
配信
件数

発生日 発生時間 発生場所 形態 犯人像 概　　　　　　　　　　要

1
2021年01
月03日(日)

午前2時過ぎ 鹿児島市西田3丁目付近 路上

30～50歳位,中肉,着衣不明 《鹿児島市でわいせつ事案》
1人で帰宅中の女性が,見知らぬ男に体を触られました。

2
2021年01
月03日(日)

－ － － －

《鹿屋市で行方不明事案》
【年齢】84歳，女性
【身体特徴】身長160ｃｍ位,中肉,白髪交じりで首付近までの長
さ，黒色ジャンパー,黒色ジャージズボン,茶色運動靴,白色帽
子
【行方不明の状況】令和3年1月3日,午前10時10分頃,鹿屋市
吾平町上名付近において行方不明になっています。

3
2021年01
月05日(火)

午前9時50分頃 鹿児島市泉町13番付近 路上

20～30歳位,身長165cm位,や
せ型,黒髪,銀色のヘルメット,
灰色ジャケット,灰色スラックス
着用,黒色リュック,青色の原付
バイク使用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が歩いていたところ,原付バイクに乗った男から「すみませ
ん」と声を掛けられました。その男は,以前も声をかけてきた男
でした。

4
2021年01
月05日(火)

午後1時30分頃
出水市本町から出水市向
江町の間

路上

60～70歳位,身長160cm位,や
せ型,灰色っぽい帽子,黒っぽ
いトレーナー風上衣着用,灰色
の軽自動車(箱バンタイプ)使
用

《出水市でつきまとい事案》
小学生女児が帰宅中,車に乗った男から,何度もつきまとわれ
ました。

5
2021年01
月06日(水)

－ － － －

《姶良市で行方不明事案》
【年齢】80歳,男性
【身体特徴】身長158cm,やせ型,頭頂部が薄い髪型,上衣灰色
スウェット,下衣灰色スウェットズボン,黒色靴,上衣の上に両袖
の外側に赤色ライン入りの黒色ジャージ着用
【行方不明の状況】令和3年1月6日,正午頃,姶良市蒲生町にあ
る自宅から行方不明になっております。

6
2021年01
月03日(日)

－ － － －

《鹿屋市における行方不明事案の発見》
1/3(日)から行方不明となっていた女性は発見されました。ご
協力ありがとうございました。

7
2021年01
月08日(金)

午前11時50分頃 曽於市末吉町深川 路上

30～40歳位,やせ型,黒色短
髪,服装不明,黒色自動車使用

《曽於市で声掛け事案》
小学生男児が1人で下校中,車に乗った見知らぬ男から「何し
てるの」などと声をかけられました。

8
2021年01
月08日(金)

午後3時30分頃 鹿屋市川西町の公園内 公園

40歳位,身長不明,小肥り,黒色
短髪,赤色長袖上着着用,灰色
自動車使用

《鹿屋市で公然わいせつ事案》
小学生男児ら3人が,公園で遊戯中,下半身を露出している男
を目撃しました。

9
2021年01
月08日(金)

午後3時30分頃
阿久根市栄町1番地阿久根
駅

駅 不詳

《阿久根市で盗撮事案》
女性がトイレの天井の隙間にスマートフォンのようなものがあ
るのに気付きました。

10
2021年01
月09日(土)

午後9時10分頃
鹿児島市小松原1丁目1番
笹貫電停

電停

20歳代位,身長170cm位,中肉,
黒色コート,黒色ズボン着用

《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。

11
2021年01
月12日(火)

午後5時30分頃
鹿児島市坂之上3丁目10番
付近

路上

50歳代位,身長155cm位,中肉,
黒色キャップ帽,白髪交じりの
短髪,丸型眼鏡,赤色ジャン
パー,黒色ジャージズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が1人で下校中,見知らぬ男から「飴をあげるから,
こっちにおいで。家はどこなの。」と声をかけられました。

12
2021年01
月12日(火)

午前7時20分頃
日置市伊集院町郡　県道37
号線沿い

路上

50歳代位,中肉,黒髪短髪,黒
色上衣着用,紙袋所持,白色ミ
ニバンタイプ自動車使用

《日置市で声掛け事案》
女子高校生が1人で歩行中,車に乗った男から「毎朝頑張って
いるね。」などと声をかけられ,紙袋を渡されそうになりました

13
2021年01
月13日(水)

午後5時50分頃
鹿児島市鴨池1丁目31番付
近

路上

40～50歳位,茶髪の禿げ頭,青
色ジャンパー,黒系長ズボン着
用,白系の自転車使用

《鹿児島市でちかん事案》
女子高校生が1人で歩行中,後方から来た自転車乗りの男に
通りすがりに体を触られました。

14
2021年01
月13日(水)

午後7時40分頃
隼人駅から加治木駅間を走
行中の列車内

列車内

30歳代位,身長170～180cm
位,やせ型,黒色長髪（後頭部
結い）,黒色トレーナー,灰色ス
ウェットズボン,白色マスク着
用,ベージュのコートと買い物
袋を手に持つ

《列車内で不審者事案》
女子高校生が隣に座っていた見知らぬ男から腕付近を触られ
ました。

15
2021年01
月14日(木)

午後4時40分頃
鹿児島市紫原4丁目48番付
近

路上

20～30歳代位,身長170cm位,
やせ型,茶髪,黒色の長めの
コート若しくはカーディガン,黒
色Gパン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が下校中,見知らぬ男とすれ違う際に卑わいな言
葉をかけられました。

16
2021年01
月14日(木)

午後3時50分頃
鹿児島市東谷山2丁目52番
付近

路上

40歳位,身長160cm位,中肉,短
髪(前髪の一部が長い),黒縁
眼鏡,茶色のダウンジャケッ
ト,Gパン,青色マスク着用,黒色
のポシェット所持,銀色の自転
車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子高校生が2人で歩行中,自転車乗りの男から「キーホル
ダーはどこで買ったの。」などと声をかけられました。

県警あんしんメール配信状況　令和３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。）
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17
2021年01
月15日(金)

午後6時10分頃 鹿屋市寿4丁目 路上

25～35歳位,身長160cm位,小
肥り,頭頂部が薄い頭髪,白色
マスク,紺色ダウンジャケット,
水色のGパン着用,赤色自転
車使用

《鹿屋市で声掛け事案》
女性が友人と買い物中,外国人風の見知らぬ男から「はじめま
して，こんばんは。」などと声をかけられました。

18
2021年01
月15日(金)

午前7時25分頃 鹿児島市下福元町付近 路上

30～40歳位,薄緑色作業服着
用,白色軽トラック使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が1人で登校中,見知らぬ男から「頑張ってね,何年
生,お名前は。」などと声をかけられました。

19
2021年01
月15日(金)

午後6時10分頃 姶良市加治木町木田付近 路上

30～40歳代位,身長165～
170cm位,やせ型,癖毛黒髪,白
色長袖,ベージュ色っぽい長
ズボン,黒色マスク着用

《姶良市で公然わいせつ事案》
女子中学生が帰宅途中,下半身を露出している男を目撃しまし
た。

20
2021年01
月16日(土)

午前11時30分頃 鹿屋市寿4丁目14番先 路上

50歳代位,黒色長髪,ピンク色
のカバーを付けたスマートフォ
ンを所持,ピンク色の自動車使
用

《鹿屋市で不審者事案》
男子中学生が帰宅中,車に乗った見知らぬ女からスマートフォ
ンを向けられました。

21
2021年01
月15日(金)

午後6時40分頃 鹿児島市鴨池1丁目付近 路上

20歳代,中肉,茶色ジャンパー,
黒色長ズボン着用,婦人用自
転車使用

《鹿児島市でちかん事案》
女子中学生が自転車で通行中,後方から近づいて来た自転車
乗りの男に通りすがりに体を触られました。

22
2021年01
月18日(月)

午後4時頃 日置市吹上町中原 路上

60～70歳位,身長160cm位,小
肥り,白髪,白っぽいセーター様
の上衣,長ズボン着用,深緑色
のエコバッグ所持

《日置市で声掛け事案》
小学生女児が2人で下校中,見知らぬ男に「得意な教科は
何。」などと声をかけられ，「2人でジュースでも買いなさい。」と
小銭を渡されました。

23
2021年01
月19日(火)

午後5時頃
鹿児島市明和2丁目1番付
近

路上

30～50歳位,身長175cm位,中
肉,上下黒色ジャージ着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生男児が帰宅中,見知らぬ男につきまとわれました。

24
2021年01
月18日(月)

午後5時20分頃
鹿児島市鴨池1丁目56番付
近

路上

茶髪,自転車使用 《鹿児島市でちかん事案》
女子中学生が通行中,後方から来た自転車乗りの男に通りす
がりに体を触られました。

25
2021年01
月19日(火)

午後4時50分頃 指宿市十二町 路上

40歳代位,身長170cm位,中肉,
黒色キャップ帽,暗い色の長
袖上衣,暗い色の長ズボン着
用

《指宿市でつきまとい事案》
小学生男児が帰宅中,見知らぬ男につきまとわれました。

26
2021年01
月20日(水)

午前1時15分頃 鹿児島市千日町の公園内 公園

30～40歳位,身長180cm位,や
せ型,黒髪長髪,黒色のロング
コート,上下黒色のスーツ着
用,ビジネスバッグを所持

《鹿児島市で不審者事案》
女性が通行中,突然後ろから男に抱きつかれ，「大丈夫です
か。」と声をかけられました。

27
2021年01
月21日(木)

午後9時20分頃 鹿児島市西田1丁目13番付近 路上

50歳代位,身長160ｃｍ位 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性が通行中,下半身を露出している男を目撃しました。

28
2021年01
月20日(水)

午後6時頃
鹿児島市皇徳寺台4丁目73
番付近

路上

10歳代後半位,身長170cm位,
やせ型,短髪,白色カッターシャ
ツ,黒色長ズボン,白色マスク
着用,銀色の自転車使用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生が2人で談笑中,自転車を押した男が自分の下腹
部付近を触りながら近づいて来ました。

29
2021年01
月21日(木)

午後4時頃 薩摩川内市矢倉町付近 路上

20～40歳位,160～170cm位,
小肥り,黒色ジャケット,黒色ズ
ボン,ハット帽,サングラス着用

《薩摩川内市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,後方から近付いて来た見知らぬ男から
「ねぇ」と声をかけられました。

30
2021年01
月22日(金)

午後5時30分頃
鹿児島市和田2丁目34番付
近

路上

30～40歳代前半,身長174cm
位,小肥り,短髪,白色長袖シャ
ツ,紺色長ズボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生が，ズボンを膝まで下ろした下着姿の男を目撃し
ました。

31
2021年01
月22日(金)

午後6時頃
鹿児島市上荒田町37番付
近

路上

20歳代位,中肉,黒髪天然パー
マ,黒色トレーナー,黒色ズボン
着用,黒色前カゴ付き自転車
使用

《鹿児島市で声掛け事案》
男子中学生が歩行中,自転車に乗った男から「ちょっと来てく
れない？」と声をかけられました。

32
2021年01
月22日(金)

午後7時頃 鹿屋市寿4丁目 路上

40～45歳位,身長175～180cm
位,中肉,短髪が伸びた感じ,黒
縁眼鏡,黒か紺色のコート,黒
か紺色のスーツズボン着用

《鹿屋市で声掛け事案》
女子高校生が徒歩で帰宅中,見知らぬ男から「こんばんは，時
間ありますか」などと声をかけられました。

33
2021年01
月25日(月)

午前8時20分頃
鹿児島市東坂元4丁目23番
付近公園内

公園

30～40歳代位,身長170ｃｍ位,
中肉,茶髪(肩に掛かる位の長
さ)，濃い青色のつなぎ着用

《鹿児島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。
周辺では,令和2年11月20日にも似たような服装の男が下半身
を露出する事案が発生しています。
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34
2021年01
月25日(月)

午後7時頃
志布志市志布志町安楽の
店舗敷地内

敷地内

50～60歳代位,身長170cm位,
中肉,黒色短髪,青色長袖ジャ
ンパー,ジーパン着用

《志布志市で声掛け事案》
女子高校生が,近づいて来た男から「ここは寒いから,ジュース
を買ってあげようか」などと声をかけられました。

35
2021年01
月25日(月)

午後7時20分頃
鹿児島市田上8丁目の店舗
内

店舗内

不詳，黒色系のスマートフォ
ン所持

《鹿児島市で盗撮事案》
女性が,トイレのドアと床の隙間からスマートフォンを差し入れ
られているのに気付きました。

36
2021年01
月27日(水)

午前9時20分頃 鹿児島市松陽台町 路上

20歳代位,身長170～180cm
位,やせ型,前髪が目に掛かる,
白縁眼鏡,黒色ロングコート

《鹿児島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。

37
2021年01
月26日(火)

午後3時50分頃 志布志市志布志町帖 路上

20～30歳位,身長160cm位,や
せ型,茶色系の髪,上下紺色系
の服を着用,黒色リュックサッ
ク所持

《志布志市で声掛け事案》
小学生男児が,男から「学校は何時に終わるの。」「何年生。」
などと声をかけられました。

38
2021年01
月27日(水)

午前7時35分頃 出水市五万石町 路上

30歳代位,身長180cm位,中肉,
黒色系帽子,紺色系長袖,紺色
系長ズボン着用,黒色ワンボッ
クス車使用

《出水市で不審者事案》
小学生男児が登校中,車から降りてきた不審者(男女不明)に
左肩付近を掴まれました。

39
2021年01
月28日(木)

正午頃 鹿児島市明和2丁目付近 路上

30～40歳代位,身長170cm位,
小肥り,短髪,白色半袖Tシャツ
着用,灰色ジャンパーと手提げ
バッグを所持

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子中学生が,下半身を露出している男を目撃しました。

40
2021年01
月29日(金)

午後3時50分頃 鹿児島市城山2丁目 路上

60～70歳位,身長170cm位,中
肉,白髪交じりの黒髪短髪,オ
レンジ色のダウンジャケット,
青色ジーパン着用,携帯電話
所持

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,男から「何年生。家はどこ。」と声をかけ
られました。

41
2021年01
月30日(土)

午後7時頃
鹿児島市吉野2丁目の公園
内

公園

50歳代後半位,身長165cm位,
中肉,ボサボサの白髪,眼鏡,茶
色のジャンパー,黒っぽいズボ
ン着用

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

42
2021年01
月30日(土)

午後5時頃 鹿児島市高麗町7番付近 路上

50～60歳代位,身長170cm位,
中肉,丸型の黒縁眼鏡,黒色
フード付きジャンパー,黄土色
ズボン着用,黒色自転車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が帰宅中,自転車乗りの男から「君はどこの小学
校。」と声をかけられ,しばらくの間つきまとわれました。

43
2021年02
月01日(月)

午後2時30分頃
鹿児島市吉野町東菖蒲谷
付近

路上

60～70歳位,身長160cm位,中
肉,白髪,黒色キャップ帽,黒系
ロングコート様上衣,黒色長ズ
ボン着用,手提げ鞄を所持。

《鹿児島市で不審者事案》
小学生女児が通行中,近付いてきた男から名札を凝視されま
した。

44
2021年02
月01日(月)

午後3時15分頃
日置市伊集院町下谷口の
公園付近

路上

やせ型,短髪,キャップ帽,サン
グラス,白色ジャージ上衣着
用,白色タブレット所持,白色軽
四貨物自動車使用,同乗者有
り(性別不明)

《日置市で不審者事案》
小学生女児が帰宅中,車に乗った男からタブレットを向けられ
ました。

45
2021年02
月01日(月)

午前7時10分頃
鹿児島市和田2丁目11番付
近

路上

50～60歳位,身長160cm位,中
肉,白髪交じり,紺色野球キャッ
プ帽,紺色無地ジャンパー（銀
色ボタン）,紺色作業ズボン着
用,紺色無地のエコバッグ所
持

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子中学生が登校中,男が下半身を露出して立っているのを
目撃しました。

46
2021年02
月03日(水)

午前6時50分頃
鹿児島中央駅付近を走行
中のバス内

バス内

10歳代位,身長170cm位,やせ
型,耳にかかる長さの黒髪,上
下黒色学生服着用,黒色リュッ
クサック,黒色学生鞄所持

《鹿児島市でちかん事案》
女子高校生が,後ろの席に座っていた男から体を触られまし
た。

47
2021年02
月03日(水)

午前4時頃 － － －

《伊佐市で行方不明事案》
【年齢】84歳,女性
【身体特徴】身長140cm位,やせ型,白髪交じりの短髪,デニム様
の紺色ズボン,上着不明,履き物は,片方は赤い紐の黒色ス
ニーカーと,もう片方は黒色サンダル
【行方不明の状況】令和3年2月3日午前4時頃,行方不明者が
自宅にいるのを家族が確認し,その後,行方不明となっていま
す。

48
2021年02
月03日(水)

－ － － －

《伊佐市における行方不明事案の発見》
2/3(水)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。
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49
2021年02
月03日(水)

午後6時40分頃 大島郡和泊町　図書館付近 路上

50歳代位,身長170ｃｍ位,やせ
型,坊主頭で前が禿げている,
黒色長袖上衣と緑色の迷彩
柄ベスト,色不明の長ズボン着
用,カメラをセットした三脚を所
持

《大島郡和泊町で声掛け事案》
女子中学生2人が帰宅中,前から歩いてきた男から声をかけら
れ,一緒に写真を撮られました。

50
2021年02
月04日(木)

午後3時20分頃
鹿児島市皇徳寺台3丁目35
番付近

路上

60～70歳位,身長160～165cm
位,中肉,白髪短髪で前が禿げ
ている,白色ライン入り紺色系
ジャージ上衣,紺色系ジャージ
ズボン着用,スマートフォン所
持,白色自動車使用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生男児2人が通行中,車から降りてきた男につきまとわれ
ました。

51
2021年02
月05日(金)

午後6時45分頃
鹿児島市鴨池1丁目51番付
近

路上

30～40歳位,青色系の上衣着
用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が1人で帰宅中,後ろから近付いてきた自転車乗りの男に,
通りすがりに体を触られました。

52
2021年02
月05日(金)

午後5時30分頃
鹿児島市紫原1丁目13番付
近

路上

45～50歳位,身長170ｃｍ位,中
肉,黒色帽子,黒色パーカー様
の上衣,ベージュ色長ズボン
着用,黒色ワンボックス車使用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生女児が帰宅途中,車から降りてきた男に「おうちまで
送ってあげるよ。」と声をかけられ,左手首を掴まれました。

53
2021年02
月06日(土)

午前11時30分頃
鹿児島市谷山中央3丁目
交番付近

路上

30～40歳位,身長160～170cm
位,中肉,上下黒色の服,黒縁
眼鏡,黒色ニット帽着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生女児が2人で通行中,男につきまとわれました。

54
2021年02
月05日(金)

午後4時頃 薩摩川内市上川内町 路上

50歳位,白色軽トラック使用 《薩摩川内市で声掛け事案》
小学生男児・女児が下校中,車に乗った男から助手席の窓越
しに「あめちゃんいらんね。」と声をかけられました。

55
2021年02
月08日(月)

午後3時50分頃
薩摩川内市大小路町12番
付近

路上

60～70歳位,身長170cm位,や
せ型,黒色帽子,黒色サングラ
ス,黒色マスク,黒色ジャン
パー,黒色ズボン着用

《薩摩川内市で声掛け事案》
小学生女児が下校中「いいものあげるからこっちおいで。」と
声をかけられ,腕を掴まれました。

56
2021年02
月08日(月)

午前7時30分頃 － － －

《奄美市で行方不明事案》
【年齢】54歳,男性
【身体特徴】身長170cm位,やせ型,面長,黒色の短髪,黒色ジャ
ンパー,青色ジーパン,黒色の靴,赤色の靴,赤色の肩掛け鞄
【行方不明の状況】
令和3年2月8日午前7時30分頃,行方不明者が施設から出か
けるところを目撃された後,帰宅せず行方不明になっていま
す。

57
2021年02
月08日(月)

午後3時40分頃 霧島市国分中央3丁目 駐車場

60歳位,黒色短髪,眼鏡,黒っぽ
い色の長袖上衣着用,白色軽
自動車使用

《霧島市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,車に乗った男から「おい,お前何して
る。」などと声をかけられました。

58
2021年02
月08日(月)

－ － － －

《奄美市における行方不明事案の発見》
2/8(月)から行方不明となっていた男性は,無事発見されまし
た。
ご協力ありがとうございました。

59
2021年02
月10日(水)

午後5時頃
日置市伊集院町下谷口　下
方限付近

路上

60～70歳代位,身長165cm位,
中肉,白髪で薄毛の短髪,袖に
白色ライン入り黒色ジャージ
上衣,黒色ズボン着用,黒色ビ
デオカメラ所持

《日置市で不審者事案》
女子中学生が通行中,路上にいた男からビデオカメラを向けら
れました。

60
2021年02
月12日(金)

午前10時30分頃 － － －

《曽於市で行方不明事案》
【年齢】80歳,女性
【身体特徴】身長145cm位,やせ型,白髪交じりの短髪,上衣が
紺色か灰色のトレーナー様の服
【行方不明の状況】令和3年2月12日午前10時30分頃,自宅で
目撃されたのを最後に行方不明となっています。

61
2021年02
月12日(金)

－ － － －

《曽於市における行方不明事案の発見》
2/12(金)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。

62
2021年02
月13日(土)

午前7時頃 鹿児島市谷山中央2丁目 路上

50～60歳位,身長160～170cm
位,中肉,茶髪のパーマ風,茶色
半袖Tシャツ,黒色ズボン着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
複数の小学生女児が,下半身を露出した男を目撃しました。
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63
2021年02
月15日(月)

午前7時40分頃
鹿児島市和田2丁目25番付
近

路上

30～40歳位,身長165cm位,小
肥り,黒髪のスポーツ刈り,暗い
色のトレーナー,黒色長ズボン
着用,白色の軽自動車使用

《鹿児島市で不審者事案》
複数の女子中学生が,ズボンを膝付近まで下げた下着姿の男
を目撃しました。

64
2021年02
月13日(土)

午前11時45分頃
鹿児島市真砂町の公園付
近

路上

60～70歳位,白髪交じりの黒
髪,白色シャツ着用,白色系の
普通乗用自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が2人で下校中,車に乗った男から「お店に連れて
行ってあげる。」と声をかけられました。

65
2021年02
月15日(月)

午後4時50分頃
霧島市国分中央3丁目46番
付近

敷地内

20～30歳代,身長170cm位,中
肉,黒髪短髪,黒色ダウンジャ
ケット,青色ジーパン着用,黒色
リュックサック,スマートフォン
所持,婦人用自転車使用

《霧島市における不審者事案》
女子高校生2人が,男にスマートフォンを向けられました。

66
2021年02
月17日(水)

午後2時頃
鹿児島市内を走行中の市
電内

市電内

50歳位,中肉,黒色短髪,黒縁
眼鏡,黒色長袖シャツ,マスク
着用,赤色のスマートフォン所
持

《鹿児島市で不審者事案》
小学生男児が,対面の席に座っている男からスマートフォンを
向けられました。

67
2021年02
月17日(水)

午後1時20分頃 鹿児島市中央町 店舗内

30歳代位,身長180cm位,中肉,
カーキ色系上衣,暗めの色の
ズボン着用,手に白色マスク所
持

《鹿児島市でつきまとい事案》
女性が買い物中,男につきまとわれました。

68
2021年02
月18日(木)

