県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

発生日

発生時間

1

2020年01
月06日 午後4時30分頃
（月)

2

2020年01
月06日 午後9時頃
（月)

3

2020年01
月07日 午前9時25分頃
（火)

4

2020年01
月07日 －
（火)

5

2020年01
月08日 －
（水)

6

2020年01
月08日 午後5時45分頃
（水)

7

2020年01
月08日 午後4時頃
（水)

8

2020年01
月08日 －
（水)

9

2020年01
月09日 －
（木)

10

2020年01
月1２日 午後３時４０分頃
（日)

11

2020年01
月15日 午後6時頃
（水)

12

2020年01
月19日 午後1時頃
（日)

13

2020年01
月21日 午前7時35分頃
（火)

14

2020年01
月21日 午後3時30分頃
（火)

発生場所

鹿児島市草牟田1丁目21

形態

路上

犯人像

男,50～60歳,身長不明,やせ
型,白髪短髪,黒色上衣着用
鹿児島市原良3丁目3

鹿児島市下荒田1丁目35

南さつま市内

路上

鹿児島市中央町1-1

鹿児島市吉野町5796

－

いちき串木野市内

指宿市開聞川尻4985

鹿児島市桜ヶ丘5丁目13番

鹿児島市武岡5丁目28番

鹿児島市谷山中央2丁目

鹿児島市石谷町1381

要

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性が1人で帰宅中,ブロック塀に座り下半身を露出している男
を目撃しました。

男,40～50歳,身長・体格不明, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
黒色短髪,白色マスク,黒色
女性が１人で歩いていたところ,下半身を露出した自転車乗り
駐車場 ジャンパー,黒色スラックス着 の男を目撃しました。
用,黒色自転車使用

固定電話

固定電話

鹿児島市内

概

女,70～80歳,身長150cm位,や 《鹿児島市で声掛け事案》
せ型,黒色ショートヘア,黒縁眼 小学生男児が1人で歩いていたところ,見知らぬ女から「今日ど
鏡,黄色上着,黒色ズボン着用 こ行ったの?一緒に帰ろう。」などと声を掛けられ,手首をつかま
れました。

広場

路上

－

固定電話

－

《警察官をかたる不審電話事案の発生》
警察官をかたり,「詐欺グループを逮捕したところ,あなたの
キャッシュカードが使われています。」,「キャッシュカードを確認
させてください。」などと言って,キャッシュカードの有無や預金
残高を聞き出そうとする「うそ電話詐欺」等に発展するおそれ
のある不審電話事案が連続で発生しています。

－

《警察官をかたる不審電話事案の発生》
警察官をかたり,「詐欺グループを逮捕したところ,あなたの
キャッシュカードを持っていました。」,「キャッシュカードを確認さ
せてください。」などと言って,キャッシュカードの有無や預金残
高を聞き出そうとする「うそ電話詐欺」等に発展するおそれの
ある不審電話事案が連続で発生しています。

男,50～60歳,身長180cm位,中
肉,白髪交じりの頭髪,黄色ジャ
ンパー,ベージュの作業ズボン
着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子高校生が2人で談笑中,見知らぬ男から「取材をしている
から,写真を撮らせて。」などと声を掛けられ,カメラで写真を撮ら
れました。

男,40～50歳,身長・体格不明, 《鹿児島市で声掛け事案》
黒色短髪,黒色ジャンパー着 小学生女児が1人で帰宅中,車に乗った見知らぬ男から「お母
用,青色軽自動車使用
さんが交通事故に遭ったから,一緒に病院に行こう。」などと声
を掛けられました。

－

－

《鹿児島市における声掛け事案の日時の訂正》
本日配信した鹿児島市吉野町の路上において,小学生女児が
1人で帰宅中,車に乗った見知らぬ男から声を掛けられた事案
について,発生日時を「7/16（火）午後4時頃」と配信しましたが,
正しくは「1/8（水）午後4時頃」であったことから訂正いたしま
す。
《警察官をかたる不審電話事案の発生》
警察官をかたり,「詐欺グループを逮捕したところ,押収した資料
にあなたの名前が載っています。」などと言った,「うそ電話詐
欺」等に発展するおそれのある不審電話事案が連続で発生し
ました。
また,１月７日に南さつま市や枕崎市,同８日に鹿児島市や宮崎
県内でも同様の事案が連続して発生し,宮崎県では被害が確
認されています。

男,年齢不詳,身長170cm位,や 《指宿市で声掛け事案》
せ型,髪型不明,サングラス,白 小学生男児が3人で遊んでいたところ,見知らぬ男が近づいて
敷地内 色マスク,黒色パーカー,黒色 きて突然怒鳴られました。
長ズボン着用

路上

路上

路上

路上

男,30歳代,身長170cm位,中肉, 《鹿児島市でつきまとい事案》
黒色系トレーナー,黒色系長ズ 女子中学生が1人で下校中,見知らぬ男からすれ違いざまに
ボン
「おい。」と声を掛けられました。女子中学生がそれを無視する
と男が後をつけてきました。
男,50～6０歳,身長150cm位,や
せ型,白髪混じりの頭髪,オレン
ジ色のベスト,上下灰色作業服
着用,白色自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が1人で帰宅中,車から降りてきた見知らぬ男に「テ
ニスコートがある公園を知らない？お金をあげるから一緒につ
いてきてくれない？」などとしつこく声を掛けられました。

男,50歳代,身長160ｃｍ位,やせ 《鹿児島市で不審者事案》
型,黒色帽子,黒色長袖上衣,黒 小学生女児が1人で登校中,見知らぬ男から突然手首を掴まれ
色長ズボン着用
ました。

男,50～60歳,身長180～190ｃ 《鹿児島市で不審者事案》
ｍ,やせ型,髪型不明,眼鏡,白 小学生男児が1人で下校中,見知らぬ男からスマートフォン様
色ジャンパー,黒色長ズボン着 の物を向けられ,手を振られました。
用

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

15

発生日

発生時間

2020年01
月19日 午後2時30分頃
（日)

16

2020年01
月21日 午後7時20分頃
（火)

17

2020年01
月21日 午前11時15分頃
（火)

18

2020年01
月21日 午前10時50分頃
（火)

発生場所

鹿児島市下荒田2丁目45番

鹿児島市西別府町大峯団
地住宅前バス停付近

鹿児島市松陽台町71

鹿児島市草牟田2丁目8

19

2020年01
月22日 －
（水)

20

2020年01
月22日 午後4時20分頃
（水)

21

2020年01
月24日 午後3時50分頃
（金)

鹿屋市吾平町麓

22

2020年01
月24日 午後4時30分頃
（金)

鹿児島市谷山中央6丁目30
番

23

2020年01
月25日 午前7時20分頃
（土)

24

2020年01
月26日 午前6時53分頃
（日)

25

2020年01
月24日 －
（金)

26

2020年01
月24日 －
（金)

27

2020年01
月28日 午後3時30分頃
（火)

28

2020年01
月29日 午前7時20分頃
（水)

形態

公園

路上

鹿児島市中央町14番

出水市高尾野町柴引24

鹿児島市紫原1丁目42

－

－

鹿児島市吉野町954番地

鹿児島市谷山中央7丁目29
番公園先

概

要

男,30歳位,身長170cm位,やせ 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
型,黒色長髪,黒縁眼鏡,黒色長 女子高校生が1人で帰宅中,下半身を露出した男を目撃しまし
袖上衣着用
た。

路上

男,20歳代,身長170cm位,やせ 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
型,茶色で短髪が伸びた髪型, 女性が1人で上記場所を通行中,下半身を露出している男を目
白色トレーナー,長ズボン着用 撃しました。

路上

男,30～40歳,身長不明,中肉, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
短髪,上下黒色の服着用,黒色 女性が徒歩で通勤中,下半身を露出している自転車乗りの男を
自転車使用
目撃しました。

固定電話

鹿児島市内

犯人像

男,30歳代,身長170cm位,中肉, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
パーマ様の黒髪,黒色スーツ 小学生女児2人が公園で遊んでいたところ,自転車に乗った見
上下着用,白色自転車使用
知らぬ男から,露出した下半身を見せられました。

路上

路上

路上

－

《警察官をかたる不審電話事案の発生》
鹿児島市内で,警察官をかたり「詐欺グループを逮捕したとこ
ろ,あなたのキャッシュカードを持っていました。」,「キャッシュ
カードを確認させてください。」などと言って,キャッシュカードの
有無や暗証番号,預金残高を聞き出そうとする「うそ電話詐欺」
等に発展するおそれのある不審電話事案が連続で発生してい
ます。

男,20代後半,身長180cm位,中 《鹿児島市で不審者事案》
肉,黒色短髪,黒色上着,黒色系 女子高校生が1人で帰宅中,見知らぬ男がニヤニヤ笑いなが
長ズボン着用
ら,いきなり顔をのぞき込んできました。

男,50～60歳,身長160ｃｍ位,小
肥り,茶色帽子,紺色長袖シャ
ツ,茶色長ズボン着用,自転車
使用

《鹿屋市でつきまとい事案》
小学生男児が下校中,自転車に跨がった見知らぬ男の横を通
り過ぎた後、後ろを振り返ると男が自転車で男児の方向に走っ
てきました。

男,40～50歳,身長170cm位,や 《鹿児島市で不審者事案》
せ型,眼鏡,青色ジャージ,白色 小学生男児が３人で下校中,後方から近づいてきた見知らぬ男
半ズボン着用
が,追い越しざまに1人の男児のランドセルに手を伸ばしてきま
した。

駅

男,50～60歳代,身長不明,やせ 《出水市で公然わいせつ事案》
型,白髪,丸縁眼鏡,黒色上衣, 女性が駅構内で電車の到着を待っていたところ,下半身を露出
黒色下衣着用
している男を目撃しました。

路上

男,20～30歳代,身長170ｃｍ位, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
やせ型,黒色短髪,黒色長袖,黒 女子高校生が1人で通行中,見知らぬ男がズボンを脱いで下半
色長ズボン着用
身を露出して立っているのを目撃しました。

－

－

路上

路上

－

－

《鹿屋市でつきまとい事案の内容訂正》
1月25日（土）に配信した鹿屋市吾平町の路上において,小学
生が下校中,自転車に乗った見知らぬ男とすれ違った後,男が
小学生の方向へ向かってきた事案については,小学生の性別
を「男児」と配信しましたが,正しくは「女児」であったことから訂
正いたします。
《鹿屋市でつきまとい事案》
小学生女児が下校中,自転車に跨がった見知らぬ男の横を通
り過ぎた後、後ろを振り返ると男が自転車で女児の方向に走っ
てきました。
《お詫び》
本件は手違いにより,情報エリアを鹿屋市に指定した方に配信
されていないことが判明したため,本日配信いたしました。

男,6０歳代,身長160～165ｃｍ, 《鹿児島市で不審者事案》
体型不明,黒色帽子,黒色サン 小学生男児が2人で下校中,見知らぬ男から突然腹部付近を
グラス,黒色手袋,上下黒色
小突かれました。
ジャージ着用
男,年齢・体格不明,身長175ｃ 《鹿児島市で不審者事案》
ｍ,黒色帽子,黒色系パーカー 小学生女児が1人で登校中,見知らぬ男に後ろから洋服をつか
着用
まれました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

発生日

発生時間

29

2020年01
月30日 午後5時30分頃
（木)

30

2020年01
月30日 午前7時15分頃
（木)

31

2020年01
月30日 午後3時20分頃
（木)

32

2020年02
月01日 午前11時30分頃
（土)

33

2020年02
月01日 午後3時頃
（土)

34

2020年02
月03日 午後3時10分頃
（月)

35

2020年02
月08日 午後零時55分頃
（土)

36

2020年02
月08日 午前11時50分頃
（土)

発生場所

鹿児島市城山2丁目14番

志布志市有明町野井倉（通
山）

志布志市志布志町安楽188

鹿児島市中央町1番地1

鹿児島市住吉町

出水市黄金町

鹿児島市下荒田4丁目10番
付近

南九州市頴娃町牧之内（西
頴娃駅近く）

37

2020年02
月12日 －
（水)

38

2020年02
月13日 午前7時40分頃
（木)

39

2020年02
月13日 午後3時50分頃
（木)

出水市高尾野町大久保

40

2020年02
月14日 午前0時20分頃
（金)

姶良市西餠田（宮島北交差
点近く）

41

2020年02
月15日 午後3時50分頃
（金)

鹿児島市西陵5丁目西陵中
学校付近

42

2020年02
月19日 午後9時30分頃
（水)

鹿児島市唐湊1丁目7番付
近

43

2020年02
月21日 午後6時20分頃
（金)

44

2020年02
月26日 午前1時23分頃
（水)

－

南九州市川辺町中山田上ノ
口交差点付近

薩摩川内市樋脇町市比野

鹿児島市中央町34番

形態

路上

路上

犯人像

概

要

男,30～40歳代,身長160～165 《鹿児島市で不審者事案》
ｃｍ,やせ型,黒色短髪,緑色
小学生女児が1人で登校中,見知らぬ男からスマートフォンを向
ジャンパー,黒色長ズボン着用 けられました。

男,50歳代,身長不明,中肉,白 《志布志市で声掛け事案》
髪混じりの短髪,黒色系の
小学生女児が2人で登校中,車に乗った見知らぬ男から「学校
ジャージ上衣着用,白色ワゴン の前を通るから送ろうか？」と声を掛けられました。
タイプの自動車使用

路上

男,年齢不明,身長160ｃｍ位,中 《志布志市で不審者事案》
肉,短髪,灰色長袖上着着用
小学生女児が2人で下校中,見知らぬ男から携帯電話を向けら
れました。

路上

男,30～40歳,身長170ｃｍ位,小 《鹿児島市で声掛け事案》
肥り,黒髪,灰色ジャンパー,青 小学生女児が1人で歩いていたところ,見知らぬ男から「名前
色ジーパン着用
は？」等と声を掛けられました。

男,30～40歳代,身長不明,やせ
型,紺色ニット帽,色不明の作
駐車場 業着上下着用,シルバーの軽
自動車使用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性が買い物を終えて車で帰る際,隣の駐車車両内でスマート
フォンの画面を見ながら下半身を露出している男を目撃しまし
た。

男,40～50歳,身長・頭髪不明, 《出水市で不審者事案》
小肥り,フード付き黒色ダウン 女性が1人で買い物中,後ろに立っていた見知らぬ男から体を
商業施設 ジャケット,黒色長ズボン着用 触られました。
内

路上

路上

固定電話

男,40歳代,身長170cm位,中肉, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
黒色短髪,黒色系上衣,黒色系 小学生女児が歩いていると,自転車に乗った見知らぬ男から,
ズボン着用,黒色自転車使用 露出した下半身を見せられました。

男,20～30歳,身長170cm位,や 《南九州市で声掛け事案》
せ型,黒色短髪,黒色系シャツ, 女子中学生が1人で帰宅中,見知らぬ男から「車で家まで送っ
黒色ジーパン着用,白色自動 てあげるよ。」などと声を掛けられました。
車使用

－

《息子など親族をかたる不審電話事案の発生》
お金をだまし取ることを目的に,息子になりすました「会社で失
敗してお金が必要になった。お金を準備して欲しい。」などと
言った電話や,「今日,家（鹿児島）に帰ってくる。」等といった在
宅を確認するような不審な電話が,複数の地域で連続発生して
います。

路上

男,50歳位,身長不明,黒髪,中
肉,眼鏡,白色ポロシャツ様の
上衣着用,白色自動車使用

《南九州市で不審者事案》
小学生児童男女3人が登校中,車に乗った見知らぬ男からス
マートフォンを向けられました。

路上

男,60歳代,やせ型,黒色短髪,
灰色長袖シャツ着用,灰色自
動車使用

《出水市で声掛け事案》
小学生男児が1人で下校中,自動車に乗った見知らぬ男から
「名前は何。帰りが同じ方向なら送るよ。」と声を掛けられまし
た。

路上

男,20～30歳代,身長160ｃｍ位, 《姶良市で公然わいせつ事案》
小肥り,色不明のトレンチコー 女性が1人で歩いて帰宅中,後方から近づいてきた男から,露出
ト着用
した下半身を見せられました。

路上

男,30～40歳代,身長165～
《鹿児島市で公然わいせつ事案》
170cm,中肉,黒色短髪,黒縁眼 女子中学生3人が道路を歩いていたところ,下半身を露出して
鏡,黒色長袖上衣着用
立っている男を目撃しました。

路上

男,40歳代,身長170cm位,中肉, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
黒色短髪,色不明コート,黒色 女子高校生が1人で帰宅中,駐輪場に立っていた男が突然来て
ジーンズ着用
いたコートの前を開き,露出した下半身を見せつけました。

路上

男,20歳代,身長170ｃｍ位,やせ 《薩摩川内市で声掛け事案》
型,金色短髪,黒色マスク,上下 女子中学生が1人で帰宅中,見知らぬ男から「100円あげるから
黒色系の長袖長ズボン着用 コンビニに行こう。」などと声を掛けられました。

路上

男,30～40歳,身長170ｃｍ位,小 《鹿児島市で不審者事案》
肥り,頭髪不明,えんじ色ニット 女性が1人で帰宅中,ガード下に立っていた男が右手で股間付
帽,黒色系長袖上着,グレー系 近を押さえながら後をついてきました。
ズボン着用

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

発生日

発生時間

発生場所

45

2020年02
月25日 午後3時30分頃
（火)

46

2020年02
月26日 午前4時40分頃
（水)

鹿児島市武岡5丁目31番

47

2020年02
月25日 午後6時30分頃
（火)

阿久根市栄町 阿久根駅前
バス停付近

48

2020年03
月17日 午後5時頃
（火)

49

2020年03
月23日 午前11時35分頃
(月)

50

2020年03
月23日 午後零時30分頃
(月)

51

2020年03
月25日 午後11時33分頃
(水)

52

2020年03
月29日 午後2時40分頃
(日)

53

2020年03
月30日 午前10時15分頃
(月)

54

2020年03
月30日 午前10時45分頃
(月)

55

2020年03
月31日 午後4時頃
(火)

56

2020年03
月31日 午後10時10分頃
(火)

57

2020年03
月31日 午後5時15分頃
(火)

58

2020年04
月02日 午後7時30分頃
(木)

59

2020年04
月05日 午後2時25分頃
(日)

60

2020年04
月05日 －
(日)

鹿児島市下荒田2丁目5番

姶良市松原町2丁目20番地

鹿児島市千日町9番

鹿児島市薬師1丁目16番

鹿屋市吾平町

鹿児島市下荒田1丁目16番

鹿児島市西陵5丁目4番

鹿児島市西陵8丁目26番

鹿児島市中央町1番地

鹿児島市桜ヶ丘4丁目1番

形態

路上

路上

犯人像

概

要

男,40歳代,身長不明,やせ型, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
黒色ニット帽,黒色サングラス, 小学生女児が1人で下校中,下半身を露出した自転車乗りの男
白色マスク,色不明ジャンパー を目撃しました。
と長ズボン着用,自転車使用
男,20歳代前半,身長165ｃｍ位, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
中肉,黒色短髪,茶色系上衣,暗 女性が新聞配達中,見知らぬ男から「どうされましたか？見て
色系ズボン着用,自転車使用 下さい。」と声を掛けられました。女性が振り向くと露出した下
半身を見せられました。

路上

男,50歳代,身長170cm位,小肥 《阿久根市で声掛け事案》
り,頭髪不明,黒色パーカー,色 女子高校生が1人で外出中,見知らぬ男から「どこ高校？」等と
不明長ズボン着用
声を掛けられ,腕を掴まれそうになりました。

路上

女,20歳代,身長・服装不明,黒 《姶良市で声掛け事案》
色帽子,黒色サングラス,赤色 小学生女児が2人で歩いていると,車に乗った見知らぬ女から
自動車使用
「一緒ご飯食べに行かない？」と声を掛けられました。

公園

男,高齢,身長155cm位,短い白 《鹿児島市で声掛け事案》
髪,ピンク色上衣,黒色ズボン 未就学男児が公園にいたところ,見知らぬ男から「一人？」など
着用
と声を掛けられ,頬を触られました。

路上

男,20～30歳,身長165cm位,中 《鹿児島市で不審者事案》
肉,長めの黒髪,薄緑色ジャン 女性が1人で通行中,見知らぬ男から体を触られました。
パーと黒系長ズボン着用

住宅

公園

路上

路上

－

《鹿屋市で殺人容疑事案の発生》
令和2年3月25日午後11時33分頃,鹿屋市吾平町の住宅にお
いて,殺人と思われる事案が発生しました。

男,30～40歳位,身長170cm位, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
中肉,黒色系スーツ上衣,青色 小学生女児3名が公園内で遊んでいたところ,自転車に乗った
系シャツ,黒色系スーツズボン 見知らぬ男から露出した下半身を見せられました。
着用,白色自転車使用
男,30歳代,身長175cm位,やせ 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
型,黒色長袖ジャンパー様の 女子中学生が徒歩で通行中,下半身を露出した見知らぬ男が
上衣を着用
立っていました。

男,40歳代,身長175cm位,やせ 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
型,黒髪短髪,黒色系上衣を着 女性が徒歩で通行中,下半身を露出した見知らぬ男が徒歩で
用
近づいてきました。

男,20～30歳位,身長165～
《鹿児島市で盗撮事案》
175cm位,やせ型,黒色短髪,黒 女性が店内で買い物中,後方にいた男がスマートフォンを女性
商業施設 色長袖上着,黒色長ズボン着 のスカート内に差し入れ,盗撮のような行為をしました。
内
用

公園

年齢・身長・性別不明,黒色野 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
球帽,白色マスク着用,全裸
女性が公園内でウォーキング中,全裸状態の人物が突然飛び
出し,女性の姿を見て,そのまま逃走しました。

40～50歳位,身長175cm,中肉, 《鹿児島市で声掛け事案》
短髪,黒地に金色柄の長袖
女子中学生が1人でバスに乗車中,見知らぬ男から「電話番号
鹿児島市内を走行中のバス
教えて。」「2人でカラオケに行こう。」と声を掛けられました。
バス車内 シャツ
車内

鹿児島市中央町1番地

鹿児島市上之園町28番

宮崎県宮崎市内

20～30歳位,身長165～170cm 《鹿児島市で声掛け事案》
位,やせ型,丸顔,黒色短髪,グ 女子高校生が1人で買い物中,見知らぬ男に「君も雑貨に興味
商業施設 レー色のパーカー,カーキ色の あるの？一緒に雑貨を探してよ」などと声を掛けられました。
内
Gパン着用,紙袋所持

路上

固定電話

60歳位,身長・体格・着衣不明, 《鹿児島市で声掛け事案》
白髪混じりの黒色短髪,灰色 女性が1人で歩いていると,車に乗った見知らぬ男から「遊ばな
自動車使用
いか」と,声を掛けられました。

－

《警察官をかたる不審電話の連続発生》
宮崎市内で,警察官や銀行協会職員をかたって,「口座から現
金が引き出されている。」,「キャッシュカードを調べたい。」と
いった,うそ電話詐欺に発展するおそれがある不審電話が連続
して発生しています。この中には実際に犯人が訪れ,キャッシュ
カードを預かろうとした事案も発生しています。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

発生日

発生時間

61

2020年04
月05日 午前11時00分頃
（日）

62

2020年04
月06日 午後5時25分頃
（月）

63

2020年04
月07日 午後2時48分頃
（火）

64

2020年04
月06日 午後1時頃
（月）

65

2020年04
月08日 午前10時29分頃
（水）

66

2020年04
月09日 午前8時50分頃
（木）

67

2020年04
月09日 午後5時30分頃
(木)

68

2020年04
月09日 午後5時頃
(木)

発生場所

鹿児島市下伊敷3丁目64番

鹿児島市武1丁目34番

出水市六月田町330番地

出水市麓町

形態

犯人像

60～70歳位,身長175cm,やせ
型,面長,白髪長髪,水色長袖パ
敷地内 ジャマ,水色長ズボン着用,ス
リッパ履き,ピンク色のぬいぐ
るみ所持
60歳位,身長170～175cm,や
せ型,頭頂部が薄い白髪,緑色
路上 長袖シャツ着用

路上

路上

概

要

《鹿児島市で声掛け事案》
未就学児2人が自宅の庭で遊んでいると,見知らぬ男から,ピン
ク色のぬいぐるみを見せながら「おいでおいで，この人形は
しゃべるんだよ」と声をかけられました。
《鹿児島市で声掛け事案》
女子高校生が1人で下校中,見知らぬ男から「最近この近くに
引っ越してきた,家においでよ」などと声を掛けられました。

30～40歳位,身長170cm,中肉, 《出水市で公然わいせつ事案》
薄い頭髪,眼鏡,水色作業着上 女性が外を眺めていたところ,ズボンのチャックから下半身を露
下着用
出して歩いている男を目撃しました。

40～50歳位,身長160cm位,中
肉,短髪,眼鏡あり,上下灰色の
作業着を着用,紫色の自動車
使用

《出水市で声掛け事案》
小学生男児が1人で歩いていると,見知らぬ男から「名前は？
家はどこね」と声を掛けられました。男児が黙っていたところ,男
からリュックを掴まれ,もう一度名前を聞かれました。

20～30歳位,身長170cm位,や 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
せ型,黒色長髪,白色マスク着 女子高校生が1人で登校中,白色マスクのみ着用した全裸の男
用
を目撃しました。女子高校生はすぐに逃げました。
鹿児島市西別府町

鹿児島市東谷山3丁目18番
付近

指宿市開聞川尻付近

鹿児島市新屋敷町

69

2020年04
午後7時30分頃
月2日(木)

鹿児島市中央町1番地

70

2020年04
月11日 午前6時40分頃
(土)

鹿児島市清和3丁目10番

71

2020年04
月12日 －
(日)

72

2020年04
月10日 午後4時10分
(金)

73

2020年04
月11日 午前9時30分頃
(土)

鹿児島市坂之上4丁目9番

74

2020年04
月13日 午後4時20分頃
(月)

日置市伊集院町郡2丁目46
番

75

2020年04
月13日 午後4時55分頃
(月)

76

2020年04
月13日 午後3時15分頃
(月)

路上

20代後半,身長165cm位,やせ 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
型,小顔,黒色短髪,黒色帽子, 女子高校生が2人で登校中,見知らぬ男がズボンを太もも辺り
敷地内 黒色長袖,黒色長ズボン着用 まで下げ,下半身を露出して立っているのを目撃しました。

路上

路上

50～60歳位,身長165cm位,中 《指宿市で声掛け事案》
肉,薄紫ジャケット,白色マスク 女子高校生が1人で帰宅中,見知らぬ男から「君は猫をたくさん
着用
飼っているよね」などと声を掛けられました。

30～40歳位,身長165～
《鹿児島市でつきまとい事案》
170cm,中肉,黒色Tシャツ,赤色 女子中学生が1人で信号待ち中,知らない男が近寄り胸元の
長ズボン着用
ネームをのぞき見され,後をつけられました。

《鹿児島市における声掛け事案の解決》
4/2(木),鹿児島市中央町の商業施設内において女子高校生
商業施設
が見知らぬ男から「君も雑貨に興味あるの？」などと声を掛け
－
内
られた事案が発生しましたが,相手が判明したことから警察で
指導しました。ご協力ありがとうございました。
30～40歳,身長170cm位,やせ 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
型
女子高校生が1人で通行中,見知らぬ男から露出した下半身を
見せられました。
路上

《警察官をかたる不審電話の発生》
曽於市内で,警察官をかたり「あなたのキャッシュカードと通帳
が盗まれています。」などと言って,通帳やキャッシュカード,お
固定電話
曽於市内
－
金などを騙し取ろうとする「うそ電話詐欺」の不審電話が連続
で発生しています。
20～30歳代,身長・体格不明， 《鹿児島市で不審者事案》
黒色坊主頭,青色トレーナー着 女子中学生が1人で乗車中,真後ろに座っていた見知らぬ男か
鹿児島市内を走行中のバス
用
ら髪を触られました。
バス車内
車内

鹿児島市田上5丁目付近

鹿児島市小松原1丁目32番

路上

30歳位,身長170cm位,やせ型, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
黒色サングラス,黒色ジャン
見知らぬ男がズボンを脱ぎ下半身を露出して立っている姿を1
パー,黒色キャップ帽着用
人で通学中の別々の女子高校生が目撃しました。

50～60歳位,身長不明,小肥り, 《日置市で不審者事案》
白髪の短髪,白色軽自動車使 女子高校生が1人で下校中,車に乗った見知らぬ男からスマー
トフォンを向けられました。女子高校生はすぐにその場から離
駐車場 用
れました。

路上

路上

30歳代,身長170cm,中肉,サン 《鹿児島市で不審者事案》
グラス,黒色パーカー,黒色ズ 男子中学生が1人で下校中,後ろにいた見知らぬ男から走って
ボン着用
追いかけられました。男子中学生はその場から走って逃げまし
た。
35～40歳代,身長170cm位,や
せ型,黒色キャップ帽,黒色サン
グラス,短髪,黒色半袖Tシャツ,
黒色長ズボン着用

《鹿児島市内で声掛け事案》
小学生女児が1人で下校中，見知らぬ男に「待って」と声を掛
けられました。女児が振り返ると,男が小走りで追いかけてきた
ため,走って逃げました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

発生日

発生時間

発生場所

形態

犯人像
特徴など不明

77

2020年04
月16日 午前2時頃
(木)

