車し、中から人が降りて、生徒のほう
に向かって走ってきた。
・男性らしき人物 身長１６０ｃｍくらい ※
11月28日 17:10 中成沢町
生徒は、道路を戻る方向に走って逃げたところ、同級生に会うことができ、別の経路で一緒に下校 暗かったため詳細は不明
した。
生徒に被害は無かった。
児童達が公園で遊んでいると、柵のところにいる男が「はい」と言って敬礼をしてきた。また、男が
何度も敬礼をしてきたため、児童は真似をした。
次に、男は①児童に対して「携帯で撮ってあげる」※実際には撮影はしなかった、②園児に対して
名前を尋ねた。※園児は答えた、③女子達に対して「寒くない？」「洋服可愛いね」「スカート短い
ね」と声をかけてた。
その後、男はいったんその場を去ったがまた戻ってきて、「こっちにおいで」と児童達に声をかけ
た。
児童達は男とは別のルートで帰ったが、帰る間際に男に「明日も来るね」と言われた。
特に被害は無かった。
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12月4日 16:00 水木町

33

児童が自宅の駐車場で縄跳びをしていたところ、近くに車が停まって男が声をかけてきた。
12月5日 16:00 大みか町 男は、車から降り「トミカが好き？」と近づいて来たので、急いで家の中に逃げた。
特に被害は無かった。

34

35

不審者の特徴

12月18日 15:00 助川町

12月24日

7:40

日高町

児童が歩いていると、男にスマホ（タブレット）を向けられ、後をつけられた。
児童は走って逃げたところ、男はしばらく付いてきたが、その後離れていった。
児童に被害は無かった。

生徒が登校していると、前方の看板に隠れた男から見られている気がしたが通り過ぎた。
生徒は気味が悪く、通り過ぎてから何度か後方を振り返ると、その男はフェンスに寄りかかり下半
身を露出していた。
生徒が人通りの多い方へ歩いていくと、男はいなくなっていた。
生徒に被害は無かった。

・年齢は６０～７０歳くらい、身長は１６０㎝
くらい、帽子をかぶり、リュックサックを背
負っていた。

・年齢は２０～３０歳くらい、身長は１７０㎝
くらい

・年齢は３０～５０歳代くらい、身長１７０ｃｍ
くらい、体型は中肉中背、ロングコート、
黒っぽいマスク、黒のサングラスを着用

・黒色の帽子、マスクを着用

R元年度不審者発生状況
公開Ｎｏ 発生日 発生時間 発生場所
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1月30日 16:00 末広町

37

2月8日 17:20 末広町

38

2月12日 15:45 久慈町

内容

不審者の特徴

児童が遊んでいると、男は大量に持っていた飴をみんなに配った。
・外国人、肌は浅黒い、髪は黒色、白い上
一人の児童が滑り台から降りてくると、男に口元に手を当てられながら「シーッ」と言われ、スカート
着、黄色い靴を着用
をめくられ足を触られた。

児童が帰宅途中に、男から「お菓子をあげる」と声をかけられた。
児童は「いりません」と断ったところ、男に包丁を出して脅かされたので走って逃げた。
※警察通報済み

・外国人、肌は浅黒い、髪は黒色、黒色の
服、黄色い靴を着用

児童が歩いていると、５メートル程度前を歩いていた男が振り返り、写真か動画を撮られた。（撮影 ・年齢は３０歳くらい、黒い帽子、マスク、紫
音が聞こえた）
のダウンジャケットを着用し、紫のリュック
以前も、周辺で何度か見かけたことがある。
を持っていた。