午後7時30分頃
霧島市国分中央3丁目の駅
構内

駅

40～50歳代位,中肉,禿げ頭,
眼鏡を頭にかける,ベージュ色
ジャンパー,白色長ズボン着
用,ビデオカメラ所持

《霧島市で不審者事案》
女子高校生が男にビデオカメラを向けられました。

69
2021年02
月17日(水)

午後3時頃
鹿児島市伊敷6丁目18番付
近

路上

50歳代位,身長170cm位,やせ
型,黒縁眼鏡,水色長袖上衣着
用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生男児が,走って近付いてくる男に遭遇しました。危険を
感じた男児は走って逃げました。

70
2021年02
月19日(金)

午後3時30分頃 霧島市隼人町見次付近 路上

身長165～170ｃｍ位,作業着
上下着用

《霧島市で不審者事案》
男子中学生が帰宅中,後ろから歩いてきた男から「君,今車に
当たったよね。」などと言われ,スマートフォンようのものを向け
られました。

71
2021年02
月15日(月)

午前5時頃 － － －

《鹿児島市で行方不明事案》
【年齢】77歳,女性
【身体特徴】身長152cm位,やせ型,黒髪のショートカット,緑色
ジャンパー,黒色長ズボン着用
【行方不明の状況】令和3年2月15日午前5時頃,垂水市海潟居
住の高齢女性が鹿児島市内の病院から行方不明となってお
り,現在まで見つかっておりません。

72
2021年02
月21日(日)

午前7時45分頃
鹿児島市慈眼寺町の駅の
階段

駅

20歳代位,身長170cm位,中肉,
黒色短髪,赤と白のアウター,
黒系のズボン着用,スマート
フォン所持

《鹿児島市で盗撮事案》
女子高校生が階段で,男からスマートフォンで盗撮されました。

73
2021年02
月20日(土)

午後4時50分頃
鹿児島市桜ヶ丘4丁目の公
園内

公園

20～30歳位,身長170cm位,や
せ型,黒色短髪,灰色長袖T
シャツ,紺色ベスト,青色ジーン
ズ着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児3人が公園で遊んでいたところ,男から「どこの小学
校？」などと声を掛けられ,後をつきまとわれました。

74
2021年02
月22日(月)

午前7時20分頃
垂水市二川の国道220号線
沿い

路上

60～70歳位,身長165cm位,白
髪交じりのオールバック,銀縁
眼鏡,上下水色の作業着着用,
銀色の軽自動車使用

《垂水市で不審者事案》
小学生男女に,以前声をかけてきた男が,車のクラクションを鳴
らし,手を振って通り過ぎていきました。

75
2021年02
月22日(月)

午後5時頃
鹿児島市星ヶ峯4丁目18番
付近

路上

60歳位,身長160～170cm位,
中肉,白髪交じりの頭髪,茶色
チェック柄のシャツ,黒色また
は灰色の長ズボン着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生女児が帰宅中,男につきまとわれました。

76
2021年02
月24日(水)

午後1時20分頃 鹿児島市高麗町の敷地内 敷地内

30歳代位，身長175cm位，や
せ型，黒色ニット帽，黒色
ジャージ上衣，黒色長ズボン
着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
複数の女子中学生が，下半身を露出している男を目撃しまし
た。

77
2021年02
月24日(水)

午後2時頃 鹿児島市東郡元町 路上

50歳位，身長170cm位，小肥
り，黒色ニット帽，灰色マス
ク，黒色系長袖上衣，黒色系
長ズボン着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
複数の女子中学生が，下半身を露出している男を目撃しまし
た。
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78
2021年02
月25日(木)

午前7時10分頃 奄美市名瀬真名津町 路上

40歳代位，身長170cm位，中
肉，黒髪短髪，オレンジ色と
黒色の七分丈上衣，長ズボン
着用，オレンジ色と白色のセ
カンドバッグ所持，黒っぽい自
転車使用

《奄美市で不審者事案》
小学生男児が登校中，自転車を押して歩いている男から，手
招きされました。

79
2021年02
月24日(水)

午後3時30分頃 鹿屋市新川町 路上

60歳位，身長160cm位，中
肉，白髪交じりの黒髪，黒色
長ズボン着用

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生男児が下校中，男から「君の家はどこ？」と声をかけら
れました。

80
2021年02
月24日(水)

午後4時頃 奄美市名瀬末広町 路上

60歳代位，白髪，オレンジ色
系蛍光色パーカー着用，銀色
の自転車使用

《奄美市でちかん事案》
女子高校生が，自転車乗りの男に体を触られました。

81
2021年02
月26日(金)

午後4時頃 鹿屋市大浦町 路上

年齢体格等不明，緑色野球
帽，紫色長袖シャツ着用，白
色軽トラック使用

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生女児が下校中，車に乗った男から「車に乗っていきなさ
い。」と声をかけられました。

82
2021年03
月01日(月)

午後4時40分頃
鹿児島市西陵4丁目30番付
近

路上

20～30歳代位，身長175cm
位，やせ型，黒髪短髪，黒縁
眼鏡，暗い色の長ズボン着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子中学生が，下半身を露出している男を目撃しました。

83
2021年03
月01日(月)

午後3時30分頃
指宿市池田の県道28号線
沿い

路上

60～65歳位，身長155cm位，
やせ型，白い帽子，白い長袖
上衣，（胸付近に漢字あり），
水色のズボン着用

《指宿市で声掛け事案》
小学生男女が帰宅中，男から「何年生？」「名前は？」「兄弟
は？」などと声をかけられました。

84
2021年03
月03日(水)

午後4時10分頃 鹿屋市西原2丁目2番付近 路上

身長165cm位，小肥り，ツバ
付き帽子，白色上衣着用

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生男児が下校中，男に声をかけられました。

85
2021年03
月03日(水)

午後5時30分頃 鹿児島市中央町1番地 駅

20～30歳代位，身長170cm
位，中肉，短髪，茶色のトレン
チコート，長ズボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生がエスカレーターに乗った際，身体に何かが当
たった感触がしたため，振り返ると，後ろにいた男が足早に逃
走しました。

86
2021年03
月03日(水)

午後6時30分頃 鹿児島市高麗町7番付近 路上

30歳代位，身長170ｃｍ位，中
肉，短髪，黒色トレーナー，黒
色ズボン着用，黒色前カゴ付
き自転車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
男子中学生が歩いていたところ，自転車に乗った男から
「ねー。ねー。」と声をかけられました。

87
2021年03
月03日(水)

午後7時30分頃 出水市福ノ江町敷地内 敷地内

不詳 《出水市でのぞき見事案》
小学生女児が入浴中，風呂場の高窓外からスマートフォンが
向けられているのに気付き，すぐに家族に知らせました。

88
2021年03
月04日(木)

午後5時頃 垂水市田神運動公園付近 路上

40歳位，身長175cm位，やせ
型，焦げ茶色の短髪パーマ，
黒縁眼鏡，上下紺色ジャージ
(お尻の部分に文字有り)着用

《垂水市でつきまとい事案》
女子中学生が2人で下校中，男につきまとわれました。

89
2021年03
月04日(木)

午後5時50分頃 鹿児島市平川町　駅付近 路上

20～30歳位，身長170cm位，
中肉，短めの茶髪パーマ，黒
色パーカー，紺色系の長ズボ
ン着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子高校生が2人で下校中，下半身を露出している男を目撃
しました。

90
2021年03
月04日(木)

午後4時30分頃
鹿児島市花野光ヶ丘2丁目
18番付近

路上

60～70歳位，小肥り，薄髪，
眼鏡，茶色ジャンパー着用，
白色の自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が，車から降りてきた男に「何だその態度は。」と
怒鳴られ，腕等を掴まれました。

91
2021年03
月04日(木)

午前7時30分頃 姶良郡湧水町稲葉崎付近 路上

60歳代位，身長160cm位，や
せ型，薄緑色の長袖作業服，
グレー色の長ズボン，黒色系
のツバ付き帽子，白色マスク
着用

《湧水町で不審者事案》
男性が車で走行中，男が自分の下腹部付近を触りながら立っ
ているのを見ました。

92
2021年03
月03日(水)

午後4時頃 薩摩川内市宮内町 路上

50歳位，身長170cm位，中
肉，白髪交じり，黒色長袖シャ
ツ，長ズボン着用，ショルダー
バッグ所持

《薩摩川内市で声掛け事案》
小学生男児が1人で下校中，見知らぬ男に「○○知らない
か。」などと声を掛けられました。
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93
2021年03
月07日(日)

午後4時50分頃
奄美市名瀬長浜町所在の
公園内

公園

【男Aの特徴】20～30歳代位，
身長160cm位，中肉，黒髪短
髪，黄色系の羽織着用
【男Bの特徴】20～30歳代位，
身長170cm位，中肉，オレン
ジ色か黄色系のTシャツ，半
ズボン(色不明)着用

《奄美市で声掛け事案》
小学生女児3人が公園で遊んでいたところ，2人組の男から
「一緒に遊ばない」などと声をかけられ，握手を求められまし
た。

94
2021年03
月09日(火)

午前7時50分頃
鹿児島市吉野町菖蒲谷付
近

路上

50歳位，身長165cm位，やせ
型，襟足が長い黒髪，黒色サ
ングラス，黒色ロングコート，
白色VネックTシャツ，青色
ジーパン着用，煙草所持，白
色軽自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が，男に「学校まで送るから車に乗らないか。」と
声をかけられ，腕を掴まれました。

95
2021年02
月10日(水)

－ － － －

《日置市における不審者事案の解決》
2/10(水)の女子中学生が，男からビデオカメラを向けられた事
案は，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。

96
2021年02
月22日(月)

－ － － －

《垂水市における不審者事案の解決》
2/22(月)の小学生男女に男が車のクラクションを鳴らし，手を
振って通り過ぎた事案は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。

97
2021年02
月22日(月)

－ － － －

《鹿児島市におけるつきまとい事案の解決》
2/22(月)の小学生女児が帰宅中，男につきまとわれた事案
は，事件性がないことが判明しました。ご協力ありがとうござい
ました。

98
2021年03
月08日(月)

午後4時50分頃 奄美市名瀬塩浜町 路上

身長160cm位，中肉，黒色短
髪，黒色系ジャンパー着用，
スマートフォン所持

《奄美市で不審者事案》
女子中学生が帰宅中，男からスマートフォンを向けられまし
た。

99
2021年03
月09日(火)

午後6時10分頃
鹿児島駅から隼人駅間を走
行中の列車内

列車内

20歳代位，中肉，茶髪パー
マ，黒色トレーナー，灰色ス
ウェット下衣着用，白色トート
バッグ所持

《列車内で不審者事案》
女子高校生2人に，男が膝と肩を接触させてきました。

100
2021年03
月10日(水)

午前11時50分頃
出水市高尾野町江内の公
共施設内

施設内

20歳代前後，身長170cm位，
やせ型，短髪，黒縁眼鏡，灰
色パーカー，黒色スキニータ
イプのズボン着用

《出水市で声掛け等事案》
女性が，男に「すみません。」と声かけられ，腕を掴まれまし
た。

101
2021年03
月10日(水)

午後4時10分頃
鹿児島市川上町の公園付
近

路上

60～70歳位，身長155～
160cm位，中肉，白髪交じり，
野球帽，長袖シャツ，長ズボ
ン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が，男に「何年生。」などと声をかけられました。

102
2021年03
月10日(水)

午後4時10分頃 肝属郡東串良町池之原 路上

性別不明，サングラス，黒色
長袖上衣着用，スマートフォ
ン所持，水色の自動車使用

《東串良町で不審者事案》
小学生女児3人が帰宅中，車に乗った人物からスマートフォン
を向けられました。

103
2021年03
月10日(水)

午後3時40分頃
鹿児島市吉野町東菖蒲谷
付近

路上

60～70歳代位，中肉，黒色野
球帽，黒縁四角型フレームの
眼鏡，白色の作業着上衣，白
色軽トラック使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が下校中，車に乗った男から「おかしいらないね」
などと声をかけられました。

104
2021年03
月11日(木)

午後6時30分頃 霧島市国分中央6丁目 路上

30～50歳代位，身長160～
170cm位，中肉，髪は薄め，
緑色系のジャンパー，黒色系
ズボン着用，銀色の自転車使
用

《霧島市でつきまとい事案》
女子中学生が帰宅中，自転車乗りの男につきまとわれまし
た。

105
2021年03
月12日(金)

午前7時20分頃 鹿児島市谷山中央2丁目 路上

50～60歳位，身長170cm位，
中肉，自動車使用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
小学生女児3人が登校中，下半身を露出した男を目撃しまし
た。

106
2021年03
月12日(金)

午後4時頃
鹿児島市吉野町西菖蒲谷
付近

路上

30歳位，身長165cm位，中
肉，黒髪を一つに結ぶ，白色
のワンピース着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
下校中の小学生女児が，女から徒歩でつきまとわれました。

107
2021年03
月12日(金)

午後9時20分頃
鹿児島市西千石町13番付
近

路上

20歳代後半位，身長170cm
位，中肉，自転車用ヘルメッ
ト，上下黒色か紺色のス
ウェット着用，黒色自転車使
用

《鹿児島市で不審者事案》
帰宅中の男子生徒が，男から「足を見せてくれない」などと付
きまとわれ，足を触られました。
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108
2021年03
月15日(月)

－ － － －

《電子マネーの購入を求めるうそ電話詐欺に注意！》
有料サイトの未払金やパソコンのウィルス感染解除費用など
を要求して，コンビニエンスストア等で，カードタイプの電子マ
ネーを買い，カードのID(番号)を教えるように指示する手口が
増えています。購入者からIDを聞き出し，額面の電子マネーを
だまし取るものです。

109
2021年03
月14日(日)

午後8時10分頃 鹿児島市千日町9番付近 路上

20歳代前半位，身長160cm
位，やせ型，茶色短髪，黒色
ニット帽，灰色パーカー，灰色
ジャージ下衣着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子高校生が，男から「電話番号教えて。」などと声をかけら
れました。

110
2021年03
月13日(土)

午前11時40分頃
鹿児島市吉野町中別府付
近

路上

60歳代位，中肉，黒髪短髪，
白色の自動車使用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生が下校中，車に乗った男から手招きされました。

111
2021年03
月14日(日)

午前10時40分頃 肝属郡錦江町城元 路上

60歳代位，中肉，白髪，青白
いサングラス，灰色作業着上
衣着用，スマートフォン所持，
灰色の普通乗用自動車使用

《錦江町で不審者事案》
小学生数人に，車に乗った男がスマートフォンを向けて撮影し
ました。

112
2021年03
月15日(月)

午後11時頃
霧島市国分新町1丁目10番
付近

路上

70～80歳位，身長・体格・服
装は不明，懐中電灯を所持

《霧島市で公然わいせつ事案》
2人で通行中の女性に，男が露出した下半身を見せました。

113
2021年03
月16日(火)

午後4時頃
鹿屋市串良町上小原国道
付近

路上

40歳位，身長170cm位，やせ
型，耳にかかるくらいの黒髪，
白色半キャップヘルメット，黒
色長袖上着，紺色長ズボン着
用，オートバイ使用

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生女児が下校中，後ろからついてきた男から「何年生な
の？今時間ある？」などと声をかけられました。

114
2021年03
月17日(水)

午前8時10分頃
朝日通り電停からいづろ通
り電停の間を走行中の市電
内

市電内

40～50歳代位，身長170cm
位，やせ型，白髪交じりの茶
髪，白色半袖Tシャツ(胸に黒
色マーク付き)，スキニータイ
プの黒色長ズボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
女性2人が，男からスマートフォンで撮影されました。女性らが
降車すると男も降車し，しばらくの間つきまとわれました。

115
2021年03
月17日(水)

午後4時30分頃 指宿市西方大当付近 路上

30歳代位，身長170cm位，小
肥り，白髪交じりの短髪，眼
鏡，長袖上衣，青色長ズボン
着用

《指宿市で不審者事案》
小学生男児2人が，男に追いかけられました。男児らは走って
逃げました。

116
2021年03
月17日(水)

午後2時40分頃 鹿児島市真砂本町 路上

60～80歳代位，茶色の帽子，
上下茶色の服装，黄色のビ
ニール袋所持

《鹿児島市で不審者事案》
小学生女児が下校中，男から手招きされました。

117
2021年03
月18日(木)

午後9時10分頃 鹿児島市中町1番付近 路上

50歳代位，身長160cm位，中
肉，ボサボサの白髪交じり，
白色マスク，黒色作業着上
衣，黒色作業ズボン着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子高校生が，下半身を露出して近付いてくる男を目撃しまし
た。

118
2021年03
月18日(木)

午後6時10分頃 南九州市頴娃町別府 路上

30～40歳位，身長160～
170cm位，緑色半袖Tシャツ，
黒色ジャージ下衣着用，ス
マートフォン所持，黒色マウン
テンバイク使用

《南九州市で不審者事案》
女子中学生2人が，自転車乗りの男からスマートフォンを向け
られました。

119
2021年03
月17日(水)

午後6時30分頃
鹿児島市を走行中のバス
内

バス内

身長160～165cm位，やせ
型，上下黒色の服装

《鹿児島市でちかん事案》
女子生徒が，男に身体を触られました。

120
2021年03
月19日(金)

午後4時20分頃 霧島市隼人町西光寺 路上

40歳位，黒髪短髪，小肥り，
黒色長袖，黒色軽自動車使
用

《霧島市で声掛け事案》
小学生女児が下校中，車に乗った男から声をかけられまし
た。

121
2021年03
月21日(日)

午後8時40分頃
薩摩川内市平佐町　県道沿
い

敷地内

30歳代位，身長160cm位，や
せ型，黒色キャップ帽，黒色
パーカー，黒色ズボン着用

《薩摩川内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。

122
2021年03
月23日(火)

午後3時10分頃
姶良市東餠田　県道391号
線沿い

路上

70～80歳位，身長155cm位，
中肉，黒髪短髪，マスク，灰
色長袖上衣，黒色ズボン着
用，白色の自転車使用

《姶良市で声掛け事案》
小学生男児が下校中，自転車に乗った男から「ネームを見せ
ろ」と声をかけられました。
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123
2021年03
月23日(火)

午後4時40分頃
志布志市有明町伊﨑田　県
道沿い

路上

50～60歳代位，小肥り，白髪
交じりの坊主，黒色半袖Tシャ
ツ着用，白色の自動車使用

《志布志市で声掛け事案》
男子中学生が下校中，車から降りてきた男に「君は中学生。」
と声をかけられました。

124
2021年03
月24日(水)

午後零時40分頃
鹿屋市大手町の店舗内及
びバス停

店舗内

20歳代前半～30歳代前半
位，身長170cm位，小肥り，茶
髪，紺色ウインドブレーカー，
黒色のジャージ長ズボン着用

《鹿屋市で不審者事案》
女子高校生が，男からスマートフォンを向けられました。

125
2021年03
月25日(木)

午前3時30分頃 鹿児島市甲突町4番付近 路上

20歳代位，身長170cm位，中
肉，黒髪短髪，マスク，白っぽ
い長袖Tシャツ着用

《鹿児島市で不審者事案》
男が，通行人にいきなり抱きつきました。

126
2021年03
月24日(水)

午後4時40分頃
鹿児島中央駅から国分駅
の間を走行中の列車内

列車内

30～40歳代，身長175cm位，
小肥り，黒髪短髪，黒色と紺
色のボーダー柄の長袖Tシャ
ツ，黒色系ジーパン着用，青
色のスマートフォン所持

《列車内における不審者事案》
女性が，男にスマートフォンを向けられました。

127
2021年03
月25日(木)

午後1時30分頃
霧島市横川町中ノ　県道50
号線沿い

路上

ショートカットの髪，黒色っぽ
い自動車使用

《霧島市不審者事案》
小学生女児2人が帰宅中，車に乗った女からスマートフォンを
向けられました。

128
2021年03
月17日(水)

－ － － －

《鹿児島市における不審者事案の解決》
3/17(水)，鹿児島市内で女性2人が男にスマートフォンを向け
られる事案がありましたが，対象者が判明し，解決しました。
ご協力ありがとうございました。

129
2021年03
月26日(金)

午後2時30分頃 鹿児島市錦江台1丁目 路上

40歳代，身長170cm位，やせ
型，黒色長袖Tシャツ，黒色系
長ズボン着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
下校中の女子高校生が，男からつきまとわれました。

130
2021年03
月26日(金)

午後7時40分頃 鹿児島市下福元町 路上

年齢不明，身長175cm位，中
肉，短髪，服装不明

《鹿児島市でつきまとい事案》
女性に見知らぬ男がついてきました。

131
2021年03
月26日(金)

午後1時頃 出水市下知識町の公園内 公園

年齢50歳代後半，身長160cm
位，中肉，金髪若しくは茶髪，
上衣赤色の洋服，下衣長ズ
ボン着用

《出水市で不審者事案》
小学生達が女性から声をかけられ，スマートフォンで写真を撮
られました。

132
2021年03
月26日(金)

午前11時頃 阿久根市大川 路上

70～80歳代位，小肥り，銀色
の自動車使用

《阿久根市で声掛け事案》
小学生男児が車に乗った男から「何年生なの」などと声をかけ
られました。

133
2021年03
月27日(土)

午後8時頃
鹿児島市西田1丁目5番付
近

路上

50～60歳位，身長165～
170cm位，中肉，短髪，黒色
キャップ帽，黒縁眼鏡，黒系
の長ズボン着用

《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。

134
2021年03
月28日(日)

午後零時10分頃
出水市六月田町の駐車場
内

駐車場

40歳代位，身長170cm位，肥
満，頭頂部が薄い，銀縁眼
鏡。灰色上着，灰色ズボン着
用，黒色バッグ所持

《出水市で不審者事案》
女子生徒と家族が乗っていた車に，男がスマートフォンを向け
ました。

135
2021年03
月29日(月)

午後6時50分頃 鹿児島市中山町 路上

40歳位，中肉，黒髪，黒色
キャップ，黒色長袖シャツ，黒
色自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が帰宅中，車に乗った男から「家まで送ってあげ
るよ。乗りなさい。」などと声をかけられました。

136
2021年03
月29日(月)

午後7時頃
いちき串木野市東塩田町の
駐車場内

駐車場

20歳代位，やせ型，黒髪短
髪，黒色長袖上衣，黒色長ズ
ボン着用

《いちき串木野市で声掛け事案》
女性が，男から卑わいな言葉をかけられました。
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137
2021年03
月31日(水)

午後4時30分頃 出水市下鯖町 路上

10歳代後半位,身長160cm位,
やせ型,黒髪短髪,黒縁眼鏡,
黒色長袖上衣,黒色長ズボン
着用,黒色自転車使用

《出水市で声掛け事案》
小学生女児らが，男から「何年生。」などと声をかけられまし
た。

138
2021年04
月01日(木)

午前1時10分頃 鹿児島市下荒田2丁目 敷地内

身長170cm位,やせ型,黒色系
の上衣,黒色系のズボン着用

《鹿児島市でのぞき事案》
女性が入浴中の浴室の外に男が立っているのに家族が気付
きました。

139
2021年04
月01日(木)

午前1時30分頃 鹿児島市慈眼寺町 路上

若い感じ,やせ型,黒色短髪 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性が車で走行中,全裸で歩いている男を目撃しました。

140
2021年04
月04日(日)

午後零時頃 日置市吹上町永吉 バス停

40歳代後半位,中肉,黒色短
髪,サンバイザー,白色と水色
の長袖ゴルフウェア上衣,黒色
の普通乗用自動車使用

《日置市で声掛け事案》
女子高校生が,車に乗った男から「どこ行くの。」「乗ればいい
よ。」などと声をかけられました。

141
2021年04
月05日(月)