78

2020年04
月14日 午後4時40分頃
(火)

79

2020年04
月14日
(火)

80

2020年04
月15日 午後4時30分頃
(水)

81

2020年04
月15日 午後5時55分頃
(水)

82

2020年04
月15日 午後4時30分頃
(水)

83

2020年04
月16日 午後3時10分頃
(木)

84

2020年04
月16日 午前1時頃
(木)

85

2020年04
月16日 午後4時40分頃
(木)

86

2020年04
月16日 午後5時40分頃
(木)

87

2020年04
月16日 午後2時10分頃
(木)

鹿児島市明和4丁目14番

88

2020年04
月17日 午後4時20分頃
(金)

鹿児島市錦江台3丁目の公
園先

89

2020年04
月17日 午後5時頃
(金)

鹿児島市下竜尾町

路上

90

2020年04
月17日 午後4時40分頃
(金)

奄美市名瀬塩浜町

路上

91

2020年04
月18日 午前4時頃
(土)

92

2020年04
月20日 午前7時40分頃
(月)

錦江町神川

住宅

薩摩川内市樋脇町市比野
付近

－

－

鹿児島市坂之上4丁目12番

路上

鹿児島市山田町

奄美市朝日町20番

錦江町神川

鹿児島市桜ヶ丘4丁目

日置市伊集院町下谷口

鹿児島市西陵3丁目

鹿児島市西谷山1丁目3番

要

50～60歳代,身長不明,中肉,黒 《薩摩川内市で不審者事案》
色短髪,青色長袖着用,白色軽 小学生男児2名が通行中,見知らぬ男から「千円あげるから車
に乗って」と声を掛けられました。男児2名はすぐにその場から
敷地内 トラック使用
離れました。

－

鹿児島市清和4丁目5番

概

《錦江町で強盗容疑事案の発生》
令和2年4月16日午前2時頃,錦江町神川において民家に押し
入り,現金を奪って逃走する事案が発生しました。

路上

路上

路上

住宅

公園

路上

路上

路上

路上

路上

《薩摩川内市における不審者事案の内容訂正》
本日配信した薩摩川内市樋脇町市比野付近敷地内において,
小学生男児が2人で帰宅中,見知らぬ男から声を掛けられた事
－
案について,発生日時を「4/16(水)午後4時40分頃」と配信しま
したが,正しくは「4/14（火）午後4時40分頃」であったことから訂
正いたします。
年齢・身長・体格・髪型不明, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
青緑っぽい色のパーカー,黒っ 女子高校生が1人で下校中,見知らぬ男が下半身を露出して近
ぽい色のスキニーパンツ着用, づいてくるのを目撃しました。
黒色リュックを所持
50～60歳,身長不明,小肥り,黒 《鹿児島市で声掛け事案》
髪,着衣不明,眼鏡あり,白色マ 小学生男児が1人で帰宅中,見知らぬ男から「どこかに行こう」
スク着用
と声を掛けられました。

40歳代,身長160cm位,やせ型, 《鹿児島市で不審者事案》
黒色ジャケット,灰色長ズボン, 女子中学生が5人で下校中,見知らぬ男からコンパクトカメラを
色付きサングラス,黒色帽子, 向けられ撮影されました。
白色マスク着用
20～30歳位,黒髪短髪,やせ型, 《奄美市で声掛け事案》
白色セダン様の自動車使用 小学生男児が1人で下校中,車に乗った見知らぬ男から「家ま
で送っていくよ,車に乗らない？」と声を掛けられました。

－

40歳代後半,身長170cm位,中
肉,黒髪短髪,黒色長袖シャツ,
黒色長ズボン着用,黒色ス
マートフォン所持,黒色箱型の
自動車使用
60歳位,身長・着衣不明,中肉,
白髪オールバック様,紫色のデ
ジタルカメラ所持,灰色普通乗
用車使用

《錦江町における強盗容疑事案の容疑者確保》
令和2年4月16日深夜,錦江町神川において民家に押し入り,現
金を奪って逃走する事案が発生しましたが,その後の捜査によ
り容疑者を確保しました。
《鹿児島市で不審者事案》
複数の小学生男児と女児が公園内で遊んでいたところ,見知ら
ぬ男からスマートフォン様のものを向けられました。

《日置市で不審者事案》
女子中学生が1人で帰宅中,車に乗った見知らぬ男からカメラ
を向けられました。

50歳代,身長・頭髪・着衣不明, 《鹿児島市で声掛け事案》
やせ型,サングラス着用,赤色 小学生男児3人が通行中,車に乗った見知らぬ男から手招きを
普通自動車使用
されました。男児達は,明和交番に駆け込みました。

60歳代,身長160cm位,中肉,白 《鹿児島市で声掛け事案》
髪混じりの短髪,黒色上衣着 小学生女児が1人で帰宅中,正面から歩いて来た見知らぬ男か
用
ら「家はどこ,交番の場所は知ってる」と声を掛けられました。

30歳位,やせ型,白人系外国人, 《鹿児島市で不審者事案》
金色短髪,黒色Tシャツ,ジーパ 小学生男児が1人で帰宅途中,後方を同一方向に歩く見知らぬ
ン着用
男が怖くなり,走って逃げました。その後,再度後方を確認する
と,男が早歩きで近づいてきたことから,男児はその場から走っ
て逃げました。
20歳代,身長175cm位,やせ型, 《奄美市で不審者事案》
グレーキャップ,赤色ジャージ, 女子中学生が友人3人と下校中,後方から半笑いで近づいてく
青色半ズボン着用
る見知らぬ男に気づき,怖くなって逃げました。しばらくして後方
を確認すると,男はまだ後方におり,小走りで近づいて来たこと
から,再度その場から走って逃げました。
40～50歳位,身長不明,中肉,短 《鹿児島市で不審者事案》
髪,黒色系上衣,黒系ジャージ 女性が徒歩で帰宅中,前方から歩いてきた男から体を触られま
ズボン着用
した。

20歳代,身長165～170cm位, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
やせ型,黒色ジャケット,黒色ズ 女子中学生が2人で登校中,見知らぬ男が,ズボンのチャックか
ボン,黒色キャップ帽,白色マス ら下半身を露出しているのを目撃しました。
ク着用,

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

発生日

発生時間

93

2020年04
月20日 －
(月)

94

2020年04
月20日 午前7時50分頃
(月)

95

2020年04
月20日 午後4時30分頃
(月)

96

2020年04
月20日 午後7時10分頃
(月)

97

2020年04
月21日 午後5時頃
(火)

98

2020年04
月20日 午後2時頃
(月)

99

2020年04
月21日 午後1時40分頃
(火)

2020年04
100 月22日 午後3時頃
(水)

2020年04
101 月22日 午後3時20分頃
(水)

2020年04
102 月23日 午前10時50分頃
(木)

発生場所

－

鹿児島市西谷山2丁目9番

鹿児島市唐湊3丁目

鹿児島市坂之上6丁目

鹿児島市坂之上4丁目19番

鹿児島市上谷口町上伊集
院駅先

曽於市末吉町深川

鹿児島市吉野町

鹿児島市伊敷台6丁目

鹿児島市西陵6丁目33番

形態

犯人像

－

－

104

2020年04
月27日 －
(月)

2020年04
105 月27日 午後3時45分頃
(月)

2020年04
106 月26日 午後7時20分頃
(日)

出水市高尾野町

－

鹿児島市星ヶ峯5丁目14番

鹿児島市西田2丁目

要

20～30歳位,身長175cm位,や 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
せ型,黒色野球帽と黒い靴着 登校中の女子中学生2人に,男が下半身を露出しました。女子
中学生らはすぐに走って逃げました。
敷地内 用

路上

路上

路上

路上

路上

路上

路上

路上

50～60歳代,白髪パーマヘア, 《鹿児島市で声掛け事案》
色不明のジャージ着用
小学生女児が1人で下校中,見知らぬ男から「今度一輪車を教
えてあげようか」等と声を掛けられました。

年齢不詳,中肉,黒縁眼鏡,色不
明のジャンパーと黒色ジーパ
ンを着用,色不明の柄入りマス
ク使用

60～70歳位,身長不明,中肉,黒 《鹿児島市で不審者事案》
色頭髪,眼鏡,灰色ジャンパー, 小学生女児が1人で下校中,見知らぬ男から突然脇腹を触られ
黒色長ズボン着用
ました。

50歳代,やせ型,黒色短髪,黒色 《曽於市で声掛け事案》
スウェット様上下着用,黒っぽ 女子中学生が1人で下校中,停車中のバイクにまたがった見知
いスクータータイプのバイク使 らぬ男から「どこの中学校？」と声を掛けられました。
用
60歳位,黒色短髪,青色軽自動 《鹿児島市で声掛け事案》
車使用
小学生男児が2人で歩行中,車に乗った見知らぬ男から「東京
に行くにはどっちの方向か分かる？家は近くなの？東京に一
緒に行かないね？」と声を掛けられました。
40歳代,着衣不明,黒縁眼鏡,銀 《鹿児島市で不審者事案》
色普通自動車使用
小学生女児が1人で通行中,車に乗った見知らぬ男から手招き
をされました。

30歳位,身長175cm,やせ型,黒 《鹿児島市で不審者事案》
色長袖上衣と黒色野球帽着 女性が1人で通行中,下半身に何も履かずたたずんでいる男の
用
後ろ姿を目撃しました。

《出水市で不審者事案》
女性が,自宅トイレで,のぞきではないかと思われる人影を見ま
した。

住宅

－

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が自転車に乗り走行中,後ろから早歩きで近づい
てきた男から「いい乗り物に乗っているね」と声を掛けられまし
た。

50～60歳代,身長170cm位,中 《鹿児島市でつきまとい事案》
肉,白髪混じりの短髪,丸縁眼 女子中学生が2人で下校中,見知らぬ男に後をつけられまし
鏡,青色系長袖,ベージュ系長 た。
ズボン着用

不明
2020年04
103 月22日 午後7時35分頃
(水)

概

《犯罪被害防止のお知らせ》
県内でも新型コロナウイルス感染症に便乗した詐欺などの相
談が寄せられています。
【主な相談内容】
●消毒液でネット検索して発見した「○○○○屋」というサイト
で消毒液を購入したが,業者と連絡が取れない。
●インターネットでウイルス防護服について調べたら販売され
ていたので申し込んだが,連絡がとれなくなった。
「新型コロナウイルス感染症」という不安な気持ちにつけ込ん
だ詐欺や悪質商法にご注意ください！

－

《臨時休校中の子供の安全対策について》
全国では,子供だけの留守番中に泥棒に入られるという事案が
発生しています。お子様が安全に過ごせるよう,次の点につい
て家族で話し合い,確認しましょう。
★玄関や窓をしっかり施錠する
★家人がいることがわかるように,テレビや照明をつける
★子供との連絡を密にする
★知らない人には絶対応対しない

40歳代,身長170cm位,中肉,黒 《鹿児島市で声掛け事案》
色長髪,黒縁眼鏡,黒色上着,黒 小学生男児が1人で帰宅中,見知らぬ男から「車に乗りなさい」
色長ズボン着用,ピンク色自動 と声を掛けられました。
敷地内
車使用

路上

30歳代～40歳代,身長175cm
位,黒色短髪,黒色ジャージ上
衣着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
徒歩で通行中の女性が,歩いてきた男から並ばれ,つきまとわ
れました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

107

発生日

発生時間

2020年04
月29日 午後8時10分頃
(水)

発生場所

鹿児島市宮之浦町

形態

敷地内

犯人像

概

要

50歳代,身長175cm位,中肉,黒 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
髪短髪,黒系の上着,黒系の長 女性が1人で通行中,見知らぬ男が下半身を露出しているのを
ズボン着用
目撃しました。

《犯罪被害防止のお知らせ》
2020年05
108 月01日 －
(金)

2020年05
109 月02日 午前9時頃
(土)

2020年05
110 月02日 午後3時頃
(土)

2020年05
111 月04日 午後8時15分頃
(月)

－

奄美市朝仁新町35番

鹿児島市紫原2丁目33番

奄美市名瀬大字小宿

2020年05
112 月05日 －
(火)

2020年05
113 月05日 午後6時20分頃
(火)

2020年05
114 月07日 午前11時40分頃
(木)

2020年05
115 月07日 午後3時30分頃
(木)

2020年05
116 月07日 午後9時25分頃
(木)

2020年05
117 月11日 午後5時15分頃
(月)

2020年05
118 月12日 午後3時30分頃
(火)

2020年05
119 月12日 午後4時頃
(火)

2020年05
120 月14日 午後4時45分頃
(木)

2020年05
121 月14日 －
(木)

2020年05
122 月18日 午前0時20分頃
(月)

－

－

－

路上

黒色上着,黒色長ズボン着用, 《奄美市で不審者事案》
自転車使用
女性が1人で帰宅中,後ろから近づいて来た自転車乗りの男に
体を触られました。

路上

30歳位,身長175ｃｍ位,やせ型, 《鹿児島市でつきまとい事案》
緑色の長袖Tシャツ,黒色長ズ 小学生男児が2人で帰宅中,見知らぬ男から後をつけられまし
ボン,緑色キャップ着用
た。

公園

20～30歳位,身長160～170ｃ
ｍ位,中肉,黒色系長袖ジャー
ジ様の上衣,黒色系ジャージ
様の長ズボン着用,黒色系野
球帽

指宿市

鹿屋市札元2丁目

鹿児島市小松原1丁目14番

鹿児島市西伊敷7丁目33番

鹿屋市野里町4508番地

鹿児島市薬師1丁目11番

垂水市市来

－

鹿児島市上本町2番

《奄美市で不審者事案》
女性が1人で公園内にいたところ,後ろから近づいて来た男に
体を触られました。

路上

《犯罪被害防止のお知らせ》
県内の各市町村では,新型コロナウイルス感染症対策に係る
「特別定額給付金」の給付手続きが開始されます。県内でも
「給付金の支給を装う不審なメール」が届いているので,ご注意
ください。
《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性が現場付近に居たところ,自転車で通りかかった見知らぬ
男から露出した下半身を見せられました。

住宅

《指宿市で住居侵入事案の発生》
令和2年5月7日午前11時40分頃,臨時休校中の男子高校生が
1人で在宅中,見知らぬ男が侵入していました。

－

－
35歳位,中肉,黒髪,白色長袖
シャツ,灰色ズボン着用

鹿児島市下荒田4丁目

県内でも「特別定額給付金」の支給を装う不審なメールが届いてい
ます。
【内容】
「役場の窓口で感染が拡大するのを防ぐため」といった名目で,イン
ターネットへのアクセスを促すもの。※Gmailをかたったものを確認し
ています。

公園

路上

路上

－

30～40歳,身長170cm位,黒縁 《鹿屋市で不審者事案》
めがね,黒色ショルダーバッグ, 小学生女児が公園で遊んでいたところ,見知らぬ男から携帯電
青色半袖シャツ,黒色長ズボン 話のカメラを向けられました。
着用,白色の自動車を使用
20代前半,身長160～170ｃｍ 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
位,やせ型,黒色短髪,黒っぽい 女性が1人で車で帰宅中,赤信号で停車していたところ,下半身
長袖Tシャツ,黒っぽい長ズボ を露出した男に,突然運転席のドアを開けられました。
ン着用
40～50歳位,身長175ｃｍ位,や
せ型,坊主が伸びた感じの黒
色短髪,赤と白のチェック柄
シャツと黒色長ズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が1人で通行中,見知らぬ男から「おうちはどこ,親
は家にいるの？」という質問や卑わいな言葉を掛けられまし
た。

年齢・身長不明,やせ型,上衣
薄緑色の作業着

《鹿屋市で不審者事案》
小学生男児2人が帰宅中,男が「写真を撮ってもいいか」と声を
掛け,持っていたデジタルカメラ様のもので男児等の容姿を撮
影しました。

路上

路上

20～30歳位,身長160～165cm 《鹿児島市で声掛け事案》
位,やせ型,黒髪長髪,黒色半袖 女子高校生が1人で通行中,見知らぬ男がすれ違いざまに体を
Tシャツ
触り,後をついてきて「かわいいね」と声を掛けてきました。

路上

40歳代位,身長170ｃｍ位,肥満, 《垂水市でつきまとい事案》
黒色短髪,黒色長ズボン着用, 小学生女児が1人で下校中,見知らぬ男から約100ｍ位つきま
黒色靴
とわれました。

－

公園

－

《垂水市におけるつきまとい事案の内容訂正》
本日配信した,垂水市の路上において,小学生女児が見知らぬ
男からつきまとわれた事案について,発生場所を「垂水市市来」
と配信しましたが,正しくは「垂水市市木」であったことから訂正
いたします。

30歳代,身長170cm,やせ型,短 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
髪,眼鏡あり,黄色長袖シャツ, 女性が公園内に設置してあるベンチ付近で,下半身を露出して
青色ジーパン着用
いる男を目撃しました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

123

発生日

発生時間

2020年05
月19日 午前7時頃
(火)

発生場所

鹿児島市明和5丁目29番

2020年05
124 月19日 午前9時頃
(火)

鹿児島市上谷口町の上伊
集院駅付近

2020年05
125 月19日 午後2時30分頃
(火)

大島郡和泊町和泊ヤーシチ
公園付近

形態

犯人像

概

要

路上

60歳位,身長不明,中肉,黒色短 《鹿児島市で声掛け事案》
髪,着衣不明,自動車使用
小学生男児が1人で登校中,車に乗った男から「学校まで送ろう
か」と声を掛けられました。

路上

20歳代,身長175～180cm位, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
やせ型,頭髪・着衣不明,黒縁メ 女子高校生が1人で帰宅中,下半身を露出している男を目撃し
ガネ着用
ました。

路上

70歳前後,身長不明,中肉,坊主 《和泊町で声掛け事案》
頭,あごひげ有り,白色上衣,黒 小学生男児が1人で下校中,見知らぬ男から「こっちおいで」と
色下衣
声を掛けられました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

126

発生日

発生時間

2020年05
月19日 午後3時55分頃
(火)

2020年05
127 月19日 午後8時45分頃
(火)

2020年05
128 月20日 午前7時40分頃
(水)

2020年05
129 月20日 午後2時45分頃
(水)

2020年05
130 月20日 午後4時頃
(水)

2020年05
131 月20日 午後4時頃
(水)

2020年05
132 月20日 午後4時30分頃
(水)

2020年05
133 月20日 午後5時30分頃
(水)

2020年05
134 月21日 午後3時30分頃
(木)

2020年05
135 月21日 午後4時20分頃
(木)

発生場所

薩摩川内市宮崎町

鹿児島市吉野町大石様河
付近

鹿児島市明和2丁目2番

鹿児島市吉野町帯迫付近

鹿屋市川西町

鹿児島市玉里町3番

鹿児島市和田2丁目21番

出水市美原町

指宿市山川新生町

鹿屋市王子町

2020年05
136 月22日 午後5時45分頃
(金)

鹿児島市千日町

2020年05
137 月22日 午前8時45分頃
(金)

鹿児島市中央町地下通路
にある上りエスカレーター

2020年05
138 月22日 午後2時20分頃
(金)

2020年05
139 月23日 午後7時27分頃
(土)

鹿児島市東谷山3丁目3番

鹿児島市皇徳寺台5丁目

2020年05
140 月23日 午後8時30分頃
(土)

鹿児島市下竜尾町

2020年05
141 月25日 午前6時40分頃
(月)

鹿児島市皇徳寺台5丁目2
番

形態

路上

路上

路上

路上

犯人像

概

要

30～40歳位,身長165cm位,中 《薩摩川内市でつきまとい事案》
肉,面長,黒髪短髪,黒色半袖T 小学生男児が1人で帰宅中,見知らぬ男から後をつけられまし
シャツ,黒色ハーフパンツ,黒色 た。
サンダル,黒色サングラス着用
30歳前後,身長175ｃｍ,耳の上 《鹿児島市でつきまとい事案》
までの長髪,青色系Tシャツ,青 女子高校生が1人で帰宅中,知らない男から後をつけられまし
色系Gパン様着用
た。

30～35歳位,中肉,色不明の帽 《鹿児島市で声掛け事案》
子,黒色サングラス,青色系の 小学生女児が1人で登校中,駐車車両に乗った見知らぬ男から
上着,色不明の自動車使用
「スマホ落としたけど知らない？車で送ってあげようか？」など
と声を掛けられました。
年齢不明,身長160～170ｃｍ, 《鹿児島市で不審者事案》
体格不明,髪型不明,眼鏡,青色 小学生男児が1人で下校中,見知らぬ男から後をつけられまし
半袖上衣,色不明の長ズボン た。
着用
〈男A〉20歳代,中肉,黒色短髪,
赤色Tシャツ着用,スマートフォ
ン所持
〈男B〉年齢・身長・体格・着衣
等不明
30歳代後半,身長170ｃｍ前後
位,中肉,頭に白いタオルを巻
き付ける,白色長袖ワイシャツ,
ベージュ色の長ズボン着用

《鹿屋市で不審者事案》
小学生男児3人が下校中,2人組の男から「写真を撮ろうよ」な
どと声を掛けられ,スマートフォンを向けられました。

《鹿児島市で不審者事案》
小学生女児が1人で通行中,見知らぬ男から手を掴まれまし
た。女児が立ち去る時,男から「バイバイ」と声を掛けられまし
た。

路上

40～50歳位,身長165ｃｍ位,や
せ型,黒髪短髪,色不明のハッ
ト帽,肩掛けカバン,色不明の
シャツと茶色長ズボン着用,黒
縁メガネ,白色マスク
20～40歳位,身長175ｃｍ位,や
せ型,白色半袖Tシャツ,緑色半
ズボン着用

路上

20歳代,身長170ｃｍ位,やせ型, 《指宿市で声掛け事案》
黒色頭髪,水色半袖Tシャツ,黒 小学生女児が2人で下校中,見知らぬ男から「担任の先生が呼
色ズボン着用
んでいるよ」などと声を掛けられました。

路上

30～40歳代,身長不明,中肉,紺 《鹿屋市で不審者事案》
色系の上衣,白色自動車使用 小学生女児が下校中,車から降りてきた見知らぬ男にスマート
フォン様のものを向けられました。

公園

60歳代,身長155cm位,中肉,白 《鹿児島市で声掛け事案》
髪,黒色パーカー着用,塗色不 女子高校生が4人で帰宅中,自転車に乗った見知らぬ男から
明自転車使用
「一緒に写真撮ろうよ」としつこく声を掛けられました。

路上

路上

路上

30～40歳位,身長170～175cm
位,中肉,黒色短髪,黒色半袖
地下通路 ジャケット,白色Tシャツ,黒色ズ
ボン着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子高校生が1人で帰宅中,ズボンのチャックを開けて陰部を
露出している男を目撃しました。

《出水市でつきまとい事案》
女子中学生が1人で帰宅中,見知らぬ男から後をつけられまし
た。

《鹿児島市で盗撮事案》
女子高校生が上りエスカレーターで,何か当たる感覚がしたた
め振り返ったところ,後方にいた男が慌ててスマートフォンをズ
ボンのポケットに隠し入れてその場から逃走しました。

路上

20歳代,身長165～170cm位,
やせ型,黒色短髪,黒色長袖
パーカー,黒色長ズボン着用

路上

年齢不明,身長175～180ｃｍ 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
位,やせ型,黒髪短髪,黒色半袖 女子高校生が帰宅途中,見知らぬ男がズボンを脱いで下半身
Tシャツ,黒色長ズボン着用
を露出して立っているのを目撃しました。

路上

路上

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子高校生2人が通行中,見知らぬ男がズボンを膝下付近まで
下げ,下半身を露出しているのを目撃しました。

70歳位,身長160ｃｍ位,中肉,長 《鹿児島市で声掛け事案》
袖シャツ,踝丈茶色の綿パン着 女子高校生がバス停でバスを待っていたところ,見知らぬ男か
用
ら「お金を貸してほしい」と声を掛けられた上,氏名が書かれた
名刺を差し出されました。
30～40歳代,身長170ｃｍ前後,
やせ型,黒髪短髪,黒色ジャ
ケットに中が白色Tシャツ,黒色
長ズボン着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子高校生2人がバス停でバスを待っていたところ,見知らぬ男
がズボンを膝上まで下ろし,下半身を露出して立っているのを
目撃しました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

142

発生日

発生時間

2020年05
月25日 午前7時20分頃
(月)

2020年05
143 月25日 午後1時40分頃
(月)

2020年05
144 月21日 午後4時20分頃
(木)

145

2020年05
月26日 午後3時頃
(火)

発生場所

鹿屋市川西町

鹿屋市西原2丁目11番

形態

犯人像

概

要

路上

20歳代,身長不明,やせ型,黒髪 《鹿屋市で声掛け事案》
短髪,黒色サングラス着用,服 小学生女児が1人で登校中,車から降りてきた見知らぬ男に
装不明,黒色自動車使用
「写真を撮っていいか」と声を掛けられました。

路上

30歳代,身長175ｃｍ位,やせ型, 《鹿屋市で声掛け事案》
黒髪,黒色ジャンパー,黒色長 女子高校生が1人で帰宅中,見知らぬ男から「今,時間あります
ズボン
か？」「バイトしませんか？」などと声を掛けられました。

鹿屋市王子町

路上

鹿児島市吉野町中別府郷
原公園付近

路上

《鹿屋市における不審者事案の解決》
5／21（木）,鹿屋市王子町の路上で,小学生女児が1人で下校
中,車から降りてきた見知らぬ男にスマートフォン様のものを向
けられた事案が発生しましたが,その後,不審者ではないことが
分かり,解決しました。
40～50歳位,身長160ｃｍ位,体 《鹿児島市でつきまとい事案》
格不明,髪型不明,黒色フード 小学生男児が1人で下校中,見知らぬ男から後をつけられまし
付きジャンパー,黒色長ズボン, た。
白色マスク着用

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

146

発生日

発生時間

2020年05
月27日 午後6時15分頃
(水)

発生場所

鹿児島市緑ヶ丘町10番

2020年05
147 月28日 午前7時40分頃
(木)

鹿屋市串良町上小原付近

2020年05
148 月28日 午前8時05分頃
(木)

鹿児島市上福元町の永田
川沿い

2020年05
149 月28日 午前9時20分頃
(木)

鹿児島市松陽台町付近

2020年05
150 月29日 午前7時30分頃
(金)

姶良市鍋倉米山交差点付
近

2020年05
151 月29日 午前8時50分頃
(金)

152

2020年05
月29日 午後4時頃
(金)

2020年05
153 月29日 午後3時10分頃
(金)

鹿児島市西伊敷5丁目5番

鹿屋市札元1丁目12番

鹿児島市上本町15番

2020年05
154 月29日 午後4時46分頃
(金)

鹿児島市西別府町

2020年05
155 月30日 午前10時25分頃
(土)

鹿児島市桜ヶ丘4丁目1番
地

2020年05
156 月31日 午前11時50分頃
(日)

日置市伊集院町妙円寺1丁
目74番地

2020年06
157 月01日 午後4時頃
(月)

2020年06
158 月02日 午後4時20分頃
(火)

2020年06
159 月01日 午後4時25分頃
(月)

2020年06
160 月01日 午後5時頃
(月)

2020年06
161 月02日 午後6時20分頃
(火)

霧島市国分松木東

鹿屋市寿7丁目5番

奄美市名瀬古田町2番

鹿児島市吉野町 中別府公
園内

鹿児島市草牟田2丁目36番

形態

路上

路上

路上

路上

路上

路上

路上

路上

犯人像
30～40歳位,身長170ｃｍ位,中
肉,やや長めの茶髪,白色マス
ク,茶色長袖シャツ,黒系の長
ズボン着用,黒色自動車使用

概

要

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が友人宅から1人で帰宅中,車から降りてきた見知
らぬ男から「あなたの家はどこなの？住所どこ？電話番号
は？」などと声を掛けられました。

30～40歳位,身長170cm,やせ 《鹿屋市で声掛け事案》
型,黒髪,服装不明
女子高校生が1人で登校中,見知らぬ男から「制服可愛いね,写
真撮ってもいい？」と声を掛けられました。

20～30歳位,身長170～180cm 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
位,黒髪短髪,黒色長袖上着と 女子高校生3人が登校中,下半身を露出している男を目撃しま
白色シャツ,黒色ズボン,白色マ した。
スク着用
年齢不明,身長175ｃｍ位,中肉, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
長髪,丸めがね,青色パーカー 女子高校生が1人で通行中,見知らぬ男から露出した下半身を
と灰色Tシャツ,ジーパン様の 見せられました。
ズボン着用
20歳代,身長不明,中肉,白色系
野球帽,黒色リュックサック,紺
色半袖Ｔシャツ,白色長ズボン
着用

《姶良市で不審者事案》
小学生女児が2人で登校中,自転車に乗った見知らぬ男がすれ
違う際に「後ろからついて行く。どこまでもついて行く。」などと
言って立ち去りました。

50～60歳代,身長150～160ｃ
ｍ位,やせ型,上衣不明,黒色長
ズボン,ヘルメット着用,原付バ
イク使用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子高校生が1人で歩いていたところ,原付バイクに乗った見知
らぬ男から「大丈夫？1人で行くの？」などと声を掛けられまし
た。

20～30歳位,身長・体格不明, 《鹿屋市で声掛け事案》
黒髪短髪，長袖シャツ,長ズボ 小学生男児が1人で下校中,見知らぬ男から「見つけた。」と声
ン着用
を掛けられ,男から追いかけられました。