午前1時頃 南さつま市 － －

《南さつま市で行方不明事案》
【年齢】76歳,男性
【身体特徴】身長約168cm,中肉,白髪,短髪,赤色の長袖タート
ルネック,灰色のズボン下,黒色のスニーカー着用
【行方不明の状況】令和3年4月5日午前1時頃,南さつま市加世
田の自宅から外出したまま,行方不明となっています。

142
2021年03
月28日(日)

－ － － －

《出水市における不審者事案の解決》
3/28(日)女子生徒と家族が乗っていた車に,男がスマートフォ
ンを向けた事案は,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。

143
2021年04
月07日(水)

午後2時頃 鹿屋市大手町5番付近 路上

40歳位,身長170～175cm位,
中肉,サングラス,黒色長袖上
衣(フード付き),黒色長ズボン
着用,フードを被る

《鹿屋市でつきまとい事案》
小学生女児が男に道を尋ねられた後,つきまとわれました。

144
2021年04
月08日(木)

午前7時50分頃 鹿屋市吾平町 路上

30歳代位,黒色の普通乗用自
動車使用

《鹿屋市でつきまとい事案》
小学生女児が登校中,車に乗った男につきまとわれました。

145
2021年04
月08日(木)

午後3時40分頃 霧島市国分中央4丁目 路上

50～60歳代位,短髪白髪交じ
り,灰色長袖Tシャツ,暗い色の
長ズボン着用

《霧島市でつきまとい事案》
小学生男児が帰宅中,男につきまとわれました。

146
2021年04
月08日(木)

午前7時20分頃
奄美市名瀬矢之脇町の公
園内

公園

30～50歳位,身長170cm位,中
肉,黒色系ボサボサ髪,細長眼
鏡,上下灰色系のトレーナー
着用,黒色系の自転車使用

《奄美市で公然わいせつ事案》
女子中学生が,下半身を露出している男を目撃しました。

147
2021年04
月09日(金)

午前7時10分頃
志布志市志布志町安楽付
近

路上

30歳代後半,身長160cm位,中
肉,薄い頭髪,服装不明,白色
の普通自動車使用

《志布志市で不審者事案》
女子高校生が車に乗った男から手を振られました。

148
2021年04
月09日(金)

午後2時頃 鹿児島市西陵5丁目付近 路上

40～50歳位,身長160～170cm
位,小肥り,黒色スーツ上下着
用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子中学生が,下半身を露出している男を目撃しました。

149
2021年04
月09日(金)

午前10時10分頃 出水市汐見町付近 路上

40～50歳位,身長165cm位,中
肉,黒色ジャージ上下着用

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

150
2021年04
月10日(土)

午後3時20分頃 鹿児島市下荒田2丁目付近 路上

40～60歳位,身長165cm位,小
肥り,紺色キャップ,白色長袖
上衣,紺色長ズボン着用

《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。

151
2021年04
月11日(日)

午後2時20分頃 霧島市隼人町内 路上

やせ型,金髪のマッシュルーム
ヘアー様,シルバー色の普通
乗用自動車使用

《霧島市でつきまとい事案》
女子高校生が車に乗った男から「姿勢が綺麗だね,かわいい
ね。」と声をかけられ,つきまとわれました。

152
2021年04
月10日(土)

午前11時30分頃
枕崎市寿町　中洲川沿い付
近

路上

30～40歳位,身長175cm位,や
せ型,黒色野球帽,白色マスク,
黒色ジャンパー,黒色ズボン着
用,黒色の普通乗用自動車使
用

《枕崎市で声掛け事案》
女子中学生が帰宅中,車に乗った男から「乗せていってあげる
から,うちどこらへん。」などと声をかけられました。
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153
2021年04
月12日(月)

午後3時10分頃 伊佐市大口里 路上

30～40歳位,身長165～170cm
位,中肉,黒色のツバ付き帽子
(横を刈り上げた髪),黒色の長
袖ジャンパー様,黒色の長ズ
ボン着用

《伊佐市でつきまとい事案》
小学生女児が下校中,男につきまとわれました。

154
2021年04
月10日(土)

午後7時40分頃
鹿児島市郡元1丁目から唐
湊4丁目付近

路上

【男Aの特徴】20歳代後半位,
身長165cm位,やせ型,黒髪長
髪,白色トレーナー上衣,黒色
系のジャージ下衣着用,自転
車使用(色不明)
【男Bの特徴】20歳代後半位,
身長165cm位,中肉,黒髪長髪,
紺色トレーナー上衣,黒色
ジャージ下衣着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女子高校生が,2人組の男につきまとわれました。

155
2021年04
月13日(火)

午後4時頃 日置市伊集院町大田 路上

40～50歳代位,中肉,白色と紺
色の長袖作業着上衣,紺色長
ズボン着用

《日置市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,男から「こんにちは。」と声をかけられ,ス
マートフォンを向けられました。

156
2021年04
月13日(火)

午後10時20分頃 鹿児島市皇徳寺台 敷地内

性別・特徴等不明,スマート
フォン所持

《鹿児島市でのぞき事案》
女性が入浴中,窓越しにスマートフォンを向けられました。

157
2021年04
月12日(月)

午後2時30分～午
後3時30分頃

大島郡知名町瀬利覚 路上

30歳代位,身長175～180cm
位,中肉,黒色ニット帽,黒色マ
スク,黒色長袖パーカー,黒色
ズボン着用,黒色の普通乗用
自動車使用

《知名町で声掛け事案》
複数の児童が,男に「送ってあげる。」などと声をかけられまし
た。

158
2021年04
月14日(水)

午後3時40分頃
肝属郡肝付町後田　県道
554号線沿い

路上

40歳位,身長170cm位,肥満,短
髪,黒色背広上衣,黒色シャツ,
白色スラックス,黒色の普通乗
用自動車使用

《肝付町で不審者事案》
小学生男児に,車から降りてきた男が無言で手を伸ばしてきま
した。

159
2021年04
月14日(水)

午前7時10分頃 奄美市名瀬柳町付近 路上

30歳代位,身長165cm位,やせ
型,赤色ニット帽,黒色シャツ,白
色上着,青色系ズボン着用

《奄美市で声掛け事案》
女子中学生が登校中,男から「コロナは出ていない。マスクは
しなくて大丈夫だよ。」などと声をかけられました。

160
2021年04
月16日(金)

午前7時50分頃 姶良市平松付近 路上

50～60歳位,身長175cm位,中
肉,茶髪長髪のかつら,上下赤
色の女性用下着を着用

《姶良市で不審者事案》
男子中学生が登校中,女性用下着姿の男に腕を掴まれまし
た。

161
2021年04
月15日(木)

午後6時40分頃
鹿児島市草牟田2丁目11番
付近

路上

70歳代位,身長160cm位,中肉,
黒髪短髪,濃いグレーの帽子,
濃いグレーのジャンパー,濃い
グレーのスラックス着用

《鹿児島市で不審者事案》
信号待ちをしていた女性が,突然男から体を叩かれました。

162 － － － － －

《役場職員をかたる「うそ電話詐欺」に注意》
県内で複数電話が入っています。
介護保険の払戻金があると電話が入り,
　・　商業施設等のATMに行くよう指示する（銀行には行かせ
ない）
　・　電話で言葉巧みにATMを操作させて送金させる
という手口です。
　★　電話での還付手続はありません。
　★　このような電話に注意してください。
　★　身近な人にも知らせてください。

163
2021年04
月15日(木)

午後1時40分頃
鹿児島市下福元町向原付
近

路上

30～40歳代位,中肉,黒色サン
グラス,黒色の服上下着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,男から「お菓子あげるからこっちおい
で」などと声をかけられました。

164
2021年04
月16日(金)

午後4時40分頃 鹿児島市紫原5丁目 路上

40歳位,身長160～170cm位,
中肉,青色の作業ズボン着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子中学生が,下半身を露出している男を目撃しました。

165
2021年04
月16日(金)

午後4時30分頃 霧島市国分新町付近 駐車場

30～40歳位,中肉,丸顔,軽自
動車使用

《霧島市で公然わいせつ事案》
女性が,駐車中の車内で下半身を露出している男を目撃しまし
た。

166
2021年04
月17日(土)

午後5時40分頃
鹿児島市与次郎の商業施
設

店舗内

不詳 《鹿児島市で不審者事案》
女性が隣のトイレの人影に気付きました。
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167
2021年04
月18日(日)

午前7時50分頃 鹿児島市真砂本町 路上

10歳代後半～30歳代前半,身
長160cm位,中肉,灰色の半袖
Tシャツ,黒色か紺色の半ズボ
ン,黒色の手袋着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女子生徒と母親が,男からつきまとわれました。

168
2021年04
月18日(日)

午後3時30分頃
奄美市名瀬大字大熊　県道
81号線沿い

路上

50歳代位,身長160ｃｍ位,小肥
り,上下暗い色の服装,マスク
着用

《奄美市で声掛け事案》
女子中学生2人が,男から「何時にこれる。CD聴けるよ。」など
と声をかけられました。

169
2021年04
月17日(土)

午後零時20分頃
霧島市隼人町神宮1丁目3
番付近

路上

40歳代位,中肉,薄い髪,サング
ラス,黒色シャツ,黒色ズボン着
用,黒色傘所持

《霧島市で声掛け事案》
小学生男児が,男に「どこに行くの？」と声をかけられました。
不審に思った男児が走って逃げると,男も走って後を追ってき
ました。

170
2021年04
月19日(月)

午後7時50分頃 いちき串木野市春日町 路上

30～40歳位,身長160cm位,小
肥り,坊主頭,黒縁眼鏡,蛍光タ
スキ,青色シャツ,黒系のズボ
ン着用,自転車使用

《いちき串木野市でつきまとい事案》
女子高校生が帰宅中,自転車に乗った男につきまとわれまし
た。

171
2021年04
月20日(火)

午後9時20分頃 鹿屋市新川町 敷地内

性別不明,黒髪短髪,黒縁眼鏡
着用

《鹿屋市でのぞき事案》
女性が入浴中,窓の隙間からのぞき見されました。

172
2021年04
月19日(月)

午後7時20分頃
奄美市笠利町　土盛海岸付
近

路上

50～70歳代位,身長160cm位,
中肉,上下薄緑色の作業着着
用,シルバー色系の自転車使
用

《奄美市で声掛け事案》
女子中学生が,自転車を押した男から「あんた誰ね。」などと声
をかけられました。

173
2021年04
月20日(火)

午前7時30分頃
いちき串木野市上名　県道
39号線沿い

路上

40歳代位,身長170cm位,白色
キャップ,茶色のサングラス,黒
色長袖パーカーの上に黄土
色のベスト,黒色長ズボン着用

《いちき串木野市で声掛け事案》
小学生女児が登校中,男から「チョコレートいらんね。」などと声
をかけられました。

174
2021年04
月21日(水)

午後3時30分頃 霧島市国分湊付近 路上

性別不明,赤色フルフェイスヘ
ルメット,白色ジャンパー着用,
赤色バイクを使用

《霧島市で不審者事案》
小学生男児が下校中,バイクに乗った人物から手招きされまし
た。

175
2021年04
月22日(木)

午前2時頃 南大隅町 敷地内 －

《不審者情報》
【内容】令和3年4月22日午前2時頃,南大隅町で,民家に人が入
り込んだ事案が発生しました。犯人は,家人に気付かれて逃走
しています。
　★　就寝時や外出時の戸締まりを確実に行ってください。
　★　見慣れない人を見かけるなど,気づいたことがあったら警
　　察に通報してください。

176
2021年04
月22日(木)

午前7時頃
宇宿駅から南鹿児島駅間を
走行中の列車内

列車内

20歳代前半,身長175cm位,中
肉,黒色キャップ,緑色パー
カー上衣,縞模様のショートパ
ンツ着用

《鹿児島市でちかん事案》
女子高校生が,男に身体を触られました。

177
2021年04
月20日(火)

午後2時30分頃
薩摩川内市御陵下町　国道
3号線沿い

路上

50歳代後半位,身長170cm位,
やせ型,白髪交じりの黒色長
髪,ピンク生地でカラフルな野
球帽,レンズがオレンジ色のサ
ングラス,上下淡い緑色の作
業服着用

《薩摩川内市で声掛け事案》
男子中学生が通行中,男を追い越したところ「追い抜くなよ。」
などと声をかけられ,つきまとわれました。

178
2021年04
月21日(水)

午後5時頃 垂水市中央町 敷地内

60歳代位,身長160cm位,中肉,
短髪,ベージュ色の野球帽,黒
色長袖Tシャツ,紺色系作業着
長ズボン着用

《垂水市で声掛け事案》
女子中学生2人が,男から「部活はしているの，ジュースはいる
ね。」などと声をかけられました。

179
2021年04
月22日(木)

午後4時頃 伊佐市大口青木の民家 敷地内

30～40歳位,身長165cm位,や
せ型,坊主頭,上下黒色作業着
風の服を着用

《伊佐市で不審者事案》
玄関に入ってきた男が対応した女子生徒に「道を教えて欲し
い」等としつこく声をかけました。

180
2021年04
月23日(金)

午後2時20分頃 鹿児島市西陵5丁目 路上

40歳代位,身長160cm位,小肥
り,頭に白色のタオルを巻く,上
下黒色スーツを着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子中学生が,下半身を露出している男を目撃しました。

181
2021年04
月23日(金)

午後2時30分頃 薩摩川内市平佐町 路上

30～40歳位,身長165cm位,中
肉,短髪,紺色ジャケットと紺色
スラックス着用

《薩摩川内市で公然わいせつ事案》
小学生女児が,下半身を露出した男から「ねえねえ。」などと声
をかけられました。
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182 － － － － －

《オリンピック聖火リレー動画配信の偽サイトに注意!》
聖火リレーの模様を中継するサイトを装い,動画を閲覧するに
は個人情報やクレジットカード情報などの入力を求めるフィッ
シングサイトが確認されています。
　サイトの表示内容が不自然であるものや個人情報などの入
力を要求するサイトには注意が必要です。
　明日から,鹿児島県内で聖火リレーが開催されます。
　十分注意してください。

183
2021年04
月26日(月)

午後3時20分頃 鹿屋市今坂町 路上

40～50歳代位,やせ型,紺色の
普通乗用自動車使用

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生男児が自転車で通行中,車に乗った男から「乗っていか
ない。」と声をかけられました。

184
2021年04
月26日(月)

午後5時10分頃
鹿児島市玉里団地3丁目2
番付近

路上

身長170cm位,中肉,黒色
キャップ,上衣不明,黒色ズボ
ン着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生2人が下校中,男が急に向かってきて,避けようとし
た1人に接触しました。

185
2021年04
月26日(月)

午後3時頃
鹿屋市吾平町麓の県道68
号線沿い付近

路上

70歳位,中肉,白髪,黒色キャッ
プ,マスク,黒色長袖上衣,紺色
ズボン着用

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,女から「一緒に歩いて行くか。」などと声
をかけられ，手を差し出されました。

186
2021年04
月27日(火)

午後1時40分頃 鹿児島市中山2丁目 路上

50歳代位,身長160～170cm
位,やせ型,黒色短髪,黒色帽
子,サングラス,黒色長袖上衣,
黒色長ズボン着用,黒色か灰
色の自転車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が,男から「一緒にお店に行こう。」などと声をかけ
られました。

187
2021年3月
27日(火)

午後3時50分頃
鹿屋市串良町細山田の国
道269号線沿い

路上

【男Aの特徴】10歳代後半位,
中肉,赤色と黒色の短髪,茶色
長袖Tシャツ,青色長ズボン着
用,黒色バイク使用
【男Bの特徴】10歳代後半位,
中肉,金色短髪,黒色バイク使
用

《鹿屋市で不審者事案》
小学生男児が,バイクに乗った2人組の男の内1人からスマート
フォンを向けられました。

188
2021年04
月27日(火)

－ － － －

《鹿屋市における不審者事案の発生日の訂正》
本日配信した鹿屋市串良町細山田の国道269号線沿い路上
において小学生男児が,バイクに乗った2人組の男の内1人か
らスマートフォンを向けられた事案について,発生日時を
「3/27(火)午後3時50分頃」と配信しましたが,正しくは
「4/27(火)午後3時50分頃」であったことから訂正いたします。

189
2021年04
月28日(水)

午前7時20分頃 薩摩川内市田海町 路上

50歳位,身長175cm位,中肉,黒
髪坊主

《薩摩川内市で公然わいせつ事案》
小学生男児が,全裸で歩いている男を目撃しました。

190
2021年04
月28日(水)

午後2時10分頃
鹿児島市皇徳寺台4丁目32
番付近

路上

50歳代位,やせ型,若干白髪交
じり,紫色の長袖上衣,ピンク色
の長ズボン着用,黄色の傘を
所持

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が,女から「スーパーに行ってお菓子を買おう。」と
声をかけられました。

191
2021年04
月28日(水)

午後3時10分頃
日置市伊集院町妙円寺1丁
目

路上

30歳前後位,黒色短髪,黒色半
袖ポロシャツ着用,黒色スマー
トフォン所持,自動車使用(色
不明)

《日置市で不審者事案》
小学生男児が下校中,車に乗った男からスマートフォンを向け
られました。

192
2021年04
月29日(木)

午後2時40分頃
肝属郡錦江町田代麓の運
動公園駐車場内

駐車場

60～70歳代位,小肥り,白色野
球帽,双眼鏡様のものを所持,
白色の軽自動車使用

《錦江町で不審者事案》
小学生数人が,車に乗った男に双眼鏡様のもので見られてい
るのに気付き,すぐに逃げ,近くの店舗に駆け込みました。

193
2021年04
月29日(木)

－ － － －

《錦江町における不審者事案の解決》
4/29(木),小学生数人が,車に乗った男に双眼鏡様のもので見
られた事案がありましたが,その後,事件性が無かったことが判
明しました。御協力ありがとうございました。

194
2021年04
月30日(金)

午後4時30分頃
鹿児島市下伊敷1丁目10番
先

路上

40歳代後半位,身長165～
170cm位,小肥り,黄色系の
キャップ,灰色長袖Tシャツ,黄
色系の長ズボン着用,カメラを
所持

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児2名が帰宅中,すれ違った見知らぬ男から声をか
けられました。
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195
2021年04
月30日(金)

午後6時50分頃
霧島市溝辺町有川　国道沿
い

路上

30～40歳位,中肉,黒髪パーマ,
眼鏡,茶色長袖Tシャツ着用,
銀色自転車使用

《霧島市でつきまとい事案》
女子中学生2名が,自転車に乗った男からつきまとわれまし
た。

196
2021年04
月30日(金)

午後4時30分頃 鹿児島市真砂町 路上

年齢不明,中肉,上衣茶色の長
袖,灰色長ズボン,暗い色の帽
子,濃い青色又は黒色の自転
車使用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
小学生女児が,自転車に乗った見知らぬ男から下半身を見せ
られました。

197
2021年04
月28日(水)

－ － － －

《日置市における不審者事案の解決》
4/28(水),小学生男児が下校中,車に乗った男からスマートフォ
ンを向けられた事案がありましたが,その後,事件性はないこと
が判明しました。御協力ありがとうございました。

198
2021年05
月04日(火)

午後5時40分頃
鹿児島市下福元町の公園
付近

路上

30～40歳位,身長165cm位,小
肥り,金髪のボサボサ頭,白色
Tシャツ,灰色の膝丈ズボン
(ジャージ様)着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子中学生と女子高校生が,下半身を露出している男を目撃
しました。

199 - - - - -

《金融機関を名乗る偽メールに注意!》
鹿児島県内の金融機関を名乗る「偽メール」が確認されてい
ます。メール本文から偽画面へ誘導して,インターネットバンキ
ングのログインパスワード等を入力させる手口です。

200
2021年05
月06日(木)

午後3時40分頃 出水市五万石町 路上

20～40歳代,身長170cm位,や
せ型,黒色短髪,白色マスク,白
色長袖ワイシャツ,黒色スラッ
クス様着用

《出水市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,男から「お菓子を買ってあげるからつい
ておいで。」と声をかけられました。

201
2021年05
月06日(木)

午後5時30分頃 鹿屋市笠之原町 路上

40歳代位,身長175～180cm
位,中肉,黒色マッシュヘアー,
灰色マスク,黒色ウインドブ
レーカー,黒色ズボン着用

《鹿屋市で不審者事案》
女子高校生が,男から「どこの高校ですか。」などと声をかけら
れ,髪を触られました。

202
2021年05
月06日(木)

午後5時30分頃 鹿屋市笠之原町 路上

30～40歳代位,身長170cm位,
中肉,黒色の長袖コート,黒色
長ズボン着用

《鹿屋市で声掛け事案》
女子中学生が帰宅中,徒歩でついてきた男から「今,帰っている
途中。」と声をかけられました。

203
2021年05
月06日(木)

午後3時50分頃 指宿市山川小川 路上

40歳代,身長不明,体格不明,
白髪交じりの頭髪,緑色系ジャ
ンパー,黒色帽子着用,黒色自
動車使用

《指宿市で声掛け事案》
女子中学生が下校中,車に乗った見知らぬ男から「おじいちゃ
んが倒れたから一緒に病院に行こう。」などと声をかけられま
した。

204
2021年05
月06日(木)

午後7時20分頃
出水駅から鹿児島中央駅を
走行中の新幹線内

列車内

50歳位,身長175cm位,肥満,薄
い頭髪,白色シャツの中に赤
色Tシャツ,淡い茶色系ズボン
着用

《出水市で声掛け事案》
女子高校生2名が見知らぬ男から握手を求められました。

205
2021年05
月06日(木)

午後9時頃 鹿児島市西千石町 路上

20歳代位,小肥り,黒色短髪,黒
縁眼鏡,黒色半袖シャツ,黒色
ジャージズボン着用,黒色の
自転車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
男子中学生が,自転車に乗った見知らぬ男から「靴下を見せて
欲しい」などと声をかけられ,足を触られそうになりました。

206
2021年04
月27日(火)

－ － － －

《鹿屋市における不審者事案の解決》
4/27(火),小学生男児が,バイクに乗った2人組の内1人からス
マートフォンを向けられた事案は,相手が判明したことから警察
で指導しました。御協力ありがとうございました。

207
2021年05
月10日(月)

午前7時20分頃
霧島市牧園町宿窪田　国道
223号線沿い

路上

50～60歳位,黒色短髪,眼鏡,マ
スク着用,紺色携帯電話所持,
白色軽トラック使用

《霧島市で不審者事案》
女子中学生2人が登校中,車に乗った男から携帯電話を向けら
れました。

208
2021年05
月10日(月)

午後3時20分頃
いちき串木野市生福　県道
39号線沿い

路上

50歳位,身長160～170cm位,
小肥り,黒色短髪,黒色長袖
シャツ,黒系の長ズボン着用

《いちき串木野市で声掛け事案》
小学生女児2人が下校中,男に声をかけられ,ぬいぐるみを渡さ
れそうになりました。

209
2021年05
月11日(火)

午前7時20分頃
指宿市十二町　国道226号
線沿い

路上

中年位,身長165cm位,小肥り,
灰色の帽子,黒縁眼鏡,灰色
ジャージ上衣,灰色下衣着用,
デジタルカメラ様のカメラ所持

《指宿市で不審者事案》
小学生女児複数が登校中,男からカメラを向けられました。

210
2021年05
月10日(月)

午後4時20分頃
鹿児島市小野3丁目の公園
内

公園

50～60歳位,身長160cm位,や
せ型

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児2人が,男に「おい」などと声をかけられ,追いかけら
れました。
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211
2021年05
月11日(火)

午後1時30分頃
霧島市国分松木町の公園
付近

路上

40歳位,身長170～180cm位,
やせ型,黒色帽子,黒色長袖T
シャツ,黒色長ズボン着用

《霧島市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,男から「お菓子をあげるよ,ついておい
で。」などと声をかけられました。

212
2021年05
月11日(火)

午後4時頃 鹿児島市武3丁目34番付近 路上

20～30歳位,身長170cm位,や
せ型,眼鏡,白色ワイシャツ,黒
色スラックス着用

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

213
2021年05
月11日(火)

午後5時30分頃
鹿児島市和田2丁目41番付
近

路上

30～50歳代位,身長170cm位,
肥満,黒色短髪,黒縁眼鏡(四
角いフレーム),黒色長袖Tシャ
ツ,下衣は黒色下着のみ着用,
白色の軽自動車使用

《鹿児島市でちかん事案》
小学生女児が帰宅中,男に身体を触られました。

214
2021年05
月13日(木)

午後2時35分頃 鹿児島市上荒田町 路上

45歳位,身長165cm位,中肉,灰
色の短髪薄毛,灰色Tシャツ,
灰色長ズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児2名が,下校中,見知らぬ男にビワを見せられなが
ら「公園で拾ったビワを食べてみろ。」などと言われました。

215
2021年05
月12日(水)

午後4時30分頃 鹿児島市谷山中央7丁目 路上

20歳代前半位,身長170cm位,
やせ型,明るめの金髪で短髪,
黒系上衣,黒系長ズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が下校中,男から「初対面だけど一緒に帰りません
か。」と声をかけられたもの。

216
2021年05
月10日(月)

－ － － －

《鹿児島市における声掛け事案の解決》
5/10(月),小学生男児2人が,男に「おい」などと声をかけられ,追
いかけられた事案は,相手が判明したことから警察で指導しま
した。御協力ありがとうございました。

217
2021年05
月14日(金)

午前7時20分頃
霧島市牧園町宿窪田　国道
223号線沿い

路上

性別等不明,紺色携帯電話所
持,白色軽トラック使用

《霧島市で不審者事案》
女子中学生2人が登校中,車に乗った人物から携帯電話を向
けられました。

218
2021年05
月13日(木)

午後6時50分頃 志布志市有明町原田 路上

20歳代前半位,やせ型,色不明
のジャージ上下,自転車使用

《志布志市でつきまとい事案》
帰宅中の女子中学生が,自転車に乗った男からつきまとわれ
ました。

219
2021年05
月13日(木)

午後6時50分頃
鹿児島市向陽2丁目11番付
近

路上

30歳代,身長180cm位,やせ型,
黒色短髪,黒色マスク,色不明
の半袖Tシャツ,黒色系の長ズ
ボン着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
帰宅中の女子中学生が,見知らぬ男からつきまとわれました。

220
2021年05
月12日(水)

午前4時20分頃
鹿児島市大竜町　国道10号
線沿い

路上

30～40歳位,身長不明,小肥り,
短髪,黒色Tシャツ,黒色スラッ
クス,黒色の自転車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
自転車に乗った見知らぬ男が女性に近付いて来て,卑わいな
言葉をかけました。

221
2021年05
月14日(金)

午後9時20分頃
鹿児島市草牟田2丁目22番
付近

路上

年齢不明,身長170cm位,やせ
型,短髪

《鹿児島市で不審者事案》
女性が帰宅中,上半身裸の男を目撃しました。

222
2021年05
月17日(月)

午後4時頃
西之表市西之表上石寺　国
道58号線沿い

路上

30～40歳代位,身長170cm位,
中肉,黒髪の短髪,黒色サング
ラス,黒色長袖Tシャツ,黒色長
ズボン着用

《西之表市で不審者事案》
小学生女児が,男に追いかけられました。

223
2021年05
月18日(火)

午前6時20分頃 南さつま市加世田本町付近 バス停

50～60歳位,身長170cm位,中
肉,黒髪の坊主頭,上衣不明,
長ズボン(色不明)着用,赤色
リュックサック所持

《南さつま市で不審者事案》
女性が,男からスマートフォンを向けられました。

224
2021年05
月18日(火)

午後6時30分頃 鹿児島市小原町 路上

【男Aの特徴】10歳代後半～
20歳代前半位,オレンジ色半
袖Tシャツ,黒色半ズボン着用
【男Bの特徴】10歳代後半～
20歳代前半位,黒色半袖Tシャ
ツ【男Cの特徴】10歳代後半～
20歳代前半位,自転車を押す

《鹿児島市で不審者事案》
小学生女児が,3人組の男の内1人(男A)からスマートフォンを
向けられました。

225
2021年05
月19日(水)

午後4時20分頃 曽於郡大崎町假宿 路上

30歳代位,身長165cm位,やせ
型,耳に掛かる位の長さの
パーマ頭(センター分け),黒色
ベンチコート様,黒色長ズボン
着用

《大崎町で声掛け事案》
小学生女児が下校中,男から「今,何年生。家に着いたらちょっ
と話そう。」などと声をかけられました。

226
2021年05
月19日(水)

午後4時30分頃 霧島市国分野口町 路上

50歳代,身長165cm位,中肉,白
髪交じりの短髪,緑色のTシャ
ツ,黒色長ズボン着用

《霧島市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,男から「家はどこなの,お菓子あげるか
ら遊びにおいで。」などと声をかけられました。
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227
2021年05
月18日(火)

－ － － －

《南さつま市における不審者事案の解決》
5/18(火),女性が,男からスマートフォンを向けられた事案は,相
手が判明したことから警察で指導しました。

228
2021年05
月19日(水)

午後4時30分頃 曽於郡大崎町假宿 路上

30歳代位,身長175cm位,中肉,
黒髪短髪(センター分け),灰色
のジャケット,灰色のスラックス
様を着用

《大崎町で声掛け事案》
女子高校生が下校中,男から「一緒にしゃべりませんか。かわ
いいね。」などと声をかけられました。

229
2021年05
月19日(水)

午後4時40分頃 曽於郡大崎町横瀬 路上

30歳位,身長180cm位,中肉,耳
に掛からない位の黒髪パー
マ,黒色のダウンジャケット様,
青色ジーパン着用

《大崎町で声掛け事案》
女子高校生が下校中,男から「かわいいね。恋愛とかは興味な
いの？頭撫でていい？」などと声をかけられました。

230
2021年05
月20日(木)

午後3時頃 志布志市志布志町安楽 路上

40～70歳位,黒色系の上衣着
用,白色の自動車使用

《志布志市で声掛け事案》
小学生女児2人が下校中,車に乗った男から「一緒に行こう。」
と声をかけられました。

231
2021年05
月20日(木)

午後3時10分頃 日置市東市来町湯田 路上

【男Aの特徴】50歳前後,白髪,
眼鏡,お菓子の箱を所持,助手
席に乗車
【男Bの特徴】20歳代,黒髪短
髪,運転席に乗車,白色自動車
を使用

《日置市で声掛け事案》
小学生女児3人が下校中,車に乗った2人組の男のうち1人から
「可愛いね。」などと声をかけられ,お菓子を渡されそうになりま
した。

232
2021年05
月19日(水)

－ － － －

《大崎町における声掛け事案の内容訂正》
5/20(木)に配信した曽於郡大崎町横瀬の路上において,女性
が帰宅途中,男から「かわいいね。恋愛とかは興味ないの？頭
撫でていい？」などと声をかけられた事案について，女性の職
業を「高校生」と配信しましたが,正しくは「中学生」であったこと
から訂正いたします。

233
2021年05
月21日(金)

午後4時頃 奄美市名瀬矢之脇町 路上

40～50歳代,身長160～
170cm,やせ型,帽子,茶色半袖
ポロシャツ,茶色半ズボン着
用,黒色自転車使用

《奄美市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,自転車に乗った見知らぬ男から「お菓
子あげるからおじさんについておいで。」と声をかけられまし
た。

234
2021年05
月22日(土)

午後1時10分頃 鹿児島市西紫原町 路上

30～40歳位,身長170cm位,小
肥り,頭に白色タオルを巻く,サ
ングラス,上下黒色の服着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
複数の女子中学生が,下半身を露出している男を目撃しまし
た。

235
2021年05
月22日(土)

午後8時40分頃 鹿児島市東千石町2番付近 路上

50歳代,身長165cm位,半袖T
シャツ,長ズボン着用

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

236
2021年05
月23日(日)

午後5時40分頃
鹿児島市中央町の公園付
近

路上

30歳代,身長170cm位,中肉,短
髪,サングラス,長袖上衣着用,
黒色と赤色の自転車使用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生男児が帰宅中,自転車に乗った男から「名前や住所を
教えて」と声をかけられ,つきまとわれました。

237
2021年05
月23日(日)

午後6時頃
鹿児島市宇宿1丁目　二軒
茶屋電停付近

敷地内

40～50歳代位,中肉,サングラ
ス様着用

《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。

238
2021年05
月24日(月)

午前7時20分頃 奄美市名瀬井根町 路上

20～30歳代,身長170～180cm
位,やせ型,黒髪短髪,上下黒
色系の服,黒色マスク着用

《奄美市でつきまとい事案》
小学生男児が,男からつきまとわれました。

239
2021年05
月24日(月)

午前7時30分頃 姶良市西餠田 路上

50歳代,身長180cm位,やせ型,
肩までの長さの黒髪,黒色ロン
グTシャツ,黒色ジーンズ着用

《姶良市でちかん事案》
女子中学生が登校中,男が近づいてきて,体を触られました。
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240
2021年05
月24日(月)

午前8時頃
鹿児島市池之上町を走行
中のバス内

バス内

中肉,麦わら帽子様,丸眼鏡着
用,杖を所持

《鹿児島市でちかん事案》
小学生女児がバスに乗車中,隣の席に座った男から体を触ら
れました。

241
2021年05
月24日(月)

午後3時30分頃 志布志市志布志町帖 敷地内

40歳代位,やせ型,黒髪短髪,
黒色の自動車使用

《志布志市で声掛け事案》
小学生男児が,車に乗った男から「おい,何年生か。」などと声
をかけられました。

242
2021年05
月24日(月)

午後3時30分頃 鹿児島市明和2丁目 路上

60～70歳代位,身長160cm位,
やせ型,黒色系のキャップ,黒
色サングラス,青色のジャン
パー,黒色の長ズボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生女児が,男から手招きされました。

243
2021年05
月22日(土)

午後零時頃 鹿児島市谷山中央8丁目 路上

40歳代位,身長170cm位,小肥
り,頭に白色タオルを巻く,マス
ク,ジッパー付き黒色上衣,黒
色ジーパン着用,黒色の自動
車使用

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

244
2021年05
月25日(火)

午後6時40分頃
鹿児島市薬師1丁目の公園
付近

路上

50歳代,身長165cm位,中肉,短
髪,ベージュ色の野球帽,赤色
の長袖上衣,ベージュ色の長
ズボン着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女子中学生と小学生女児が,男からつきまとわれました。

245
2021年05
月25日(火)

午後8時30分頃 指宿市開聞十町 路上

年齢等不明,坊主風の頭,黒色
系の自動車使用

《指宿市で不審者事案》
女性が帰宅中,離合した車の男の視線に不安を覚えたところ,
再度,車は後方から女性を追い抜き,走り去っていきました。

246
2021年05
月25日(火)

午後3時10分頃
いちき串木野市大原町の信
号交差点付近

路上

60歳代位,身長170cm位,小肥
り,白髪交じりの黒髪短髪,黒
色のキャップ,茶色のレンズの
眼鏡,上下青色系の作業服着
用

《いちき串木野市でつきまとい事案》
小学生男児2人が下校中,男からつきまとわれました。

247
2021年05
月26日(水)

午後3時50分頃
指宿市十二町　国道226号
線沿い

路上

20～30歳位,身長160cm位,や
せ型,茶髪のくせ毛,黒色の半
袖上衣,ベージュの長ズボン
着用

《指宿市で声掛け事案》
小学生男児2人が帰宅中,男から「ちょっといい。」と声をかけら
れ,スマートフォンを向けられました。

248
2021年05
月26日(水)

午後5時30分頃
肝属郡東串良町池之原　県
道519号線沿い

路上

20歳位,身長170cm位,やせ型,
黒髪短髪,灰色長袖シャツ着
用,黒色の自転車(シティサイ
クルタイプ)使用

《東串良町でつきまとい事案》
女子中学生が,道を尋ねられた男につきまとわれました。

249
2021年05
月26日(水)

午後5時50分頃
姶良市加治木町木田の駅
付近

路上

20～30歳位,身長175cm位,や
せ型,黒髪,白色パーカー,黒色
ジャージ(サイドにオレンジ色
のライン入り)下衣着用

《姶良市で公然わいせつ事案》
小学生複数が,下半身を露出している男を目撃しました。

250
2021年05
月26日(水)

午後9時20分頃
鹿児島市山田町　皇徳寺団
地東口付近

路上

30歳代位,身長170cm位,中肉,
黒髪短髪

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性が車で走行中,全裸で走り去る男を目撃しました。

251
2021年05
月27日(木)

午後4時10分頃 志布志市松山町泰野 路上

60歳位,身長170cm位,やせ型,
帽子,銀縁眼鏡,作業服上衣
(色不明),紺色ズボン着用

《志布志市で声掛け事案》
小学生男児2人が下校中,男から「名前は何。家はどこね。」な
どと声をかけられました。

252
2021年05
月26日(水)

午前7時20分頃 鹿児島市明和2丁目 路上

30歳代位,身長175～180cm
位,やせ型,黒色野球キャップ,
黒色Tシャツ,細身の紺色ジー
パン着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生女児2人が登校中,車から降りた男につきまとわれまし
た。
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253
2021年05
月25日(火)

午後7時頃 曽於郡大崎町益丸 路上

30歳位,身長170cm位,中肉,肩
ぐらいまでのパーマ様の髪,黒
色長袖Tシャツ,白色ズボン着
用

《大崎町で声掛け事案》
女子中学生が下校中,男から「今時間大丈夫ですか。」などと
声をかけられました。

254
2021年05
月27日(木)

午後4時50分頃
鹿児島市上谷口町の駅構
内

駅

60歳代後半位,小肥り,黒色
ハット,銀縁眼鏡,赤と黒の
チェック柄長袖シャツ,青色
ジーパン着用,カメラ所持

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生2人が,すれ違った男からカメラで写真を撮られまし
た。

255
2021年05
月29日(土)

午前11時30分頃 鹿屋市串良町上小原 路上

30歳代位,中肉,黒髪短髪,半
袖シャツ着用,黒色の軽自動
車使用

《鹿屋市で公然わいせつ事案》
女性が,車内で下半身を露出している男を目撃しました。

256
2021年05
月29日(土)

午後4時20分頃 鹿児島市城山2丁目 公園

30歳代位,身長165cm位,小肥
り,短髪,灰色半袖Tシャツ,濃い
灰色長ズボン着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
小学生女児が,下半身を露出している男を目撃しました。

257
2021年05
月29日(土)

午後6時20分頃
鹿児島市東千石町13番付
近

店舗内

30歳代位,身長160～170cm
位,やせ型,短髪,眼鏡,ベージュ
色の半袖上衣,ベージュ色の
チェック柄長ズボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生が,すれ違った男からスマートフォンを向けられま
した。

258
2021年05
月29日(土)

午後9時40分頃 鹿児島市高麗町43番付近 路上

20歳代前半位,身長165cm位,
やせ型,金髪で長髪,上下黒系
の服を着用,ロードバイクタイ
プの自転車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が帰宅中,自転車に乗った男から「今一人ですか。連絡先
を教えてください。」などと声をかけられました。

259
2021年05
月30日(日)

午後8時30分頃
鹿児島市加治屋町5番　甲
突川沿い

路上

50歳位,身長170cm位,やせ型,
黒色キャップ,黒色半袖シャツ,
青色ジーパン着用

《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。

260

①2021年5
月10日(月)
②2021年5
月14日(金)

－ － － －

《霧島市における不審者事案の解決》
5/10(月)と5/14(金),女子中学生2人が登校中,車に乗った男か
ら携帯電話を向けられた事案は,相手が判明したことから警察
で指導しました。

261
2021年05
月29日(土)

午後4時頃
鹿児島市天保山町の公園
内

公園

年齢は中年位,身長160cm位,
黒色のハット,黒髪で１つ結び,
ワンピース着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生が,女に「ねぇ」と声をかけられ,いきなり腕を掴まれ
ました。

262
2021年05
月30日(日)

午後5時30分頃
奄美市名瀬古田町10番付
近

路上

30歳代後半位,身長170cm位,
やせ型,麦わら帽子,白色Tシャ
ツ,ジーパン(膝辺りまでまくり
上げる)着用,黒色リュックサッ
ク,自転車使用

《奄美市で声掛け事案》
女子中学生が,自転車に乗った男から「ジュース買ってあげよ
うか。時間ある。話そうよ。」などと声をかけられました。

263
2021年06
月01日(火)

午前7時15分頃 志布志市志布志町安楽 路上

30歳代位,やせ型,黒髪短髪,
黒色半袖Tシャツ,黒色系の軽
自動車使用

《志布志市でつきまとい事案》
女子中学生が登校中,車に乗った男からつきまとわれました。

264
2021年05
月30日(日)

午後3時10分頃 霧島市隼人町の公園内 公園

60～70歳位,身長165cm位,や
せ型,短髪,白色肌着様Tシャ
ツ,黒色ジャージ様半ズボン着
用

《霧島市で不審者事案》
女子高校生3人に,男が近づいて声をかけ,1人のスカート内を
覗こうとしました。

265
2021年06
月01日(火)

午後7時頃 姶良市西姶良1丁目 路上

50～60歳代位,身長170cm位,
小肥り,金髪で長髪,頭頂部と
毛先が黒髪,白色と黒色のT
シャツ,黒色長ズボン着用

《姶良市で声掛け事案》
男子中学生が下校中,男から「家まで一緒に行かないか。」と
声をかけられました。
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266
2021年06
月01日(火)

午後4時20分頃
霧島市隼人町東郷　国道
504号線沿い

路上

年齢不明,身長160cm位,小肥
り,白髪,灰色シャツ着用

《霧島市でつきまとい事案》
小学生女児が帰宅中,男からつきまとわれました。

267
2021年06
月02日(水)

午後3時10分頃
指宿市西方大園原の敷地
内

敷地内

20歳代位,身長165cm位,中肉,
黒髪,丸眼鏡,黒色または紺色
の半袖Tシャツ,黒色または紺
色の長ズボン着用

《指宿市で公然わいせつ事案》
小学生女児が,下半身を露出している男を目撃しました。

268 － － － － －

《ワクチン接種に関する「不審電話」に注意！》
県内で複数の不審電話が入っています。
行政機関等を装った者から電話が入り,
　・　ワクチン早く打てますよ
　・　ワクチン接種の予約ができます
などと言って,個人情報を聞き出す手口です。
　★　行政機関等を装った「なりすまし」にご注意！
　★　ワクチン接種は無料です。
　★　電話・メールで個人情報を求めることはありえません。

269
2021年06
月01日(火)

－ － － －

《志布志市におけるつきまとい事案の解決》
6/1(火),女子中学生が登校中,男からつきまとわれた事案があ
りましたが,その後,事件性がないことが判明しました。御協力
ありがとうございました。

270
2021年06
月02日(水)

午後3時20分頃 薩摩川内市平佐町　駅付近 路上

40歳代後半～50歳代前半位,
身長170cm位,中肉,焦げ茶色
系の髪,黒色野球帽,黒色長袖
Tシャツ,黒色長ズボン着用

《薩摩川内市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,男に手を掴まれ「お名前なんていうの,
おうちはどこ」などと声をかけられました。男児はすぐに逃げま
した。男児は翌日も同じ男から声をかけられ,逃げています。

271
2021年06
月03日(木)

午後3時40分頃 鹿屋市寿7丁目5番付近 路上

40歳代位,スカート(色不明)着
用

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,女から「車に乗っていかない。」などと声
をかけられました。

272
2021年06
月03日(木)

午後4時40分頃
鹿児島市下荒田2丁目20番
付近

路上

【男Aの特徴】20歳代位,中肉,
明るい色の短髪,助手席側後
部座席に乗車
【男Bの特徴】20歳代位,運転
席に乗車,黒系の自動車を使
用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が1人で下校中,車に乗った2人組の男のうち1人
から「今帰っているところ。頑張ってね。」と声をかけられまし
た。

273
2021年06
月03日(木)

午後4時頃 指宿市十町 路上

年齢不明,身長175cm位,中肉,
黒色長袖パーカー,黒色長ズ
ボン着用

《指宿市でつきまとい事案》
女子中学生が帰宅中,男からつきまとわれました。

274
2021年06
月04日(金)

午後9時30分頃 南九州市頴娃町牧之内 住宅

性別を含め不明 《南九州市でのぞき事案》
女性が入浴中,屋外に人影を感じました。入浴後,脱衣所の窓
に手をかけられているのに気づきました。

275
2021年06
月05日(土)

午前9時40分頃 霧島市溝辺町 店舗

30～40歳代位,身長170cm位,
小肥り,黒色ワークキャップ,黒
色眼鏡,赤色シャツ,黒色チノ
パン着用

《霧島市で不審者事案》
男が,複数の女性のスカートの下に棒状の物を差し入れまし
た。

276
2021年06
月06日(日)

午前11時頃
鹿児島市西千石町16番付
近

路上

20歳代位,肥満,黒髪,黒縁眼
鏡,黒色Tシャツ,黒色ジャージ
長ズボン(白色ライン入り)着
用,水色リュックサック所持,白
色系自転車(スポーツタイプ)
使用

《鹿児島市で声掛け事案》
男子中学生が,自転車に乗った男に「その足見せて。」などと
声をかけられました。

277
2021年06
月06日(日)

午後2時頃 出水市西出水町 路上

50～60歳位,身長175cm位,中
肉,白髪交じりの短髪,灰色の
半袖上衣,紺色のズボン着用,
灰色の自転車使用

《出水市で声掛け事案》
小学生女児4人が,自転車乗りの男から,つぶやきかけられ,手
を振られました。
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278
2021年06
月06日(日)

午後8時頃
鹿児島市上之園町4番
ナポリ通り沿い

路上

年齢等不明,上下黒色系の服
を着用,黒色のリュックサック
所持,黒色系の自転車使用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が,後ろから近づいてきた自転車乗りの男に,通りすがりに
体を触られました。

279
2021年06
月06日(日)

午後9時50分頃 鹿児島市中央町 地下通路

20歳代位,身長165cm位,中肉,
黒色短髪,白地に黒色の柄入
りTシャツ,黒系のズボン着用

《鹿児島市で盗撮事案》
女性がエスカレーターで,男からスマートフォンで盗撮されまし
た。

280
2021年06
月07日(月)

午前4時40分頃
鹿児島市上之園町1番　甲
突川沿い付近

路上

30歳代位,身長170cm位,中肉,
黒色ニット帽,上下黒色の服を
着用

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

281
2021年05
月30日(日)

－ － － －

《奄美市における声掛け事案の解決》
5/30(日),女子中学生が,自転車に乗った男から「ジュース買っ
てあげようか。時間ある。話そうよ。」などと声をかけられた事
案については,相手が判明したことから警察で指導しました。
御協力ありがとうございました。

282
2021年06
月07日(月)

午後3時20分頃
鹿児島市伊敷5丁目22番付
近

路上

50歳位,やせ型,黒色短髪,赤
色の自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が,車に乗った男から「おいでおいで,お菓子を買っ
てあげるよ」と声をかけられました。