70歳代,身長170ｃｍ位,小肥り, 《鹿児島市で声掛け事案》
丸顔,黒色帽子,黄色のＴシャ 小学生男児が1人で下校中,車に乗った見知らぬ男から「アイス
ツ,青の半ズボン着用,茶色系 買ったから一緒に食べないか。」と声を掛けられました。
自動車使用

20歳代,170ｃｍ位,やせ型,面 《鹿児島市公然わいせつ事案》
長,黒色マッシュルームヘア,黒 女子高校生が1人で下校中,敷地内でショートパンツを持ち,下
色Ｔシャツ着用,黒色ショートパ 半身を露出している男と遭遇しました。
敷地内 ンツ所持

路上

路上

30歳代,身長170ｃｍ位,小肥り, 《鹿児島市で不審者事案》
丸顔,黒髪短髪,灰色Ｔシャツ, 男子中学生が1人で歩いていたところ,見知らぬ男に追いかけ
黒色半ズボン着用
られました。

40～50歳位，身長170cm位， 《日置市で不審者事案》
やせ型，黒髪，黒色Tシャツ（7 小学生女児が3人で歩いていたところ,見知らぬ男からスマート
分丈）,黒色ズボン着用,スマー フォンを向けられました。
トフォン所持

路上

若い感じ,肥満,黒縁メガネ着 《霧島市で声掛け事案》
用,服装不明,色不明の自動車 小学生女児が下校中,自動車に乗った見知らぬ男から「ハ
使用
ロー，家はどこ」などと声を掛けられました。

路上

60歳代,身長・体格・服装不明, 《鹿屋市で不審者事案》
白髪混じり短髪,茶色のメガネ 小学生女児が1人で下校中,赤信号で停車中の車に乗った見
着用
知らぬ男から携帯電話様のものを向けられました。

路上

公園

路上

50～60歳代,身長150cm位,小 《奄美市における声掛け事案》
太り,白髪混じり,黒縁眼鏡,白 女子高校生が1人で下校中,車に乗った見知らぬ男性から「お
系上衣,半ズボン着用,銀色自 菓子があるよ。」などと声を掛けられました。
動車使用
【男A】20歳位,身長不明,やせ
型,茶髪,黒色長袖ジャージ,黒
色長ズボン着用【男B】20歳位,
茶髪,やせ型【男C】20歳位,青
髪,やせ型

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が2人で公園にいたところ,3人組の見知らぬ男から
「この虫取り網は誰の」などと声を掛けられ,携帯電話を向けら
れました。

20歳前半位,身長165～170cm 《鹿児島市で不審者事案》
位,中肉,黒髪短髪,白色カッ
女子高校生が1人で帰宅中,後方から接近してきた男に体を触
ターシャツ,黒色長ズボン,白色 られました。
マスク着用,白色リュックサック

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

162

発生日

発生時間

2020年06
月02日 午後4時30分頃
(火)

2020年06
163 月02日 午前6時5分頃
(火)

2020年06
164 月03日 午後8時30分頃
(水)

2020年06
165 月01日 午後5時頃
(月)

166

167

2020年06
月04日 午後1時40分頃
(木)

2020年06
月04日 午後1時5分頃
(木)

2020年06
168 月04日 午後4時10分頃
(木)

2020年06
169 月07日 午後4時40分頃
(日)

2020年06
170 月06日 午後11時50分頃
(土)

2020年06
171 月08日 午前8時30分頃
(月)

発生場所

鹿児島市明和4丁目

鹿児島市東谷山2丁目39番

鹿屋市寿7丁目12番

20～30歳位,身長160～170cm 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
位,やせ型,黒髪短髪,黒色系の 女子高校生が1人で登校中,見知らぬ男が下半身を露出してい
上衣,黒色系のスキニータイプ るのを目撃しました。
のズボン着用

店舗内

《鹿屋市で不審者事案》
小学生女児が買い物中,見知らぬ男から手招きされ,左腕を掴
まれました。

公園

鹿児島市高麗町36番

路上

路上

40歳代,身長170cm位,中肉,頭 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
に白いタオルを巻く,白色の長 女性が,路上でズボンを脱ぎ,下半身を露出して立っている男を
袖作業着様,緑色系ジャージ 目撃しました。
様の長ズボン着用

路上

40歳代,身長170～175cm位, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
中肉,頭に白いタオルを巻く,白 女子中学生が4人で下校中,見知らぬ男がズボンのチャックか
色Tシャツ,Gパン,マスク着用 ら陰部を露出して立っているのを目撃しました。

鹿児島市荒田1丁目27番

鹿児島市新栄町1番

鹿児島市清水町8番

路上

30～40歳位,身長160cm前後, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
中肉,黒髪短髪,上衣白色シャ 女子中学生2名が歩いていたところ,ズボンを下ろし下半身を露
ツ,黒色ジャケット,下衣黒色長 出している男を目撃しました。
ズボン着用
20歳代,身長160～170cm位,
やせ型,黒色短髪,着衣不明

鹿児島市和田2丁目22番

鹿屋市西原2丁目9番

鹿児島市中央町の共研公
園先

2020年06
176 月09日 午前8時15分頃
(火)

要

鹿児島市吉野町

2020年06
173 月07日 午後4時頃
(日)

2020年06
175 月08日 午後6時35分頃
(月)

路上

概

《鹿児島市における声掛け事案の解決》
6/1（月）,小学生女児2人が公園で,3人組の見知らぬ男から「こ
の虫取り網は誰の」などと声を掛けられ,携帯電話を向けられ
－
た事案がありましたが,その後,事件性がなかったことが判明し
ました。
30歳代,身長175cm位,中肉,白 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
色Tシャツ,黒色作業ズボン着 女子中学生2名が,路上で下半身を露出していた男を目撃しま
用,頭部に白色タオルを巻く
した。

鹿児島市南郡元町の南鹿
児島駅前電停

2020年06
月08日 午後5時20分頃
(月)

路上

犯人像

60歳位,身長・体格・着衣不明, 《鹿児島市で声掛け事案》
色不明の帽子着用
小学生の兄妹が帰宅中,知らない男から妹のランドセルを押さ
えられ,「お父さんは元気？以前,お父さんと話しているのを見た
ことがある」と声を掛けられました。

年齢・身長・髪型不明，メガ
ネ，茶色のベスト着用

2020年06
172 月07日 午後4時10分頃
(日)

174

形態

敷地内

路上

路上

路上

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性3人が,窓の外で,下半身を露出して立っている見知らぬ男
を目撃しました。

20～30歳代,身長170～175cm 《鹿屋市で声掛け事案》
位,やせ型,黒髪短髪,黒縁の眼 女子中学生が1人で登校中,見知らぬ男から「ちょっと時間あ
鏡,黒色Tシャツ,青色ジーンズ る」「お金稼げるんだけど」などと声を掛けられました。
着用
40歳代,身長175cm位,中肉,頭 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
に白色タオルを巻く,白色マス 路上にいた男が,電停にいた女子高校生2名に露出した下半身
ク,白色半袖ポロシャツとベー を見せました。
ジュ色長ズボン着用
40～50歳位,身長170cm位,中 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
肉,頭に白色タオルを巻く,白色 路上にいた男が,公園内で運動中の女子中学生3名に露出した
半袖シャツとベージュ色長ズ 下半身を見せました。
ボン着用
60代後半,身長165cm位,中肉, 《鹿屋市で不審者事案》
着衣不明,首にタオルを掛け 小学生男児が3人で歩いていたところ,後ろから来た見知らぬ
る,茶色のツバ付き帽子着用, 男が,男児1人の左肩と左膝を触り,そのまま立ち去りました。
ペットボトルを所持

鹿屋市新川町

路上

年齢・身長・髪型・服装不明,
白色の軽自動車使用
鹿児島市小原町18番

鹿児島市中央町

路上
30代後半,身長160cm位,中肉,
黒色短髪薄毛,黒縁めがね,オ
地下通路 レンジ色Tシャツ,黒色作業ズ
ボン着用,ビニール傘,スマート
フォン所持

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生が１人で帰宅中,車に乗った見知らぬ男にスマート
フォンを向けられました。

《鹿児島市で盗撮事案》
女性が地下通路の階段を昇っていたところ,左後方にいた男か
らスカート内に向けてスマートフォンのレンズを向けられる被害
にあいました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

177

178

179

発生日

発生時間

2020年06
月09日 午後3時30分頃
(火)

2020年06
月10日 午前7時30分頃
(水)

2020年06
月10日 午前6時40分頃
(水)

2020年06
180 月10日 午後3時10分頃
(水)

発生場所

霧島市国分中央1丁目2番

鹿屋市串良町上小原

鹿児島市 南鹿児島駅から
鹿児島中央駅を走行中の
汽車内

鹿児島市唐湊3丁目41番

鹿児島市紫原5丁目31番

2020年06
182 月12日 午前2時50分頃
(金)

鹿児島市加治屋町12番付
近

鹿児島市紫原4丁目 紫原
中央公園付近

2020年06
184 月13日 午前6時55分頃
(土)

西之表市西之表 下西校区
公民館付近

2020年06
185 月13日 午前7時20分頃
(土)

奄美市笠利町大字外金久
28番地1

2020年06
186 月12日 午後10時40分頃
(金)

鹿児島市清和3丁目8番

2020年06
187 月13日 午前7時20分頃
(土)

奄美市笠利町大字外金久
28番地1

2020年06
188 月13日 午後4時頃
(土)

2020年06
189 月12日 午後6時30分頃
(金)

鹿児島市下伊敷1丁目11番

奄美市名瀬塩浜町10番

2020年06
190 月14日 午後1時40分頃
(日)

鹿児島市紫原5丁目48番

2020年06
191 月13日 午前11時45分頃
(土)

霧島市隼人町 小田中央付
近

2020年06
192 月13日 午後4時頃
(土)

路上

犯人像

指宿市 二月田駅から宮ヶ
浜駅間を走行中の汽車内

概

要

40歳代,身長165cm位,中肉,短 《霧島市で公然わいせつ事案》
髪,暗い色の野球帽,青色半袖 女子高校生が1人で下校中,見知らぬ男がズボンをひざ丈まで
の上衣,紺色系の長ズボン着 下げ,下半身を露出しているのを目撃しました。
用
20～30歳,身長170～175cm
位,やせ型,短髪,黒色半袖T
シャツ,灰色長ズボン着用

2020年06
181 月10日 午後4時25分頃
(水)

2020年06
183 月12日 午後5時55分頃
(金)

形態

《鹿屋市で声掛け事案》
女子高校生が1人で歩いていたところ,見知らぬ男から「今,時間
ある」と声を掛けられました。

路上

20歳前後位,身長170～175cm 《鹿児島市で盗撮事案》
位,やせ型,茶色長髪,黒色半袖 男が,立っていた女子高校生2名のスカート内にスマートフォン
Tシャツ,紺色Gパン着用,ス
を差し入れ,盗撮しました。
汽車内 マートフォン所持

路上

路上

40歳代位,身長180cm位,中肉, 《鹿児島市で不審者事案》
黒色短髪,白色Tシャツ,白色マ 不審な男が,下校中の小学生女児2名の動きに合わせてスマー
スク着用,スマートフォン所持 トフォンのカメラをを向けました。

20～30歳代,身長170cm位,や 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
せ型,上衣不明,半ズボン若しく 女子中学生が2人で下校中,見知らぬ男がズボンを膝上まで下
は7分丈ズボン,黒縁メガネ着 げ,下半身を露出して立っているのを目撃しました。
用

30歳代,身長170cm位,中肉,黒 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
髪短髪,黒っぽいコート着用
女性が1人で帰宅中,コートを脱いで全裸になっている男を目撃
しました。
敷地内

路上

20～30歳代,身長165cm位,茶 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
色短髪,赤色半袖Tシャツ,白色 男が,下校中の女子中学生2人に後ろから近付き,卑わいな言
半ズボン着用
葉を掛けながら陰部を露出しました。

路上

40～50歳位,身長170cm位,中 《西之表市で声掛け事案》
肉,白髪交じりの頭髪,黒色長 小学生男児が1人で登校中,見知らぬ男から「道をお聞きしたい
袖作業着,黒色半ズボン着用 ので,ついてきてもらっていいですか。」と声を掛けられ,腕を掴
もうとされました。

路上

30歳代,身長170cm位,中肉,黒 《奄美市で声掛け事案》
色短髪,赤色野球帽,黒色長袖 小学生女児が2人で登校中,見知らぬ男から「お菓子あげよう
Tシャツ,黒色長ズボン着用
か。」などと声を掛けられました。

路上

年齢不明,身長175cm位,小太 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
り,髪型不明
女子高校生が1人で通行中,見知らぬ全裸の男から後をつけら
れました。

路上

路上

路上

路上

路上

－

《奄美市における声掛け事案の被害人数の訂正》
本日配信した奄美市における声掛け事案については,小学生
女児の人数を「2人」と配信しましたが,正しくは「1人」であったこ
とから訂正いたします。

45～50歳位,身長170～175cm 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
位,小太り,頭に白いタオルを巻 女子中学生が,路上で下半身を露出している男を目撃しまし
く,マスク,白色作業着,薄茶色 た。
長ズボン着用
60歳位,身長不明,やせ型,丸 《奄美市で声掛け事案》
顔,白髪混じりで頭頂部が薄い 男子中学生が1人で下校中,自転車に乗った見知らぬ男から
頭髪,白色タンクトップ,茶色長 「ガム食べる。」と声を掛けられました。
ズボン着用,自転車使用
20～30歳位,身長175cm前後, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
やせ型,黒髪,黒色半袖Tシャ 女子中学生が1人で前を歩いていた男を追い抜こうとしたとこ
ツ,黒色長ズボン着用
ろ,男が急に女子中学生の方を振り向き,ズボンを下ろし,下半身
を露出したのを目撃しました。
【運転席の男】40～60歳代,自 《霧島市で声掛け事案》
動車使用【同乗者の女の特
車に乗った男女が,下校中の小学生男女2人に対し「乗りなさ
徴】40～50歳位
い」などと声を掛けました。

40歳代後半,身長165cm位,小 《指宿市で不審者事案》
太り,黒色で薄い短髪,オレンジ 不審な男が,女子高校生の隣に座り,「高校生,何年生,学校楽し
汽車内 色チェック柄シャツ,ベージュ色 い？頑張って」などと声を掛け,女子高校生の手を握りました。
長ズボン着用,黒色リュック
サック所持

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

193

発生日

発生時間

2020年06
月15日 午後6時45分頃
(月)

発生場所

霧島市国分新町

2020年06
194 月15日 午後10時10分頃
(月)

鹿児島市宇宿3丁目46番

2020年06
195 月16日 午前7時10分頃
(火)

霧島市牧園町宿窪田 石坂
バス停付近

2020年06
196 月16日 午前8時頃
(火)

姶良市加治木町木田 姶良
中央青果地方卸売市場

2020年06
197 月15日 午後9時頃
(月)

鹿児島市吉野町 大明ヶ丘
団地入口交差点付近

198

2020年06
月17日 午後4時15分頃
(水)

2020年06
199 月17日 午後3時45分頃
(水)

200

2020年06
月15日 午後6時10分頃
(月)

2020年06
201 月16日 午後3時50分頃
(火)

2020年06
202 月17日 午後3時35分頃
(水)

2020年06
203 月18日 午後3時15分頃
(木)

霧島市牧園町下中津川

鹿児島市坂元町 坂元郵便
局付近

志布志市志布志町志布志2
丁目28番 志布志駅付近

出水市美原町

鹿児島市高麗町37番

鹿児島市犬迫町

2020年06
205 月19日 午前7時30分頃
(金)

鹿児島市平川町 平川福祉
館付近

2020年06
206 月18日 午後11時頃
(木)

鹿児島市下荒田3丁目 騎
射場交差点付近

鹿屋市笠之原町31番

鹿屋市上谷町21番

概

要

20歳代,身長170～175cm位, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
やせ型,黒色短髪,黒色長袖,G 女性が帰宅中,見知らぬ男に「前に会ったことありますよね」等
と声を掛けられました。振り向くと,男は下半身を露出していま
敷地内 パン,白色マスク着用
した。

路上

路上

路上

60歳代,身長・着衣不明,小肥 《霧島市不審者事案》
り,白髪混じりで前頭部が薄い 小学生女児が1人で登校中,車に乗った見知らぬ男から携帯電
髪型,眼鏡着用,白色自動車使 話様のものを向けられました。
用
40～60歳位,身長170cm位,中 《姶良市で公然わいせつ事案》
肉,黒色短髪,紺色半袖シャツ 女子高校生が登校中,下半身を露出している男を目撃しまし
着用
た。

40歳代,身長160～170cm位, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
小肥り,坊主の様な短髪,白色 女子高校生が1人で帰宅中,下半身を露出した男を目撃しまし
半袖Tシャツ,灰色スウェットズ た。
ボン,マスク着用

路上

路上

路上

路上

路上

50～60歳位,身長160cm位,小
肥り,白髪,紺色帽子,紺色長袖
上衣（肩から袖にかけて白ラ
イン入り）,焦げ茶色の長ズボ
ン着用,シルバーの自転車使
用

《志布志市で声掛け事案》
高校生が1人で帰宅中，自転車に乗った見知らぬ男から「どこ
の学校なの,どこら辺に住んでるの」などと声を掛けられまし
た。

30歳位,身長・髪型不明,やせ
型,黄色のキャップ帽,黄色の
半袖,黄色の長ズボン着用

《出水市で不審者事案》
小学生女児が1人で下校中,見知らぬ男から「止まって」と声を
掛けられ,足を触られました。

30～40歳代,身長170～175cm 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
位,中肉,白色半袖,ベージュ色 女子高校生が4人で通行中,見知らぬ男から露出した下半身を
長ズボン着用,白色タオルを頭 見せられました。
に巻く

路上

路上

路上

路上

路上

路上

《霧島市不審者事案》
小学生男児が友人と2人で下校中,車に乗った男性から,すれ違
い様に携帯電話を向けられました。

40歳位,身長・体格・服装不明, 《鹿児島市で声掛け事案》
自動車使用
小学生男児が1人で下校中,車に乗った見知らぬ女から「家近
いの,乗らない。」と声を掛けられました。

年齢・服装不明,黒色の軽自
動車使用

鹿児島市吉野町菖蒲谷交
差点付近

2020年06
208 月19日 午後4時頃
(金)

犯人像

30～40歳位,身長160～165cm 《霧島市で公然わいせつ事案》
位,小太り,薄めの黒色短髪,黒 女性が1人で買い物中,店内で下半身を露出している男を目撃
店舗内 色長袖,長ズボン着用,自動車 しました。
使用,黒縁メガネ

40～50歳代,身長・体格不明,
短髪,服装不明,自動車使用

2020年06
204 月17日 午後3時40分頃
(水)

2020年06
207 月18日 午後3時頃
(木)

形態

《鹿児島市で声掛け事案》
女子高校生が1人で下校中,後方から走行してきた車が女子高
校生を追い抜いた後,道路上に停まり,車に乗った見知らぬ男
から「どこに住んでるの。」などと声を掛けられました。

60～70歳,身長不明,やせ型,白 《鹿児島市で声掛け事案》
髪様の頭髪,眼鏡,黒っぽい服 小学生女児が1人で下校中,車に乗った見知らぬ男から「暑い
着用,青色軽トラック使用
から乗っていかんか。」と声を掛けられました。

20～30歳代,身長170cm位,中 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
肉,明るい色の髪,黒色上着と 男が,登校中の女子高校生2人に対し,ズボンのチャックから露
白色シャツ様,黒色長ズボン着 出した陰部を見せました。
用
25歳位,身長175cm位,やせ型,
灰色Tシャツ,スキニータイプズ
ボン,紺色帽子着用,オレンジ
色の自転車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
自転車乗りの男が,信号待ち中の女性に近付き「一緒に飲みに
行こうよ,家に行こうよ。」などとしつこく声を掛け,腕を引っ張る
などしました。

75歳位,身長・体格不明,黒色 《鹿屋市で声掛け事案》
あごひげ,黒色帽子,黒色Tシャ 小学生男児が1人で下校中,車に乗った見知らぬ男から「送っ
ツ,黒色サングラス着用,自動 てやるから,乗っていいぞ。」と声を掛けられました。
車使用
60～80代,身長170ｃｍ位,中肉, 《鹿屋市でつきまとい事案》
黒色頭髪,茶色と灰色が混じっ 小学生男児が下校中,見知らぬ男が後をついてきました。
たジャケット,白色ズボン,茶色
のサングラス,灰色帽子着用

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

209

発生日

発生時間

2020年06
月19日 午後5時15分頃
(金)

発生場所
鹿屋市新川町新川稲荷神
社付近

2020年06
210 月20日 午前6時45分頃
(土)

鹿児島市千日町15番

2020年06
211 月20日 午前7時30分頃
(土)

出水市中央町出水中学校
付近

2020年06
212 月20日 午前8時45分頃
(土)

2020年06
213 月19日 午後4時40分頃
(金)

2020年06
214 月22日 午前7時頃
(月)

215

2020年06
月21日 午後10時45分頃
(日)

2020年06
216 月22日 午後0時45分頃
(月)

2020年06
217 月23日 午後4時30分頃
(火)

218

2020年06
月23日 午後7時10分頃
(火)

2020年06
219 月23日 午後7時20分頃
(火)

2020年06
220 月22日 午後4時30分頃
(月)

2020年06
221 月23日 午前7時30分頃
(火)

2020年06
222 月24日 午前7時20分頃
(水)

曽於郡大隅町岩川大隅合
同庁舎付近

垂水市田神 田神交差点付
近

鹿児島市魚見町 魚見町公
民館付近

伊佐市菱刈市山

鹿児島市中央町地下通路
にある上りエスカレーター

鹿屋市新生町23番

曽於郡大崎町菱田 正坂交
差点付近

鹿屋市串良町岡崎のバス
停付近

出水市上知識町

霧島市国分松木町松木地
区公民館付近

鹿児島市皇徳寺台2丁目5
番

形態

路上

路上

路上

路上

路上

犯人像

概

要

40～50代,小肥り,丸顔,黒髪短 《鹿屋市で不審者事案》
髪,黒縁眼鏡,灰色半袖ポロ
小学生男児が2人で下校中,車に乗った見知らぬ男から携帯電
シャツ着用,黒色スマートフォ 話様のものを向けられました。
ン所持,銀色乗用車使用
20歳代,身長170ｃｍ位,やせ型, 《鹿児島市で不審者事案》
黒色頭髪,黒色Tシャツ,黒色長 女子高校生が登校中,バス停でバスを待っていたところ,後ろに
ズボン着用
立っていた見知らぬ男から体を触られました。

40歳代,身長170ｃｍ位,やせ型, 《出水市でのぞき見事案》
黒髪,水色系半袖カッターシャ 女子高校生が1人で登校中,後ろに立っていた見知らぬ男が女
ツ,黒色スラックス着用
子高校生のスカート近くに鏡を差し伸ばしているのに気づきま
した。
年齢不明,身長165～170ｃｍ, 《曽於市で声掛け事案》
やせ型,黒色野球帽,黒色サン 小学生女児が1人で外出中,見知らぬ男から手を握られ「名前
グラス,黒色マスク,黒色Tシャ は。」などと声を掛けられました。
ツ,灰色長ズボン着用

年齢不明,短髪,赤色自動車使 《垂水市でつきまとい事案》
用
車に乗った不審者が,1人で下校中の小学生女児を追い抜いて
停車した後,振り向いて後部ガラス越しに手招きしました。

20～30歳位,身長170cm位,や 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
せ型,黒髪ストレート,黒色半袖 女子中学生が3人で登校中,下半身を露出して立っている男を
Tシャツ,黒色長ズボン,マスク 目撃しました。
敷地内 着用

住宅

地下通路

路上

路上

35～45歳位,身長165ｃｍ位,肥 《伊佐市で不審者事案》
満,坊主が少し伸びた感じ,白 女性が入浴中,風呂場をのぞき込んでいる男を近所の人が目
系Tシャツ,黒系長ズボン
撃しました。

20～30歳位,身長160～170ｃ
ｍ,やせ型,黒髪長髪，白色長
袖シャツ,黒色長ズボン着用

《鹿児島市で盗撮事案》
女子高校生が上りエスカレーターで上昇中,右ふくらはぎに何
か当たる感覚がしたため振り返ったところ,後方にいた男が背
中にスマートフォンを隠す素振りを目撃しました。

20歳代,身長155～160ｃｍ位,
やせ型,茶色の長髪,ピンク色
半袖,水色の7分丈ズボン着
用,茶色の中型犬（首輪とリー
ドはオレンジ色）

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生男児が1人で下校中,後方から来た犬を連れた見知らぬ
女から「何年生。」「おうちにおやつがあるから来て,ゆっくり話
そう」などと声を掛けられました。

30歳代後半,身長175cm位,や 《曽於郡大崎町で声掛け事案》
せ型,黒髪おかっぱ頭,ベー
女子中学生が1人で下校中,見知らぬ男から「時間ある？」と声
ジュ色ロングコート（茶色のフ を掛けられました。
サフサ付き）,クリーム色長ズ
ボン

路上

20代前半,身長170ｃｍ位,中肉, 《鹿屋市で声掛け事案》
黒髪で少しパーマがかってい 女子高校生が1人でバスを待っていたところ,見知らぬ男から
る,黒色長袖,黒色ズボン着用 「何歳。好きな人いるの。電話番号教えてよ。好みなんだっ
て。」などと声を掛けられました。

路上

40～50歳位,身長165～170ｃ 《出水市でつきまとい事案》
ｍ位,小肥り,黒髪短髪,眼鏡掛 女子高校生が買い物中,見知らぬ男から後をつけられ,買い物
け,黒色半袖Tシャツ,白色ハー 後もしばらく後をつけられています。
フパンツ着用

路上

50～60歳位,身長160～170ｃ 《霧島市で声掛け事案》
ｍ位,やせ型,黒髪,黒色サング 小学生男児が友人と一緒に登校中,後方に立っていた見知ら
ラス,水色Tシャツ,黒色長ズボ ぬ男から「こっちおいで」と声を掛けられました。
ン着用

路上

40～50歳代,身長165～170ｃ 《鹿児島市で不審者事案》
ｍ,中肉,スポーツ刈り風,紺色 小学生女児が2人で登校中,見知らぬ男から携帯電話を向けら
半袖,黒色長ズボン着用,黄色 れました。
の携帯電話（2つ折りタイプ）
所持

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

223

発生日

発生時間

2020年06
月24日 午後4時45分頃
(水)

2020年06
224 月22日 午後3時30分頃
(月)

2020年06
225 月24日 午後3時30分頃
(水)

226

2020年06
月25日 午前7時25分頃
(木)

2020年06
227 月23日 午後5時20分頃
(火)

2020年06
228 月25日 午前7時35分頃
(木)

2020年06
229 月24日 午後6時30分頃
(水)

230

231

2020年06
月25日 午後4時50分頃
(木)

2020年06
月24日 午後7時頃
(水)

2020年06
232 月24日 午後4時頃
(水)

2020年06
233 月26日 午後3時30分頃
(金)

234

2020年06
月26日 午後5時10分頃
(金)

2020年06
235 月25日 午後3時15分頃
(木)

2020年06
236 月26日 午後3時55分頃
(金)

発生場所

出水市西出水町

鹿屋市串良町細山田花鎌
地区

鹿児島市坂之上7丁目10番

大島郡和泊町和泊 役場付
近

鹿児島市永吉1丁目30番

鹿屋市西原2丁目26番付近

鹿屋市西原2丁目25番付近

鹿屋市西原2丁目12番

出水市上知識町

鹿児島市下伊敷1丁目47番

鹿児島市皇徳寺台3丁目55
番

出水市西出水町の神社付
近

鹿児島市伊敷台4丁目16番

鹿児島市明和5丁目31番

形態

犯人像

概

要

路上

40～50歳代,身長160～165cm
位,小肥り,黒髪短髪,眼鏡あり
（レンズが長方形）,黒色半袖T
シャツ,黒色短パン（膝上丈）,
白色イヤホン着用
60～70歳位,身長・着衣不明,
小肥り,黒い帽子,黒いサングラ
ス着用,白色軽トラック使用

路上

40歳位,身長・体格・髪型不明, 《鹿児島市で声掛け事案》
黒色シャツ,白色マスク着用,白 小学生女児が1人で下校中,車に乗った見知らぬ男から「可愛
色軽トラック使用
いね。お菓子いらない？」などと声を掛けられました。

路上

《出水市で声掛け事案》
女性が2人で通行中,対向で歩いてきた見知らぬ男から「寮生
なの？寮生なの？」などと3,4回声を掛けられました。

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生男児が1人で通行中,後方から来た車に乗った見知らぬ
男から卑わいな言葉を掛けられました。

性別を含めて不明

《和泊町で声掛け事案》
小学生男児が登校中,後ろの方で「家においで」という声がした
のを聞きました。

60～70歳位,身長160～165ｃ
ｍ,肥満,頭頂部が薄く白髪の
頭髪を後方で1つに結ぶ髪型,
緑色帽子,黄土色半袖Tシャツ,
水色ズボン着用,スマートフォ
ン所持
30歳代,身長170ｃｍ位,中肉,黒
色短髪,半袖Tシャツ,黒色長ズ
ボン着用,白色自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生2人が公園で遊んでいたところ,見知らぬ男から「何
部なの」などと声をかけられ,その後,スマートフォンで卑わいな
動画を見せられました。