283
2021年06
月07日(月)

午後3時30分頃
鹿児島駅から竜ヶ水駅間を
走行中の列車内

列車内

40～50歳代位,身長165cm位,
肥満,黒色系の上衣着用

《列車内で不審者事案》
女性が座席に座って乗車中,通路に立っていた男から身体を
押し当てられました。

284
2021年06
月07日(月)

午後1時50分頃 奄美市名瀬小浜町 路上

60～70歳代位,やせ型,やや長
めの白髪,上部をゴム紐で結
ぶ,白色襟付きシャツ着用,白
色系の軽自動車使用

《奄美市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,車に乗った男から「何しているの。」と声
をかけられました。

285
2021年06
月07日(月)

午後4時50分頃 霧島市隼人町小田 露地

10歳代後半位,身長170cm位,
やせ型,茶色短髪,白色半袖T
シャツ着用,リュックサック所
持,黄緑色のマウンテンバイク
様の自転車使用

《霧島市でちかん事案》
女子中学生が,後方から近付いて来た自転車乗りの男に,通り
すがりに体を触られました。

286
2021年06
月08日(火)

午前6時50分頃
山川駅から指宿駅間を走行
中の列車内

列車内

20歳代後半位,身長160cm位,
肥満,オレンジ色の半袖Tシャ
ツ,黒色系の長ズボン着用

《列車内で不審者事案》
男子中学生が,隣の席に座り,すり寄ってきた女に身体を触ら
れました。

287
2021年05
月26日(水)

－ － － －

《東串良町におけるつきまとい事案の解決》
5/26(水),女子中学生が,道を尋ねられた男につきまとわれた
事案は,相手が判明したことから警察で指導しました。御協力
ありがとうございました。

288
2021年06
月06日(日)

午後零時頃 霧島市国分下井 路上

年齢等不明,茶色系の普通乗
用自動車（コンパクトカー）使
用

《霧島市でつきまとい事案》
女子中学生が帰宅中,車に乗った男からつきまとわれました。

289
2021年06
月09日(水)

午前7時30分頃
南さつま市金峰町宮崎　県
道20号線沿い

路上

40歳代位,身長175cm位,中肉,
黒色短髪,黒色半袖上衣,黒色
長ズボン着用

《南さつま市で声掛け事案》
小学生女児数人が登校中,男から「家はどこ。」などと声をかけ
られました。

290
2021年06
月09日(水)

－ － － －

《南さつま市における声掛け事案の解決》
本日(6/10)配信しました,小学生女児数人が登校中,男から声
をかけられた事案については,その後,事件性がないことが判
明しました。御協力ありがとうございました。
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291
2021年06
月09日(水)

午後零時10分頃
伊佐市大口里　国道267号
線沿い

路上

60歳位,小肥り,短髪黒髪,白色
系の軽自動車使用

《伊佐市で声掛け事案》
女子中学生が下校中,車に乗った男から「今何年生。」と声を
かけられました。

292
2021年06
月10日(木)

午後4時10分頃
志布志市松山町泰野の公
園付近

路上

20歳代位,身長170cm位,やせ
型,長髪,上下灰色作業着を着
用

《志布志市で不審者事案》
小学生男児が帰宅中,男から後をつけられました。

293
2021年06
月10日(木)

午前7時10分頃
志布志市志布志町帖　国道
220号線沿い

路上

40歳代位,身長170cm位,やせ
型,坊主様,銀縁眼鏡,灰色半
袖Tシャツ着用,白色系のコン
パクトカー使用

《志布志市で不審者事案》
小中学生女子複数が登校中,男から手を振られました。

294
2021年06
月10日(木)

午後3時30分頃
曽於市末吉町二之方　国道
269号線沿い

路上

20～40歳代位,小肥り,茶髪系
の短髪,黒色のTシャツ着用,
白色系の軽自動車使用

《曽於市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,車に乗った男から「車に乗せて帰ろう
か。」と声をかけられました。

295
2021年06
月09日(水)

午後2時10分頃
姶良市加治木町木田　網掛
川沿いの堤防付近

路上

40～50歳位,身長175cm位,中
肉,頭にタオルを巻く,上下黒色
のジャージ様(右側に白のライ
ン入り)着用

《姶良市で公然わいせつ事案》
女子高校生複数が,下半身を露出している男を目撃しました。

296
2021年06
月10日(木)

午後8時50分頃
鹿児島市光山1丁目4番付
近

路上

30歳代位,身長170cm位,やせ
型,黒色短髪,上下黒色のスー
ツを着用

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

297
2021年06
月11日(金)

午後4時30分頃 霧島市国分上井 路上

30歳代位,白色自動車使用 《霧島市で公然わいせつ事案》
女子中学生が下校中,車内で下半身を露出している男を目撃
しました。

298
2021年06
月12日(土)

午後6時頃
南さつま市加世田村原2丁
目

路上

20歳代後半位,身長170cm以
上,小肥り,髪型マッシュルーム
カット,グレーの上下スウェット
着用

《南さつま市で不審者事案》
女子高校生が下校中,下半身を触る男を目撃しました。

299
2021年06
月12日(土)

午後5時10分頃 鹿児島市中町11番付近 路上

60歳代位,身長160cm位,中肉,
白髪交じりの短髪,黄色半袖T
シャツ着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生2名が下校中,自転車に乗った男から携帯電話を
向けられました。

300

①2021年4
月9日(金)
②2021年6
月10日(木)

－ － － －

《志布志市における不審者事案の解決》
4/9(金)と6/10(木)に,男が女子高校生や小中学生女子複数に,
手を振った事案は,相手が判明したことから警察で指導しまし
た。御協力ありがとうございました。

301
2021年06
月13日(日)

午前2時40分頃
霧島市隼人町見次　県道
471号線沿い

路上

20～30歳代位,身長160～
170cm位,やせ型,短髪,黒色半
袖上衣,黒色半ズボン着用

《霧島市で不審者事案》
女性が帰宅中,ズボンを下ろした状態の男を目撃しました。

302
2021年06
月13日(日)

午前10時10分頃 姶良市　市役所付近 路上

60歳位,身長160cm位,小肥り,
スキンヘッド様,青色トランクス
様着用,灰色系の軽自動車使
用

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

303
2021年06
月13日(日)

午後9時40分頃 鹿児島市上荒田町 敷地内

性別を含め不明 《鹿児島市でのぞき事案》
女子高校生が入浴中,窓に携帯電話様の物があるのに気付
き,家族に知らせました。
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304
2021年06
月11日(金)

午後3時30分頃
霧島市国分敷根　県道472
号線沿い

路上

30歳代位,青色のズボン,眼鏡
を着用,白色普通乗用車使用

《霧島市で公然わいせつ事案》
小学生女児複数が下校中,車内で下半身を露出している男を
目撃しました。

305
2021年06
月14日(月)

午後6時50分頃 指宿市山川利永の敷地内 敷地内

性別を含め不明 《指宿市でのぞき事案》
女性が入浴中,窓ガラス越しの黒い影に気付き,家族に知らせ
ました。

306
2021年06
月15日(火)

午前11時30分頃
鹿児島市小川町の商業施
設

商業施設

30歳位,服装等不明 《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女性が,下半身を露出している男を目撃しました。

307
2021年06
月15日(火)

午前7時30分頃 鹿児島市西千石町 路上

40歳位,身長170cm位,中肉,黒
色短髪,黒色サングラス,黒色T
シャツ,黒色半ズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が登校中,男から「名前は何ですか。学校はどこで
すか。」と声をかけられました。

308
2021年06
月15日(火)

午後9時10分頃 さつま町船木の住宅 住宅

性別を含め不明 《さつま町でのぞき事案》
女子高校生が入浴中,窓ガラス越しにスマートフォン様の物を
持つ影を目撃し,すぐに家族に知らせました。

309
2021年06
月15日(火)

午後6時50分頃 霧島市隼人町姫城 路上

50～60歳位,身長165cm位,中
肉,青色半袖Tシャツ,灰色ス
ラックス様着用,黒色の傘を所
持

《霧島市で公然わいせつ事案》
男子中学生が下校中,下半身を露出している男を目撃しまし
た。

310
2021年06
月17日(木)

午前8時40分頃 鹿児島市上福元町 路上

50歳代位,身長170cm位,やせ
型,黒色の薄毛,白色長袖シャ
ツ,黒色ズボン着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
車で走行中の男女が,下半身を露出している男を目撃しまし
た。

311
2021年06
月17日(木)

午前7時頃 鹿児島市西千石町 バス停

20歳代前半位,身長170cm位,
中肉,黒髪短髪,白色長袖シャ
ツ,灰色と緑色のチェック柄長
ズボン着用,黒色リュックサッ
ク所持

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

312
2021年06
月17日(木)

午後4時頃
霧島市隼人町東郷1丁目の
公園付近

路上

40歳代位,身長175cm位,やせ
型,スキンヘッド,灰色の襟付き
シャツ,灰色ズボン着用

《霧島市で声掛け事案》
小学生男児が,男から「お菓子いらない。」と声をかけられまし
た。

313
2021年06
月17日(木)

午後4時20分頃 鹿児島市中山2丁目 路上

30歳代位,身長170cm位,やせ
型,黒色短髪,黒色のサングラ
ス,黒色のパーカー,長ズボン
着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が,男から「飴をあげるからおいで。」と声をかけら
れました。

314
2021年06
月17日(木)

午前7時30分頃
霧島市国分新町　県道60号
線沿い

路上

年齢等不明,中肉,黒髪短髪,
パンツのみ着用

《霧島市で不審者事案》
小学生女児が登校中,パンツ姿の男を目撃しました。

315
2021年06
月17日(木)

午前7時40分頃 鹿児島市本城町 路上

年齢等不明,茶色の軽自動車
使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が登校中,車に乗った女から「何年生？いくつな
の？」などと声をかけられました。

316
2021年06
月18日(金)

午後5時20分頃 鹿屋市串良町細山田 路上

70歳代位,身長170cm位,やせ
型,白髪の短髪,灰色長袖作業
着,黒色野球帽,白色マスクを
着用,自転車使用

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生女児2名が下校中,自転車に乗った男から「名前なに。」
「おうちどこなの。」などと声をかけられました。
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317
2021年06
月17日(木)

午前7時40分頃 鹿児島市本名町 路上

20～40歳位,身長170cm位,坊
主が伸びたような短髪,灰色
半袖Tシャツ,白色ハーフパン
ツ着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生2名が,徒歩で近付いて来た男から「ハイタッチしよ
う。」と声をかけられたり,頭を撫でられたりしました。

318
2021年06
月20日(日)

午後1時10分頃
鹿児島市中央町の商業施
設付近

路上

20歳代前半位,身長165cm位,
中肉,黒髪坊主,黒色キャップ,
青色ポロシャツ,グレー色の長
ズボン着用,迷彩柄のショル
ダーバッグ所持

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

319
2021年06
月21日(月)

午後6時頃
奄美市名瀬芦花部　県道81
号線沿い

路上

60歳代位,やせ型,黒色短髪,
黒色半袖ポロシャツ,白色系
長ズボン着用,灰色系の自動
車使用

《奄美市で声掛け事案》
中学生複数が下校中,車に乗った男から「今帰り,乗って行く。」
などと声をかけられました。

320
2021年06
月22日(火)

午後4時頃 指宿市東方 路上

30～50歳位,身長170cm位,中
肉,青色キャップ様,青色チェッ
クシャツ,長ズボン着用

《指宿市でつきまとい事案》
女性が帰宅中,男からつきまとわれました。

321
2021年06
月22日(火)

午後8時20分頃 鹿児島市西千石町7番付近 路上

身長170cm位,中肉,黒色
キャップ,サングラス,黒系半袖
ポロシャツ様,長ズボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が帰宅中,自分の下腹部付近を触りながら立っている男
を見ました。

322
2021年06
月22日(火)

午後9時40分頃
薩摩郡さつま町宮之城屋地
の住宅

住宅

性別を含め不明 《さつま町でのぞき事案》
女性が,脱衣所の窓の隙間からスマートフォンを向けられてい
るのに気づきました。

323
2021年06
月23日(水)

午前11時00分頃 鹿児島市 － －

《鹿児島市で行方不明事案》
【年齢】79歳,女性
【身体特徴】身長156cm位,中肉,茶髪のショートカット,金縁の眼
鏡,上衣・七分袖のシャツ,下衣・長ズボン,黒色のショルダー
バッグ着用
【行方不明の状況】令和3年6月23日午前11時頃,買い物に行く
と言って出かけたまま坂之上付近から行方不明となっていま
す。

324
2021年06
月21日(月)

午後4時30分頃
奄美市名瀬真名津町9番付
近

路上

60歳代位,やせ型,黒色短髪,
黒色半袖シャツ,白色系長ズ
ボン着用

《奄美市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,男から「家はどこ。」と声をかけられまし
た。

325
2021年06
月23日(水)

午後1時30分頃 奄美市名瀬大字西仲勝 路上

60歳位,中肉,セミロングの髪,
水色半袖,黒色もしくは紫色の
自動車使用

《奄美市で声掛け事案》
男子中学生が帰宅中,車に乗った女から「車に乗らないか。」と
声をかけられました。

326
2021年06
月23日(水)

午後3時50分頃 肝属郡錦江町田代川原 路上

性別含め不明,デジタルカメラ
様のカメラ所持,水色の自動
車使用

《錦江町で不審者事案》
小学生女児2人が通行中,車に乗った人物からデジタルカメラ
様の物を向けられました。

327
2021年06
月24日(木)

午前7時20分頃 熊毛郡中種子町野間 路上

80歳位,やせ型,黒髪短髪,紫
色の麦わら帽子様,黒色サン
グラス,紫色の長袖上衣,銀色
のワンボックス自動車使用

《中種子町で声掛け事案》
小学生男児が登校中,車に乗った女から「車に乗ってごらん。」
と声をかけられました。

328
2021年06
月23日(水)

－ － － －

《鹿児島市における行方不明事案の発見》
6/23(水)から行方不明となっていた女性(79歳)は,無事発見さ
れました。御協力ありがとうございました。
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329
2021年06
月24日(木)

午前7時10分頃 熊毛郡中種子町野間 路上

半袖上衣,黒色系帽子着用,灰
色自動車使用

《熊毛郡中種子町で声掛け事案》
小学生男児が登校中,車に乗った女から「乗っていかんね。」と
声をかけられました。

330
2021年06
月25日(金)

午後2時50分頃 出水市中央町 路上

50～60歳代位,やせ型,水色半
袖シャツ,茶色七分丈ズボン,
麦わら帽子を着用,自転車使
用

《出水市で声掛け事案》
女子中学生3人が下校中,自転車に乗った男から「かわいい
ね。」などと声をかけられ,肩に手をかけられました。

331
2021年06
月25日(金)

午後9時30分頃 鹿児島市武1丁目 路上

20歳代位,身長不明,中肉,黒
髪短髪,銀縁眼鏡,白色半袖
シャツ,黒色系長ズボン着用,
白色自転車使用

《鹿児島市でつきまとい事案》
男子中学生が自転車で帰宅途中,自転車乗りの見知らぬ男か
ら後をつけられました。

332
2021年06
月26日(土)

午後零時頃
鹿児島市新屋敷町20番付
近

路上

20歳代後半から30歳代後半
位,黒色短髪

《鹿児島市でつきまとい事案》
女性が帰宅中,男から「お茶しませんか。」などと声をかけられ,
つきまとわれました。

333
2021年06
月27日(日)

午後5時20分頃 鹿児島市高麗町31番付近 路上

40～60歳代位,身長175cm位,
中肉,薄毛,上下黒色ジャージ
着用

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

334
2021年06
月27日(日)

午後6時30分頃 霧島市隼人町姫城の住宅 住宅

性別を含め不明 《霧島市でのぞき事案》
男女が在宅中,屋外からスマートフォン様のものを向けられて
いるのに気づきました。

335
2021年06
月25日(金)

夜中
南九州市頴娃町牧之内の
住宅

住宅

性別を含め不明 《南九州市でのぞき事案》
女性が入浴後,換気のために窓を開けると,スマートフォンを向
けられているのに気づきました。

336
2021年06
月29日(火)

午後8時頃 姶良市 － －

《鹿児島市で行方不明事案》
【年齢】73歳,女性
【身体特徴】身長157cm位,小肥,白髪のショートカット,青色系の
ワンピース,黒色スニーカー着用
【行方不明の状況】令和3年6月29日午後8時頃,姶良市居住の
高齢女性が,鹿児島市桜ヶ丘の知人宅を出たまま,行方不明と
なっています。

337
2021年06
月29日(火)

－ － － －

《鹿児島市における行方不明事案の発見》
6/29(火)から行方不明となっていた女性は，無事発見されまし
た。御協力ありがとうございました。

338
2021年06
月30日(水)

午後４時10分頃 南さつま市加世田武田付近 バス内

40歳代位,中肉,黒色野球帽､
紺色Ｔシャツ、黒色長ズボン
着用

《バス内で不審者事案》
女子高校生が,男から携帯電話を向けられました。

339
2021年06
月30日(水)

午後９時10分頃
志布志市松山町泰野の住
宅

住宅

性別含め不詳 《志布志市でのぞき事案》
女性が入浴中,窓のカーテンを開けようとする手に気づき,すぐ
に110番通報しました。

340
2021年07
月01日(木)

午後3時頃
曽於市大隅町岩川　県道71
号線沿い

路上

20～30歳位,やせ型,黒色短
髪,虹色のシャツ,黒色の長ズ
ボン着用

《曽於市で不審者事案》
通行中の小学生男児2人のうち1人が,男から顔付近を触られ
ました。
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341
2021年07
月01日(木)

午後4時50分頃 奄美市名瀬浜里町 路上

50歳代位,黒色短髪,灰色系の
軽乗用車使用

《奄美市で声掛け事案》
小学生男児が,車に乗った男から「雨が降ってるから乗らな
い。」などと声をかけられました。

342
2021年07
月02日(金)

午後8時50分頃
鹿児島市千日町15番バス
停付近

路上

30歳代位,身長170㎝位,肥満,
眼鏡,白色半袖Tシャツ,紺色G
パン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が見知らぬ男から「お茶しない。」などと声をかけられまし
た。

343
2021年07
月02日(金)

午後零時50分頃 鹿児島市平川町 路上

20～30歳代位,身長170㎝位,
中肉,茶色の頭髪,緑色半袖T
シャツ,緑色長ズボン着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子高校生が下校途中,下半身を露出している男を目撃しまし
た。

344
2021年07
月03日(土)

午後4時20分頃 鹿児島市高麗町付近 路上

20歳代後半～30歳代前半位,
小肥り,黒髪おかっぱ風,眼鏡
（レンズの上部分のみフレー
ム有り）,緑色の半袖Tシャツ
着用,白色か銀色の自転車使
用

《鹿児島市で声掛け事案》
男子中学生が帰宅中,自転車乗りの男から「家は近くなの。」
などと声をかけられました。男は一旦立ち去った後,再び現れ
「大通りなの。」などと声をかけ,立ち去りました。

345
2021年07
月05日(月)

午後7時頃
姶良市西姶良3丁目の公園
付近

路上

60～70歳代位,身長160㎝位,
中肉,短髪白髪交じり,青色と
白色の縦縞模様のシャツ,短
パン着用

《姶良市で声掛け事案》
女子中学生2人が,男から「部活なにしているの。」などと声を
掛けられ,しばらく後をつけられました。

346
2021年07
月05日(月)

午後3時50分頃 奄美市名瀬平田町2番付近 路上

60歳代位,やせ型,白髪頭,青
色長袖シャツ,白色長ズボン
着用,白色の自転車使用

《奄美市で不審者事案》
小学生女児2人が下校中,自転車に乗った男から無言でお菓
子を差し出されました。

347
2021年07
月05日(月)

午後３時30分頃
霧島市隼人町東郷1丁目の
橋付近

路上

40歳代位,短髪,黒縁眼鏡,白
色Tシャツ,迷彩柄の短パン着
用

《霧島市で声掛け事案》
小学生女児2人が下校中,男から「一緒に帰ろう。」と声をかけ
られました。

348
2021年07
月06日(火)

午後４時30分頃 出水市汐見町 路上

30歳位,身長170㎝位,やせ型,
セミロング,白色の上衣着用

《出水市で声掛け事案》
小学生女児2人が下校中,女から「お花がたくさんある場所
知ってる」などと声をかけられました。

349
2021年07
月05日(月)

午後7時頃
霧島市国分広瀬2丁目28番
付近

路上

70歳位,身長160㎝位,上下グ
レー色の作業服着用,軽トラッ
ク使用

《霧島市で声掛け事案》
女子中学生複数が帰宅中,車に乗った男から「畑に来ない
か。」などと声をかけられました。

350
2021年07
月06日(火)

午後3時40分頃
鹿児島市永吉2丁目6番付
近

路上

20歳代前半位,黒色の長めの
髪,緑色の半袖シャツ着用,濃
い緑色（天井部は白色）の自
動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
車に乗った女が,通りすがりに，下校中の小学生男児に一言
声をかけて走り去りました。

351
2021年07
月07日(水)

午前7時30分頃 薩摩川内市宮内町 路上

40歳代位,肥満,サングラス,ヘ
ルメット,黒色上衣,白色ハーフ
パンツ着用,黒色系の原付バ
イク使用

《薩摩川内市で不審者事案》
小学生女児複数が登校中,バイクに乗った男から無言で封筒
を差し出されました。

352
2021年07
月07日(水)

午後2時30分頃
出水市上鯖淵　国道447号
線沿い

路上

20歳代後半～30歳代位,身長
155～160㎝位,やせ型,黒髪の
ポニーテール,黒色半袖シャツ
（インナーが白色と黒色の
ボーダー柄）,ズボン着用,黒色
の自転車使用

《出水市で声掛け事案》
小学生女児が帰宅中,女から「このお菓子大丈夫だよ。」と声
をかけられ,お菓子を差し出されました。

353
2021年07
月07日(水)

午後5時20分頃
鹿児島市内を走行中の列
車内

列車内

30歳代位,身長175㎝位,小肥
り,黒髪短髪,灰色の半袖Tシャ
ツ,黒色の短パン着用

《列車内で声掛け事案》
女性が,男から「大学生?どこまでいくの?。」などと声をかけら
れ,握手を求められました。
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354
2021年06
月17日(木)

－ － － －

《鹿児島市における公然わいせつ事案の解決》
6/17（木）,女子高校生が,鹿児島市西千石町のバス停で下半
身を露出している男を目撃した事案は,対象者が判明し,解決し
ました。ご協力ありがとうございました。

355
2021年07
月08日(木)

午後3時30分頃
熊毛郡屋久島町宮之浦　県
道77号線沿い

路上

60～70歳位,身長165㎝位,小
肥り,茶色ハット,白色シャツ,青
色長ズボン着用,黒色の自転
車使用

《屋久島町で声掛け事案》
小学生女児が,男から「ジュース買ってあげようか。」などと声
をかけられました。

356
2021年07
月08日(木)

午後3時30分頃
鹿児島市宇宿1丁目54番付
近

路上

30歳代位,やせ型,黒髪短髪,
色不明のTシャツ,デニムのズ
ボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生男児が下校中,男に腕を掴まれ「お母さんが病院だから
一緒にいこう。」などと声をかけられました。

357
2021年07
月10日(土)

午後零時10分頃
鹿児島市中山町　永田川沿
い

路上

60～70歳位,身長150～160㎝
位,やせ型,白髪の薄毛,黒色T
シャツ,緑色の長ズボン着用,
水色の軽自動車使用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生女児が下校中,車に乗った男から「一緒にパチンコ行か
ないか。」などと声をかけられました。