20～30歳代,身長170ｃｍ位,や
せ型,茶髪,黒色のツバ付き帽
子,黒色半袖シャツ,黒色ズボ
ン（横に白いラインが2本）,マ
スク着用
30～40歳位,身長160～170ｃ
ｍ位,中肉,坊主が伸びた様な
黒髪短髪（天然パーマ風）,半
袖ポロシャツ（黄色と白色の
横縞）,暗い色の長ズボン着用,
黒色リュックサック

《鹿屋市で声掛け事案》
女子中学生が1人で通行中,見知らぬ男から「カバン持とう
か。」と声を掛けられ,背負っていたカバンの取っ手を掴まれま
した。

路上

公園

路上

路上

路上

《鹿屋市で不審者事案》
女子中学生が1人で登校中,見知らぬ男から後を付けられまし
た。

《鹿屋市で声掛け事案》
女子高校生が1人で帰宅中,後方から見知らぬ男に「ちょっと待
てよ。」と声を掛けられました。

路上

40～50歳位,身長160～165ｃ 《出水市でつきまとい事案》
ｍ位,中肉,黒色サングラス,黒 女子高校生2人が自転車で帰宅中,自転車に乗った見知らぬ
系Tシャツ,白色長袖フード付 男から後をつけられました。
きパーカー,黒色短パン着用

路上

40～50歳代,身長不明,肥満,眼 《鹿児島市で不審者事案》
鏡,野球帽,白色系半袖シャツ 女性が1人でバスを待っていたところ,自転車に跨がった見知ら
着用,自転車使用
ぬ男からスマートフォンを向けられました。

路上

30～50歳位,身長160～175ｃ
ｍ位,やせ型,黒髪短髪,黒色半
袖シャツ,黒色ズボン着用,ス
マートフォンもしくはデジタルカ
メラ所持
40～50歳代,身長160～165ｃ
ｍ位,小肥り,眼鏡,黒色半袖T
シャツ着用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生児童等が4人で下校中,対向の歩道上にいた見知らぬ
男からスマートフォン若しくはデジタルカメラを向けられました。

《出水市で不審者事案》
女子高校生が1人で下校中,見知らぬ男からスマートフォンを向
けられました。

路上

路上

路上

60歳前後,身長170ｃｍ位,やせ 《鹿児島市で不審者事案》
型,白髪交じり,黄色帽子
小学生が6人で下校中,見知らぬ男にスマートフォンで写真を撮
（「ガード」と記載）,紺色半袖, られました。
黒色長ズボン着用,眼鏡あり
60歳位,身長・体格･着衣不明, 《鹿児島市で声掛け事案》
ぼさぼさ頭,グレー色の普通乗 女子高校生が自転車で下校中,見知らぬ男から「頑張れ頑張
用自動車使用
れ。」などと声を掛けられ,しばらくの間,つきまとわれました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

237

発生日

発生時間

2020年06
月27日 午前0時20分頃
(土)

2020年06
238 月28日 午後2時30分頃
(日)

発生場所

鹿児島市鷹師1丁目

南九州市川辺町両添

2020年06
239 月28日 午後4時頃
(日)

鹿児島市和田2丁目22番

2020年06
240 月28日 午後4時20分頃
(日)

鹿児島市谷山中央8丁目9
番

2020年06
241 月28日 午後6時頃
(日)

242

2020年6月
－
中

－

2020年06
243 月29日 午後3時30分頃
(月)

2020年06
244 月29日 午後3時30分頃
(月)

2020年06
245 月29日 午後6時頃
(月)

246

2020年06
月23日 午後4時30分頃
(火)

2020年06
247 月24日 午後7時頃
(水)

2020年06
248 月30日 午前7時40分頃
(火)

2020年04
249 月29日
(水)

指宿市開聞川尻

－

鹿児島市吉野町

鹿児島市星ヶ峯4丁目7番

鹿児島市中央町甲突川沿
い

鹿屋市新生町23番

出水市上知識町

鹿児島市下伊敷1丁目10番

－

2020年06
250 月30日 午前7時50分頃
(火)

鹿屋市西原4丁目11番

2020年06
251 月30日 午後2時20分頃
(火)

薩摩川内市宮崎町 九州新
幹線高架橋付近

形態

犯人像

概

要

30～40歳代,身長160ｃｍ位,中 《鹿児島市で不審者事案》
肉,スポーツ刈りが少し伸びた 女性が帰宅し,自宅に入ったところ,見知らぬ男から突然玄関の
敷地内 黒髪,白色Tシャツ,または白色 ドアを開けられ,頭を触られました。
シャツ,黒色系ズボン着用
30～40歳代,身長170ｃｍ,小肥 《南九州市で公然わいせつ事案》
り,薄ピンク色のタオルを頭に 女子高校生が,窓の外で下半身を露出して立っている見知らぬ
敷地内 巻く,上下黒色の作業着,あご 男を目撃しました。
ひげ有り

路上

路上

路上

－

路上

路上

路上

－

路上

路上

－

路上

路上

30～40歳代,身長160～170ｃ 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
ｍ位,中肉,頭に白いタオルを 女子高校生2人が,窓の外に下半身を露出して立っている見知
巻く,上下黒色ジャージ様,あご らぬ男を目撃しました。
ひげ有り
30歳位,身長170ｃｍ位,中肉,頭 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
に茶色のタオルを巻く,白色マ 男子高校生が,窓の外に下半身を露出している男を目撃しまし
スク,黒色長袖ジャケット様,黒 た。
色長ズボン着用
20～30歳代,身長165ｃｍ位,や 《指宿市で声掛け事案》
せ型,黒髪短髪,黒色半袖,黒色 小学生男児が１人で帰宅中,見知らぬ男から肩に手を掛けられ
長ズボン着用
「お菓子いるか。」などと声を掛けられました。

－

《宝くじ当選や財産贈与をかたったショートメールに注意》
「宝くじ○億円当選しました。」,「○億円の財産を譲ります。」な
どと記載され,リンク先（URL）が添付されたショートメールが送
信されています。リンク先にアクセスすると,うそ電話詐欺の被
害に遭うおそれがありますので注意してください。

年齢・身長不明,やせ型,黒髪 《鹿児島市で声掛け事案》
短髪,青色半袖,水色の軽自動 小学生男児が1人で下校中,車に乗った見知らぬ若い男から
車使用
「こっちおいで。」と声を掛けられました。

40歳位,身長・着衣不明,中肉,
黒色野球帽,黒色マスク着用,
白色ワゴンタイプの自動車使
用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が1人で下校中,車に乗った見知らぬ男から「お父
さんが梯子から落ちて怪我をした,一緒に迎えに行こう。」と声
を掛けられました。

20～30歳,身長170ｃｍ位,やせ
型,暗い色のやや長髪,白色T
シャツ,紺色ジーパン着用,白
色か薄い緑色の自転車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
男子中学生が1人で下校中,自転車に乗った見知らぬ男から
「ねぇ,君,中1？中2？」「その靴下履かせてよ」などと声を掛けら
れました。

－

－

50歳位,身長・着衣不明,やせ
型,野球帽,眼鏡あり,ピンク色
の軽自動車使用

－

若い男,身長170cm位,中肉,黒
髪短髪,黒縁の眼鏡,黒色の半
袖シャツ,黒色のハーフパンツ
着用,白色ミニバンタイプの自
動車使用

《鹿屋市における声掛け事案の解決》
6/23(火),小学生男児が1人で下校中,後方から来た犬を連れた
見知らぬ女から「何年生。」「おうちにおやつがあるから来て,
ゆっくり話そう」などと声を掛けられた事案がありましたが,その
後,事件性がなかったことが判明しました。
《出水市におけるつきまとい事案の解決》
6/24(水),女子高校生2人が自転車で帰宅中,自転車に乗った
見知らぬ男からつきまとわれた事案が発生しましたが,相手が
判明したことから警察で指導しました。
《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が1人で登校中,見知らぬ男から「何年生なの？家
はどこなの？」などと声を掛けられました。

《鹿児島市内における公然わいせつ事案の逮捕》
本年4月29日に鹿児島市内の路上で発生した公然わいせつ事
案の犯人を,6月30日に逮捕しました。

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生女児が1人で登校中,車から降りてきた見知らぬ男から
「大丈夫。雨宿りしようか」「手を出して。」などと声を掛けられま
した。

50～60歳代,身長170cm位,中 《薩摩川内市で声掛け事案》
肉,黒色短髪,水色半袖シャツ, 女子中学生が1人で下校中,対向で歩いていた見知らぬ男から
灰色長ズボン着用
突然「おい,こら。」と怒鳴られ,追いかけられました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

252

253

発生日

発生時間

2020年07
月01日 午後7時30分頃
(水)

2020年07
月01日 午後零時20分頃
(水)

2020年07
254 月02日 午後3時55分頃
(木)

255

2020年07
月02日 午後3時55分頃
(木)

発生場所

鹿児島市伊敷台7丁目17番

鹿屋市寿7丁目12番

垂水市市木 河川沿い

熊毛郡屋久島町安房 警察
署付近

鹿児島市松原町11番

2020年07
257 月02日 午後3時頃
(木)

いちき串木野市大里 国道
270号線沿い

259

2020年07
月02日 午後8時15分頃
(木)

2020年07
260 月03日 午後3時50分頃
(金)

2020年07
261 月03日 午後9時45分頃
(金)

路上

犯人像
30～40歳代,身長・体格・髪
型・着衣不明,眼鏡あり，濃い
紫系の自動車使用

263

2020年07
月04日 午後8時25分頃
(土)

2020年06
264 月23日 午後5時20分頃
(火)

2020年06 午後4時30分頃
265 月22日
(月)
他2件

2020年07
266 月07日 午後2時20分頃
(火)

要

鹿児島市広木2丁目58番

鹿児島南駅から宇宿駅間を
走行中の列車内

薩摩川内市中福良町

鹿児島市下荒田4丁目

路上

路上

路上

路上

路上

路上

65～75歳位,身長・体格不明, 《垂水市で不審者事案》
青色野球帽,薄灰色長袖作業 小学生女児が1人で下校中,車に乗った見知らぬ男からお菓子
着を着用,赤色のお菓子様の の様な物を差し出された後,手招きをされました。
物,白色の軽自動車
30～40歳位,身長180cm位,黒
髪短髪,黒色キャップ,黒色ポロ
シャツ,黒色ジーンズ,黒色マス
ク着用,白いスマートフォン所
持,黒色の自動車使用

80歳位,身長,体格不明,白髪 《いちき串木野市で声掛け事案》
頭,茶色レンズの眼鏡,長袖の 小学生女児が1人で下校中,車に乗った見知らぬ男から「車に
服（袖が赤色で他は白色）着 乗る？名前は何ですか？」などと声を掛けられました。
用,水色の自動車使用
60歳代,身長・頭髪不明,やせ 《鹿児島市で声掛け事案》
型,黒色ヘルメット,上下黒色洋 小学生女児が1人で下校中,スクーターに乗った見知らぬ男か
服着用,黒色のスクーター使用 ら「乗っていかない。」と声を掛けられました。

30～40歳位,身長175cm位,肥
満,前頭部付近が薄い,オレン
ジ色と白色のボーダーの半袖
汽車内 ポロシャツ,白っぽい膝丈ハー
フパンツ着用,茶色の斜め掛
けバッグ

路上

路上

出水市上知識町

鹿児島市西千石町5番 西
田橋付近

鹿児島市永吉1丁目30番

公園

年齢不明,身長170cm位,やせ 《鹿児島市で不審者事案》
型,灰色長袖パーカー,長ズボ 女性が徒歩で外出中,見知らぬ男が近寄ってきて体を触られま
ン着用
した。

《出水市でのぞき見事案》
女性が1人で入浴中,風呂場の開放していた高窓外から黒色様
スマートフォンが自身の方に向けられているのに気付きまし
た。

20歳代,身長170cm位,中肉,黒 《鹿児島市でつきまとい事案》
髪短髪,青色と白色のチェック 女性が1人で通行中,見知らぬ男からつきまとわれました。
の半袖シャツ,黒色スラックス
着用,黒色リュック所持

－

出水市上知識町
路上
出水市西出水町

鹿屋市大手町5番

路上

《鹿児島市で不審者事案》
不審な男が,女子高校生の隣に座り,「高校はどこですか,何年
生ですか,部活は何をしているんですか？」などと声を掛け,女
子高校生に握手を求めてきました。

40～50歳位,身長175cm位,中 《薩摩川内市で不審者事案》
肉,黒髪短髪,黒色半袖シャツ, 小学生女児が1人で下校中,自動車から降りてきた見知らぬ男
黒色長ズボン着用,自動車使 が後方から近付き,ランドセルを掴もうとしてきました。
用

住宅

路上

《屋久島町で声掛け事案》
小学生女児が下校中,車から降りてきた見知らぬ男に「名前教
えて,わっぜかわいいね,写真撮らせて。」などと声を掛けられ,
腕を掴まれました。

30歳前後,身長170cm位,中肉, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
黒髪短髪,白色Tシャツ,色不明 女性が1人で帰宅中,後方から突然「かわいいね,見て」と声を掛
のズボン,白色マスク着用
けられ,振り向いたところ,男が下半身を露出していました。

不詳
2020年07
262 月04日 午後11時20分頃
(土)

概

《鹿児島市で声掛け事案》
女子高校生が1人で帰宅中,車に乗った見知らぬ男に「おいっ」
と声を掛けられました。

20～30歳代,身長不明,小肥り, 《鹿屋市で不審者事案》
黒髪長髪,茶色のTシャツ,黒色 女子高校生が買い物中,後ろからスマートフォンの電子音が聞
ハーフパンツ着用,眼鏡あり
こえたので振り向いたところ,見知らぬ男が立っていました。

2020年07
256 月03日 午前2時20分頃
(金)

2020年07
258 月02日 午後3時30分頃
(木)

形態

－

《鹿児島市における声掛け事案の解決》
6/23（火）,女子中学生2人が公園で遊んでいたところ,見知らぬ
男から声を掛けられ,卑わいな動画を見せられる事案が発生し
ましたが,相手が判明したことから警察で指導しました。
《出水市におけるつきまとい事案等の解決》
6/22（月）に発生した上知識町における女子高校生に対する
つきまとい事案,6/24（水）と6/26（金）に発生した西出水町にお
ける声掛け,不審者事案につきましては,相手は全て同じ男だと
判明したことから警察で指導しました。

30歳代,身長不明,やせ型,黒色 《鹿屋市で声掛け事案》
短髪,水色上衣着用,灰色の普 小学生男児が1人で下校中,車に乗った見知らぬ男から「ぼく車
通乗用自動車使用
に乗らない。」と声を掛けられました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

267

発生日

発生時間

2020年07
月08日 午後5時45分頃
(水)

2020年07
268 月08日 午後5時頃
(水)

2020年07
269 月08日 午後8時10分頃
(水)

2020年07
270 月10日 午前8時頃
(金)

2020年07
271 月10日 午後6時40分頃
(金)

2020年07
272 月11日 午前8時30分頃
(土)

発生場所

奄美市名瀬朝日町3番

霧島市国分重久

鹿児島市吉野町 帯迫付近

出水市中央町 踏切近く

鹿屋市寿8丁目16番

いちき串木野市日出町

形態

路上

公園

犯人像

2020年07
274 月11日 午後4時30分頃
(土)

275

2020年07
月14日
(火)

－

2020年07
276 月15日 午前11時40分頃
(水)

2020年07
277 月15日 午後10時頃
(水)

薩摩川内市樋脇町塔之原

垂水市市木

鹿児島市

鹿児島市下荒田3丁目25番

指宿市東方9227番地

2020年07
278 月17日 午後1時20分頃
(金)

鹿屋市上野町

2020年07
279 月16日 午後8時15分頃
(木)

指宿市から鹿児島市へ走
行中のJR列車内

2020年07
280 月17日 午後4時10分頃
(金)

2020年07
281 月17日 午後4時10分頃
(金)

2020年07
282 月16日 午前6時50分頃
(木)

鹿児島市桜ヶ丘2丁目

鹿児島市桜ヶ丘2丁目

鹿屋市札元2丁目

要

50歳代,身長160～180cm位, 《霧島市でつきまとい事案》
小肥り,黒色帽子,水色の半袖, 小学生男児が1人で公園にいたところ,見知らぬ男が自転車を
黒色の長ズボン着用,黒色系 押しながら近づいてきました。
の自転車使用

路上

20歳代,身長160cm位,小太り, 《鹿児島市でつきまとい事案》
短髪,グレーの半袖Tシャツ,紺 女子高校生が1人で帰宅中,見知らぬ男からつきまとわれまし
色作業ズボン
た。

路上

40～50歳代,身長170cm位,中
肉,白髪交じりの黒髪短髪,紺
色半袖ポロシャツ,黒系長ズボ
ン着用

路上

20歳代,身長175cm位,小太り, 《鹿屋市で公然わいせつ事案》
丸顔,短髪,上下黒色雨着着用 女子中学生が1人で下校中,見知らぬ男から「ねえ,ちょっと見
る」と声を掛けられ,露出した下半身を見せられました。

路上

《出水市でのぞき見事案》
女子高校生が1人で登校中,真後ろを歩いていた見知らぬ男が
女子高校生のスカート近くに鏡を差し伸ばしているのに気付き
ました。

性別・年齢・身長・体格不明,ス 《いちき串木野市で不審者事案》
マートフォン所持（茶色のカ
女子中学生2人が登校中,後方から来た車からスマートフォンを
バー）,茶色系普通自動車の 向けられました。
運転席に乗車
不詳

2020年07
273 月11日 午後9時頃
(土)

概

40歳代,身長不明,小肥り,薄毛, 《奄美市で不審者事案》
灰色半袖Tシャツ,黒色デジタ 女子高校生が2人で下校中,信号待ちをしている車に乗った見
ルカメラ所持,灰色の軽四輪貨 知らぬ男からデジタルカメラを向けられました。
物自動車使用

住宅

《薩摩川内市で盗撮事案》
小学生女児が入浴しようとしたところ,浴室高窓の外から白色
のスマートフォンを向けられていることに気がつきました。

住宅

40～50歳位,身長170cm位,肥 《垂水市で不審者事案》
満,黒色野球帽,黒色長袖T
小学生女児が留守番中,知らない男が玄関のチャイムを連続
シャツ,黒色ハーフパンツ着用 で押しました。

固定電話

－

《家電量販店と警察官をかたる不審電話続発！》
《うそ電話詐欺被害に遭うおそれ大！注意！！》
家電量販店をかたり,商品購入の事実がないかの電話が入
る。その後,警察官をかたり,「カードが使われている。警察官を
向かわせる。」などと言って,暗証番号等を聞き出すものです。

路上

年齢・身長不明,黒色キャップ, 《鹿児島市で声掛け事案》
黒色サングラス,白色Tシャツ, 小学生女児が,路上にいた見知らぬ男から「こっちにおいで」と
黒色長ズボン着用
声を掛けられ,手招きされました。

公園

20歳代,身長170cm位,中肉,黒 《指宿市で不審者事案》
髪短髪,上半身裸,下衣不明
女性が1人で帰宅中,上半身裸の不審な男が立っているのを目
撃しました。

路上

30歳代,身長170cm位,やせ型, 《鹿屋市で声掛け事案》
黒色短髪,黒色半袖Tシャツ,黒 女子高校生が1人で帰宅中,見知らぬ男から「どこの高校？一
色長ズボン着用
万円もうけませんか」などと声を掛けられました。

50歳位,身長170cm位,中肉,短 《指宿市で声掛け事案》
髪で薄毛,オレンジ色のTシャ 女子高校生が1人で列車に乗車中,見知らぬ男から「部活に
行っているの。何年生。」と声を掛けられました。
汽車内 ツ,黒色系ズボン
60歳代,身長不明,肥満体型,白 《鹿児島市で不審者事案》
色野球帽を着用,白髪短髪,黒 女子小学生1人が帰宅途中,不審な男から「学校は楽しかっ
た。宿題は何出るの。君の手はきれいだね」などと声をかけ,女
駐輪場 色長ズボン
子小学生と握手をしました。

駐輪場

路上

－

《鹿児島市における不審者事案の内容訂正》
7月18日（土）に配信した鹿児島市桜ヶ丘2丁目の駐輪場にお
いて,小学生が帰宅途中,不審な男から声を掛けられ,握手され
た事案について,小学生の性別を「女子」と配信しましたが,正し
くは「男子」であったことから訂正いたします。

40～50歳代,身長不明,やせ型, 《鹿屋市で不審者事案》
黒髪長髪,緑色上衣着用,カメ 小学生女児が弟妹と3人で登校中,車に乗った見知らぬ女から
ラ所持,灰色自動車使用
カメラを向けられました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

283

284

発生日

発生時間

2020年07
月17日 午後8時5分頃
(金)

2020年07
月20日
(月)

－

2020年07
285 月18日 午後7時15分頃
(土)

286

2020年07
月19日 午後8時30分頃
(日)

2020年07
287 月22日 午前11時45分頃
(水)

2020年07
288 月22日 午後4時30分頃
(水)

2020年07
289 月22日 午後8時50分頃
(水)

2020年07
290 月23日 午後5時15分頃
(木)

発生場所
南鹿児島駅から郡元駅を走
行中の電車内

－

鹿屋市寿7丁目の店舗内

鹿児島市田上3丁目4番

日置市伊集院町下谷口

枕崎市松之尾町260番地

薩摩川内市宮内町

鹿児島市川上町

2020年07
291 月24日 午後8時35分頃
(金)

鹿児島市鷹師2丁目4番

2020年07
292 月25日 午後2時35分頃
(土)

鹿児島市草牟田1丁目から
鹿児島市原良1丁目

2020年07
293 月26日 午後12時15分頃
(日)

294

2020年07
月27日 午後4時10分頃
(月)

2020年07
295 月27日 午後7時30分頃
(月)

296

2020年07
月28日 午後4時20分頃
(火)

出水市向江町34番付近の
商業施設内

出水市高尾野町柴引

奄美市名瀬港町11番

鹿児島市皇徳寺台1丁目28
番

形態

犯人像

概

要

50～60歳位,身長不明,肥満,白 《鹿児島市で声掛け事案》
髪混じりの短髪,緑色系半袖 女子高校生が1人で電車に乗車中,見知らぬ男から「こんにち
は。」と声を掛けられ,手を差し出されました。
汽車内 シャツ,黒色ズボン着用

－

－

《◆夏休みに伴う注意情報◆》
県内の学校では,早くて明日から,遅くても8/1（土）から夏休みと
なります。夏休みの期間中は,子供たちが外出する機会も増え
るため,声掛け等の被害に遭わないよう,次の点について,子供
たちに繰り返し指導をお願いします。
○外出するときは家族に,「いつ頃まで,どこで,誰と,何をするか」
などを知らせる。
○できる限り,1人だけで行動しない。
○防犯ブザーをいつも持ち歩く。
○暗くならないうちに,早めに帰宅する。
○不審者に遭遇したら,『いかのおすし』を励行する。

30代前半,身長165～170ｃｍ 《鹿屋市で不審者事案》
位,中肉,黒髪癖毛,黒色ワーク 女性が買い物中,後方にいた男が,女性の足下まで足を伸ばす
店舗内 キャップ,灰色半袖Tシャツ,黒 等の不審な行動をしているのに気づきました。
色半ズボン着用

路上

40～50歳位,身長170ｃｍ位,小
肥り,黒色系キャップ,半袖Ｔ
シャツ,長ズボン着用,自転車
使用

路上

50～60歳位,身長・体格・着衣 《日置市で不審者事案》
不明,白髪の薄毛,白色系の軽 女子中学生が1人で下校中,車に乗った見知らぬ男から,すれ違
自動車使用
いざまに携帯電話を向けられました。

路上

住宅

路上

路上

路上

30歳代,東南アジア系の外国
人,身長160ｃｍ位,やせ型,黒色
短髪,黄色半袖Ｔシャツ,黒系
ハーフパンツ着用,黒色前かご
付き自転車使用
性別含め不詳

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性が1人で帰宅中,後ろから「ねぇねぇ」と声を掛けられたた
め,振り返ったところ,男が自転車に乗りながら下半身を露出し
ているのを目撃しました。

《枕崎市で声掛け事案》
女子高校生2名が写真撮影をしていたところ,男から片言の日
本語で「トイレどこ」「一緒に来て」「名前何」など声を掛けられ
ました。
《薩摩川内市で不審者事案》
女子中学生が1人で入浴中,風呂場の窓から白色様スマート
フォンを向けられているのに気付き,すぐに家族に知らせまし
た。

50～60歳位,身長160cm位,や 《鹿児島市で不審者事案》
せ型,短髪白髪交じり,半袖赤 女子中学生が1人で帰宅中,見知らぬ男から後をつけられまし
色Ｔシャツ,灰色長ズボン着用, た。
黒色ショルダーバッグ所持
性別・服装・体格等不明,赤色 《鹿児島市で不審者事案》
原付バイク使用
女性が1人で帰宅中,交差点で接近してきた原付バイク乗りの
不審車から体を触られました。

40歳代,身長約170ｃｍ位,やせ 《鹿児島市で不審者事案》
型,白髪交じりの短髪,面長,水 女性が鹿児島市草牟田1丁目付近を歩いていたところ,見知ら
色縞のポロシャツ,チノパン着 ぬ男が鹿児島市原良1丁目付近まで後を付いてきたもの。
用

10代後半～20代前半,身長
《出水市で不審者事案》
170ｃｍ位,やせ型,黒髪,白色半 女性が1人で買い物中,後ろに立っていた見知らぬ男から体を
触られました。
店舗内 袖上衣着用

路上

路上

路上

《男Ａ》30歳代位,身長165ｃｍ 《出水市でつきまとい事案》
位,中肉,茶色ベレー帽,黒色半 女子中学生が1人で下校中,2人組の見知らぬ男達から後をつ
袖Ｔシャツ,灰色長ズボン着用 けられました。
《男Ｂ》30歳代位,身長165ｃｍ
位,中肉,茶色ベレー帽,茶色半
袖Tシャツ,灰色長ズボン着用
30歳代,身長不明,小肥り,黒髪, 《奄美市で声掛け事案》
青色半袖Tシャツ,茶色短パン 女子中学生が1人で帰宅中,見知らぬ男から「ちょっち,そこの女
着用
の子。」と声を掛けられました。

年齢・身長・体格・頭髪・着衣 《鹿児島市で声掛け事案》
不明，オートバイ使用
小学生女児が1人で歩いていたところ,後方から来たオートバイ
に乗った見知らぬ男に「不審者だよ,嘘だよ,不審者じゃない
よ。」と声を掛けられました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

297

発生日

発生時間

2020年07
月30日 午前7時30分頃
(木)

2020年07
298 月29日 午後4時45分頃
(水)

2020年07
299 月30日 午後零時10分頃
(木)

2020年07
300 月29日 午後2時15分頃
(水)

2020年07
301 月30日 午後5時05分頃
(木)

発生場所

薩摩郡さつま町宮之城屋地
の敷地内

出水市下鯖町 線路沿い

姶良市永池町

鹿児島市西陵4丁目16番

鹿児島市錦江台3丁目21番

2020年07
302 月31日 午前7時40分頃
(金)

鹿屋市笠之原町17番

2020年07
303 月31日 午後3時15分頃
(金)

大島郡知名町大字知名 図
書館前駐車場

304

305

306

307

2020年07
月28日 午後5時15分頃
(火)

2020年07
月30日 午前4時30分頃
(木)

2020年07
月31日 正午頃
(金)

2020年07
月29日 午後零時20分頃
(水)

2020年07
308 月31日 午後5時15分頃
(金)

2020年08
309 月01日 午後1時頃
(土)

310

2020年08
月02日 午後3時40分頃
(日)

垂水市市木河崎川付近の
国道220号線上

薩摩川内市樋脇町市比野
の住宅

鹿児島市吉野町 菖蒲谷郵
便局先

鹿児島市持木町 持木公民
館先

鹿児島市伊敷3丁目3番先

形態

駐車場

路上

路上

犯人像

概

要

30歳代，身長・体格不明，黒 《さつま町で公然わいせつ事案》
髪短髪，黒っぽい服装，灰色 女子中学生が登校中，駐車場に駐車している車内で，男が下
の軽自動車使用
半身を露出しているのを目撃しました。

性別・年齢・着衣不明，黒系 《出水市でつきまとい事案》
短髪，薄いシルバー色の自動 女子中学生が自転車で帰宅中，車に乗った不審者から，並走
車使用
される等つきまとわれました。

20～30歳代，やせ型，黒色短 《姶良市で声掛け事案》
髪，黒色Tシャツ着用，白色の 小学生女児が1人で下校中，車に乗った見知らぬ男から「こん
自動車使用
にちは。」と声を掛けられました。その後，男は女児を追い抜い
た後，Uターンして再度「こんにちは。」と声を掛けてきました。

路上

30～40歳代，身長170～175ｃ 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
ｍ位，やせ型，黒髪，濃い茶 複数の女子中学生が,全裸や脱いだズボンで下半身を隠した
色ズボン，黒縁メガネ着用
状態の男を目撃しました。

路上

60歳代,身長・頭髪不明,黒縁メ 《鹿児島市で声掛け事案》
ガネ,黒色Tシャツ着用,黒色の 小学生男児と小学生女児がそれぞれ1人で帰宅中,車に乗った
自動車使用
男から「おいで，おいで」と声を掛けられ,手招きされました。

30～40歳代,身長175ｃｍ位,中
肉,黒髪短髪,青と白のストライ
プ長袖Tシャツ,青色長ズボン
着用

《鹿屋市で公然わいせつ事案》
小学生女児が1人で登校中,後ろから「これ何」と声を掛けられ,
女児が振り向いたところ,見知らぬ男から露出した下半身を見
せられました。

50～60歳位,身長165ｃｍ位,小
肥り，白髪交じり,Tシャツ,茶系
駐車場 長ズボン着用,白色の自動車
使用

《知名町で声掛け事案》
小学生女児が1人で帰宅中,車から降りてきた見知らぬ男がカ
プセル入りおもちゃを見せながら「これあげるからこっちにおい
で。」と声を掛けてきました。

30～40歳位,身長160～165cm
位,やせ型,黒色の野球帽,青色
半袖Tシャツ,灰色半ズボン,
黒っぽいサングラス,黒色マス
ク着用,黒色リュックサック,黒
色の婦人用自転車使用

《垂水市で不審者事案》
女子児童2名が帰宅中，自転車乗りの男性が女子児童から離
れた場所で女子児童らの方を見ていたことから,女子児童らは
怖くなり,防犯ブザーを鳴らしながら逃げました。

不詳

《薩摩川内市で不審者事案》
女性が1人で入浴中,風呂場の窓からスマートフォンのライトの
ような光に気付き,すぐに窓を閉めて,家族に知らせました。

路上

路上

住宅

路上

50歳代～60歳代,身長160～ 《鹿児島市で声掛け事案》
170cm位,中肉,白髪,丸顔,白色 小学生男児が友人と一緒に下校中,見知らぬ男から「学校は終
タンクトップ,短パン着用
わったの。」「予定はあるの。」等と声を掛けられたり,友人のラ
ンドセルを触られたりしました。

50歳位,身長体格不明,灰色長 《鹿児島市で声掛け事案》
袖作業着着用,銀色の軽トラッ 女子中学生が1人で下校中,軽トラックに乗った見知らぬ男から
ク使用
「家まで送って行こうか。」と声を掛けられました。
路上

路上

30～40歳位,身長165～170cm
位,小肥り,黒色短髪,丸顔,ピン
ク色Tシャツ,青色系長ズボン
着用,黒色ワンボックス普通乗
用車

40歳以上,身長170cm位,小肥
り,少し禿げ頭,ピンク色の
西出水駅から野田駅に向か
列車内 チェック柄半袖シャツ,黒色ウ
う列車内
エストポーチ,ベージュの長ズ
ボン着用
40歳代位,身長180cm位,小肥
り,頭に白いタオルを巻く,白色
鹿児島市城西2丁目1番付
敷地内 Tシャツ,作業ズボン着用
近

《鹿児島市で声掛け事案》
女子大学生が待ち合わせのため1人でいたところ,車から降り
てきた見知らぬ男から「援助交際ですか。」「1時間くらい一緒
に行かないか。」等と声を掛けられました。

《鉄道車両内での不審者事案》
女子高校生が帰宅のため列車に乗り込み座席に座った直後,
見知らぬ男が横に座り込み「高校生ですか。大変ですね。優し
い顔していますね」等と声を掛けた上,右手を伸ばし握手を求
めてきました。
《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子中学生2人が下半身を露出している男を目撃しました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

311

発生日

発生時間

2020年08
月01日 午後1時頃
(土)

2020年08
312 月02日 午後零時25分頃
(日)

発生場所

形態

犯人像

概

要

西出水駅から高尾野駅を走
行中の列車内

40歳位,身長160～170cm位, 《出水市で声掛け事案》
小肥り，前が禿げ,ボーダー柄 女子高校生が1人で列車に乗車中,見知らぬ男から「こんにち
列車内 半袖ポロシャツ,紺系長ズボン は」「何年生ですか」などと声を掛けられ,手を差し出されまし
た。

鹿屋市札元2丁目

50～60歳代,身長不明,小肥り, 《鹿屋市で盗撮事案》
短髪,眼鏡,ポロシャツ,長ズボ 男が,店内にいた女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ,
盗撮のような行為をしました。
店舗内 ン着用
30歳位,身長180cm位,中肉,茶
髪長髪のパーマ,灰色野球帽,
サングラス,青色ポロシャツ,緑
地に黒の縦縞模様の長ズボ
ン着用,黒色自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が1人で通行中,車から降りてきた見知らぬ男に
「名前は何,家はどこ,今から家に遊びに来ない」などと声を掛け
られました。

西之表市西之表 わかさ公
園

50～60歳代,中肉,がっちり型,
黒色短髪,半袖,長ズボン着用,
駐車場 トートバッグ,携帯電話所持,白
色自動車使用

《西之表市で声掛け事案》
女子高校生1人が家族の迎えを待っていたところ,車に乗った
男から「お姉ちゃん,ちょっと来てよ,氷を食べに行こう」と声を掛
けられました。

2020年08
315 月03日 午後3時頃
(月)

鹿児島市南郡元町27番 陸
橋付近

20～30歳位,身長170cm位,や
せ型,白色マスク,黒色半袖
シャツ,黒色スキニー様ズボン
着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性が1人で通行中,見知らぬ男に「彼氏いるの,キスしていい」
等と話し掛けられました。女性は拒否して一旦距離を取り,再
度,男の方を見ると,下半身を露出していました。

2020年08
316 月03日 午後5時25分頃
(月)

鹿児島市南郡元町28番 陸
橋付近

2020年08
313 月03日 午前8時15分頃
(月)

鹿児島市緑ケ丘町12番先

2020年08
314 月03日 午前11時50分頃
(月)

2020年08
317 月04日 午後8時30分頃
(火)

2020年08
318 月04日 午後零時30分頃
(火)

2020年08
319 月04日 午後4時20分頃
(火)

2020年08
320 月04日 午後1時25分頃
(火)

2020年08
321 月05日 午前9時頃
(水)

2020年08
322 月06日 午前7時頃
(木)

出水市西出水町の住宅

鹿児島市東谷山5丁目

出水市西出水町

鹿児島市吉野町 天神山

鹿児島市薬師1丁目17番

鹿屋市郷之原町

2020年08
324 月06日 午前8時頃
(木)

日置市伊集院町下谷口付
近

2020年08
326 月05日 午後零時25分頃
(水)

路上

路上

20歳代前半,身長170cm位,や 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
せ型,黒髪短髪,黒色半袖シャ 女性が1人で帰宅中,突然男が立ちふさがり,下半身を露出しま
ツと黒色長ズボン着用
した。

10歳代後半～20歳代前半,身 《出水市で不審者事案》
長170cm位,やせ型,坊主のよ 女子高校生が入浴中の風呂場周辺に不審な男がいるのを,家
敷地内 うな黒髪短髪,白色半袖ワイ 族が目撃しました。
シャツ,黒色スラックス
50歳代,身長不明,中肉,白髪交 《鹿児島市で声掛け事案》
じりの黒色短髪,白色シャツ,灰 小学生女児3人が,車に乗った見知らぬ男から「風船あげるか
ら車に乗って」と声を掛けられました。
敷地内 色の自動車使用

路上

年齢・体格等不明,短髪,色不 《出水市で不審者事案》
明の半袖上衣,白色自動車使 女子高校生がバス待ち中,低速で前を通過した車の運転手か
用
らスマートフォンを向けられました。

40歳代,身長160cm位,小肥り, 《日置市で公然わいせつ事案》
黒色短髪,青色半袖シャツ,黒 女性が,ズボンのチャックから下半身を露出している不審な男
商業施設 色長ズボン,白色マスク着用 を目撃しました。
日置市伊集院町徳重3丁目
内

2020年08
323 月05日 午後6時35分頃
(水)

2020年08
325 月06日 午前11時55分頃
(木)

路上

鹿屋市寿7丁目の住宅

西之表市東町 交差点付近

路上

路上

20歳代～30歳代後半,身長・ 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
頭髪・着衣不明,やせ型,グレー 小学生女児が通行中,路上に駐車している車内で,男が下半身
色の自動車
を露出しているのを目撃しました。

20歳～30歳位,身長170cm位, 《鹿児島市で不審者事案》
中肉,茶髪交じりのボサボサ 女子高校生が1人で登校中,背後からの声掛けに反応して振り
頭,黒色Tシャツ,薄緑色作業ズ 返ると,男がズボンの上から下半身を触っていました。
ボン着用

路上

30歳代～40歳代,身長170cm
位,中肉,黒髪,黒色半袖Tシャ
ツ,ベージュ色短パン着用

《鹿屋市で公然わいせつ事案》
女子高校生が散歩中,見知らぬ男から「電話番号を教えてよ。」
などとしつこく声を掛けられました。女子高校生が断ると,いきな
りズボンを下げて下半身を露出しました。

路上

60歳位,身長・着衣等不明,中 《日置市で不審者事案》
肉,白髪,ベージュ色自動車使 女子中学生が1人で登校中,車に乗った見知らぬ男からデジタ
用
ルカメラを向けられました。

60歳位,身長不明,中肉,白髪交 《鹿屋市で不審者事案》
じりの短髪,灰色のTシャツ,白 住宅敷地内にいた小学生女児が,近くに止めた車の車内から
見知らぬ男にスマートフォン様のものを向けられました。
敷地内 系軽自動車使用

路上

50～60歳代,中肉,黒色短髪,白
色半袖Tシャツ,紺色Gパン着
用,セカンドバッグ,白色自動車
使用

《西之表市で声掛け事案》
女子中学生2人が通行中,見知らぬ男から「どこに住んでる
の。」「部活何しているの。」「筋肉疲労なの。」と声を掛けられ,
腕を触られました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

327

発生日

発生時間

2020年08
月05日 午前7時45分頃
(水)

2020年08
328 月06日 午後3時50分頃
(木)

発生場所
鹿児島市下伊敷1丁目 交
差点付近

曽於市財部町北俣

2020年08
329 月07日 午前8時55分頃
(金)

鹿屋市打馬2丁目

2020年08
330 月08日 午後1時頃
(土)

隼人駅から嘉例川駅間の
列車内

2020年08
331 月09日 午前3時50分頃
(日)

2020年08
332 月11日 午後零時25分頃
(火)

2020年08
333 月09日 午後2時20分頃
(日)

2020年08
334 月11日 午前9時50分頃
(火)

奄美市名瀬入船町18番

鹿児島市川上町花棚付近

鹿児島市坂之上8丁目12番

鹿児島市西陵4丁目25番

形態

路上

犯人像
30歳位,身長・頭髪不明,やせ
型,黒色サングラス,青色のT
シャツ（虹の模様入り）,白色の
長ズボン,マスク着用,自転車
使用
50歳代,黒色短髪,黒色軽自動
車使用

路上

路上

鹿児島市緑ケ丘町

要

《曽於市で声掛け事案》
小学生女児が1人で通行中,車に乗った見知らぬ男から「暑い
から乗っていいよ,アイスがあるからおいで」と声を掛けられまし
た。

40歳代,身長170cm位,やせ型, 《鹿屋市で声掛け事案》
黒色パーマ風短髪,黒縁眼鏡, 女子中学生が1人で通行中,見知らぬ男から「かわいいね,時間
黒色Tシャツと黒色短パン着 ある？」等と声を掛けられました。
用

40～50歳位,身長160cm位,小 《鉄道車両内での不審者事案》
肥り,禿げ頭,ピンク色のTシャ 女子高校生が帰宅のため列車に乗り,最寄り駅で降車しようと
していたところ,見知らぬ男が「高校生？何年生？よろしく。」等
列車内 ツ,ベージュ色のズボン着用
と声を掛けた上,右手を伸ばし握手を求めてきました。

路上

路上

路上

路上

50歳代,身長165cm位,中肉,短 《奄美市で公然わいせつ事案》
髪,黒色半袖Tシャツ，黒色長 女子高校生ら2人が，下半身を露出している男を目撃しまし
ズボン着用
た。男は「ごめんね」と言いながら近付いてきたため，2人はす
ぐに逃げました。
年齢・身長・頭髪不明，小肥 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
り，白いTシャツ，白色の自動 女子中学生が1人で帰宅中，近づいてきた車の車内で，男が
車使用
下半身を露出しているのを目撃しました。

30歳代前半，身長170ｃｍ位， 《鹿児島市で声掛け事案》
肥満，黒色短髪，黒縁眼鏡， 女性が1人で通行中，見知らぬ男から「こんにちは，うちに飲み
黒色半袖Tシャツと短パン着 に来ませんか？」などと声を掛けられました。
用
30歳代位，身長170ｃｍ位，や 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
せ型，黒髪か茶髪で肩より少 女子高校生が1人で通行中，下半身を露出した男を目撃しまし
し短い，青緑色のダボッとした た。
シャツ様を着用
性別含め不詳

2020年08
335 月13日 午前零時40分頃
(木)

概

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が1人で通行中,見知らぬ男から「一緒に行こう。」
と声を掛けられました。女児がきっぱり断ると,背負っていた
リュックの取っ手を掴まれ引っ張られました。

住宅

《鹿児島市で不審者事案》
女性が1人で入浴中，風呂場の窓から黒いデジタルカメラ様の
物を向けられているのに気付き，すぐに家族に知らせました。

《NTTファイナンスをかたるショートメールに注意》

336

2020年08
月13日
(木)

－

2020年08
337 月13日 午後零時20分頃
(木)

2020年08
338 月13日 午後2時15分頃
(木)

2020年08
339 月15日 午後3時10分頃
(土)

－

－

－

NTTファイナンス（実在する企業）になりすまして，架空の未納料金
の支払いを要求するショートメールが，多数確認されています。支払
うための電話連絡を求めるもので，電話した人に「裁判になる」など
と告げ，お金を騙し取る手口です。
【注意点】
★NTTファイナンスは，ショートメールで未納料金の通知をすること
はありません。
★絶対に電話しないでください。
※誰にでも届くおそれがあります。家族や知人等と情報を共有して
被害防止に努めましょう。

30～40歳代位，身長175ｃｍ
位，小肥り，坊主が伸びた感
店舗内 じ，黒色か紺色のＴシャツ，黒
色か紺色の長ズボン着用

《姶良市で不審者事案》
女子中学生が買い物中，後方から女子中学生のキュロットス
カート内に手を伸ばしてかがんでいる状態の男に気づきまし
た。

20歳代，やせ型，黒髪短髪，
キャップ，半袖上衣，半ズボン
国分駅から鹿児島中央駅に
列車内 着用
向かう列車内

《列車内での不審者事案》
女性が，列車に乗車し座席に座っていたところ，周りが空席だ
らけであったにも関わらず，見知らぬ男が女性の側に座り，身
体を寄せてきました。

姶良市西餠田

鹿児島市中町1番

2020年08
340 月17日 午後3時35分頃
(月)

鹿児島市池之上町20番

2020年08
341 月17日 午後4時頃
(月)

日置市伊集院町猪鹿倉の
商業施設駐車場

30歳代，身長170ｃｍ位，青色 《鹿児島市で声掛け事案》
半袖上衣，黒色長ズボン，黒 女子高校生が買い物中，見知らぬ男から「かわいいね」などと
声を掛けられました。
店舗内 縁眼鏡，黒色ニット帽着用

路上

40歳位，身長170ｃｍ位，中
《鹿児島市で公然わいせつ事案》
肉，白っぽい作業服風上衣， 女子高校生4名が，路上で下半身を露出していた男を目撃しま
白っぽいズボン着用，頭部に した。
白いタオルを巻く

70歳位，身長160ｃｍ位，やせ 《日置市で不審者事案》
型，着衣不明，黒色か茶色の 女子中学生と小学生女児の2人の後ろで「カシャ」というシャッ
ター音が聞こえた後，カメラ様の物を持った男が2人の横を通
駐車場 ハット帽着用
り過ぎて行きました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

342

発生日

発生時間

2020年08
①午前11時30分頃
月18日
②午後2時30分頃
(火)

2020年08
343 月18日 午前8時45分頃
(火)

2020年08
344 月18日 午後5時20分頃
(火)

発生場所

－

鹿児島市唐湊4丁目

鹿児島市泉町の公園内

2020年08
345 月17日 午後9時30分頃
(月)

薩摩川内市矢倉町の県道
脇

2020年08
346 月17日 午後4時30分頃
(月)

鹿児島市吉野町 海水浴場
付近

2020年08
347 月18日 午前10時10分頃
(火)

2020年08
348 月18日 午後9時20分頃
(火)

2020年08
349 月20日 午前7時20分頃
(木)

2020年08
350 月20日 午前7時40分頃
(木)

2020年08
351 月21日 午後1時40分頃
(金)

2020年08
352 月21日 午前11時頃
(金)

鹿児島市吉野町柿之迫

鹿児島市 宇宿1丁目電停

鹿屋市寿4丁目4番

形態

－

路上

公園

路上

路上

路上

電停

路上

犯人像

－

20歳位，身長160ｃｍ位，小肥
り，パーマが掛かっている，紺
色長袖パーカー，青色短パン
着用，紺色リュックサック

日置市伊集院町徳重3丁目

出水市中央町

2020年08
353 月21日 午後5時10分頃
(金)

鹿児島市紫原2丁目40番

2020年08
354 月21日 午前8時頃
(金)

宇宿駅付近を走行中の列
車内

355

2020年08
月21日 午後8時頃
(金)

鹿児島市城山町13番

356

2020年08
月20日 午後8時55分頃
(木)

鹿児島市JR谷山駅から喜
入駅を走行中の列車内

要

《鹿児島市で盗撮事案》
女性が通行中，足の後ろ付近に何か当たる感覚がしたため振
り返ったところ，後方にいた男がスマートフォンを持って走って
逃げていきました。

年齢・身長・体格不明・薄い
《鹿児島市で声掛け事案》
髪，水色半袖Ｔシャツ，黒色長 小学生女児が公園で家族の迎えを待っていたところ，見知ら
ズボン着用
ぬ男から「お母さんが来ないなら，うちに泊まりにおいで。」と
声を掛けられました。
年齢・頭髪不明・身長160ｃｍ 《薩摩川内市で不審者事案》
位，中肉，黒っぽいフード付き 女性が車で帰宅中，服の下に付けた女性用下着を露出して
パーカー，色不明のズボン着 立っている男を目撃しました。
用，フードを被る
年齢不明，身長175cm位，中 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
肉，白色長袖シャツ，ベージュ 女子中学生2人と女性1人が，路上で下半身を露出している男
色の長ズボン着用，頭部に青 を目撃しました。
色タオルを巻く
60歳代，身長165cm位，黒色 《鹿児島市で不審者事案》
短髪，やせ型，上衣不明，長 女子中学生が横断歩道を渡っていたところ，対向から来た男
ズボン着用
が，すれ違いざまに持っていた横断歩道用の横断旗を振り回
してきました。
20歳代後半～30歳代前半， 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
身長170cm位，やせ型，黒色 女性が1人で市電を待っていたところ，近づいて来た男が目の
短髪，黒色半袖Tシャツ，黒色 前に立ったので，顔を上げたら，下半身を露出していました。
ズボン着用
25～35歳位，身長175～
180cm位，やせ型，パーマ風
茶髪，Tシャツ，黒色短パン着
用
30歳代，身長175cm位，中
肉，着衣不明

肝属郡東串良町池之原

概

《家電量販店をかたる不審電話発生！》
本日（8/18），鹿児島市内で，実在する家電量販店を名乗る人
物が，商品を買っていないかと尋ね，「クレジットカードを止め
た方がいい」などと語る不審な電話が数件入っています。
先月発生した，家電量販店と警察官をかたり，キャッシュカード
を騙し取ろうとする手口のうそ電話詐欺と同一の可能性が大
です。
★電話があったら，相手にせず，すぐ切って，家族や警察に相
談してください。
★すぐに，家族や知り合いに知らせてください。

路上

《鹿屋市で声掛け事案》
女子中学生が1人で登校中，見知らぬ男から「今から時間あ
る」等と声を掛けられました。女子中学生がきっぱり断り，その
まま先に進むと，同じ男が先回りで待ち伏せしており「また会
いましたね。時間ありますか。」と声を掛けてきました。
《東串良町で不審者事案》
女子高校生が1人で帰宅中，見知らぬ男に「こんにちは，彼氏
いるの」などと声を掛けられ，突然身体を触られました。

40歳代，身長160cm位，小肥 《日置市で公然わいせつ事案》
り，額部分が薄い，白色と灰 女性が，店舗中央の通路を正面から歩いて来る男を見たとこ
ろ，その男はズボンから下半身を露出していました。
店舗内 色の縦縞模様の半袖Tシャ
ツ，黒色様のズボン着用

路上

路上

50～60歳位，やせ型，白髪交 《出水市で声掛け事案》
じりの黒髪，半袖シャツ，黒色 女子中学生が2人で登校中，見知らぬ男からすれ違いざまに
系半ズボン着用，自転車使用 制服のネームに書かれている名前を見られ，その女子中学生
の名前を呼び「バイバイ」と声を掛けてきました。
60～70歳代，白髪交じり，白 《鹿児島市で暴行事案》
色ハット帽，黒色サングラス， 小学生男児が2人で帰宅中，見知らぬ男が傘でそれぞれの男
白色ジャケット，黒色スラック 児の身体を２～３回叩き，そのまま走って逃げました。
ス着用，黒色傘所持

30歳代後半位，身長170cm
位，肥満，黒髪短髪，蛍光緑
列車内 のTシャツ，ベージュ長ズボ
ン，黒色スニーカー着用

《鹿児島市列車内で声掛け事案》
女子高校生が列車に乗車中，見知らぬ男から「可愛いね」「学
校はどこ」「名前はなに」「部活は何をしているの」などと声を掛
けられ，この後，男から「頑張ってください」と手を差し出されま
した。
30歳代位，身長・体格・着衣 《鹿児島市で声掛け事案》
不明，短髪，自転車使用
男子高校生が自転車で帰宅途中，自転車に乗った見知らぬ男
から「こんばんは」と声を掛けられました。高校生が「こんばん
路上
は」と返し通り過ぎたところ，男は「おい，待て，こらっ」と怒鳴っ
て追いかけてきました。
40～50歳，身長不明，黒髪，T 《鹿児島市列車両内で声掛け事案》
シャツ，短パン
女子高校生が1人で列車に乗車中，見知らぬ男が平川駅で乗
車し横の座席に座り込み，「昨日も会ったね。頑張ってね。」等
列車内
と声を掛けられ，手を差し出されました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

357

発生日

発生時間

2020年08
月22日 午前9時30分頃
(土)

発生場所
鹿児島市玉里団地3丁目45
番

2020年08
358 月22日 午前10時30分頃
(土)

鹿児島市吉野町帯迫の交
差点近く

2020年08
359 月23日 午後7時頃
(日)

鹿児島市中央町13番地付
近

2020年08
360 月23日 午後9時頃
(日)

2020年08
361 月22日 午後9時45分頃
(土)

2020年08
362 月23日 午後10時40分頃
(日)

2020年08
363 月25日 午前7時50分頃
(火)

2020年08
364 月24日 午前6時25分頃
(月)

2020年08
365 月24日 午後7時頃
(月)

2020年08
366 月27日 午後11時45分頃
(木)

2020年08
367 月28日 午前10時45分頃
(金)

2020年08
368 月27日 午後7時30分頃
(木)

369

2020年08
月28日 午前10時30分頃
(金)

2020年08
370 月28日 午後2時30分頃
(金)

2020年08
371 月29日 午後3時50分頃
(土)

2020年08
372 月31日 午前7時15分頃
(月)

薩摩川内市平佐町の店舗

鹿児島市下荒田3丁目35番

鹿児島市新屋敷町2番

霧島市牧園町宿窪田の国
道

出水市境町

鹿児島市谷山中央2丁目

鹿児島市新屋敷町16番地

鹿児島市紫原6丁目38番

形態

路上

路上

路上

路上

路上

路上

路上

路上

路上

路上

路上

鹿児島市城山町4番西郷隆
盛銅像付近

路上

鹿児島市平之町11番

鹿屋市今坂町

概

要

40歳位，身長175cm位，小肥 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
り，黒系短髪，白色半袖シャ 女子中学生2人が，路上で下半身を露出していた男を目撃しま
ツ，白色半ズボン着用，頭に した。
白いタオルを巻く
20歳代～30歳代位，身長
《鹿児島市で公然わいせつ事案》
165cm位，中肉，黒髪，オレン 女性が1人で通行中，下半身を露出した男を目撃しました。
ジ色のTシャツ着用

20歳代，身長160cm位，やせ 《薩摩川内市で公然わいせつ事案》
型，黒系Tシャツ，黒系半ズボ 女性2人が，窓の外に下半身を露出して立っている男を目撃し
ました。
駐車場 ン着用

鹿屋市寿7丁目8番

鹿児島市薬師1丁目22番

犯人像

40～50歳代位，身長・頭髪不 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
明，中肉，白色Tシャツ，ベー 女子中学生2人が，路上で下半身を露出し，手を振っている男
ジュ色のズボン着用，頭に白 を目撃しました。
いタオルを巻く

路上

路上

公園

40歳代，身長170cm位，中肉,
金髪，黒色半袖Tシャツ（英文
字のロゴ入り），黒色のハーフ
パンツ着用，頭に黒色タオル
を巻く
30～40歳位，身長170cm位，
小肥り，黒色ポロシャツ，青色
ジーパン着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生が1人で帰宅中，突然後ろから男に抱きつかれま
した。

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性がランニング中，下半身を露出している男を目撃しまし
た。

30～40歳代，中肉，茶色短
《霧島市で声掛け事案》
髪，黒色と白色の縦縞模様の 小学生男女3人が通行中，対向してきた車に乗った男から，突
長袖アンダーウェア，白色軽 然「おいっ」と声を掛けられました。
自動車使用
30～40歳代，身長・体格不
《出水市で不審者事案》
明，短髪（天然パーマ風），半 小学生女児が1人で帰宅中，車に乗った見知らぬ男から，女児
袖Tシャツ着用，黒色乗用車 の顔をのぞき込むように見られました。
使用
20歳位，身長170cm位，やせ
型，黒髪，長袖ジャージ(黒色
と白色のツートン)，黒色
ジャージ(ふくらはぎ部分にオ
レンジのライン入り)着用
20歳代後半位，身長170cm
位，中肉，黒髪短髪，黒色半
袖Tシャツ，短パン(白色と灰
色の迷彩柄)着用

《鹿児島市で盗撮事案》
女性が帰宅中，後ろから足音が聞こえたため，振り返ったとこ
ろ，男がスマートフォンを持って，女性のスカート内をのぞき込
むようにしゃがんでいました。
《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性が帰宅中，下半身を露出している男を目撃しました。

45～50歳位,身長170～175cm 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
位,中肉,白色タオルを頭に巻 女子中学生が3人で談笑中，下半身を露出してニヤニヤしてい
いている,黒縁眼鏡,白色半袖 る男を目撃しました。
シャツ,黒色長ズボン着用
30～40歳位,身長170cm位,中 《鹿屋市で声掛け事案》
肉,短髪,黒色Tシャツ,黒色長 女子高校生が1人で運動のため歩いていたところ,向かい側か
ズボン着用
ら歩いてきた見知らぬ男が突然反転し,女子高校生の隣にきて
「警戒してますね。ジョギング中ですか。高校はどこ？」などと
声を掛けられました。
40～50歳代,身長160cm位,中 《鹿児島市で声掛け事案》
肉,長髪,服装不詳
女性がアルバイト先に行くために歩いていたところ，男から「こ
んにちは」と声を掛けられました。この男は,3日前にも声を掛け
てきた男であったことから,女性は走って逃げました。
30～40歳位,身長170cm位,小 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
肥り,頭に白いタオルを巻く,白 公園にいた複数人の女子中学生が,下半身を露出した男を目
色マスク,白色半袖シャツと黒 撃しました。
色スラックス
30～40歳位,身長170cm～
《鹿児島市で公然わいせつ事案》
175cm位,中肉,黒色Tシャツ,茶 女性2人が，歩道で下半身を露出している男を目撃しました。
色チノ・パンツ着用,頭に白い
タオルを巻く
20歳代,黒髪の天然パーマ,迷 《鹿屋市で声掛け事案》
彩柄のズボン着用,オートバイ 女子中学生が1人で通行中，見知らぬ男から「可愛いね，ハグ
使用
させてもらっていい？付き合って」等と声を掛けられました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

発生日

発生時間

発生場所

形態

犯人像

概

要

《電子マネーの購入を求めるうそ電話詐欺に注意》

373

2020年08
月31日
(月)

－

2020年08
374 月31日 午後8時45分頃
(月)

2020年09
375 月01日 正午頃
(火)

－

鹿児島市桜ヶ丘4丁目 公
園内

垂水市上町 交差点付近

2020年09
376 月01日 午後6時50分頃
(火)

霧島市牧園町高千穂

2020年09
377 月01日 午後9時50分頃
(火)

鹿児島市上福元町永田川
近く

2020年09
378 月03日 午後3時25分頃
(木)

鹿児島市常盤2丁目11番

2020年09
379 月03日 午後7時20分頃
(木)

鹿児島駅から竜ヶ水駅間を
走行中の列車内

2020年09
380 月03日 午後4時30分頃
(木)