358
2021年07
月11日(日)

午前10時頃 指宿市西方の敷地内 敷地内

50歳位,中肉,金髪の短髪,白
色半袖Tシャツ,茶色系の半ズ
ボン着用,自転車使用

《指宿市で不審者事案》
敷地内に入ってきた自転車乗りの男が,小学生女児に対し,火
のついていないライターを向けるなどの不審な行為をしまし
た。

359
2021年07
月11日(日)

午後8時頃 霧島市溝辺町麓 路上

50～60歳位,身長160㎝位,中
肉,スキンヘッド,黒色長袖上
衣,黒色長ズボン着用

《霧島市でつきまとい事案》
女子中学生が通行中,男からつきまとわれました。

360
2021年07
月11日(日)

午後3時30分頃 奄美市名瀬春日町 路上

40歳代位,やせ型,黒色ニット
帽,黒色ジャージ様長袖上衣,
黒色長ズボン着用,自転車使
用

《奄美市で声掛け事案》
小学生女児2人が,自転車に乗った男から声をかけられまし
た。

361
2021年07
月13日(火)

午後3時頃
鹿児島市上谷口町の駅構
内

駅構内

20～30歳代位,身長170㎝位,
やせ型,茶色短髪,黒色半袖
シャツ,茶色七分丈ズボン着
用,黒色の手提げカバン所持,
黒色系の自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が,男から「お菓子あげるよ,こっちにこない。」と声
をかけられました。

362
2021年07
月13日(火)

午後3時40分頃 肝属郡錦江町田代川原 路上

年齢等不明,やせ型,丸眼鏡,
赤色キャップ,黒色長袖上衣,
長ズボン着用,銀色の自動車
使用

《錦江町で声掛け事案》
小学生女児2人が通行中,車に乗った男から「どこ行くの?」と声
をかけられました。

363 － － － － －

《「還付金があるからATMへ」に注意》
役場職員等をかたり還付金があると電話をかけ,ATMに誘導し
てお金を振り込ませる詐欺に関する相談等が続いています。
【注意点】
　★　電話で「還付金がある「ATMで手続きできる」は詐欺で
す！
　★　携帯電話をかけながらATMを操作している人をみかけ
たら気にかけてください！
電話は誰にでもかかってくるおそれがあります。家族や知人
等にも知らせて,みんなで被害を防ぎましょう。

364
2021年07
月14日(水)

午後１時50分頃 鹿児島市西陵５丁目 敷地内

30～40歳位,身長165㎝位,小
肥り,白色ワイシャツ（腕まく
り）,黒色スラックス着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
複数の女子中学生が,下半身を露出している男を目撃しまし
た。

365
2021年07
月15日(木)

午前7時20分頃
姶良市平松の県道57号線
沿い

路上

60歳代後半位,身長165㎝位,
中肉,ベージュ色のキャップ,眼
鏡有り,上下ベージュ色の作
業服着用

《姶良市で声掛け事案》
小学生男児が,男から「車に乗らない」などと声をかけられ,腕
を掴まれそうになりました。
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366
2021年07
月16日(金)

午後4時20分頃 南九州市知覧町郡 路上

50歳位,黒色帽子,サングラス,
白色シャツ着用,黒色自動車
使用

《南九州市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,車に乗った男から「おーい。」と声をかけ
られました。

367
2021年07
月16日(金)

午後9時50分頃 南九州市知覧町郡 敷地内

性別を含め不明 《南九州市でのぞき事案》
女性が入浴中,網戸が開く音が聞こえました。

368
2021年07
月16日(金)

午後3時20分頃 姶良市宮島町 路上

60歳位,身長160㎝位,やせ型,
白色短髪,眼鏡,灰色長袖上
衣,薄緑色のズボン着用,白色
系の軽トラック使用

《姶良市で声掛け事案》
小学生男児２人が下校中,車に乗った男から「クワガタがいっ
ぱいとれるところを知っているから車に乗って一緒に行こう。」
などと声をかけられました。

369
2021年07
月14日(水)

午前8時頃
鹿児島市東谷山3丁目32番
付近

路上

人相着衣不明,黒色系自動車
使用

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

370
2021年07
月15日(木)

午後3時30分頃 指宿市湊1丁目 路上

60歳代位,やせ型、黒色短髪,
黒色半袖Tシャツ,灰色半ズボ
ン着用

《指宿市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,男から「かわいいね。（お菓子を見せな
がら）あげようか。」などと声をかけられました。

371
2021年07
月17日(土)

午後10時30分頃 南九州市川辺町小野 住宅

性別を含め不明 《南九州市でのぞき事案》
女性が入浴中,窓の外に人の手の様なものが見え,すぐに家族
に知らせました。

372 － － － － －

《◆夏休みに伴う注意情報◆》
県内のほとんどの学校では,明日から夏休みとなります。夏休
み期間中は,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。
　★声掛け事案や不審者に関する情報は,すぐに警察へ通報
してください。

373
2021年07
月19日(月)

午後5時40分頃 鹿児島市清水町 路上

30～40歳位,身長170㎝位,小
肥り,黒髪短髪,眼鏡あり,上下
紺色のスーツ着用,黒色の手
提げ鞄所持

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が,男から「かわいいね。」などと声をかけられまし
た。

374
2021年07
月19日(月)

午後3時頃 南九州市知覧町西元 路上

30歳代位，身長175cm位，や
せ型，茶系の短髪，黒色スー
ツ上衣，カッターシャツ，水色
のネクタイ，黒色スラックス着
用，黒色のタオルを首に巻く

《南九州市で声掛け事案》
小学生男児が下校中，男から「おうちはどこですか。」と声を
かけられました。

375
2021年07
月20日(火)

午前6時30分頃
鹿児島市荒田2丁目2番付
近

路上

20～30歳位，やせ型，金髪，
スマートフォン様の物を所持，
白色系の自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
男子中学生2人が登校中，車に乗った男から声をかけられ，ス
マートフォン様の物を向けられました。

376
2021年07
月20日(火)

午後1時頃 鹿屋市西大手町 路上

20～30歳代位，身長160ｃｍ
位，小肥り，茶色で短髪，黒
色長袖上衣(チャック付き)，黒
色の長ズボン着用

《鹿屋市で声掛け事案》
女子高校生が通行中，男から「かわいいですね。」「何歳です
か。」などと声をかけられました。
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377
2021年07
月20日(火)

午後7時30分頃
いちき串木野市内を走行中
の列車内

列車内

35～45歳位，身長175ｃｍ位，
小肥り，黒色短髪，赤色の半
袖Tシャツ，白色の長ズボン
着用，黒色のリュックサック所
持

《列車内で声掛け事案》
女子高校生が，男から「高校生ですか。部活をしているんです
か。」などと声をかけられ，手を触られました。

378
2021年07
月20日(火)

午後9時40分頃 薩摩郡さつま町船木 住宅

性別を含め不明 《さつま町でのぞき事案》
女性が入浴中，窓の外に人の手の様なものと光が見え，女性
が声をあげたところ，不審者は逃走しました。

379
2021年07
月20日(火)

午後2時頃 指宿市山川岡児ヶ水 路上

20歳代前半位，身長170cm
位，やせ型，肩までの長さの
茶髪，黒色サングラス，黒色
マスク，白色Tシャツ，濃い青
色Gパン着用

《指宿市で声掛け事案》
小学生男児が下校中，突然後ろから女に「どこの小学校」と声
をかけられ，肩を掴まれました。

380
2021年07
月22日(木)

午前7時20分頃
姶良市西餠田高樋公民館
付近

路上

40歳代位，身長175～180cm
位，中肉，くせ毛の黒色短
髪，黒縁眼鏡，紺色半袖肌
着，白色ボクサーブリーフ着
用，白色系軽乗用車使用

《姶良市で声掛け事案》
女子中学生2人が登校中，車から降りてきた下着姿の男から
「もう夏休みなの」と声をかけられました。

381
2021年07
月22日(木)

午後4時頃 南九州市知覧町郡 路上

40～50歳代位，身長170cm
位，肥満，薄い頭髪，紺色半
袖Tシャツ，肌色長ズボン着
用

《南九州市で不審者事案》
女子中学生2人が，遊んでいたところ，男からデジタルカメラを
向けられました。

382
2021年07
月23日(金)

午後3時頃 鹿屋市吾平町麓 路上

40歳代位，身長160～165cm
位，小肥り，白髪交じりの黒
髪，色不明の半袖Tシャツ，灰
色の短パン着用

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生女児が通行中，男から「そこの店に行かない。」などと
声をかけられました。

383
2021年07
月25日(日)

午後9時40分頃
鹿児島市山田町山田交差
点付近

路上

20歳代位，身長160cm位，黒
色短髪，黒色ワイシャツ，黒
色長ズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子高校生が，男から「連絡先を交換しよう。」などと声をかけ
られ，飲み物を差し出されました。

384
2021年07
月26日(月)

午後2時30分頃
鹿児島市与次郎2丁目4番
付近

路上

50～60歳代位，身長160～
170cm位，やせ型，白髪交じ
りの黒髪短髪，黒色か灰色の
スポーツウェア(半袖)上衣，短
パン着用，自転車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男女2人が帰宅中，自転車乗りの男から「仲が良い子
には話しかけてしまうんだよね。」と声をかけられました。

385
2021年07
月25日(日)

－ － － －

《鹿児島市における声掛け事案の解決》
7/25(日)，女子高校生が，鹿児島市山田町山田交差点付近
の路上で，男から「連絡先を交換しよう。」などと声をかけられ
た事案は，相手が判明し，警察で指導しました。御協力ありが
とうございました。

386
2021年07
月28日(水)

午後零時頃 鹿児島市喜入町 駅構内

60歳代後半位，身長170cm
位，やせ型，白髪交じりの黒
色短髪，上下黒・灰・焦げ茶
色の半袖Tシャツ，半ズボン
着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が，男から「暑いからジュース買ってあげるよ，
こっちおいで。」などと声をかけられました。

387
2021年07
月27日(火)

午後零時30分頃 出水市向江町29番付近 路上

60歳代位，やせ型，灰色系の
上衣着用，灰色系のワンボッ
クスタイプの自動車使用

《出水市で声掛け事案》
女子中学生が2人で帰宅中，車に乗った男から「近くのスー
パーまで送ってあげるよ。」と声をかけられました。

388
2021年07
月29日(木)

午後9時40分頃 南九州市知覧町郡 住宅

性別を含め不明 《南九州市でのぞき事案》
女性が入浴中，閉めてあった窓が開けられていることに気づ
き，すぐに家族に知らせました。

389
2021年07
月30日(金)

午後9時10分頃 鹿児島市東谷山1丁目 住宅

40～50歳代位，身長・体格不
明，スキンヘッド，着衣は不明

《鹿児島市で不審者事案》
女性が入浴前，窓から屋外を見たところ，男性がいることに気
づき，すぐに家族に知らせました。

390
2021年07
月31日(土)

午後9時30分頃
霧島市国分清水1丁目5番
付近

路上

40～50歳代位,身長170㎝位,
やせ型,Tシャツ,七分丈ズボン
着用,白色系の軽自動車使用

《霧島市で公然わいせつ事案》
女子高校生が自転車で走行中,車から降車した男が下半身を
露出しているのを目撃しました。

391
2021年08
月01日(日)

午後8時20分頃 鹿児島市武1丁目15番付近 路上

20歳後半～30歳前半位,身長
170～180㎝位,やせ型,長髪,
ジャケット,スラックス着用,シ
ティサイクルタイプの自転車
使用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が帰宅中,後方から近付いて来た自転車乗りの男に,通り
すがりに体を触られました。
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392
2021年08
月02日(月)

午前11時頃 霧島市国分中央2丁目 路上

30歳位,身長175～180㎝位,中
肉,灰色長袖パーカー,灰色ス
ウェット下衣着用

《霧島市で公然わいせつ事案》
女子高校生が登校中,男が下半身を露出しているのを目撃し
ました。

393
2021年08
月02日(月)

午前11時頃 南九州市知覧町瀬世 路上

年齢不詳,身長160～170㎝位,
中肉,長ズボン着用,黒色の自
動車使用

《南九州市でつきまとい事案》
小学生男児が下校中,車から降りてきた男につきまとわれまし
た。

394
2021年08
月04日(水)

午後1時30分頃 鹿児島市荒田2丁目 公園付近

40歳後半～50歳位,身長170
㎝位,中肉,短髪,ハンチング帽,
紺色長袖上衣,黒色系長ズボ
ン(赤線入り)着用,自転車使用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
小学生女児複数が,自転車に跨がり下半身を露出している男
を目撃しました。

395
2021年08
月04日(水)

午後5時頃 鹿児島市中央町 駅

20歳代位,身長170㎝位,やせ
型,黒色短髪,黒色のハンチン
グ帽,灰色のYシャツ,黒色のス
ラックス着用,ショルダーバック
所持

《鹿児島市で盗撮事案》
女子高校生がエスカレーターで,男からスマートフォンで盗撮さ
れました。

396
2021年08
月04日(水)

午後11時20分頃
鹿児島市東谷山2丁目
希望ヶ丘団地入口交差点
付近

路上

35～40歳位,身長160～170㎝
位,小肥り,坊主頭,白色半袖T
シャツ,赤色パンツ(下着)着用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が通行中,男が自分の下腹部付近を触りながら立ってい
るのを見ました。

397
2021年08
月05日(木)

午後3時頃 鹿児島市下荒田3丁目 公園内

70歳位,身長160㎝位,中肉,白
髪短髪,薄茶色の帽子,水色の
長袖上衣,黒色か水色の長ズ
ボン着用,自転車使用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生男児がベンチに座っていたところ,隣に座った男から,手
を掴まれました。

398
2021年08
月06日(金)

午前9時20分頃
鹿児島市南林寺町13番付
近

路上

60歳代位,身長160㎝位,中肉,
白髪交じりの黒髪短髪,黒色
半袖Tシャツ,黒色ジャージ下
衣着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が通行中,男から卑わいな言葉をかけられ,つきまとわれ
ました。

399
2021年08
月05日(木)

午後4時頃
鹿児島市西千石町10番付
近

路上

40歳代,身長170㎝位,小肥り,
黒色短髪,眼鏡,半袖上衣,半
ズボン着用,自転車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が,自転車に乗った男から「靴下を見せて。」などと
声をかけられ,携帯電話で撮影されました。

400
2021年08
月07日(土)

午後6時頃 鹿屋市下高隈町 － －

《鹿屋市で行方不明事案》
【年齢】82歳，男性
【身体特徴】身長150cm位，やせ型,白髪交じりの短髪，白色半
袖シャツ，黒色スニーカー着用
【行方不明の状況】令和3年8月7日午後6時頃，鹿屋市下高隈
町の自宅から行方不明となっています。

401
2021年08
月08日(日)

午前7時20分頃 姶良市平松　住宅街 路上

30～40歳位，やせ型，黒縁眼
鏡，白色半袖肌着，下衣はブ
リーフのみ着用，軽自動車使
用

《姶良市で声掛け事案》
女子中学生が登校中，車に乗った下着姿の男に声をかけら
れました。

402
2021年08
月12日(木)

午後2時30分頃
志布志市志布志町安楽国
道沿いの敷地内

敷地内

30歳代位，身長180cm位，や
せ型，茶色のマッシュヘアー，
白色半袖シャツ，白色自動車
使用

《志布志市で声掛け事案》
女子中学生2人が通行中，男から「今から何するの。」と声を
かけられました。

403
2021年08
月15日(日)

午前零時50分頃 鹿児島市東谷山1丁目 路上

30～40歳位，身長170cm位，
中肉，頭に白色タオルを巻く，
紺色半袖Tシャツ着用

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

404
2021年08
月19日(木)

午前7時20分頃
鹿屋市新川町　店舗の駐車
場

駐車場

30歳代位，身長175cm位，や
せ型，黒髪長髪，ポロシャツ，
深緑色の作業着（下衣）着
用，白色か銀色系のミニバン
タイプの自動車

《鹿屋市で声掛け事案》
女性が，車から降りてきた男から「何歳ですか。家は近くです
か。」などとしつこく声をかけられました。

405
2021年08
月19日(木)

午後3時30分頃 鹿児島市城西3丁目 敷地内

55～65歳位，身長160～
165cm位，小肥り，白髪交じり
の黒髪短髪，細縁眼鏡，ピン
ク色の半袖Tシャツ，ジーパン
着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が，男から「どうしたの。誰と住んでいるの。」など
と声をかけられました。

406
2021年08
月20日(金)

午後零時40分頃
霧島市国分野口西17番付
近

路上
40歳代位，中肉，眼鏡，暗め
の灰色半袖Tシャツ，黒色七
分丈下衣着用

《霧島市で公然わいせつ事案》
女性が通行中，男が下半身を露出しているのを目撃しまし
た。

407
2021年08
月19日(木)

午前11時頃 曽於市 － －

《曽於市で行方不明事案》
【年齢】90歳，女性
【身体特徴】身長140cm位，中肉，白髪交じりの短髪
【行方不明の状況】令和3年8月19日午前11時頃，曽於市財部
町北俣の自宅付近で目撃された後，行方不明となっていま
す。



配信
件数

発生日 発生時間 発生場所 形態 犯人像 概　　　　　　　　　　要

県警あんしんメール配信状況　令和３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。）

408
2021年08
月22日(日)

午後11時頃
鹿児島市荒田1丁目21番付
近

路上

30～40歳代位，身長170cm
位，肥満，黒色短髪(天然
パーマ)，黒色系のロングコー
ト着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
男が帰宅中の女性に，背後から「すみません」と声をかけ，露
出した下半身を見せました。

409
2021年08
月23日(月)

午後10時頃 大島郡徳之島町亀津 住宅

性別・年齢等不明 《徳之島町で不審者事案》
女性が入浴中，外から浴室窓の網戸が開けられました。

410
2021年08
月24日(火)

午前10時20分頃 鹿児島市伊敷台 店舗

20～30歳代位，身長170cm
位，中肉，黒色短髪，青色半
袖Tシャツ，暗い色のスウェッ
トズボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が，男からつきまとわれ，スマートフォンを向けられまし
た。

411
2021年08
月24日(火)

午前8時頃
指宿市湯の浜5丁目の堤防
付近

堤防上

50～60歳代位，中肉，白髪交
じりの短髪，眼鏡，白地に青
色花柄のアロハシャツ着用，
青色スマートフォン所持

《指宿市で声掛け事案》
女子中学生複数が，男から「君ら高校生。」などと声をかけら
れ，スマートフォンを向けられました。

412
2021年08
月26日(木)

午前8時40分頃 鹿児島市坂之上7丁目 路上

30～40歳代位，身長170cm
位，小肥り，黒色キャップ，黒
色短髪，白色半袖シャツ，
カーキ色の半ズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が，男から「この辺で有名な店を探している。」な
どと声をかけられ，頭を撫でられました。

413
2021年08
月27日(金)

午前7時30分頃 姶良市西餠田　国道沿い 路上

25～35歳位,身長175cm位,や
せ型，黒色長髪，黒色タンク
トップ，茶色ズボン着用

《姶良市で公然わいせつ事案》
女性数名が，下半身を露出している男を目撃しました。

414
2021年08
月27日(金)

午前9時50分頃 鹿児島市松陽台町付近 路上

25歳位，身長175cm位，やせ
型，黒色マッシュヘア，黒縁眼
鏡，グレー色の長袖Tシャツ，
黒色半ズボン着用

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

415
2021年08
月30日(月)

午後5時30分頃 鹿児島市西坂元町8番付近 路上

30～40歳代位，身長170cm
位，肥満，茶髪の短髪，紺色
ポロシャツ，黒色ズボン着用，
黒色ショルダーバッグ所持

《鹿児島市で声掛け事案》
女子高校生が帰宅中，男から「ジュースを買ってあげる」など
と声をかけられました。

416
2021年08
月31日(火)

午後零時50分頃 鹿児島市中央町駅付近 路上

年齢不詳,身長165～170㎝位,
中肉,黒色短髪,白色Tシャツ,
黄色の七分丈ズボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
男子中学生が,声をかけられた男に腕を掴まれ,「どんな靴下
履いてる」などと聞かれました。

417
2021年08
月31日(火)

午後1時40分頃 鹿児島市中央町 駅構内

20～30歳代位,身長170㎝位,
中肉,黒色短髪,白色半袖シャ
ツ,黄色っぽい半ズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
男子中学生が帰宅中,男から肩を叩かれ,「ちょっと来てくれな
い」などと声をかけられました。

418
2021年08
月31日(火)

午後１時50分頃 鹿児島市中央町18番付近 路上

20歳代位,身長170～180㎝位,
白色半袖シャツ着用

《鹿児島市で声掛け事案》
男子中学生が帰宅中,男から「靴下を提出してくれませんか。」
などと声をかけられました。

419
2021年09
月01日(水)

午後４時30分頃 鹿児島市甲突町 路上

20歳代位,黒色短髪,黒色自動
車使用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生女児が帰宅中,車に乗った男からつきまとわれました。

420
2021年09
月01日(水)

午後5時50分頃
鹿児島中央駅から谷山駅
間を走行中の列車内

列車内

70歳代位,身長160㎝位,中肉,
頭頂部が薄い黒髪,ベージュ
色のつば付き帽子,白色ポロ
シャツ,紺色ズボン着用

《列車内で不審者事案》
男子高校生が,見知らぬ男から「学校はどこ,部活は何をしてい
るの。」などと声を掛けられ,身体を触られました。

421
2021年09
月02日(木)

午後5時頃 出水市下鯖町 路上

40歳代位,身長160㎝～170㎝
位,サングラス,上下黒色レイン
コート（フード付き）着用

《出水市でつきまとい事案》
女子中学生が下校中,男からつきまとわれました。

422
2021年09
月03日(金)

午後2時20分頃 姶良市船津 駐車場

50～60歳位,身長170㎝位,中
肉,黒縁眼鏡,上衣は不明,下
衣はホットパンツ様着用,軽自
動車使用

《姶良市で不審者事案》
女性は,車から降りてきた男からしつこく見られました。

423
2021年09
月03日(金)

午後5時10分頃 姶良市鍋倉 路上

60～70歳位,身長170㎝位,丸
顔,白髪短髪,青色シャツ,青色
作業ズボン着用,銀色の自動
車使用

《姶良市で声掛け事案》
小学生男児が,自転車に乗った男に「こんにちは」と声をかけら
れ,手招きをされました。
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424
2021年09
月02日(木)

午後7時30分頃 鹿児島市清和3丁目付近 路上

30～40歳位,身長170㎝位,中
肉,眼鏡着用,黒色軽自動車使
用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子高校生が下校中,車から降りた男が,下半身を露出してい
るのを目撃しました。

425
2021年09
月03日(金)

午後8時20分頃
鹿児島市小松原1丁目66番
付近

路上

30～40歳位,身長170㎝位,小
肥り,坊主頭,黒色Tシャツ,白色
ブリーフ着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生2人が帰宅中,下着姿のまま立っている男を目撃し
ました。

426
2021年09
月05日(日)

午後4時50分頃
鹿児島市宇宿4丁目38番付
近

路上

40歳代位,身長175㎝位,中肉,
黒色短髪,黒色長袖シャツと黒
色長ズボンを着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子中学生が下半身を露出している男を目撃しました。

427
2021年09
月06日(月)