2020年09
381 月05日 午前零時15分頃
(土)

2020年09
382 月04日 午後7時5分頃
(金)

2020年09
383 月04日 午後6時30分頃
(金)

2020年09
384 月04日 午後8時頃
(金)

鹿児島市武1丁目7番

鹿児島市中山町

曽於郡大崎町菱田

鹿児島市上之園町4番

隼人駅から鹿児島駅間を走
行中の列車内

2020年09
月07日 午後4時頃
(月)

鹿児島市吉野町帯迫の公
園付近

2020年09
386 月07日 午後5時20分頃
(月)

鹿児島市吉野町帯迫の公
園付近

385

2020年09
387 月08日 午後3時頃
(火)

鹿児島市上本町15番

－

公園

路上

路上

路上

路上

－

うそ電話詐欺のだましの手段として,コンビニエンスストア等で電子マ
ネーを買うよう指示する手口が増えています。
購入した電子マネーの番号(記号)を聞き取って権利をだまし取るも
のです。うその未払い金請求や，うその宝くじ等当選の手数料請求
など,いろいろな口実で現金振り込みに代わって電子マネー購入を
指示しています。
★知らない電話で「電子マネーを買って」は，詐欺だと思って！
★幅広い年齢層の方が被害に遭うおそれがあります。
★知り合いにも知らせてください。

20歳代，身長170cm位，中
肉，黒髪のショートカット，白
色Tシャツ着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が1人で通行中，見知らぬ男から「身体を触らせてくださ
い。」等と卑わいな言葉を掛けられました。

30～40歳位，身長160cm位，
やせ型，白色長袖Tシャツ（手
首に青色ライン入り），黒色長
袖ジャンパー（腕まくり），黒色
長ズボン，黒色マスク着用
60歳代，中肉，白髪交じり短
髪，四角縁の眼鏡，作業着を
着用，灰色軽自動車使用

《垂水市で声掛け事案》
小学生男児が1人で下校中，見知らぬ男から「ねぇ，ねぇ，ゲー
ム機あげるから家においで。」と声を掛けられました。

《霧島市で声掛け事案》
女子中学生が下校中，後方から来た車に乗った男に「何して
いるの？」と声を掛けられました。

20歳代後半位，身長170cm
《鹿児島市で不審者事案》
位，中肉，黒髪短髪，黒系
女性が1人で帰宅中，接近してきた自転車乗りの男から身体を
スーツの上衣，黒系スラックス 触られました。
着用，自転車使用
40～50歳代，身長160～
《鹿児島市で不審者事案》
165cm位，やせ型，黒色短
小学生女児が1人で下校中，見知らぬ男が何か言いながら近
髪，水色長袖シャツ，Gパン着 付いてきました。
用

30歳位，身長不明，肥満，黒 《列車内で不審者事案》
髪のオールバック，白色上
女性が座席に座って乗車中，通路に立っていた見知らぬ男か
ら執拗に身体を押し当てられました。
列車内 衣，紺色下衣着用

路上

25～30歳位，身長165～
170cm位，中肉，黒髪短髪，
紫色の長袖Tシャツ，ベージュ
色の長ズボン着用，黒色
リュック
年齢・身長・体格・髪型・服装
等不明

《鹿児島市で声掛け事案》
女子高校生が3人で下校中，見知らぬ男に「携帯電話番号を
教えてほしい。」などと声を掛けられました。

住宅

《鹿児島市でのぞき見事案》
女性が自宅で入浴中，風呂場の窓から浴室内をのぞいている
見知らぬ男に気がつきました。

河口付近

《野犬の徘徊に対する注意情報》
釣り人が野犬5頭位に追いかけられるという事案が発生しまし
た。

路上

-

20歳位，身長170cm位，体格 《鹿児島市で不審者事案》
不明，眼鏡，スポーツ刈り，緑 男子中学生が1人で帰宅中，見知らぬ男から後をつけられまし
色Tシャツ，黒系長ズボン着 た。その後，男が「おーい。」と声を掛けてきました。
用，自転車使用

40歳代位，身長不明，小肥
り，短髪で薄毛，白色Tシャ
列車内 ツ，下衣不明

路上

路上

路上

《列車内で声掛け事案》
女子高校生が1人で列車に乗車中，見知らぬ男から「高校生
かな，頑張ってね。」などと声を掛けられました。

10歳代後半位，身長不明，や 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
せ型，黒髪短髪，黒色半袖T 女性2人が談笑中，マウンテンバイクに跨がった男が路上で下
シャツ，黒色短パン（左太もも 半身を露出しているのを目撃しました。
付近に白色の英文字入り）着
用，黒色マウンテンバイク使
用
50歳代位，身長・着衣不明， 《鹿児島市で不審者事案》
小肥り，黒髪のやや薄毛，
女子高校生が1人で散歩中，車に乗った知らない男から後をつ
ベージュ系の普通乗用自動車 けられました。
使用
30～40歳代位，身長170cm
位，中肉，赤いジャケット，白
いズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が下校中，見知らぬ男から「お父さんとお母さんの
ところに連れて行くよ。飴をあげるから。」と声を掛けられまし
た。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

388

発生日

発生時間

2020年09
月08日 午後4時10分頃
(火)

発生場所
霧島市隼人町西光寺 農協
付近

2020年09
389 月08日 午後6時45分頃
(火)

伊佐市大口木ノ氏

2020年09
390 月08日 午後5時55分頃
(火)

鹿児島市武岡2丁目24番付
近

2020年09
391 月09日 午後3時10分頃
(水)

鹿屋市上谷町16番

2020年09
392 月09日 午後7時40分頃
(水)

郡元駅から南鹿児島駅間を
走行中の列車内

2020年09
393 月09日 午前7時30分頃
(水)

鹿児島市吉野町 県道215
号線沿い

2020年09
394 月10日 午前7時30分頃
(木)

2020年09
395 月09日 午後4時15分頃
(水)

2020年09
396 月10日 午後5時10分頃
(木)

2020年09
397 月10日 午後8時40分頃
(木)

398

399

2020年09
月10日
(木)

-

2020年08
月28日 午前11時頃
(金)

2020年09
400 月10日 午後4時25分頃
(木)

401

2020年09
月12日 午前7時15分頃
(土)

霧島市国分清水2丁目4番

出水市下鯖町

薩摩川内市中村町

鹿児島市玉里町19番

-

-

肝属郡東串良町池之原

鹿児島市中央町1番地1JR
鹿児島中央駅改札口前

形態

路上

路上

犯人像
70歳代位，身長・体格・服装
不明，ショートカット，濃い灰色
の軽ワンボックスタイプの車を
使用，70歳代位の男性が運
転
40～50歳位，身長・体格・服
装不明，スキンヘッド様，白色
自動車使用

20歳前後位，身長170cm位，
やせ型，黒髪マッシュルーム
敷地内 カット，グレー色のTシャツ，グ
レー色のGパン，黒色マスク着
用
70～80歳代位，身長不明，中
肉，白髪交じりの短髪，黒色
路上 長袖シャツ着用，黒色の普通
乗用自動車使用

鹿児島市中央町1番地1JR
鹿児島中央駅西口下りエス
カレーター前

要

《伊佐市でつきまとい事案》
男子中学生が1人で帰宅中，車に乗った男に後をつけられまし
た。

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性が，下半身を露出した男を目撃しました。

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生男児が3人で下校中，車に乗った見知らぬ男から「お菓
子いらない？」と声を掛けられました。

60歳代位，身長170cm位，小 《列車内で声掛け事案》
肥り，短髪の薄毛，白色チェッ 女子高校生が1人で列車に乗車中，見知らぬ男から「高校生で
列車内 クシャツ，ベージュ色ズボン着 すか。」と声を掛けられ，手を差し出されました。
用

路上

50～60歳位，身長160～
《鹿児島市で不審者事案》
170cm位，やせ型，白髪交じり 小学生女児が2人で登校中，見知らぬ男にスマートフォンのカ
の短髪，黒縁眼鏡，上衣不
メラを向けられました。
明，灰色スラックス着用

路上

60～70歳位，身長・体格・着 《霧島市でつきまとい事案》
衣不明，スキンヘッド，白色の 女子中学生が1人で登校中，車に乗った知らない男からスマー
軽トラック使用
トフォンを向けられ，後をつけられました。

路上

40歳代，身長不明，中肉，黒 《出水市で声掛け事案》
色長袖シャツ着用，黒色の軽 小学生男児が1人で下校中，車に乗った見知らぬ男から「車に
自動車使用
乗っていかない。」などと声を掛けられました。

年齢・体格不明，身長160cm 《薩摩川内市で不審者事案》
位，黒髪短髪，黒色Tシャツ， 小学生女児が見知らぬ男から突然手首を掴まれました。
敷地内 紺色長ズボン，白マスク着用

路上

-

-

路上

駅

30～40歳代位，身長不明，中 《鹿児島市で声掛け事案》
肉，坊主頭，黒色半袖Tシャツ 女子高校生が1人で帰宅中，車に乗った見知らぬ男から，言葉
着用，黒色SUVタイプの自動 は分かりませんが，声を掛けられ，手招きをされました。
車使用

-

-

駅

《市役所や金融機関の職員をかたる「うそ電話詐欺」に注意!》
9月10日，県内で発生!
市役所や金融機関の職員を語る人物から電話が入り，「払戻
金がある。」「キャッシュカードを切り替えないと使えなくなる。」
などと言って，言葉巧みに暗証番号を聞き出した上，訪れた犯
人がキャッシュカードを直接だまし取る手口です。
※県内各地に，波及するおそれがありますので注意してくださ
い。
《曽於市で行方不明事案》
【年齢，性別】78歳，女性
【身体特徴】身長153cm，やせ型，白髪交じりのショートカット
【行方不明の状況】自宅から散歩に出かけたまま行方不明に
なっています。

20歳代，小肥り，黒色短髪，レ
ンズが黒系の眼鏡，黒色半袖
下に黒色長袖着用，黒色乗用
車使用

《東串良町で声掛け事案》
小学生男児が下校中，後方から来た車に乗った男が歩行中の
男児の横に付け「お金，今，持ってる。」などと声を掛けました。
男児が「持っていません。」と返事をすると，さらに男は「飴あげ
ようか。」と声を掛けてきました。
30歳位，身長160cm位，長髪 《鹿児島市でちかん事案》
のストレート，小肥り，白色長 女子高校生が登校中，友人を待っていたところ，後ろを通り過
袖シャツ，長ズボン，眼鏡着 ぎた男から，身体を１回触られました。
用
茶色の革靴着用他不詳

2020年09
402 月12日 午前7時20分頃
(土)

概

《霧島市で声掛け事案》
小学生女児が1人で下校中，車の助手席に乗った女から「飴を
あげるから車に乗らんね。」と声を掛けられました。

《鹿児島市でちかん事案》
女子高校生が友人らと登校中，後ろにいた男から身体を触ら
れました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

403

発生日

発生時間

2020年09
月11日 午前6時50分頃
(金)

2020年09
404 月11日 午前7時20分頃
(金)

発生場所
鹿児島市谷山中央6丁目4
番 公園付近

鹿児島市和田2丁目11番

2020年09
405 月11日 午後1時50分頃
(金)

鹿児島市武1丁目9番

2020年09
406 月13日 午後4時40分頃
(日)

鹿児島駅から重富駅の間を
走行中の列車内

407

2020年09
月10日 午後5時20分頃
(木)

2020年09
408 月13日 午後3時30分頃
(日)

薩摩川内市中村町

鹿児島市下荒田2丁目45番

2020年09
409 月15日 午前7時50分頃
(火)

鹿屋市札元1丁目12番

2020年09
410 月14日 午後7時頃
(月)

出水市五万石町 県道369
号沿い

2020年09
411 月15日 午後4時20分頃
(火)

鹿児島市川上町 稲荷川近
く

412

2020年09
月14日 午前10時頃
(月)

－

2020年09
413 月16日 午後3時15分頃
(水)

鹿児島市上之園町

2020年09
414 月16日 午前8時頃
(水)

姶良市加治木町木田 青果
市場付近

2020年09
415 月18日 午前7時45分頃
(金)

出水市向江町22番付近

2020年09
416 月16日 午後6時頃
(水)

鹿屋市寿5丁目20番～鹿屋
市寿6丁目付近

2020年09
417 月18日 午後5時5分頃
(金)

鹿児島市南郡元町19番付
近

2020年09
418 月14日
(月)

－

－

形態

路上

路上

路上

犯人像

概

要

40～60歳代，身長160～
《鹿児島市で公然わいせつ事案》
170cm位，中肉，黒色系キャッ 女子高校生が1人で登校中，下半身を露出している男を目撃し
プ帽，長袖Tシャツ，黒色か茶 ました。
色の長ズボン着用
50歳位，身長170cm弱位，小 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
肥り，黒色系キャップ帽，黒色 女子中学生が1人で登校中，下半身を露出している男を目撃し
半袖Tシャツ，黒色のズボン着 ました。
用，黒色の手提げバッグ
10代後半～30代後半位，身 《鹿児島市で声掛け事案》
長160cm位，小肥り，黒色のく 女性が1人で通行中，見知らぬ男に「携帯電話番号を交換しま
せ毛（前髪が長い），青色
せんか。」などと声を掛けられました。
チェックシャツ着用

40歳代位，身長不明，小肥
《列車内で不審者事案》
り，紺色キャップ帽，紺・白・灰 女子高校生が2人で列車に乗車中，向かいの席に座っていた
列車内 色の3色が入った半袖シャツ 見知らぬ男からカメラ様の物を向けられました。
（中に黒色Tシャツ），白色8分
丈のズボン着用
《薩摩川内市における不審者事案の解決》
9/10（木）,薩摩川内市中村町の敷地内における不審者事案が
ありましたが，その後，事件性がなかったことが判明しました。
敷地内
－
30歳前半位，身長170cm位， 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
やせ型，青色キャップ帽，黒 小学生女児が3人で通行中，女児らの方を向いて下半身を露
出している男を目撃しました。
敷地内 色短髪，薄い灰色の半袖T
シャツ，緑色の短パン着用

路上

40歳位，身長不明，中肉，少
し白髪交じりの長髪，眼鏡，白
色シャツにネクタイ着用，紺色
の軽自動車使用

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生女児が1人で登校中，車に乗った見知らぬ男から「学校
に間に合わないから送っていこうか。」などと声を掛けられまし
た。

身長・年齢・着衣等不明，や
せ型，自転車使用

《出水市でつきまとい事案》
女子高校生が帰宅中，自転車に乗った男から，先回りして待
ち伏せされる等つきまとわれました。

路上

路上

－

路上

路上

路上

路上

路上

－

60～70歳位，身長不明，やせ 《鹿児島市で声掛け事案》
型，白髪の短髪，灰色Tシャツ 小学生男女の児童が2人で下校中，車に乗った見知らぬ男か
着用，濃い緑色の軽自動車を ら「車に乗らないね。」と声を掛けられました。
使用

－

《薩摩川内市で行方不明事案》
【年齢】83歳，女性
【身体特徴】身長152cm，小肥り，白髪交じりのショートカット，
ワンピース（色不明），水色サンダル
【行方不明の状況】自宅から外出したまま行方不明となってい
ます。

40歳代位，身長170cm位，中 《鹿児島市でつきまとい事案》
肉，青色の帽子，青色の半袖 小学生女児が2人で下校中，見知らぬ男からつきまとわれまし
シャツ，青色の長ズボン着
た。女児らが近くの敷地内に入ると，男は立ち去りました。
用，青色の傘を所持
40～60歳位，身長160～
170cm位，中肉，短髪，紺色
キャップ帽，紺色半袖シャツ，
紺色半ズボン着用，肩掛け
バッグ
40歳代位，身長・髪型不明，
中肉，黒色系のラフな印象の
上衣，白色のSUVタイプの自
動車使用，望遠レンズ付きの
黒色カメラ所持
30歳位，小肥り，黒色短髪，
眼鏡かけ，黒色系上衣着用，
パステルグリーン色の軽乗用
車使用

《姶良市で公然わいせつ事案》
女子高校生が登校中,下半身を露出している男を目撃しまし
た。

20～30歳代，身長160cm位，
やせ型，毛量多いボサボサ
頭，黒縁眼鏡かけ，白色に上
下紺か黒色スーツ着用，茶色
の紙袋所持

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が2人で立ち話をしていたところ，見知らぬ男に「携
帯電話番号を交換しませんか。」などと2回声を掛けられまし
た。

－

《出水市で不審者事案》
女子高校生が2人で登校中，停車中の車の横を通りすぎる
際，見知らぬ男からカメラで撮影されました。
周辺では，同様のカメラで撮影される事案が発生しています。
《鹿屋市でつきまとい事案》
女性が帰宅中，車に乗った見知らぬ男につきまとわれました。

《薩摩川内市における行方不明事案の解決》
9／14(月)から行方不明となっていた女性は，無事発見されま
した。ご協力ありがとうございました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

419

発生日

発生時間

2020年09
月20日 午後5時30分頃
(日)

2020年09
420 月23日 午後5時頃
(水)

2020年09
421 月25日 午前7時35分頃
(金)

2020年09
422 月25日 午後3時20分頃
(金)

2020年09
423 月26日 午後4時10分頃
(土)

2020年09
424 月26日 午前零時50分頃
(土)

2020年09
425 月27日 午後2時30分頃
(日)

426

2020年09
午後9時頃～
月27日
翌午前6時頃の間
(日)

2020年09
427 月28日 午後7時頃
(月)

2020年09
428 月29日 午後7時頃
(火)

2020年09
429 月29日 午後4時30分頃
(火)

2020年09
430 月30日 午前10時40分頃
(水)

発生場所

出水市向江町付近

阿久根市赤瀬川寺山入口
交差点付近

南九州市頴娃町

曽於市末吉町上町7丁目

鹿児島市西千石町1番

鹿児島市桜ヶ丘4丁目19番

鹿児島市明和3丁目27番

鹿児島市内

鹿児島市坂之上7丁目6番

鹿児島市草牟田2丁目

南九州市川辺町

鹿屋市札元1丁目18番

形態

路上

路上

路上

路上

路上

路上

路上

路上

要

50歳代位，身長・体格・頭髪・ 《阿久根市で声掛け事案》
服装等不明，シルバー色の軽 小学生男児が1人で帰宅中，車から降りてきた見知らぬ男に
トラック使用
「君1人か。」「飴食べるか。」などと声を掛けられました。

30～40歳位，身長不明，中
肉，白髪が多めのボサボサ
髪，灰色のTシャツ，デジタル
カメラ所持，白色の軽自動車
使用
50歳代，150cm位，小肥り，
白っぽい服，長ズボン着用，
前カゴ付き

《南九州市で不審者事案》
小学生児童が5人で登校中，停車している車に乗った見知らぬ
男からデジタルカメラを向けられました。

《曽於市で声掛け事案》
小学生男児が下校中，自転車を押した見知らぬ女から「アイス
クリームをあげるからこっちおいで。」などと声を掛けられまし
た。

身長170～175cm位，中肉，黒 《鹿児島市でちかん事案》
色の長袖Tシャツ，黒色の長 女性が1人で帰宅途中，突然，後ろから，男に身体を触られま
ズボン着用，白色のタオルを した。
頭に巻く
20～30歳位，やせ型，黒髪短 《鹿児島市で声掛け事案》
髪，紺色Tシャツ着用，黒色の 女子中学生が1人で通行中，車に乗った見知らぬ男から「1人
普通乗用車使用
で大丈夫？遊びに行かない？」等と声を掛けられました。

－

《鹿児島市で行方不明事案》
【身体特徴】年齢88歳，男性，身長145cm位，やせ型，薄い頭
髪，紺色長袖ジャージ(上衣)，緑色と黒色のチェック柄ベスト，
青色長ズボン，白色運動靴着用
【行方不明の状況】
自宅から行方不明となっています。

40歳位，身長170ｃｍ位，やせ 《鹿児島市で声掛け事案》
型，野球帽，長袖シャツ，長ズ 男子中学生が1人で下校中，突然，見知らぬ男が両手を広げ
ボン着用
男子中学生の前にたちふさがり「ごめん，ごめん，左側を歩き
なさい」等と声を掛けました。

30～40歳位，身長・体格不
明，黒色短髪，眼鏡（細いフ
店舗内 レーム），灰色半袖Tシャツ，
長ズボン着用，白色の軽自動
車使用
60歳位，身長170cm位，やせ
型，頭頂部が禿げている，眼
路上 鏡，青色半袖Tシャツ，薄茶色
の長ズボン着用，一眼レフカメ
ラ所持

《鹿児島市でつきまとい事案》
女性が買い物中，見知らぬ男からつきまとわれました。その
後，女性が退店し車で帰宅する際，男も車で女性の後を付い
てきました。

80歳代前半，身長165cm位，
中肉，黒色野球帽，黒色と白
敷地内 色のチェック柄の襟付きシャ
ツ，グレーの半ズボン着用，
白色の軽トラック使用
30～50歳代位,身長170cm位,
やせ型,スキンヘッド,眼鏡もし
路上 くはサングラス,上下黒色スー
ツ着用,白色の軽自動車使用

《鹿屋市で公然わいせつ事案》
女性が,店舗敷地内で,下半身を露出して立っている男を目撃し
ました。

鹿屋市西原2丁目2番

2020年09
432 月30日 午後3時30分頃
(水)

志布志市志布志町帖 県道
499号沿い

2020年09
433 月30日 午後3時30分頃
(水)

志布志市志布志町帖 県道
499号沿い

路上

いちき串木野市生福

路上

2020年09
月30日 午後4時頃
(水)

概

20歳代，身長180cm位，やせ 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
型，坊主様の髪型，右手に棒 女性が，女子トイレ内で，下半身を露出している男を目撃しま
した。
建物内 の様な物を所持

2020年09
431 月28日 午後6時30分頃
(月)

434

犯人像

20～30歳代，身長170cm位， 《出水市でのぞき事案》
中肉，黒髪，着衣不明
女子高校生2人が，脱衣所でそれぞれ服を着脱していたとこ
ろ，男が脱衣所の高窓の外から網戸越しに白色系のスマート
フォンを向けていることに気がつきました。

路上

《南九州市で声掛け事案》
小学生児童が2人で下校中，見知らぬ男に「彼岸花を撮ってい
るんだ。綺麗だよね。君たちの写真も撮っていい。」などと声を
掛けられました。児童らが断り切れず写真を撮られた後，男は
立ち去りました。

《鹿屋市で不審者事案》
女子中学生が1人で帰宅中，車から降りてきた男が近付いて
来ました。

《志布志市で声掛け事案》
小学生男女が3人で下校中,見知らぬ男に「写真を撮らせて。」
40歳代位,身長160～170cm
位,中肉,上下黒色系の服装,一 と声を掛けられました。
眼レフカメラを2台所持
《志布志市における声掛け事案の解決》
9/30(水),小学生男女が3人で下校中,見知らぬ男に「写真を撮
らせて。」と声を掛けられた事案がありましたが,その後,事件性
－
がなかったことが判明しました。ご協力ありがとうございまし
た。
40歳位,身長175cm位,中肉,白 《いちき串木野市で声掛け事案》
髪交じり,黒色の半袖シャツ,白 小学生女児が1人で下校中,地図の様な物を手に持った見知ら
色の長ズボン着用,黒色のビ ぬ男から「道を教えて。」と声を掛けられました。
ジネスバッグ,地図様の物を所
持

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

435

発生日

発生時間

2020年10
月03日 午前7時40分頃
(土)

2020年10
436 月03日 午後7時頃
(土)

2020年10
437 月01日 午後6時20分頃
(木)

438

2020年10
月01日 午後3時30分頃
(木)

発生場所

鹿屋市打馬2丁目9番

鹿児島市荒田1丁目29番

霧島市国分中央1丁目26番

薩摩川内市平佐町

2020年10
439 月04日 午後5時5分頃
(日)

鹿児島市宇宿3丁目 脇田
電停付近

2020年10
440 月04日 午後4時40分頃
(日)

鹿児島市郡元町16番 公園
付近

2020年10
441 月05日 午後4時頃
(月)

鹿児島市大明丘3丁目19番

2020年10
442 月06日 午前5時5分頃
(火)

鹿児島市新屋敷町24番付
近

2020年10
443 月06日 午後5時10分頃
(火)

鹿児島市明和2丁目3番

2020年10
444 月07日 午後2時15分頃
(水)

霧島市国分中央1丁目19番

2020年10
445 月07日 午後4時20分頃
(水)

阿久根市赤瀬川 寺山入口
交差点付近

446

－

－

2020年10
447 月07日 午後3時20分頃
(水)

2020年10
448 月07日 午後４時頃
(水)

2020年10
449 月10日 午後9時10分頃
(土)

－

姶良市平松

鹿児島市明和2丁目40番

鹿児島市西田1丁目5番

形態

路上

路上

路上

路上

路上

路上

路上

路上

路上

路上

路上

－

路上

路上

犯人像
年齢・身長不明,中肉,黒色短
髪,黒色の野球帽,黒色のサン
グラス,黒色の長袖シャツ,黒色
の長ズボン着用,黒色系の軽
自動車使用
10歳代後半～20歳代前半位,
身長・体格不明,黒髪,眼鏡,黒
色Tシャツ（白色柄入り）,紺色
ジーパン着用,自転車使用

概

要

《鹿屋市で声掛け事案》
男子中学生が1人で登校中,車に乗った見知らぬ男から「お金
いらない,欲しかったら車に乗って。」と声を掛けられました。

《鹿児島市で声掛け事案》
男子中学生が通行中,自転車に乗った見知らぬ男から突然「中
学生」と声を掛けられました。

身長175cm以上,小太り,薄毛 《霧島市でつきまとい事案》
の天然パーマ,上衣白色肌着, 女子高校生が国分駅方向へ歩いていたところ,前方の見知ら
白色短パン着用
ぬ男がタオルを落としたので,高校生が「タオルを落としました
よ。」と知らせたところ,男から「あなたは中学生なの。駅まで送
るよ。」と声を掛けられました。
20～30歳代,身長165cm位,中
肉,若者風,茶色の頭髪,黒色
キャップ,黒色マスク,青色カー
ディガンの中に白色Tシャツ,
黒色ズボン,黒色革靴着用,黒
色のビジネスバッグ所持

《薩摩川内市で声掛け事案》
小学生女児が1人で下校中,見知らぬ男から「イエーイ,ねぇ
ちょっと待って」と声を掛けられた後,女児の腹部を触られ,右手
首を握られました。その後男は「ちょっとタッチしようよ。」と言っ
て,女児の手を合わせるよう接触した後川内駅方向へ歩いて逃
走しました。

30～40歳代,身長170cm位,小 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
太り,頭に白色のタオルを巻く, 女性が1人で市電を待っていたところ,見知らぬ男が下半身を
黒色の半袖Tシャツ,黒色の長 露出しているのを目撃しました。
ズボン着用
30～40歳代位,身長１70cm位, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
小太り,頭に白色のタオルを巻 女性が2人で公園に居たところ,路上で下半身を露出している
く,黒色の半袖Tシャツ,黒色の 男を目撃しました。
長ズボン着用
30歳代位,身長170cm位,小太 《鹿児島市で声掛け事案》
り,黒髪短髪,青色半袖シャツ, 小学生女児が2人で歩いていたところ,すれ違った見知らぬ男
灰色ジャージの下衣着用
から「あのー,今なんて言いましたか。」などと声を掛けられまし
た。
60歳位,身長170cm位,やせ型, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
キャップ帽着用,服装不明,自 女性が帰宅中,自転車を降車した男が下半身を露出している
転車使用
のを目撃しました。

70歳代位,身長160cm位,やせ 《鹿児島市で声掛け事案》
型,青白色のキャップ帽,紺色 小学生男児が1人で帰宅中,対向から歩いてきた見知らぬ男と
のサングラス,黒色のマスク着 すれ違った際に,暴言を吐かれました。
用,服装不明
40～50歳位,身長・髪型不明,
やせ型,黒色の半袖上衣,グ
レーの長ズボン着用

《霧島市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,見知らぬ男から「名前は何て言うの。名
字は何。」と声を掛けられました。

50～60歳代位,やせ型,白髪多 《阿久根市で声掛け事案》
めの短髪,白色半袖ポロシャツ 小学生男児が1人で下校中,車から降りてきた見知らぬ男に「お
様,白色作業着様の下衣,白色 いで,おいで。」と声を掛けられ,手招きされました。
軽トラック使用

－

《全国地域安全運動のお知らせ》
【期間】10/11(日曜日)から10/20(火曜日)までの10日間
【本県の運動重点】
１「子ども・女性・高齢者の犯罪被害防止」
２「うそ電話詐欺(特殊詐欺)の被害防止」
【運動の内容】地域の皆様や,関係機関・団体と県警察が連携
して,地域の防犯活動を強化することで，安心して暮らせる地域
社会の実現を図ることを目的に運動を実施します。
★この期間中,地域の皆様,一人一人が地域の安全について考
える機会にしましょう。

40～50歳代位,中肉,短髪,眼 《姶良市で不審者事案》
鏡,黒っぽい半袖Tシャツ,黒っ 小学生男児が4人で下校中,男児１人が見知らぬ男から突然襟
ぽい短パン,右耳のみイヤホン 首付近を引っ張られ,右手を掴まれました。
着用
50～60歳位,身長160～165cm 《鹿児島市で声掛け事案》
位,やせ型,茶色の半袖Tシャツ 小学生男児が2人で下校中,見知らぬ男から「チョコレートいら
着用,チョコレートの入った箱を ない？ちょっとこっち来てみ。」などと声を掛けられました。
所持

40歳代位,身長・髪型不明,や
せ型,ジャンパー様の上衣着
敷地内 用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性が,下半身を露出した男を目撃しました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

450

発生日

発生時間

2020年10
月11日 午前10時35分頃
(日)

2020年10
451 月10日 午後6時40分頃
(土)

発生場所

出水市大野原町

大島郡宇検村大字須古 河
内川付近

形態

犯人像

奄美市名瀬浜里町

2020年10
453 月14日 午前7時40分頃
(水)

霧島市隼人町内山田2丁目
21番

2020年10
454 月15日 午後4時50分頃
(木)

鹿児島市伊敷7丁目9番

2020年10
455 月15日 午後5時25分頃
(木)

鹿児島市西伊敷7丁目のバ
ス停

2020年10
456 月16日 午後5時10分頃
(金)

2020年10
457 月17日 午後3時45分頃
(土)

2020年10
458 月19日 午後5時45分頃
(月)

459

2020年10
月18日 午後3時40分頃
(日)

2020年10
460 月21日
(水)

461

-

-

鹿児島市明和2丁目1番

鹿児島市原良2丁目1番

日置市伊集院町下谷口

出水市上知識町の店舗

鹿児島市内

-

路上

2020年10
462 月21日 午前8時25分頃
(水)

鹿児島市谷山中央1丁目
JR谷山駅構内

2020年10
463 月20日 午後6時30分頃
(火)

鹿児島市中山町 永田川付
近

2020年10
464 月21日 午後3時30分頃
(水)

姶良市平松

敷地内

路上

路上

《奄美市で不審者事案》
女性が脱衣場にいた際,浴室の窓が開き,中を覗いている人影
に気づきました。

50歳位,身長160cm位,小太り, 《霧島市で声掛け事案》
白髪交じりのやや長い髪,青 小学生女児が登校中,見知らぬ男から「一緒に学校行かな
色系長袖シャツ,黒色系長ズ い。」と声を掛けられ,手首を掴まれました。
ボン着用
20～30歳代位,やせ型,服装不 《鹿児島市で声掛け事案》
明,白色マスク着用
小学生女児が下校中,見知らぬ男から「お母さんが病院に運ば
れたから一緒に行こう。」と声を掛けられました。

60歳位,身長不明,中肉,黒色半
袖ポロシャツ,茶色の長ズボン,
バス停 薄い色のサングラス,茶色サン
ダル着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生がバスを待っていたところ,見知らぬ男から「ベンチ
に座って話そう,千円あげるよ。」などと声を掛けられました。女
子中学生が断ると千円を放り投げています。

70歳代位,身長160cm位,中肉,
灰色キャップ帽,濃い灰色ト
レーナー,灰色作業着の長ズ
ボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生男児が3人で歩いていたところ,男児の1人が見知らぬ男
から「こんにちは。」と声を掛けられ,帽子の上から頭をポンッと
掴まれました。

30～40歳位,身長170cm位,中
肉,黒髪ショート,眼鏡,青色と白
色のボーダーシャツ(半袖か
長袖かは不明),茶色の長ズボ
ン着用
30歳代後半位,身長150～
155cm位,中肉,くせ毛短髪,黒
系ウインドブレーカー上衣着
用,青色リュックサック

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生女児が3人で帰宅中,見知らぬ男からつきまとわれまし
た。

路上

路上

路上

《日置市でつきまとい事案》
女子中学生が1人で歩いていたところ,見知らぬ男からつきまと
われました。

50～60歳代位,身長160～
《出水市で不審者事案》
170cm位,やせ型,黒色短髪
女子高校生が3人で談笑中,突然見知らぬ男からスマートフォ
（額が広い）,レンズが青色系 ンを向けられ撮影されました。
のサングラス,黒地に小さい白
敷地内
色ドット柄のワイシャツ,黒色長
ズボン着用,水色の普通乗用
自動車使用

-

-

要

40～50歳位,身長160～170cm 《大島郡宇検村で声掛け事案》
位,坊主頭,黒色半袖Tシャツ, 女子中学生と小学生女児の2人が帰宅中,車から降りてきた見
長ズボン着用,自動車使用
知らぬ男に「大丈夫？後ろからついて行こうか？」などと声を
掛けられました。
性別を含め不詳

2020年10
452 月13日 午後7時45分頃
(火)

概

30～40歳代位,身長170cm位, 《出水市で不審者事案》
短髪,チェック柄シャツ,黒色T 女性が1人で買い物中,後ろに立っていた見知らぬ男から身体
店舗内 シャツ,黒ズボン着用,黒色の を触られました。
軽自動車使用

－

駅

路上

路上

-

－

《警察官をかたる不審電話の連続発生》
鹿児島市内で,警察官をかたって,「窃盗犯人を捕まえた。」「犯
人の所持品からあなたのキャッシュカードが見つかった。」など
という,不審電話が連続発生しています。
《イノシシの出没に対する注意情報》
最近,県内の住宅街で,イノシシの目撃情報が相次いでいます。
★万が一遭遇した際には,近付かずに地域の関係機関へ情報
提供をお願いいたします。また,子供たちが登下校時にイノシシ
を見かけた時は近付かないよう,日頃からご家庭で対応をよく
話し合っておきましょう。

年齢・身長不明,中肉,白色野 《鹿児島市で盗撮事案》
球帽,黒色長袖,白色系長ズボ 女性が駅構内で列車を待っていたところ,後方にいた男がス
ン着用
マートフォン様の物を女性のスカート内に差し入れ,盗撮のよう
な行為をしました。
10歳代後半位,中肉,やや長髪
のストレート,少し青めのシャツ
(半袖か長袖かは不明),灰色
チェック柄下衣,黒色自転車使
用
50～60歳位,体格・頭髪不明,
眼鏡,グレー色の半袖Tシャツ,
黒色ズボン,片耳のみイヤホン
着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女子中学生が帰宅中,自転車に乗った男から,先回りして待ち
伏せされる等つきまとわれました。

《姶良市で不審者事案》
小学生児童が複数で下校中,見知らぬ男から「こっちに来い，
お前等うるさいんだよ。」などと大声で怒鳴られました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

465

発生日

発生時間

2020年10
月21日 午後3時50分頃
(水)

発生場所
大島郡瀬戸内町大字古仁
屋字大湊

2020年10
466 月21日 午後7時30分頃
(水)

南さつま市金峰町大野 上
馬場バス停付近

2020年10
467 月23日 午前7時25分頃
(金)

奄美市笠利町大字外金久
前田川河口付近

2020年10
468 月23日 午後3時10分頃
(金)

薩摩川内市宮内町

2020年10
469 月24日 午前4時30分頃
(土)

鹿屋市笠之原町28番

2020年10
470 月25日 午後3時50分頃
(日)

鹿児島市星ヶ峯2丁目の公
園付近

471

2020年10
月23日
(金)

2020年
10月23日(金)

472 10月24日(土)

－

－

－

鹿児島市内

形態

路上

路上

路上

路上

路上

路上

－

－

犯人像

姶良市加治木町諏訪町 加
治木駅付近

2020年10
474 月26日 午後4時頃
(月)

姶良市池島町 思川沿い付
近

2020年10
475 月26日 午後3時15分頃
(月)

曽於市財部町南俣 県道
482号線沿い

476

2020年10
月26日 午後3時40分頃
(月)

鹿屋市横山町

2020年10
477 月26日 午後3時30分頃
(月)

志布志市有明町野神 県道
523号線沿い

2020年10
478 月27日 午前7時20分頃
(火)

鹿屋市笠之原町 県道550
号線沿い

2020年10
479 月26日 午後5時頃
(月)

鹿児島市上谷口町 県道35
号線沿い

路上

路上

路上

路上

路上

路上

路上

要

30歳代位,身長不明,中肉,黒色 《南さつま市で声掛け事案》
短髪,暗めの色の上衣,白色の 女子高校生が1人で歩いていたところ,車に乗った見知らぬ男
軽自動車（箱型）を使用
から「どこまで行くの,送って行こうか。」「おこづかい稼ぎしない
か。」などと声を掛けられました。
30歳代,身長175cm位,中肉,黒 《奄美市でつきまとい事案》
色ニット帽,黒縁眼鏡,黒色長 小学生男児が3人で登校中,見知らぬ男から後を付けられまし
袖シャツ,黒色長ズボン着用 た。

30歳位,身長180cm位,やせ型,
白髪短髪,半袖ポロシャツ,長
ズボン着用,灰色系自動車使
用

《薩摩川内市で声掛け事案》
小学生児童3人が下校中,路上駐車していた車の男から「お金
あるから,いいところに連れていってあげるから。」などと声を掛
けられました。

30歳代位,身長180cm位,髪型 《鹿屋市で声掛け事案》
不明,中肉,黒縁眼鏡,黒色ダウ 女性が1人で帰宅中,見知らぬ男から「何してるんですか。」「時
ンジャケット,黒色ズボン着用 間ありますか。」などと声を掛けられ,手を握られました。

30～40歳代位,身長170cm位, 《鹿児島市で不審者事案》
中肉,坊主頭,野球帽,上下作業 小学生女児が2人で遊んでいたところ,見知らぬ男からビデオカ
着(モスグリーン色)着用,ビデ メラを向けられました。
オカメラ所持

－

－

10月26日(月)

2020年10
473 月26日 午後3時10分頃
(月)

概

70～80歳代位,身長150～
《瀬戸内町で声掛け事案》
160cm位,やせ型,白髪坊主頭 小学生女児が2人で下校中,見知らぬ男に「お利口さんだね。こ
風,長袖上衣,長ズボン着用,白 れでジュースでも買いなさい。」と200円ずつ渡されました。
色ビニール袋所持

15～20歳位,身長170cm位,中
肉,黒色短髪,白色無地の長袖
トレーナー,黒色系ジーパン様
の長ズボン着用,スマートフォ
ン所持
20～30歳位,身長不明,やせ型,
黒髪短髪,眼鏡,白色上衣着用,
白色の自動車使用,スマート
フォン所持

《薩摩川内市における声掛け事案の内容訂正》
10月23日(金)に配信した薩摩川内市宮内町の市道上におい
て,小学生児童3人が下校中,車に乗った男から声を掛けられた
事案について,男の特徴で年齢を「30歳位」と配信しましたが,正
しくは「60歳位」であったことから訂正いたします。
《警察官をかたる不審電話の連続発生》
【発生日】10月23日,24日,26日〔県内波及のおそれ〕
【概要】鹿児島市内で,警察官をかたって「あなたの口座から不
正にお金が引き出されている。」「犯人を捕まえたところ,あなた
のキャッシュカードが見つかった。」となどと言う,不審電話が断
続的に発生しています。
《姶良市で公然わいせつ事案》
女子中学生が下校中,下半身を露出し,スマートフォンを向けな
がら近付いてくる男を目撃しました。

《姶良市で声掛け事案》
小学生女児が1人で歩いていたところ,駐車していた車に乗った
男からスマートフォンを向けられ「これ何か知ってる。」と声を掛
けられました。

40～50歳代位,身長・体格不 《曽於市で不審者事案》
明,長髪,黒色上衣着用,黒色自 小学生男児が1人で下校中,車に乗った見知らぬ男から顔を約
動車使用
5秒間ほど凝視するように見られました。

70歳代位,身長・服装不明,や 《鹿屋市で声掛け事案》
せ型,白髪短髪,シルバー色の 小学生女児が2人で下校中,自動販売機の前に落ちていたお
軽自動車使用
金を拾ったところ,車に乗った男から「お金拾ったの。そのお金,
おじちゃんのだけどあげるよ。そのお金で好きな物を買いなさ
い。」と声を掛けられました。
30～40歳代位,身長170cm位,
小肥り,黒髪,黒色野球帽,黒色
サングラス,黒色上衣,黒色長
ズボン着用,黒色リュックサッ
ク,黒色自動車使用
20～30歳代位,身長165cm位,
中肉,黒色短髪,赤色ジャン
パー,黒色ジャージ下衣着用

《志布志市で声掛け事案》
小学生女児が1人で下校中,車に乗った男から「一緒に犬を探
して欲しい。」などと声を掛けられました。

身長170cm位,年齢・髪型・服
装等不明

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が1人で下校中,見知らぬ男から「お菓子をあげる
からおいで。」と声を掛けられました。

《鹿屋市で声掛け事案》
女子中学生が1人で登校中,見知らぬ男から「今から登校？」「2
分間だけ手をつないでいい？」などと声を掛けられました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

480

発生日

発生時間

2020年10
月27日 午後4時05分頃
(火)

2020年10
481 月27日 午後4時50分頃
(火)

2020年10
482 月28日 午後5時頃
(水)

2020年10
483 月29日 午前7時30分頃
(木)

発生場所

鹿屋市笠之原町32番付近

いちき串木野市上名 総合
運動公園付近

霧島市国分下井

志布志市有明町蓬原

形態

路上

路上

路上

路上

犯人像

概

要

《鹿屋市で声掛け事案》
20歳代位,身長170～175cm
小学生女児が1人で歩いていたところ,見知らぬ男から肩を叩
位,小肥り,黒色短髪,黒色帽子, かれ「君何歳？」と声を掛けられました。女児が逃げようとした
黒縁眼鏡,黒地に赤色のライン ところ,手首を掴まれましたが,振り払い,走って逃げました。
入りジャージ上衣,黒色長ズボ
ン着用,黒色の自動車使用
50歳代位,身長170cm位,中肉, 《いちき串木野市でつきまとい事案》
白髪交じりの禿げ,黒縁眼鏡, 女子中学生が1人で下校中,向かいから歩いて来た男とすれ
上下紺色ジャージ（長袖）着用 違った後,足音に気付いて振り返ると,男が後を付いてきていま
した。
40～50歳代位,身長・髪型・服 《霧島市で声掛け事案》
装等不明,中肉,薄黄色の軽自 小学生女児が母親と帰宅中,母親の数十メートル前を歩いてい
動車使用
たところ,後方から近付いて来た車に乗った男から「今1人な
の？」と声を掛けられました。
年齢・身長不明,顎までの長さ 《志布志市で声掛け事案》
の黒髪,黒色サングラス,黒色 小学生男児が1人で登校中,見知らぬ男から「お菓子をあげよう
丸首シャツ（左胸にポケット有 か。」と声を掛けられました。
り）,黒色の自動車使用

2020年10
484 月31日 午前9時45分頃
(土)

鹿児島市紫原6丁目36番付
近敷地内

40～50歳代位,身長170cm位, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
フード付きの黒色長袖ジャン 女子中学生5人が,敷地内で下半身を露出している男を目撃し
敷地内 パー,白っぽいクリーム色の長 ました。
ズボン着用,フードを被る

2020年10
485 月31日 午前10時20分頃
(土)

鹿児島市武3丁目39番付近
敷地内

40歳代位,身長170ｃｍ位,中肉, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
おでこ部分が禿げている,フー 女子中学生3人が,敷地内で下半身を露出していた男を目撃し
敷地内 ド付きの黒色ジャンパー,黒色 ました。
ズボン着用,フードを被る

2020年11
486 月01日 午後零時50分頃
(日)

いちき串木野市日出町 串
木野駅付近

2020年11
487 月02日
(月)

－

鹿児島市内

路上

－

488

2020年11
月02日 午前7時20分頃
(月)

出水市上知識町

路上

489

2020年11
月02日 午後3時35分頃
(月)

鹿児島市草牟田1丁目21番

路上

2020年11
490 月03日 午前4時頃
(火)

鹿児島市山之口町12番付
近

2020年10
491 月26日 午後3時40分頃
(月)

鹿屋市横山町

2020年11
492 月04日 午後5時00分頃
(水)

枕崎市中央町 花渡川沿い
付近

2020年11
493 月04日 午前7時45分頃
(水)

2020年11
494 月04日 午前8時30分頃
(水)

2020年11
495 月04日 午後11時25分頃
(水)

姶良市加治木町木田の公
園付近

鹿児島市田上8丁目15番

鹿児島市薬師1丁目18番

20歳位,身長170～175cm位,
やせ型,黒色ベースボール
キャップ,青色長袖Tシャツ,黒
色長ズボン着用

《いちき串木野市で声掛け事案》
女子中学生が1人で帰宅中,見知らぬ男に「連絡先を教えて欲
しい。」「近寄って欲しい。」などと声を掛けられました。

《警察官をかたる不審電話の連続発生》
【発生日】11月2日〔県内波及のおそれ〕
【概要】先月から鹿児島市内で,警察官をかたった不審電話が
－
断続的に発生していました。本日,姶良市内で同様の不審電話
がありました。
30～40歳位,身長170cm位,や 《出水市で声掛け事案》
せ型,黒色天然パーマ風のぼ 女子高校生が1人で登校中,見知らぬ男に「どこの高校,体育祭
さぼさ頭,上下灰色カッパ着用, は見てたよ」などと声を掛けられました。
黒色ネックウォーマーで鼻ま
で隠す
30歳代位,身長・服装等不明, 《鹿児島市で声掛け事案》
中肉,黒髪短髪,白色の軽自動 小学生男児が2人で下校中,車に乗った見知らぬ男から「雨が
車を使用
降っているから車に乗る。」と声を掛けられました。

30～40歳位,身長175cm位,や 《鹿児島市でつきまとい事案》
せ型,黒色短髪,黒色か灰色の 女性が買い物中,見知らぬ男からつきまとわれました。退店し
店舗内 パーカー,黒色の長ズボン着 た後も男がつきまとってきたので,女性は交番に通報しました。
用

路上

路上

路上

路上

路上

－

70歳位,身長165cm位,やせ型,
白髪交じり,黒色系ジャージ上
衣,黒色の長ズボン着用,白色
の軽自動車使用

《鹿屋市における声掛け事案の解決》
10/26(月),小学生女児2人が下校中,車に乗った男から「お金
拾ったの。そのお金,おじちゃんのだけどあげるよ。そのお金で
好きな物を買いなさい。」と声を掛けられた事案が発生しました
が,相手が判明したことから警察で指導しました。
《枕崎市で声掛け事案》
女子高校生が1人で下校中,車から降りてきた見知らぬ男に「2
千円あげるから一緒にショートケーキ食べに行かない。」など
と声を掛けられました。

50歳代位,身長170cm位,やせ 《姶良市で不審者事案》
型,グレー色のハット帽,上下グ 女子中学生が4人で登校中,デジタルカメラを通行中の学生に
レー色の作業着着用
向けている男を目撃しました。

40～50歳位,身長170cm位,中 《鹿児島市で声掛け事案》
肉,短髪白髪交じり,長袖上衣 女性が1人で歩いていたところ,車に乗った男が,先回りして待ち
（色不明）,長ズボン(色不明)着 伏せし,道を尋ねてきました。
用,白色の軽トラック使用
20～40歳位,身長・体格・髪
《鹿児島市で不審者事案》
型・服装等不明,半キャップヘ 女性が1人で歩いていたところ,後方から来た原付バイクに乗っ
ルメット着用,原付バイク使用 た男から,左手を触られました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

496

発生日

発生時間

2020年11
月04日 午前7時45分頃
(水)

発生場所
姶良市加治木町木田の公
園付近

2020年11
月04日 午後5時00分頃
(水)

枕崎市中央町 花渡川沿い
付近

2020年11
498 月04日 午後5時30分頃
(水)

鹿児島市慈眼寺町 公民館
付近

497

2020年11
499 月05日 午後4時10分頃
(木)

2020年11
500 月05日 午後5時20分頃
(木)

2020年11
501 月05日 午後7時50分頃
(木)

2020年11
502 月08日 午前7時40分頃
(日)

鹿屋市寿4丁目2番

奄美市名瀬朝仁町付近

霧島市隼人町姫城

鹿児島市郡元1丁目4番

2020年11
503 月07日 午前4時15分頃
(土)

鹿屋市西原1丁目2番

2020年11
504 月09日 午後4時30分頃
(月)

五位野駅付近を走行中の
列車内

2020年10
505 月26日 午後3時15分頃
(月)

曽於市財部町南俣 県道
482号線沿い

2020年11
506 月10日 午後7時10分頃
(火)

鹿児島市常盤1丁目19番付
近常磐トンネル先

2020年11
507 月10日 午後4時30分頃
(火)

2020年11
508 月11日 午後6時頃
(水)

2020年11
509 月12日 午後6時20分頃
(木)

2020年11
510 月13日 午後7時25分頃
(金)

2020年11
511 月13日 午後6時30分頃
(金)

鹿屋市串良町上小原

鹿屋市祓川町 国道504号
線沿い

霧島市隼人町住吉

霧島市国分中央1丁目10番

鹿屋市寿6丁目

形態

路上

路上

路上

路上

路上

犯人像

－

－

概

要

《姶良市における不審者事案の解決》
11/4(水),女子中学生が4人で登校中,デジタルカメラを通行中
の学生に向けている男を目撃した事案がありましたが,その後,
事件性がなかったことが判明しました。
《枕崎市における声掛け事案の解決》
11/4(水),女子高校生が1人で下校中,車から降りてきた見知ら
ぬ男に「2千円あげるから一緒にショートケーキを食べに行か
ない。」などと声を掛けられた事案が発生しましたが,相手が判
明したことから警察で指導しました。

30歳代位,身長170cm位,小肥 《鹿児島市で声掛け事案》
り,白色野球帽,黒色サングラ 小学生男児が帰宅中,見知らぬ男から右手を掴まれ「こっちに
ス,黒色上衣,黒色長ズボン着 おいで。」と声を掛けられました。
用
30～40歳代位,身長160～
170cm位,小肥り,上下黒色の
服着用

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,後方から歩いて来た見知らぬ男に「お母
さんが病気になったから車に乗りなさい。」と声を掛けられまし
た。

60歳代位,身長160cm位,やせ 《奄美市で不審者事案》
型,黒色短髪,眼鏡,灰色ダウン 女性が徒歩で進行中,後方にいた見知らぬ男からスマートフォ
ベスト,黒色長袖Tシャツ,黒色 ンを向けられました。
系長ズボン,白色マスク着用

路上

50歳代位,やせ型,黒色系
キャップ帽,眼鏡,上衣不明,黒
色系の短パン着用

《霧島市で不審者事案》
女子高校生が1人で帰宅中,男とすれ違った後,しばらくして振り
返ると,男が後を付いてきていました。

路上

40～50歳位,身長不明,中肉,女 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
性用下着を着用
女性が歩いていたところ,女性用下着を付けた男が下半身を露
出して立っているのを目撃しました。

路上

20～30歳位,身長170cm位,中 《鹿屋市でつきまとい事案》
肉,短髪(色不明),服装等不明 女性が帰宅中,見知らぬ男から何度も「どうしたの？」と声を掛
けられてつきまとわれ,手を触られました。

20歳代後半～30歳代前半
《鹿児島市で不審者事案》
位，身長不明，中肉，黒色短 女子高校生が座席に座って乗車中,隣に座っていた見知らぬ
列車内 髪，黒色パーカー，黒色長ズ 男から腕付近を触られました。
ボン，マスク着用

路上

路上

路上

路上

路上

路上

－

《曽於市における声掛け事案の解決》
10/26(月),小学生男児が1人で下校中,車に乗った見知らぬ男
に顔を約5秒間ほど凝視するように見られた事案がありました
が,その後,事件性がなかったことが判明しました。

60歳代位,身長170～175cm
《鹿児島市で不審者事案》
位,やせ型,白髪で頭頂部が薄 自転車に乗った男子高校生が,対向から歩いて来た男から「お
い,黒色ロングコートと黒色ス い,気をつけろ。」と言われ,胸を押されました。
ラックス着用
30歳位,身長175cm位,中肉,眼 《鹿屋市で声掛け事案》
鏡,上下ジャージ服（フード付 小学生女児が下校中,後方から歩いてきた見知らぬ男に「今,時
き）,ネックウォーマー着用
間ある。」「十字路で話しましょう。」と声を掛けられました。

20歳代後半位,身長・服装等 《鹿屋市で声掛け事案》
不明,やせ型,茶髪の短髪（マッ 女子中学生が帰宅中,車に乗った見知らぬ男に「一人なの？」
シュ風）,白色自動車使用
「遅いね。学校帰り？道も暗いから送って行くよ。」と声を掛け
られました。
性別不明,10歳代位,身長
《霧島市で不審者事案》
150cm位,やせ型,黒色短髪,黒 女子中学生が1人で帰宅中,突然後ろから不審者に抱きつかれ
色長袖ジャージ（背中に赤色 ました。
の模様あり）,黒色短パン着用
40代位,身長175cm位,やせ型, 《霧島市で声掛け事案》
黒色スウェット,黒色ズボン着 女子高校生が帰宅中,見知らぬ男から声を掛けられた後,左肘
用
あたりを掴まれました。

30歳位,身長165cm位,小肥り,
黒色短髪,黒縁眼鏡,黒色ダウ
敷地内 ンジャケット,白色長ズボン着
用,たばこ所持

《鹿屋市で声掛け事案》
女子中学生が住宅敷地内に1人でいたところ,見知らぬ男が「ど
うしたの」と声を掛け,近付いた上,女子中学生を囲むように両
手を壁に付け「君可愛いね。」と言って顔を近づけました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

512

発生日

2020年11
月14日
(土)

発生時間

－

2020年11
513 月13日 午後3時40分頃
(金)

2020年11
514 月15日 午後1時頃
(日)

2020年11
515 月14日
(土)

－

2020年11
516 月16日 午前7時35分頃
(月)

517

2020年11
月16日 午後5時40分頃
(月)

発生場所

－

鹿児島市坂元町14番付近

出水市下鯖町

－

指宿市開聞十町

大島郡和泊町手々知名

2020年11
518 月16日 午前7時35分頃
(月)

指宿市開聞十町

2020年11
519 月17日 午後7時10分頃
(火)

出水市米ノ津町 肥薩おれ
んじ鉄道米ノ津駅内

2020年11
520 月17日 午後8時頃
(火)

鹿児島市吉野町 天神山団
地付近

2020年11
521 月17日 午後9時40分頃
(火)

霧島市隼人町見次 踏切付
近

2020年11
522 月20日 午前8時10分頃
(金)

鹿児島市東坂元4丁目23番
公園先

523

2020年11
月19日
(木)

－

2020年11
524 月19日 午前7時30分頃
(木)

2020年11
525 月20日 午後3時45分頃
(金)

2020年11
526 月20日 午後8時頃
(金)

－

いちき串木野市浦和町

出水市下鯖町 運動公園先

鹿児島市吉野町 帯迫付近

形態

－

路上

路上

－

路上

路上

路上

犯人像

－

概

要

《薩摩川内市で行方不明事案》
【身体特徴】78歳,男性,身長165cm,中肉,白髪短髪,上衣・黒色
長袖ジャンパー,下衣・黒色長ズボン,茶色靴着用
【行方不明の状況】
令和2年11月14日,午後6時頃,薩摩川内市内の自宅から外出し
たまま行方不明となっています。

60歳代位,身長170cm位,眼鏡, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
水色ジャンパー,黒色ズボン, 小学生女児が1人で帰宅中,男から突然「名前を教えて。」と声
蛍光の緑色帽子着用
を掛けられ,女児が無視をしていたところ,ズボンを下ろし,女児
に対し下半身を露出してきました。
中年の女,中肉,髪型・服装等 《出水市で声掛け事案》
不明,シルバー色の軽自動車 小学生男児が1人で歩いていたところ,自動車に乗った見知ら
使用
ぬ女から「どこ行くの。」「送って行こうか。」と声を掛けられまし
た。

－

《薩摩川内市における行方不明事案の発見》
11/15に配信していた薩摩川内市内の自宅から行方不明と
なっていた78歳の男性は発見されました。

60～70歳位,身長165cm位,中 《指宿市で声掛け事案》
肉,白髪交じりの短髪,黒色ジャ 男子中学生が1人で登校中,見知らぬ男から「おはよう。」と声を
ンパー,白色長ズボン着用
掛けられ,手を掴まれそうになりました。

50～60歳代,身長150cm位,や
せ型,短髪,紺色のキャップ（白
色漢字の柄入り）,ガイコツの
絵が入った濃い灰色のTシャ
ツ(袖丈不明),黒色の膝丈ズボ
ン着用

－

《和泊町で声掛け事案》
小学生女児等が3人で下校中,正面から歩いてきた見知らぬ男
に「ばあちゃんちどこ」「一緒に行こう」などと声を掛けられまし
た。

《指宿市における声掛け事案の解決》
11/16（月）,男子中学生が1人で登校中,男から「おはよう。」と
声を掛けられ,手を掴まれそうになった事案がありましたが,そ
の後,事件性がなかったことが判明しました。

駅

20歳代位,身長170cm位,やせ 《出水市で公然わいせつ事案》
型,黒髪短髪,白色長袖シャツ, 女子高校生が駅の待合室にいたところ,近づいて来た男から,
茶色長ズボン着用
露出した下半身を見せつけられました。

路上

年齢・身長不明,中肉,短髪,灰 《鹿児島市で声掛け事案》
色スウェット上衣,暗めの色の 女子高校生が1人で帰宅中,見知らぬ男から突然「見て見て。」
長ズボン着用
と声を掛けられました。