午後3時50分頃 霧島市隼人町姫城 路上

50歳代位,小肥り,銀色のヘル
メット,上下黒っぽいジャージ
着用,オートバイ使用

《霧島市で声掛け事案》
小学生女児複数名が,バイクにまたがった男から「何年生ね,
握手してよ。」と声をかけられました。

428
2021年09
月07日(火)

午前7時20分頃
鹿児島市小松原２丁目　川
沿い

路上

年齢・服装等不明,白色自動
車使用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子中学生が登校中,追い越して止まった車の運転手の男が
下半身を露出しているのを目撃しました。

429
2021年09
月09日(木)

午後零時30分頃 鹿児島市郡元町 路上

30～40歳位，身長170～
180cm位，中肉，黒色短髪，
黒色系の帽子，眼鏡着用，黒
色系の服上下着用

《不審者情報》
【内容】令和３年９月９日午後零時半頃，鹿児島市郡元町の路
上において，女子中学生が男に制服をつかまれ，車に連れ込
まれそうになる事案が発生しました。男は，白色系の車で逃走
しました。
刃物のようなものを持っていたとのことです。

430
2021年09
月09日(木)

午後7時50分頃 鹿児島市与次郎１丁目付近 店舗内

性別等不明,スマートフォン所
持

《鹿児島市で盗撮容疑事案》
女性がトイレを使用中,個室の仕切り壁の上部からスマート
フォンを向けられているのに気付きました。

431
2021年09
月10日(金)

午前7時10分頃 霧島市国分新町2丁目付近 路上

60歳代位,中肉,白色短髪,青
色キャップ,黄色半袖Tシャツ
着用,灰色系の軽自動車使用

《霧島市で声掛け事案》
小学生女児が登校中,車に乗った男から「おはよう。乗せてい
こうか。」などと声をかけられました。

432
2021年09
月10日(金)

午後4時頃 霧島市国分清水5丁目付近 路上

70歳代位,身長160㎝位,やせ
型,麦わら帽子,赤色半袖上衣,
黒色半ズボン着用

《霧島市でつきまとい事案》
小学生男児が下校中,男から「明日学校休みなの」などと声を
かけられ,つきまとわれました。

433
2021年09
月10日(金)

午後3時30分頃 鹿児島市照国町9番先 路上

40歳位,中肉,白髪交じりの短
髪,青色系の半袖上衣,黒色系
の腕時計着用,黒色系の自動
車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が帰宅中,車に乗った男から「どこに行くの。遊ばない。」
と声をかけられました。

434
2021年09
月11日(土)

午後1時40分頃 鹿児島市西千石町10番 路上

40歳代位,身長170㎝位,やせ
型,白色とオレンジ色のボー
ダー柄ポロシャツ,黒色長ズボ
ン着用

《鹿児島市でちかん事案》
女子高校生数名が歩行中,徒歩で近づいてきた男から,すれ違
いに体を触られました。

435
2021年09
月11日(土)

午後9時50分頃 南九州市頴娃町上別府 住宅

性別を含め不明 《南九州市で不審者事案》
女性が在宅中,敷地内から物音がし,浴室窓の外側の物が動
かされていました。

436
2021年09
月13日(月)

午後9時頃 霧島市国分下井 路上

40歳代位,身長170㎝位,中肉,
紺色半袖Tシャツ,茶色長ズボ
ン着用

《霧島市で公然わいせつ事案》
女性が通行中,男が下半身を露出しているのを目撃しました。

437
2021年09
月13日(月)

午後7時30分頃 鹿児島市武1丁目14番付近 路上

30～40歳代位,白っぽい自動
車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が,車に乗った男から「おーい,じゃんけんしよう。」
などと声をかけられました。

438
2021年09
月13日(月)

午後5時20分頃 鹿児島市小野3丁目付近 路上

30～40歳代位，身長160cm
位，黒色系の帽子着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が，女から手招きされ「公園に行ける？」などと声
をかけられました。

439
2021年09
月14日(火)

午後5時30分頃 鹿児島市桜ヶ丘4丁目 店舗内

10歳代後半位，身長160～
170cm位，中肉，黒髪短髪，
赤色半袖シャツ着用

《鹿児島市でちかん事案》
小学生女児が買い物中，男に身体を触られました。
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440
2021年09
月14日(火)

午後6時10分頃 奄美市名瀬朝日町 路上

60～70歳位，身長160cm位，
中肉，白髪交じり，黒色野球
帽，黒色Tシャツ，黒色長ズボ
ン着用

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

441
2021年09
月15日(水)

午後4時20分頃
霧島市国分清水2丁目10番
付近

路上

50歳代位，ショートカット，白
色自動車

《霧島市で不審者事案》
小学生男児2名が下校中，車に乗った女からスマートフォンを
向けられました。

442
2021年09
月15日(水)

午後5時20分頃 薩摩川内市百次町 路上

50歳代位，身長170cm位，中
肉，野球帽，白髪交じり，黒色
半袖Tシャツと暗い色の短パ
ン着用

《薩摩川内市で公然わいせつ事案》
女子高校生が，自転車を押しながら下半身を露出している男
を目撃しました。

443
2021年09
月15日(水)

午後5時10分頃
鹿児島市星ヶ峯3丁目20番
付近

路上

70～80歳代位，身長150cm
位，やせ型，白色シャツ，灰
色ズボン着用，オレンジ系の
自動車

《鹿児島市で声掛け事案》
男子中学生が，車に乗った女から「車に乗りなさい。」と声をか
けられ，車から降りて近づかれました。

444
2021年09
月15日(水)

午後4時30分頃 姶良市東餠田　別府川付近 路上

50歳代位，身長165～170cm
位，中肉，上下灰色の服装

《姶良市で声掛け事案》
小学生男児が，男から「家はこの辺？」などと声をかけられま
した。

445
2021年09
月16日(木)

午後4時50分頃
熊毛郡屋久島町安房　県道
77号線沿い

路上

30歳代位，身長170cm位，中
肉，黒色短髪パーマ，黒色
キャップ，白色半袖の上衣，
黒色ジーパン系の下衣着用，
黒色リュック所持

《屋久島町で声掛け事案》
小学生女児複数が，男から「こんにちは，学校楽しかった。」な
どと声をかけられ，スマートフォンを向けられました。

446
2021年09
月17日(金)

午後4時40分頃
鹿児島市東千石町19番付
近

路上

60歳代位，身長170ｃｍ位，肥
満，白髪交じり，白色帽子，白
色半透明のレインコート，色
不明の長ズボン着用，白色の
自転車使用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女性が子供と帰宅中，自転車に乗った男からつきまとわれま
した。

447
2021年09
月19日(日)

午前5時頃 曽於市 － －

《曽於市で行方不明事案》
【年齢】76歳，男性
【身体特徴】身長160cm位，小肥り，短髪白髪
【行方不明の状況】令和3年9月19日午前5時頃，曽於市末吉
町の自宅から行方不明となっています。

448
2021年09
月21日(火)

午前9時頃
奄美市名瀬幸町から名瀬
永田町間

路上

40歳位，身長170cm位，中
肉，短髪，両耳にピアス，上
下青色作業着を着用

《奄美市でつきまとい事案》
女子高校生が登校中，男から「一緒に付いて行ってあげよう
か。」などと声をかけられ，つきまとわれました。

449
2021年09
月21日(火)

午後4時頃 鹿児島市東桜島町 路上

40歳代位，中肉，黒髪のス
ポーツ刈り，サングラス，T
シャツ（色不明）着用，白色の
ワゴン車使用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生女児複数が下校中，車に乗った男からタブレット端末
様の物を向けられました。

450
2021年09
月21日(火)

午後5時10分頃
鹿児島市小松原1丁目　笹
貫電停

電停

20歳代位，身長160～170cm
位，小肥り，少し長めの髪（毛
先が金髪，根元が黒色），黒
色キャップ，上下黒色ジャー
ジ着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子高校生が，男から「一緒に写真撮ろう。連絡先交換しよ
う。」などと声をかけられました。

451
2021年09
月21日(火)

午後6時頃 鹿児島市上福元町 路上

50～60歳位，中肉，黒髪，水
色半袖Tシャツ，灰色短パン
着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女子高校生が男からつきまとわれました。

452
2021年09
月22日(水)

午前7時50分頃 志布志市有明町野井倉 路上

50歳代位，身長165cm位，や
せ型，花柄帽子，茶髪で肩ぐ
らいまでの長さ，サングラス，
ベージュ色のシャツ，青紫色
のズボン着用

《志布志市で不審者事案》
小学生男児が登校中，後方から来た女に，いきなり肩付近を
掴まれました。

453
2021年09
月22日(水)

午後3時40分頃
鹿児島市南郡元町　電停付
近

路上

40歳代位，身長180cm位，中
肉，黒色短髪，黒色長袖シャ
ツ，黒色ズボン着用

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

454
2021年09
月23日(木)

午前7時40分頃 いちき串木野市京町 路上

60歳代位，身長170cm位，中
肉，耳にかかる長さの白髪，
レンズがオレンジ色系のサン
グラス，白色半袖Tシャツ，黒
色長ズボン着用

《いちき串木野市でつきまとい事案》
女子中学生数名が通行中，男からつきまとわれました。

455
2021年09
月21日(火)

午前7時40分頃
鹿児島市玉里団地2丁目28
番付近

路上

30～40歳代位，身長160～
170cm位，中肉，服装は不明

《鹿児島市で声掛け事案》
登校中の小学生女児に，男が後ろから「おはよう。」と声をか
け，両手を前に差し出して近づいて来ました。
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456
2021年09
月24日(金)

午前7時頃 鹿児島市下伊敷2丁目 路上

年齢等不明，半袖Tシャツ着
用，カメラ様の物を所持

《鹿児島市で不審者事案》
小学生女児が，男からカメラ様の物を向けられました。

457
2021年09
月24日(金)

午後4時頃
日置市東市来町湯田の公
園付近

路上

20～30歳代位，身長175～
180cm位，中肉，黒色のつば
付き帽子，上下黒色の服を着
用

《日置市で不審者事案》
小学生男児が帰宅中，男から後をつけられました。

458
2021年09
月24日(金)

午後4時40分頃
日置市伊集院町徳重の店
舗敷地内

敷地内

40～50歳代位，中肉，黒色や
や長髪，黒色系半袖上衣着
用，黒色軽自動車使用

《日置市で公然わいせつ事案》
女子高校生数名が下校中，車の中で下半身を露出している
男を目撃しました。

459
2021年09
月27日(月)

午後１時頃 鹿児島市松陽台町 路上

20歳代位，身長170cm位，や
せ型，やや長めの黒髪，黒縁
眼鏡，白色ジャージ様の上衣
着用

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

460
2021年09
月27日(月)

午後5時頃
霧島市内を走行中の列車
内

列車内

40歳代位，身長170cm位，小
肥り，黒色短髪，チェック柄の
半袖シャツ，カーキ色のズボ
ン着用

《列車内で声掛け事案》
女子高校生数名が，男から「どこの学校なの，かわいいね。」
などと声をかけられ，握手を求められました。

461
2021年09
月27日(月)

午前9時30分頃 鹿児島市魚見町 路上

50歳代位，身長175cm位，中
肉，黒色短髪，紺色帽子，黒
縁眼鏡，黒色長袖Tシャツ，黒
色ジーンズ着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が通行中，男から「今から部活なの。」と声をかけ
られ，手をつかまれました。

462
2021年09
月27日(月)

午後3時30分頃 出水市麓町　上竪馬場付近 路上

中年，やせ型，肩までの黒
髪，黒色帽子，黒色サングラ
ス，赤色自動車

《出水市で声掛け事案》
小学生男児が下校中，車に乗った女から「お母さんが今，入
院しているから送ろうか。」と声をかけられました。

463
2021年09
月27日(月)

午後5時30分頃 出水市麓町　上竪馬場付近 路上

40～50歳代位，小肥り，黒色
帽子，黒色サングラス，黒色
長袖シャツと黒色長ズボン着
用，青色系の自動車

《出水市で声掛け事案》
小学生女児数名が下校中，車から降りてきた男から「送って
いこうか。」と声をかけられました。

464
2021年09
月26日(日)

午後3時頃 南さつま市加世田川畑 － －

《南さつま市で行方不明事案》
【年齢】89歳，男性
【身体特徴】身長165cm位，中肉，白髪短髪，白地にベージュ
色のボーダーライン長袖シャツ，緑色か黒色長ズボン，黒色
の雨靴
【行方不明の状況】令和3年9月26日午後3時頃，南さつま市加
世田川畑の自宅から外出したまま，行方不明となっています。

465
2021年09
月28日(火)

午前7時40分頃 霧島市国分中央1丁目 路上

20～40歳代位，身長170cm
位，中肉，茶髪短髪，水色
チャック式パーカー，紺色短
パン着用

《霧島市でつきまとい事案》
女子高校生が登校中，男からつきまとわれました。

466
2021年09
月30日(木)

午前7時50分頃 鹿屋市 －

若く感じられる男，紺色系の
帽子，眼鏡着用

《鹿屋市で傷害容疑事件の発生》
令和3年9月30日午前7時50分頃，鹿屋市寿4丁目において，
腹部から血を流して倒れている男性が発見されました。負傷し
た男性によると「見知らぬ男がいて，刃物で切られた。」とのこ
とです。

467
2021年09
月29日(水)

午後2時頃 鹿児島市魚見町 路上

年齢・服装等不明,中肉 《鹿児島市で不審者事案》
小学生男児が下校中，男から腕をつかまれました。

468
2021年09
月29日(水)

午後3時30分頃 南九州市川辺町永田 路上

30～40歳代位，身長160cm
位，やせ型，キャップ，黒色系
長袖上衣，色不明長ズボン着
用，自転車使用

《南九州市でつきまとい事案》
小学生女児数名が下校中，自転車に乗った男からつきまとわ
れました。

469
2021年09
月30日(木)

午前7時50分頃 鹿屋市 － －

《鹿屋市における傷害容疑事案の解決》
【内容】9月30日(木)，血を流して倒れている男性が発見された
事案は，事件性はないことが判明しました。御協力ありがとう
ございました。

470
2021年09
月28日(火)

午後4時50分頃 霧島市国分郡田 路上

60歳代位，中肉，白髪の
ショートカット，灰色系自動車
使用

《霧島市で声掛け事案》
小学生男児が，車に乗った女から「乗っていく。」と声をかけら
れました。
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471
2021年09
月24日(金)

午後4時40分頃 日置市 － －

《日置市における公然わいせつ事案の解決》
本年9/24,伊集院町徳重の店舗敷地内で発生した公然わいせ
つ事案については,犯人が判明し解決しました。御協力ありが
とうございました。

472
2021年10
月01日(金)

午後4時30分頃 霧島市国分新町 路上

70歳代,着衣,頭髪不明,黒色
の軽自動車使用

《霧島市で不審者事案》
小学生女児数名が下校中,男が乗った車が近付いてきまし
た。

473
2021年10
月01日(金)

午後10時頃 鹿児島市坂元町 路上

20～40歳代位,身長160cm位,
中肉,頭髪は赤色,白色の自動
車使用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女子中学生が,車から降りてきた男に「乗せるよ」と声をかけら
れ,つきまとわれました。

474
2021年10
月01日(金)

午後9時40分頃
鹿児島市谷山中央1丁目
国道225号線沿い

路上

年齢等不明,白色系上衣,黒色
系短パン着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
車で走行中の男女が,下半身を露出している男を目撃しまし
た。

475
2021年10
月04日(月)

午前零時頃
鹿児島市新屋敷町の集合
住宅

住宅

性別を含め不詳,白色系のス
マートフォン所持

《鹿児島市でのぞき事案》
女性が入浴中,窓にスマートフォンがあるのに気付きました。

476
2021年10
月05日(火)

午前9時頃 霧島市 － －

《霧島市で行方不明事案》
【年齢】86歳,男性
【身体特徴】身長155cm位,中肉,短髪白髪,銀色の自転車使用
【行方不明の状況】令和3年10月5日午前9時頃,霧島市国分上
小川の自宅を自転車で外出後,行方不明となっています。

477
2021年10
月04日(月)

午後4時50分頃
鹿児島市下荒田1丁目2番
付近店舗敷地内

敷地内

50歳位,身長170cm位,中肉,灰
色半袖ポロシャツ,長ズボン着
用

《鹿児島市で盗撮事案》
女性が,男から「虫がついていますよ。」などと声をかけられ振
り返ったところ,スカート内に携帯電話を向けられていることに
気づきました。

478
2021年09
月21日(火)

午後6時頃 鹿児島市 － －

《鹿児島市におけるつきまとい事案の解決》
9/21(火),鹿児島市上福元町の路上で,女子高校生が男からつ
きまとわ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。

479
2021年10
月05日(火)

午前9時頃 霧島市 － －

《霧島市における行方不明事案の発見》
今朝から行方不明となっていた男性は,無事発見されました。
御協力ありがとうございました。

480
2021年10
月06日(水)

午前7時50分頃 霧島市国分松木町 路上

30～40歳代位,身長170cm位,
中肉,黒髪,黒色帽子,黒色サン
グラス,黒色長袖上衣,茶色の
ズボン着用

《霧島市で声掛け事案》
小学生男児が登校中,男から「襟を整えてあげるよ。こっちに
おいで。」などと声をかけられました。

481 － － － － －

《NTTドコモを装った不審なSMSにご注意ください》
「NTTドコモを装った不審なSMSが送られてきた。」との相談が
多く寄せられています。利用料金の未払や,ｄアカウントの不正
利用の可能性があるなどと不安になるような言葉を使い,SMS
に記載されたURLへ誘導し,個人情報を取得する手口です。こ
のようなSMSが来ても,URLにアクセスしないように注意してく
ださい。

482 － － － － －

《新たな手口によるフィッシング詐欺被害にご注意ください》
NTTドコモから,新たな手口によるフィッシング詐欺が公表され
ています。これまでと異なり,NTTドコモを装ったSMSに記載の
URLにアクセスするとアンドロイド,iPhoneの別なく不正アプリ
のインストールを求められる可能性があるので利用者の方は
ご注意ください。

483
2021年10
月06日(水)

午前2時頃 鹿児島市高麗町37番付近 路上

30～40歳位,身長170cm位,小
肥り,自転車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が通行中,自転車に乗った男から卑わいな言葉をかけら
れ,つきまとわれました。

484
2021年10
月06日(水)

午後3時頃 鹿屋市吾平町麓 路上

50～60歳代位,白髪,白色軽ト
ラック使用

《鹿屋市でつきまとい事案》
小学生男女数名が下校中,車に乗った男からつきまとわれまし
た。

485
2021年10
月06日(水)

午後4時30分頃
出水市高尾野町柴引
国道504号線沿い

路上

20～30歳代位,中肉,おかっぱ
様の髪,白色Tシャツ着用，灰
色系の自転車使用

《出水市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,自転車に乗った男から「学年は,名前
は。」などと声をかけられました。
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486
2021年10
月08日(金)

午前7時50分頃
大島郡瀬戸内町大字古仁
屋

路上

40～50歳位,眼鏡,黒色長ズボ
ン着用,黒色のリュックサック
所持

《瀬戸内町で声掛け事案》
小学生男児が登校中,男から「お菓子買ってあげるから,お店
まで案内して。」などと声をかけられました。

487
2021年10
月07日(木)

午後8時30分頃 姶良市宮島町 路上

30歳代位,小肥り,短髪,白っぽ
い半袖Yシャツ,黒っぽい長ズ
ボン着用,自転車使用

《姶良市でちかん事案》
女性が通行中,後ろから近付いてきた自転車乗りの男に,体を
触られました。

488
2021年10
月07日(木)

午後11時30分頃
鹿児島市日之出町39番付
近

路上

50～60歳位,身長170～175cm
位,中肉,半袖ポロシャツ,長ズ
ボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が帰宅中,男から「ちょっとお姉さん,お姉さん。」などと声を
かけられました。

489
2021年10
月07日(木)

午後5時30分頃 指宿市十二町 路上

20歳代位,やせ型,金髪長髪,
上衣は半袖,下衣は半ズボン
着用,普通自動車使用

《指宿市で声掛け事案》
女子中学生が下校中,車に乗った男から後をつけられ,声をか
けられました。

490
2021年10
月08日(金)

午後10時頃 鹿児島市小松原1丁目 路上

40歳代位,身長165cm位,中肉,
紺色系の半袖シャツ,黒色系
の長ズボン着用

《鹿児島市でちかん事案》
女子高校生が帰宅中,男に体を触られました。

491
2021年10
月09日(土)

午前7時50分頃 鹿児島市桜ヶ丘3丁目 路上

30～40歳位,身長165～170cm
位,坊主様,黒色半袖Tシャツ,
赤色ボクサーパンツ,サンダル
着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子中学生数名が登校中,下半身を露出した男を目撃しまし
た。

492
2021年10
月09日(土)

午後1時10分頃 鹿児島市西陵4丁目 路上

20～30歳位,身長175cm位,や
せ型,黒髪短髪,黒縁眼鏡,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》
複数の女子中学生が,下半身を露出している男を目撃しまし
た。

493
2021年10
月08日(金)

午後2時40分頃 鹿児島市上之園町3番先 路上

30～40歳代位,身長170cm位,
中肉,黒色短髪,頭に白色タオ
ルを巻く,白色Tシャツ,ベー
ジュ色長ズボン着用

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

494
2021年10
月08日(金)

午後3時頃
鹿児島市紫原2丁目23番付
近

路上

40歳位,身長170cm位,やせ型,
黒色短髪,黒色半袖シャツ,黒
色半ズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が,男からスマートフォンを向けられ「写真撮ってい
い。」と声をかけられました。

495
2021年10
月09日(土)

午後零時頃 指宿市西方 路上

30～40歳位,赤色自動車使用 《指宿市でつきまとい事案》
女子中学生が下校中,車に乗った男からつきまとわれました。

496
2021年10
月10日(日)

午前10時40分頃 出水市境町 路上

50～60歳代位,身長160～
170cm位,中肉,黒色パーマ長
髪,服装は不明

《出水市で声掛け事案》
小学生女児数名が通行中,見知らぬ男から怒鳴られました。

497
2021年10
月10日(日)

午前10時50分頃
鹿児島市荒田2丁目65番付
近

路上

30歳代後半位,身長160～
170cm位,中肉,黒色短髪,黒色
か紺色の半袖上衣,黒色半ズ
ボン着用,黒色自転車使用

《鹿児島市で不審者事案》
自転車に乗った男が,通行中の女性につきまとい,ズボンを下
ろして下着を見せました。

498
2021年10
月10日(日)

午前1時頃 鹿児島市南郡元町 路上

40歳代位,身長165cm位,中肉,
黒髪,黒色ハット,フード付きの
黒色長袖上衣,黒色長ズボン
着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女性が通行中,見知らぬ男からつきまとわれました。

499
2021年10
月09日(土)

午後5時10分頃
鹿児島市小松原1丁目52番
付近

路上

40歳代位,身長170cm位,やせ
型,黒色短髪,黒色半袖Tシャ
ツ,デニムの半ズボン着用,黒
色の自動車使用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生女児が帰宅中,車に乗った男からつきまとわれ,車から
降りてきた男に腕をつかまれそうになりました。

500
2021年10
月09日(土)

午後9時30分頃 薩摩川内市平佐町 路上

40～60歳代位,身長175cm位,
やせ型,黒色系タンクトップ着
用

《薩摩川内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。

501
2021年10
月11日(月)

午前7時40分頃 霧島市国分新町1丁目 路上

30歳位,身長170cm位,やせ型,
黒色長髪,青色半袖Tシャツ,
黒色系ズボン着用,黒色系軽
自動車使用

《霧島市で公然わいせつ事案》
女性が車で走行中,下半身を露出した男を目撃しました。
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502
2021年10
月11日(月)