路上

路上

－

路上

路上

敷地内

年齢・身長・髪型不明,黒色フ 《霧島市で不審者事案》
ルフェイスヘルメット,長袖ジャ 女子高校生が1人で帰宅中,バイクに乗った見知らぬ男から手
ケット,長ズボン着用,黒色のバ を振られました。
イク使用
30～40歳代位,身長170cm位, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
中肉,黒色短髪,紺色長袖上衣, 女子高校生3人が登校中,下半身を露出している男を目撃しま
青色ジーパン着用
した。

－

《大島郡知名町で行方不明事案》
【年齢】82歳,女性
【身体特徴】身長150cm位,中肉,白髪,緑色長袖上着,紫色長ズ
ボン,運動靴着用
【行方不明の状況】
令和2年11月19日,午後11時頃,大島郡知名町の自宅から外出
したまま行方不明になっています。

60～70歳位,身長170cm位,中 《いちき串木野市で声掛け事案》
肉,白髪の短髪,赤色帽子,茶色 小学生男児2人が登校中,後方から歩いてきた見知らぬ男から
長袖,茶色長ズボン着用
「何歳」「何小」「どこに住んでいるの」などと声を掛けられまし
たが,児童等は応答せず,走って逃げました。
60～70歳位,身長160cm位,や
せ型,白髪交じりの黒髪,白色
ウインドブレーカー,黒色系長
ズボン着用,お菓子入りのポ
ケットティッシュを所持
30～40歳代位,身長170cm位,
中肉,灰色長袖着用

《出水市で声掛け事案》
小学生男児2人が通行中,見知らぬ男から「お菓子をあげるか
らおいで。」などと声を掛けられました。

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子高校生が帰宅中,露出した下半身を見せられました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

527

発生日

発生時間

2020年11
月20日 午後8時40分頃
(金)

2020年11
528 月21日 午前8時頃
(土)

2020年11
529 月21日 午前11時50分頃
(土)

発生場所
上伊集院駅～薩摩松元駅
間を走行中の列車内

鹿児島市谷山中央8丁目4
番付近

出水市下鯖町

2020年11
530 月21日 午後3時15分頃
(土)

鹿児島市草牟田2丁目1番

2020年11
531 月23日 午後2時頃
(月)

鹿児島市上之園町18番 公
園付近

形態

犯人像

路上

路上

40～50歳位,身長・体格不明, 《出水市で声掛け事案》
ショートカット,上衣黒色の長 小学生男児が下校中,黒色の普通乗用自動車に乗った見知ら
袖,黒色普通乗用自動車使用 ぬ女から「どこにいくの」などと声を掛けられました。

路上

路上

40～50歳代,身長170～175cm
位,中肉,黒系の短髪,黒色ニッ
ト帽,黒色のゆったりしたチャッ
ク付き長袖,黒色のゆったりと
した長ズボン着用
40歳代位,身長170cm後半位,
小肥り,黒色のニット帽,上下黒
色のジャージ着用

－

－

－

－

－

533

2020年11
月25日
(水)

－

－

－

－

535

536

537

538

2020年11
月24日 午後4時15分頃
(火)

－

－

2020年11
月26日 午前7時55分頃
(木)

2020年11
月26日 午後4時5分頃
(木)

2020年11
539 月27日 午前7時20分頃
(金)

大島郡徳之島町亀津

鹿児島市中央町の公園内

－

鹿児島市吉野町帯迫の公
園付近

鹿児島市永吉1丁目2番付
近

鹿児島市西伊敷2丁目3番

要

30～40歳代位,身長170cm位, 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
中肉,灰色パーカー,ベージュ 女子高校生2人が,道路上に立ち下半身を露出している男を目
のチノパン着用
撃しました。

532

2020年11
534 月25日 午後6時45分頃
(水)

概

30～40歳代位,身長175cm位, 《列車内における盗撮事案》
やせ型,黒色短髪,白色シャツ, 男が,席に座ってうたた寝していた女子高校生のスカート内に
列車内 黒色スラックス,黒縁眼鏡着用, スマートフォンを差し入れ,盗撮しました。
スマートフォン所持

路上

公園

－

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性が3人で通行中,見知らぬ男から露出した下半身を見せら
れました。

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子中学生が3人で公園にいたところ,路上で下半身を露出し
た男を目撃しました。

《家畜の盗難被害に注意!》
先日，県内の養豚場で豚が盗まれる盗難被害が発生しまし
た。
今後，県内で波及するおそれがあります。
★生産者等の皆さん防犯対策の強化をお願いします！
★不審者・不審車両を見かけた場合は，最寄りの警察署に通
報してください！
《鹿屋市で行方不明事案》
【年齢】96歳,男性
【身体特徴】身長150cm位,体型・小肥り,白髪交じりの角刈り,上
衣・黒色ジャケット,下衣・ベージュ色長ズボン,茶色の杖所持,
灰色の靴着用
【行方不明の状況】
令和2年11月25日午前10時45分頃から,鹿屋市古江町付近で
行方不明となっています。

30～40歳位,身長170cm位,や
せ型,ニット帽,黒色無地の半
袖Tシャツ,黒色長ズボン着用,
黒色系の軽自動車(後部座席
に黒色フィルム有り)使用

《徳之島町で声掛け事案》
女子高校生が1人で帰宅中,車に乗った見知らぬ男から「家ま
で送って行くよ」「俺も近いから送るよ」などとしつこく声を掛け
られました。

30歳代後半～40歳代前半位,
身長160～165cm位,中肉,黒
髪おかっぱ風(頭頂部に禿げ
がある),四角の黒縁眼鏡,黒色
長袖シャツ,紺色ジーパン着用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生女児が3人で公園にいたところ，女児等の近くをうろつ
いていた見知らぬ男から,凝視するように見られ,1人の女児が
腕を掴まれそうになりました。

－

50歳代位,身長・服装不明,中
肉,白髪交じりの短髪,眼鏡有
り,白色の自動車使用

《NTTファイナンスをかたるショートメールに注意!》
実在するNTTファイナンスになりすまして，架空の未納料金の
支払いを要求するショートメールが，多数確認されています。
電話した人に「今日支払えば，保険適用で後日返金する」，
「スマートフォンがウィルスに感染し悪用されている」などと告
げ，お金をだまし取る手口です。
《鹿児島市で不審者事案》
小学生女児が1人で登校中,車に乗った見知らぬ男から無言で,
ジュースを渡されそうになりました。

路上

路上

路上

40歳代位,身長170cm位,小肥 《鹿児島市でつきまとい事案》
り,黒髪短髪,太い縁の四角い 小学生女児が1人で帰宅中,見知らぬ男から後を付けられまし
眼鏡,灰色Tシャツ(袖丈不明), た。
黒色ジャージ長ズボン,両耳に
白色のイヤホン着用,スマート
フォン所持
60歳代,身長155ｃｍ位,中肉,黒 《鹿児島市でつきまとい事案》
色ジャンパー,黒色長ズボン, 小学生女児が2人で登校中,路上に立っていた見知らぬ男から
四角の黒縁眼鏡,白色系の
後を付けられました。
ハット着用

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

540

発生日

発生時間

2020年11
月27日 午後2時頃
(金)

2020年11
541 月26日 午後11時３０分頃
(木)

2020年11
542 月28日 午前11時頃
(土)

543

－

－

発生場所

日置市日吉町日置

鹿児島市樋之口町4番甲東
中学校先

鹿屋市打馬1丁目18番

－

2020年11
544 月30日 午前10時10分頃
(月)

出水市上鯖渕の住宅敷地
内

2020年11
545 月30日 午後4時15分頃
(月)

出水市昭和町から上鯖渕ま
で

2020年11
546 月30日 正午頃
(月)

霧島市国分府中町

2020年12
547 月01日 午後5時30分頃
(火)

鹿屋市西原1丁目7番付近

2020年12
548 月01日 午後6時20分頃
(火)

指宿市開聞十町の海沿い
の公園付近

2020年12
549 月02日 午後2時30分頃
(水)

2020年12
550 月02日 午後3時30分頃
(水)

551

2020年12
月03日 午後2時頃から
(木)

2020年12
552 月04日 午後5時頃
(金)

553

2020年12
月04日
(金)

554

2020年12
月04日 午後3時30分頃
(金)

－

鹿児島市 郡元電停付近を
走行中の市電内

南さつま市金峰町尾下

－

形態

路上

路上

－

概

要

40歳前後,小肥り,白髪交じり
の頭髪,上下黒色スーツ着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女性が1人で市電通り沿いの歩道を歩行中,前から来た見知ら
ぬ男に立ちふさがれ「飲みに行こうよ」などと声をかけられまし
た。

年齢・身長・体格・頭髪等不
明,赤色パーカ,黒色ズボン着
用

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生女児が通行中,後方から来た見知らぬ男に「可愛いね」
と声を掛けられました。

路上

－

《◆外出時の注意情報◆》
いよいよ,明日から師走に入ります。日没も早くなり,子供や女
性を対象に,夜間における声掛け,公然わいせつなど.,不審者事
案(情報)が多発しています。夜間の外出時は,次の点について
注意し,被害に遭わないようにしましょう。
(1)明るく,人通りの多い道を通るようにしましょう。
(2)携帯電話やスマートフォンを操作したり,音楽を聴きながら歩
く「ながら歩き」はやめましょう。周囲の変化や危険に気付きに
くくなってしまいます。
(3)外出時は防犯ブザーなどの防犯グッズを持ち歩きましょう。

20～30歳代位,身長170cm位, 《出水市で不審者事案》
中肉,黒髪短髪,黒色長袖上衣, 敷地内で,干してある洗濯物を触っている不審な男を,家人が目
敷地内 黒色長ズボン着用,バッグ様の 撃しました。
ものを所持
50歳位,身長150～155cm位,
中肉,黒色のボサボサ髪,頭頂
路上 部が薄い,丸眼鏡,黒色のジャ
ンパー,黒色の長ズボン着用,
白色の軽自動車使用
30～40歳位,身長175cm位,中
肉,黒色短髪,緑色のジャン
店舗内 パーと紺色系長ズボン着用,
銀色の自転車使用

《出水市でつきまとい事案》
女子高校生が自転車で帰宅中,車に乗った見知らぬ男から
「おーい」と声をかけられ,つきまとわれました。

《霧島市でつきまとい事案》
小学生男児が買い物中,見知らぬ男からつきまとわれ,腕を触ら
れました。

50～60歳代位,身長・髪型不 《鹿屋市で声掛け事案》
明,中肉,ニット帽,上下とも赤色 小学生男児2人が,見知らぬ男に「お母さんの名前はなに。お
敷地内 に白色のラインが入った長袖 母さんは家にいるの。」と声をかけられました。
シャツと長ズボン着用

路上

人相は不詳,白色の軽自動車 《指宿市で声掛け事案》
使用
女子高校生が1人で散歩中,車に乗った見知らぬ男から,文言
は不明なるも声をかけられ,しばらく付きまとわれました。

60歳代位,身長170～180cm
《鹿児島市で声掛け事案》
位,中肉,黒髪,上下スーツ着用, 小学生女児が2人で市電に乗車中,2人組の見知らぬ男から
「学校はどこ？」「家はどこ？」「名前は何？」「何歳くらい？」な
市電内 黒色の手持ちバッグ所持
どと声をかけられ,女児の1人がランドセルを触られました。

路上

－

鹿児島市原良2丁目12番付
近

路上

－

－

霧島市国分福島1丁目5番
付近

犯人像

20歳代,身長160cm位,中肉,黒 《日置市でつきまとい事案》
色と白色のボーダー柄シャツ, 男子中学生が1人で自転車に乗って帰宅中,自転車乗りの見知
茶色ジャンパー,黒色長ズボン らぬ男から後を付けられました。
着用

路上

30～40歳代位,身長160cm位, 《南さつま市で不審者事案》
中肉,黒色スポーツ刈りより少 小学生女児が1人で下校中,下半身を露出している男の後ろ姿
し長め,紺色上衣,黒色か紺色 を目撃しました。
のズボン着用

－

《市役所職員をかたる「うそ電話詐欺」に注意！》
12月3日県内で発生!
市役所職員をかたる人物から電話が入り,「後期高齢者の払い
戻しがある。」「振り込むので銀行はどこですか。」などと言っ
て,言葉巧みに暗証番号を聞き出し,自宅に訪れた犯人がキャッ
シュカードを直接だまし取る手口です。

60歳代,身長160cm位,中肉,白 《鹿児島市で不審者事案》
髪,灰色ジャンパー,黒色ズボ 小学生女児が信号待ち中,見知らぬ男から「家はどこ,電話番
ン着用,鼻の左側にほくろ有り 号教えて。」と声をかけられました。女児が無視していたところ,
男から「襟が立っているよ。」と声をかけられながら女児の襟を
直されました。
《鹿児島市における不審者事案の内容訂正》
12月4日(金)に配信した鹿児島市原良2丁目12番付近路上に
おいて,小学生が信号待ち中,見知らぬ男から「電話番号教え
－
て」などと声をかけられ襟を触られた事案について,小学生の
性別を「女児」と配信しましたが,正しくは「男児」であったことか
ら訂正いたします。
10歳代後半～20歳代前半位, 《霧島市で公然わいせつ事案》
中肉,坊主が伸びたような黒色 小学生女児が下校中,見知らぬ男が下半身を露出した状態で
短髪,白色の上衣,黒色の下衣 自転車を運転しているのを目撃しました。
着用,ママチャリ様自転車使用

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

555

発生日

発生時間

2020年12
月05日 午前9時30分頃
(土)

2020年12
556 月07日 午後3時10分頃
(月)

2020年12
557 月09日 午前7時20分頃
(水)

2020年
12月10日
(木)
から
558
2021年
1月10日
(日)
までの間

－

発生場所

鹿屋市西原2丁目15番付近

鹿児島市平川町 県道23号
沿い

鹿児島市松陽台町 公園先

－

形態

犯人像

概

要

路上

50歳代位,中肉,黒色短髪,黒色
サングラス,ボタンやファスナー
の付いていない青い服（上衣）
着用,下衣不明,灰色の普通乗
用自動車使用
30歳位,身長180cm位,やせ型,
ボサボサの頭髪,眼鏡,灰色ト
レーナー,灰色ズボン着用

路上

20～30歳代位,黒色の自動車 《鹿児島市で声掛け事案》
を使用
小学生女児が1人で登校中,車に乗った見知らぬ男から「駅は
どこ,分からないから乗って。」と声をかけられました。

路上

－

－

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生男女が2人で歩いていたところ,車に乗った見知らぬ男
から「送って行こうか。」と声をかけられました。

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性が帰宅中,下半身を露出している男を目撃しました。

《年末・年始の特別警戒の実施について》
県警察では,県民の皆様が安全に安心して年末・年始を暮らせ
るようにパトロールや警戒活動等を強化します。
【期間】令和2年12月10日(木曜日)から令和３年１月10日(日曜
日)までの間
【重点】
１ 県民生活を脅かす犯罪の未然防止
２ 子供と女性の犯罪被害防止及び高齢者の安全対策
３ 交通死亡事故の抑止及び悪質・危険な運転の根絶
４ 雑踏事故の防止
５ テロの未然防止

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

559

発生日

発生時間

2020年12
月08日 午後6時5分頃
(火)

2020年12
560 月09日 午後7時10分頃
(水)

2020年12
561 月08日 午後4時20分頃
(火)

発生場所

鹿児島市上荒田町4番付近

鹿児島市鴨池新町 新川河
口付近

霧島市溝辺町崎森

2020年12
562 月09日 午後4時35分頃
(水)

曽於市末吉町二之方

2020年12
563 月12日 午後8時頃
(土)

鹿児島市宇宿3丁目2番 脇
田電停

2020年12
564 月14日 午前4時55分頃
(月)

2020年12
565 月14日 午後1時20分頃
(月)

鹿児島市易居町

指宿市十町 二月田駅付近

霧島市国分府中町

2020年12
567 月14日 午後3時15分頃
(月)

霧島市国分府中 手篭川沿
い付近

2020年12
568 月15日 午前7時15分頃
(火)

鹿屋市笠之原町12番付近

2020年12
569 月12日 午後3時30分頃
(土)

鹿児島市郡元1丁目 郡元
駅付近

2020年12
571 月16日 午後9時10分頃
(水)

2020年12
572 月16日 午後3時40分頃
(水)

2020年12
573 月17日 午後5時50分頃
(木)

574

2020年12
月18日
(金)

－

路上

犯人像
15～20歳位,スポーツ刈り,赤
色ウインドブレーカー上衣着
用,自転車使用

鹿屋市笠之原町12番付近

鹿児島市長田町4番付近

垂水市市木 河崎川沿い

鹿児島市和田3丁目9番付
近

－

概

要

《鹿児島市で声掛け事案》
男子中学生が1人で帰宅中，自転車に乗った見知らぬ男から
後を付けられ「ついてこない？」と声をかけられました。

20～30歳位，身長170cm位，
小肥り，黒色短髪(七三分
敷地内 け)，眼鏡，灰色長袖スウェット
上衣，黒色チャック式長ズボ
ン着用
50～60歳代位，身長170cm
位，黒髪坊主，鼻下に口ひ
路上 げ，上下灰色の作業着着用，
灰色軽トラック使用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子高校生が1人で下校中，下半身を露出している男を目撃し
ました。

60歳代位，身長165cm位，中
肉，白髪交じりの短髪，黒色
敷地内 長袖上衣，薄い青色のジーパ
ン着用，銀色と黒色の自転車
使用
30歳代位，身長170～180cm
位，眼鏡，黒色ダウンジャケッ
電停 ト，黒色長ズボン着用

《曽於市で声掛け事案》
小学生女児が2人で帰宅中，自転車から降りてきた男に「大丈
夫，大丈夫。」「おいで，おいで。」と声をかけられながら，手招
きされました。

30～40歳代位，暗色系の自
転車使用

2020年11
566 月30日 正午頃
(月)

2020年12
570 月15日 午前7時15分頃
(火)

形態

路上

《霧島市で声掛け事案》
小学生男児が1人で帰宅中，車から降りてきた男に「家はど
こ。名字を教えて。」と声をかけられました。

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性が，線路向かいの路上で下半身を露出している男を目撃
しました。

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が1人で通行中，自転車に乗った見知らぬ男から「1人で
いるの？」「飲みに行かない？」などとしつこく声をかけられま
した。

60歳位，身長165cm位，中
《指宿市で声掛け事案》
肉，短髪，黒色系長袖上衣， 女子高校生が見知らぬ男から「彼氏はいるのか。」などとしつ
敷地内 黒色系長ズボン着用，前後カ こく声をかけられました。
ゴ付き自転車使用

店舗内

路上

路上

－

《霧島市におけるつきまとい事案の解決》
11/30（月）,小学生男児が買い物中，男からつきまとわれ，腕
を触られた事案がありましたが，その後，相手が判明したこと
から警察で指導しました。ご協力ありがとうございました。

50歳代位，中肉，サングラス， 《霧島市で声掛け事案》
赤色キャップ帽，白色カッター 小学生男児が2人で下校中，車に乗った男から「坊ちゃん，お
シャツ着用，白色軽自動車使 じさんと一緒に行かない。」などと声をかけられました。
用
40～50歳位，小肥り，黒髪長 《鹿屋市で不審者事案》
髪，水色ジャンパー，白色T
小学生女児が1人で登校中，車に乗った見知らぬ男に見入ら
シャツ着用，白色の軽自動車 れました。
使用

40歳位，身長175cm位，中
《鹿児島市で公然わいせつ事案》
肉，黒髪，黒色ニット帽，黒色 女性2人が，下半身を露出している男を目撃しました。
敷地内及 長袖パーカー，黒色長ズボン
び路上 着用

路上

路上

路上

路上

－

－

《鹿屋市における不審者事案の解決》
12/15(火)，小学生女児が1人で登校中，車に乗った見知らぬ
男に見入られた事案がありましたが，その後，事件性がなかっ
たことが判明しました。ご協力ありがとうございました。

30～40歳代位，身長170cm
《鹿児島市で公然わいせつ事案》
位，中肉，黒色ニット帽，黒色 男性が1人でランニング中，下半身を露出している男を目撃し
長袖パーカー，黒っぽい長ズ ました。
ボン着用
50～60歳位，紺色野球帽，サ 《垂水市で不審者事案》
ングラス，薄緑色作業着上衣 小学生男女が下校中，車に乗った見知らぬ男から無言でお菓
着用，白色の軽四貨物自動 子を差し出されました。
車使用
40歳位，身長175cm位，やせ 《鹿児島市で不審者事案》
型，黒色系パーカー着用
小学生男児が1人で帰宅中，見知らぬ男から後をつけられまし
た。

－

《市役所職員などをかたる「還付金詐欺」に注意!》
12月18日，県内で発生！
市役所や福祉事務所をかたる人物から電話が入り，「保険金
の払い戻しがある。」「ATMで還付金を受け取れる。」などと
言ってATMに誘導し，受取手続と誤信させ，ATMを操作させ，
犯人指定の口座に振り込ませる手口です。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

575

発生日

発生時間

2020年12
月18日 午後1時25分頃
(金)

2020年12
576 月18日 午後9時20分頃
(金)

577

578

2020年12
月19日 午後2時頃
(土)

2020年12
月22日 午前11時30分頃
(火)

発生場所

鹿児島市東開町4番付近

鹿児島市東谷山4丁目21番
付近

霧島市国分福島2丁目

鹿児島中央駅から上伊集
院駅の間を走行中の列車
内

2020年12
580 月22日 午後3時頃
(火)

中洲通電停から鹿児島中
央駅前電停の間を走行中
の市電内

2020年12
581 月22日 午後3時30分頃
(火)

鹿児島市西伊敷3丁目16番
付近

583

－

－

路上

40歳代後半位，身長165cm
位，小肥り，黒色ニット帽，黒
縁眼鏡，赤色ジャンパー，黒
色ジャージズボン着用，自転
車使用

概

要

《鹿児島市で声掛け事案》
女子高校生が1人で帰宅中，自転車乗りの見知らぬ男から「久
しぶり，今帰りだったの？」と声をかけられました。女子高校生
は走ってその場から逃げましたが，その後，再び男と鉢合わ
せ，男から「じゃあまた会おうね。」と声をかけられました。

路上

50歳代位，身長170cm位，中
肉，白髪交じり，黄色のキャッ
プ帽，眼鏡，白色マスク，明る
めの色の上衣，ジーンズ様ズ
列車内 ボン着用，黒色リュックサッ
ク，黄色のビニール袋所持

40歳代位，紫色の軽自動車
使用
日置市伊集院町郡2丁目

2020年12
月22日 午後4時30分頃
(火)

犯人像

40歳代，身長170cm位，中
《鹿児島市で公然わいせつ事案》
肉，頭髪不明，黒のウインドブ 女性3人が，下半身を露出している男を目撃しました。
レーカー様ジャンパー，黒色
敷地内
スーツ様の長ズボン着用

30～40歳代，黒色キャップ
《霧島市で公然わいせつ事案》
帽，黒色作業着上衣着用，白 小学生女児3人が，車に乗った男が下半身を露出しているのを
色軽トラック使用
目撃しました。

2020年12
579 月21日 午後4時頃
(月)

582

形態

鹿児島市中山1丁目24番付
近

－

2020年12
584 月23日 午後4時50分頃
(水)

志布志市志布志町志布志

2020年12
585 月23日 午後5時30分頃
(水)

鹿児島市鴨池1丁目5番付
近

2020年12
586 月23日 午後8時5分頃
(水)

鹿児島市上之園町18番地
付近

路上

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生が列車に乗車中，向かいの席に座った見知らぬ男
から，スケッチブックに書いた意味不明の文字を見せられまし
た。

《日置市で不審者事案》
小学生男児が1人で下校中，車に乗った見知らぬ男から，男児
の顔をのぞき込むように見られました。

50歳代位，中肉，肩までの長 《鹿児島市で不審者事案》
さの茶髪，上下黒色系ジャー 小学生女児が市電に乗車中，隣に座っていた見知らぬ女か
市電内 ジ(ファスナー部分にピンク色 ら，スマートフォンで撮影されました。
のライン入り)着用，黒色と茶
色のバッグ所持

路上

路上

－

70歳代位，身長160～170cm 《鹿児島市で声掛け事案》
位，やせ型，黒色帽子，白髪 小学生男児2人が下校中，見知らぬ男から「いいものあげる。」
交じり，眼鏡，ベージュ色の長 と声をかけられました。
袖上衣，ベージュ色の長ズボ
ン着用
20～30歳代位，身長170～
175cm位，中肉，金系の明る
い色の短髪，白色マスク，薄
い茶色のダウンベスト，青色
のジーパン着用，茶色の紙袋
所持

－

《鹿児島市で声掛け事案》
女子高校生が1人で下校中，見知らぬ男から「デートしてくれま
せんか。」などと声をかけられ，紙袋を渡されそうになりまし
た。

《◆冬休み期間中の注意情報◆》
県内のほとんどの学校では，明日から冬休みに入ります。冬
休み期間中，子供たちが外出する機会も増えることが予想さ
れますので，子供たちが声掛け等の被害に遭わないよう，次
の点について指導をお願いします。
●外出するときは，家族に「いつ頃まで，どこで，誰と，何をす
るか」などを知らせる。
●できる限り，1人だけでは行動しない。
●防犯ブザーをいつも持ち歩く。
●暗くならないうちに，早めに帰宅する。
●不審者に遭遇したら，『いかのおすし』を励行する。
★声掛け事案や不審者に関する情報は，すぐに警察へ通報を
お願いします。

路上

身長170cm位，中肉，黒白黄 《志布志市で声掛け事案》
色のニット帽，黄色パーカー， 小学生女児が2人で下校中，見知らぬ男から「こんにちは，お
黒色ズボン着用
名前は，学校はどこ。」と声をかけられました。

路上

20～40歳位，中肉，短髪，紺 《鹿児島市でちかん事案》
色系ダウンジャケット，Gパン 女子中学生が1人で下校中，後ろから近づいてきた自転車乗り
着用，自転車使用
の男に通りすがりに体を触られました。

路上

中肉，暗めの茶色短髪，深緑 《鹿児島市でちかん事案》
色のダウンジャケット，黒色系 女性が1人で帰宅中，後ろから近づいてきた自転車乗りの男
の長ズボン着用，自転車使用 に，通りすがりに体を触られました。

県警あんしんメール配信状況 令和２年1２月末 （※色付きの行は「訂正」「解決」「注意情報」「お知らせ」等のメール内容です。）
配信
件数

587

発生日

発生時間

2020年12
月24日 午後3時30分頃
(木)

2020年12
588 月24日 午後4時45分頃
(木)

2020年12
589 月25日 午前10時頃
(金)

2020年12
590 月24日 午後4時頃
(木)

2020年12
591 月24日
(木)

－

2020年12
592 月26日 午後1時頃
(土)

発生場所

－

霧島市国分福島2丁目

鹿児島市油須木町

鹿児島市桜ヶ丘5丁目

－

鹿児島市谷山中央1丁目
谷山街道沿い

形態

犯人像

－

路上

路上

公園

－

50歳代，小肥り，黒色短髪， 《鹿児島市で声掛け事案》
白色シャツ着用，白色自動車 女子中学生が1人で下校中，車に乗った見知らぬ男から「疲れ
使用
たでしょう，乗っていかない。」と声をかけられました。

30～40歳代，やせ型，黒色七
三分け，黒色長袖ジャン
パー，黒色スラックス着用，白
色自動車使用

－

阿久根市内にある会社の寮 敷地内

2020年12
594 月29日 午後5時45分頃
(火)

鹿児島市内を走行中のバス
内

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児6人が公園で遊んでいたところ，見知らぬ男から
「覚えてる，何年生，サンタさんが来るから早く帰れよ。」などと
声をかけられました。
《出水市における行方不明事案の発見》
12/24(木)から行方不明になっていた男性は，発見されまし
た。
ご協力ありがとうございました。

50歳代位，身長170cm位，や 《鹿児島市で声掛け事案》
せ型，黒色ニット帽，黒縁眼 女子中学生が1人で帰宅中，自転車乗りの見知らぬ男から「地
鏡，灰色っぽい長袖，灰色っ 毛かわいいね。」などと声をかけられました。
ぽい長ズボン着用，黒色の自
転車使用
不詳

2020年12
593 月29日 午前9時5分頃
(火)

要

30～40歳代，黒色系作業着 《霧島市で公然わいせつ事案》
上衣，灰色系長ズボン，銀縁 小学生女児が1人で帰宅中，車内で下半身を露出している男
眼鏡を着用，白色普通乗用車 を目撃しました。
使用

－

路上

概

《出水市で行方不明事案》
【年齢】76歳，男性
【身体特徴】身長156ｃｍ，やせ型，白髪交じりの坊主頭，上衣
襟にボアの付いた灰色スウェット，下衣灰色スウェットズボン，
赤色と紺色の帽子
【行方不明の状況】
令和2年12月24日，午後3時30分頃，出水市にある自宅から行
方不明となっています。

《阿久根市で公然わいせつ事案》
女性が屋外で下半身を露出している男を目撃しました。

30歳代位，身長170cm位，や 《鹿児島市で声掛け事案》
せ型，カーキ色ジャケット，グ 小学生女児がバスに乗車中，見知らぬ男から「ねぇねぇ。」と
バス内 レー色マスク，黒色キャップ， 声をかけられました。
色不明の長ズボン着用