午前11時50分頃 鹿児島市松陽台町 路上

20歳代位,身長170cm位,中肉,
黒髪センター分け,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,下半身を露出している男を目撃しました。

503
2021年10
月12日(火)

午前5時頃
霧島市国分中央3丁目44番
付近

路上

20～40歳代位,短髪,白色系軽
自動車使用

《霧島市で公然わいせつ事案》
女子高校生が登校中,車から降りた全裸姿の男を目撃しまし
た。

504
2021年09
月29日(水)

午後3時30分頃 南九州市 － －

《南九州市におけるつきまとい事案の解決》
9/29(水),南九州市川辺町永田の路上で,小学生女児数名が
自転車に乗った男からつきまとわれた事案がありましたが,そ
の後,男が判明し,警察で指導しました。御協力ありがとうござ
いました。

505
2021年10
月11日(月)

午後1時40分頃
南九州市川辺町田部田
県道97号線沿い

路上

60歳代位,身長150cm位,中肉,
濃い紫色の軽自動車使用

《南九州市で不審者事案》
下校中の小学生女児に,車から降りてきた男が無言で手を伸
ばしてきました。

506
2021年10
月11日(月)

午後8時50分頃 鹿児島市明和1丁目 住宅

性別を含め不詳,スマートフォ
ン所持

《鹿児島市でのぞき事案》
女性が入浴中,窓にスマートフォンがあるのに気づきました。

507 － － － － －

《還付金をかたる電話に注意》
役場職員を名乗って介護保険の還付金(払い戻し)があると電
話をかけ,利用銀行を聞いてATMへ誘い出す詐欺の相談が複
数寄せられています。

【注意点】
★「還付金」,「通帳」,「キャッシュカード」の話は詐欺を疑って！
　すぐに切って相談です。
　家族や知人,近所の人にも知らせてください。

508
2021年01
月07日(木)

－ － － －

《姶良市における行方不明事案について》
令和3年1月7日に県警あんしんメールでお知らせした80歳男
性(今年1月6日から行方不明)は,発見されました。ご協力あり
がとうございました。

509
2021年10
月11日(月)

午後9時頃 鹿児島市和田2丁目51番 路上

30歳代後半位,身長175cm位,
小肥り,ボサボサ髪,丸眼鏡,半
袖上衣着用

《鹿児島市で不審者事案》
男子中学生が自転車で帰宅中,男がすれ違い際に,いきなり服
を脱ぎ出しました。

510
2021年10
月12日(火)

午後1時20分頃 鹿児島市田上8丁目 敷地内

年齢は中年位,身長170cm位,
中肉,頭に白色タオルを巻く,
シャツ上衣,作業着下衣着用

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

511
2021年10
月12日(火)

午後4時頃 鹿児島市石谷町 路上

60歳代位,中肉,白髪のオール
バック,黒色の長袖着用,白色
系の自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,車に乗った男から「俺んちに来ない
か。」と声をかけられました。

512
2021年10
月14日(木)

午前8時前 霧島市国分中央 路上

成人男性,身長170cm位,中肉,
黒色短髪,白色系の半袖シャ
ツ,黒色系の半ズボン着用

《小学生男児に対する暴行事案の発生について》
【内容】令和3年10月14日午前8時前,霧島市国分中央の路上
において,登校中の小学生男児が,男に顔を叩かれるなどされ
た暴行事案が発生しました。

513
2021年10
月12日(火)

午後4時20分頃
伊佐市大口里　国道447号
線沿い

路上

40～50歳位,身長160cm位,や
せ型,黒髪,グレー色の長袖作
業着上衣,薄緑色の作業ズボ
ン着用

《伊佐市で公然わいせつ事案》
女子高校生が,下半身を露出している男を目撃しました。

514
2021年10
月13日(水)

午後4時50分頃
鹿児島市坂之上5丁目13番
付近

路上

30歳代位,身長170cm位,小肥
り,黒髪短髪くせ毛,黒色Tシャ
ツ,青色短パン着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女子中学生が下校中,男からつきまとわれました。

515
2021年10
月13日(水)

午後5時30分頃 霧島市国分松木東 路上

60～70歳代位,身長160cm位,
小肥り,ボサボサ髪,紫色の
キャップ,白っぽい半袖シャツ,
長ズボン着用

《霧島市で声掛け事案》
女子高校生が下校中,男から「おかえり。」などと声をかけられ
ました。

516
2021年10
月13日(水)

午後4時30分頃 出水市西出水町 路上

50～60歳代位,やせ型,麦わら
帽子,白色半袖Tシャツ,黒色
ハーフパンツ着用,灰色の自
転車使用

《出水市でつきまとい事案》
小学生女児が下校中,自転車に乗った男からつきまとわれまし
た。
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517
2021年10
月14日(木)

午後3時30分頃
肝属郡錦江町田代麓
国道448号線沿い

路上

20歳代後半位,身長160cm位,
小肥り,黒髪のおかっぱ頭,黒
色半袖シャツ,濃緑色の七分
丈下衣着用，黒色の自動車
使用

《錦江町で声掛け事案》
小学生男児が,車から降りてきた男に「財布を落とした。一緒に
探してほしい。」と声をかけられました。

518
2021年10
月14日(木)

午後5時40分頃 姶良市寺師 路上

20～30歳代位,身長170cm位,
中肉,黒髪短髪,白色半袖T
シャツ,黒色短パン着用,銀色
の自転車使用

《姶良市で声掛け事案》
小学生女児数名が,自転車に乗った男から「新しいゲームがあ
るから,うちに寄っていかない。」と声をかけられました。

519
2021年10
月14日(木)

午後3時30分頃 大島郡徳之島町亀津 路上

性別不明,白髪交じりの短髪,
手帳型ケース付きスマート
フォン所持,黒色の自動車使
用

《徳之島町で不審者事案》
小学生女児が帰宅中,車の運転手からスマートフォンを向けら
れました。

520
2021年10
月14日(木)

午後6時頃 鹿児島市金生町 路上

20歳代後半～30歳代位,やせ
型,オレンジ系の茶髪,白色T
シャツ,黒色ズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女子高校生が,男から「女子高校生か。」と声をかけられ,肩を
掴まれました。

521
2021年10
月15日(金)

午後3時30分頃 伊佐市大口里 路上

50歳位,身長165cm位,やせ型,
短髪ぼさぼさの髪型,黒色
キャップ,黒色Tシャツ,薄緑色
の作業ズボン着用,スマート
フォン所持

《伊佐市の公然わいせつ事案》
女子高校生数人が下校中,下半身を露出している男を目撃し
ました。

522
2021年10
月15日(金)

午後3時50分頃 鹿児島市宇宿1丁目 路上

年齢不明,身長180cm位,小肥
り,黒髪短髪,黒色サングラス,
黒色Tシャツ,黒色系長ズボン
着用

《鹿児島市における小学生男児に対する暴行事案の発生につい
て》
小学生男児が複数で下校中,男から腕をつねられました。

523
2021年10
月16日(土)

午後4時30分頃
霧島市国分中央3丁目20番
付近

路上

40～50歳代位,身長160cm位,
中肉,黒髪で頭頂部が薄い,
ベージュ色の半袖Tシャツ,黒
色半ズボン着用,軽自動車使
用

《霧島市で声掛け事案》
女子中学生が帰宅中,車から降りてきた男に「どこの中学校な
の,どこに住んでいるの。」と声をかけられました。

524
2021年10
月18日(月)

午前7時40分頃
鹿児島市中山2丁目18番付
近

路上

年齢等不明,黒色キャップ,サ
ングラス,黒色長袖Tシャツ,黒
色長ズボン着用,カッターナイ
フ様の物を所持

《鹿児島市で不審者事案》
小学生男児が登校中,カッターナイフ様の物をもっている男を
目撃しました。

525
2021年10
月17日(日)

午後3時頃
大島郡徳之島町亀津　大瀬
橋付近

路上

80歳代位,身長155cm位,やせ
型,白髪交じりの短髪,白色の
長袖シャツ,茶色の長ズボン
着用

《徳之島町で声掛け事案》
女子中学生が男から卑わいな言葉をかけられました。

526
2021年10
月19日(火)

午後4時頃 霧島市国分広瀬2丁目 路上

30歳位,身長160～165cm位,
中肉,坊主頭,黒色Tシャツ,灰
色短パン着用

《霧島市でつきまとい事案》
小学生男児が下校中,男からつきまとわれました。

527
2021年10
月19日(火)

午後4時頃
鹿児島市石谷町
県道210号線沿い

路上

60～70歳位,中肉,白色キャッ
プ,上下白色系の作業服着用,
自転車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,自転車に乗った男から「名前なんていう
の。」などと声をかけられました。

528
2021年10
月19日(火)

午後5時頃 霧島市隼人町神宮5丁目 路上

40～50歳位,身長170cm位,小
肥り,ショートカットの黒髪,黒色
か紺色のキャップ,灰色半袖T
シャツ,黒色系の軽自動車使
用

《霧島市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,車から降りてきた男に「お母さんが病院
に運ばれた。一緒に行こう。」などと声をかけられ,腕を掴まれ
ました。

529
2021年10
月20日(水)

午前6時30分頃
鹿児島市谷山中央6丁目6
番付近

路上

30歳代位,身長175cm位,やせ
型,黒色野球帽,黒色長袖ス
ウェット上衣,灰色長ズボン着
用

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

530
2021年10
月21日(木)

午前6時20分頃 鹿児島市武岡1丁目 敷地内

40歳代位,中肉,黒色ニット帽,
黒縁眼鏡,黒色の長袖シャツ,
黒色の長ズボン着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子高校生数名が,下半身を露出している男を目撃しました。

531
2021年10
月21日(木)

午前10時50分頃 鹿児島市松陽台町 路上

20歳代位,身長175ｃｍ位,やせ
型,黒色のマッシュルームカッ
ト風,四角の黒縁眼鏡,灰色長
袖スウェット上衣,黒色の長ズ
ボン着用

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

532
2021年10
月21日(木)

午後4時20分頃 鹿児島市西伊敷5丁目 路上

60歳代位,身長160～170cm
位,小肥り,白髪交じりの黒髪
短髪,黒色のトレーナー上衣,
黒色の長ズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,男から「君,君,覚えてる。」などと声をか
けられました。
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533
2021年10
月21日(木)

午前11時50分頃
鹿児島市堀江町
いづろ通り沿い付近

路上

50歳代後半位,やせ型,黒色短
髪,濃い青色Tシャツ,着用,自
転車使用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が歩いていたところ,自転車乗りの男に,体を触られまし
た。

534
2021年10
月22日(金)

午後5時頃 鹿児島市小松原2丁目 路上

20歳代位,中肉,黒髪短髪,眼
鏡あり,白色長袖シャツ,黒色
長ズボン着用,黒色の自転車
使用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女性が帰宅中,自転車に乗った男からつきまとわれました。

535
2021年10
月24日(日)

午前6時50分頃
鹿児島市内を走行中の列
車内

列車内

30歳代位,身長170cm位,肥満,
坊主に近い黒髪,灰色の長袖
セーター着用,黒色リュック所
持

《列車内で声掛け事案》
女子高校生が,男から「どこの高校ですか。」などと声をかけら
れ,顔を覗き込まれました。

536
2021年10
月24日(日)

午前7時20分頃
薩摩川内市と出水市の間を
走行中の新幹線内

列車内

30～40歳代位,小肥り,薄い髪,
灰色の長袖上衣着用

《新幹線内で声掛け事案》
女子高校生が,男から「今日学校？」などと声をかけられ,握手
を求められました。

537
2021年10
月24日(日)

午後1時30分頃 鹿児島市谷山中央1丁目 路上

30～40歳代位,身長160cm位,
肥満,黒髪短髪,黒色のジャー
ジ上衣,黒色のズボン着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
小学生女児数名が,下半身を露出している男を目撃しました。

538
2021年10
月25日(月)

午後3時30分頃
いちき串木野市ひばりが丘
国道3号線沿い

路上

40～50歳代位,身長160～
170cm位,小肥り,灰色キャップ,
上下白色の作業服を着用,白
色系の自転車使用

《いちき串木野市で不審者事案》
小学生男女複数が下校中,自転車を押した男から後を付けら
れました。

539
2021年10
月27日(水)

午後5時30分頃 出水市野田町下名 路上

50～60歳代位,身長160～
170cm位,小肥り,白髪短髪,上
下ジャージ様を着用,灰色系
の自動車使用

《出水市で声掛け事案》
女子高校生が下校中,車に乗った男から「美人だね,仲良くなり
たいな。」などと声をかけられました。

540
2021年10
月28日(木)

午後5時20分頃 薩摩川内市中郷の公園 公園

10歳代後半位,中肉,黒色短
髪,黄色のTシャツ,黒色系長
ズボン着用

《薩摩川内市で不審者事案》
小学生女児数名に,男がTシャツをまくり上げて,洗濯バサミを
付けた身体を見せました。

541
2021年10
月27日(水)

午後3時50分頃 出水市緑町のバス停 バス停

70歳代位,身長160～165cm
位,中肉,白髪短髪,青色のセー
ター,灰色の作業ズボン着用,
黄色系の軽乗用車使用

《出水市で声掛け事案》
男子高校生が,車から降りてきた男に「君の親戚だから,乗せて
いくよ。」などと声をかけられました。

542
2021年10
月29日(金)

午後9時40分頃 鹿児島市谷山中央1丁目 路上

40歳位,身長160cm位,肥満,黒
色半袖Tシャツ,赤色と白色の
短パン着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子高校生数名が下校中,下半身を露出した男を目撃しまし
た。

543
2021年10
月28日(木)

午後5時頃 垂水市田神 路上

40歳代位,身長不明,やせ型,
短髪,サングラス,上下黒色
ジャージ着用,自転車使用

《垂水市で声掛け事案》
女子中学生が帰宅中,自転車に乗った男から「バイバイ」など
と声をかけられました。

544
2021年10
月30日(土)

午前零時頃 鹿児島市武1丁目26番付近 路上

20歳代位,やせ型,黒色長袖の
フード付きパーカー,黒色長ズ
ボン着用,自転車使用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が,自転車乗りの男に体を触られました。

545
2021年10
月30日(土)

午後5時頃 奄美市名瀬の店舗内 店舗内

年齢等不詳 《奄美市でのぞき事案》
女性が,トイレの上部から男にのぞかれているのに気づきまし
た。

546
2021年10
月30日(土)

午後6時20分頃 薩摩郡さつま町宮之城屋地
住宅敷地
内

20～40歳位,身長165～175cm
位,中肉,短髪,上衣ジャケット,
作業ズボンを着用,肩掛けポ
シェット所持

《さつま町でのぞき事案》
男が,開いていた窓から浴室にスマートフォンを向けていまし
た。

547
2021年10
月31日(日)

午後5時10分頃 鹿児島市高麗町 路上

30～40歳位,やせ型,黒髪短
髪,ワイシャツ着用,白色系の
ワンボックスタイプの自動車
使用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が,車に乗った男からスマートフォンを向けられました。

548
2021年10
月31日(日)

午後3時30分頃
鹿児島市紫原4丁目41番付
近

路上

10歳代位，身長160cm位，や
せ型，黒髪短髪，黒縁眼鏡，
上下黒色の服着用

《鹿児島市でちかん事案》
女子中学生が，男に突然背後から抱きつかれ，体を触られま
した。



配信
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発生日 発生時間 発生場所 形態 犯人像 概　　　　　　　　　　要
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549
2021年11
月01日(月)

午後4時頃 出水市本町9番付近 路上

60～70歳代位，身長165～
170cm位，中肉，紺色ニット
帽，黒縁眼鏡，上下黒色の服
を着用，灰色系の自転車使用

《出水市でつきまとい事案》
女子中学生が下校中，自転車に乗った男からつきまとわれま
した。

550
2021年11
月01日(月)

午後3時30分頃
鹿児島市小松原1丁目23番
付近

路上

60歳代位，身長160cm位，や
せ型，白髪交じりの短髪，緑
色の帽子，上下黄土色の作
業着を着用，自転車使用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生男女複数が下校中，自転車に乗った男からつきまとわ
れました。

551
2021年11
月02日(火)

午後4時30分頃 鹿児島市吉野町　吉野東 路上

20～30歳代位，身長170cm
位，色不明のキャップ，黒色
系サングラス，黒色のパー
カー，黒色のズボン（白色のラ
イン入り）着用，黒色のカメラ
所持

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が，男から「一緒に写真撮ろう。」などと声をかけら
れました。

552
2021年11
月03日(水)

午後3時頃 伊佐市大口原田 公園

60歳代位，身長170cm位，中
肉，黒色キャップ，黒色サング
ラス，白色のシャツ，ベージュ
色系のズボン着用

《伊佐市で声掛け事案》
女子中学生複数が，男からスマートフォンを向けられ，「こっち
向いて。」などと声をかけられました。

553
2021年11
月01日(月)

午前7時30分頃
曽於市財部町南俣
県道482号線沿い

路上

20歳代位，茶色か金色の短
髪，黒色系の自動車使用

《曽於市で声掛け事案》
女子中学生が登校中，車の助手席に乗った男から「かわいい
ね。(連絡先)交換しよう。」と声をかけられました。

554
2021年11
月04日(木)

午後5時20分頃 姶良市東餠田付近 路上

40歳代位，身長170cm位，中
肉，黒色長髪，灰色系長袖上
衣，黒色長ズボン着用

《姶良市で声掛け事案》
小学生男児が，男から「家はどこ。」と声をかけられました。

555
2021年11
月04日(木)

午後7時頃 熊毛郡中種子町野間 路上

40～50歳代位，身長170cm
位，短髪，色不明の長袖上
衣，色不明の長ズボン着用

《中種子町でちかん事案》
女子高校生が帰宅中，男から体を触られました。

556
2021年11
月04日(木)

午後4時50分頃 出水市西出水町 路上

70歳位，身長165cm位，中
肉，坊主頭，上下グレーの作
業服着用

《出水市でつきまとい事案》
小学生女児が下校中，男から後をつけられました。

557
2021年11
月05日(金)

午後4時30分頃 霧島市隼人町姫城3丁目 路上

70歳代位，白髪，白色軽自動
車使用

《霧島市で声掛け事案》
小学生男児が下校中，車に乗った女から「あなた1年生，2年
生。」などと声をかけられました。

558
2021年11
月06日(土)

午前8時40分頃 鹿児島市唐湊4丁目 路上

20歳代位，身長160cm位，中
肉，金色の短髪，黒縁眼鏡，
黒色長袖シャツ，黒色長ズボ
ン着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
女性が，男からつきまとわれました。

559
2021年11
月05日(金)

午後10時40分頃 鹿児島市武1丁目14番付近 路上

30歳代位，身長175cm位，や
せ型，上衣白色ワイシャツ，
下衣グレーのズボン着用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が帰宅中，男に背後から抱きつかれ，体を触られました。

560
2021年11
月07日(日)

午後5時40分頃
鹿児島市新屋敷町23番付
近

路上

50歳位，中肉，黒色短髪，赤
色チェック柄シャツ着用，黒色
の自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が帰宅中，車に乗った男からつきまとわれ「すみませ
ん。」などと声をかけられました。

561 － － － － －

《パソコンの「ウイルス感染」警告にご注意！》
パソコンの画面に突然「ウイルスに感染した」と偽りの警告を
表示させ,パソコンの復旧作業のためのサポート料やウイルス
除去費用として,コンビニで電子マネーを買いカード番号を教
えるように指示し,額面の金額を騙し取る手口の詐欺に関する
相談が増えています。被害も出ています。
【注意点】
★慌てて表示された電話番号に連絡したりせず,家族や警察
等に相談しましょう!
★電話で「電子マネーを買って,番号を教えて」と指示されたら
詐欺を疑いましょう！

562
2021年11
月08日(月)

午前7時30分頃 鹿児島市平之町8番付近 路上

40歳位，身長165cm位，やせ
型，黒色短髪，傘を所持

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生が登校中，傘を銃のように構えている男を目撃し
ました。

563
2021年11
月08日(月)

午前7時40分頃 霧島市隼人町東郷付近 路上

60歳代位，黒髪，紺色ニット
帽，茶色のスウェット上衣着
用，灰色系の軽自動車使用

《霧島市で声掛け事案》
小学生女児が登校中，車に乗った男から「学校まで送るから
乗らんね。」と声をかけられました。
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564
2021年11
月09日(火)

午前6時20分頃 薩摩川内市港町 路上

40～50歳代位，身長160～
170cm位，小肥り，黒髪短髪
のセンター分け

《薩摩川内市で公然わいせつ事案》
女性複数が自転車で走行中，全裸姿の男を目撃しました。女
性らは前日も，同じ場所で，全裸姿の同じ男を目撃していま
す。

565
2021年11
月06日(土)

午後零時30分頃 出水市西出水町 路上

60歳代位，身長170cm位，小
肥り，キャップ，サングラス，
赤色のウインドブレーカー，黒
色のジャージ様の下衣着用，
灰色系の自転車使用

《出水市で不審者事案》
女子高校生が通行中，自転車に乗った男から道を塞がれまし
た。

566
2021年11
月09日(火)

午後8時10分頃
鹿屋市串良町岡崎
県道519号線沿い

路上

40～50歳代位，身長170cm
位，中肉，パーマの黒色短
髪，黒縁眼鏡，黒色の長袖
ジャージ上衣，黒色の長ズボ
ン着用

《鹿屋市で声掛け事案》
女子高校生が，男から「連絡先を交換しよう。」などと声をかけ
られました。

567
2021年11
月09日(火)

－ － － －

《警察官をかたるアポイント電話にご注意！》
警察官を名乗って「口座が凍結されている」と電話をかけ，
キャッシュカードの暗証番号等を聞いたうえで「私服の警察官
が訪問する」などと伝える不審電話に関する相談が寄せられ
ています。

【注意点】
★電話で暗証番号など「個人情報」を聞かれたら詐欺を疑っ
て！
★すぐに電話を切って，家族や警察等に相談しましょう。

568
2021年11
月09日(火)

午後1時頃 鹿屋市西原2丁目公共施設 敷地内

30～40歳代位，身長175cm
位，やせ型，黒髪短髪，黒色
の野球帽，黒色の長袖ジャー
ジ上衣，黒色の長ズボン着用

《鹿屋市で公然わいせつ事案》
女性が帰宅中，下半身を露出した男を目撃しました。

569
2021年11
月11日(木)

午前7時10分頃 垂水市田神下福町 路上

30歳代位，身長170cm位，や
せ型，短髪，黒色キャップ，上
下黒色のジャージ着用

《垂水市で声掛け事案》
小学生女児が登校中，男から手招きをされ「お菓子とおもちゃ
をあげるよ。」と声をかけられました。

570
2021年11
月11日(木)

午後5時30分頃 鹿児島市玉里町27番付近 路上

50～60歳位，身長170cm位，
中肉，黒色ニット帽，紺色のス
ウェット上衣，紺色のジーパン
着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生複数が下校中，男が声をかけてきて，身体をすり
寄せようとしました。

571
2021年11
月10日(水)

午後3時50分頃 出水市昭和町44番付近 路上

身長170cm位，やせ型，黒色
キャップ，黒色のレインコート
上衣，黒色の長ズボン着用，
黒色と灰色のリュックサック所
持

《出水市でつきまとい事案》
女性が，男からつきまとわれました。

572
2021年11
月10日(水)

午前6時50分頃
鹿児島市中山1丁目27番付
近

路上

30～40歳位，身長170cm位，
肥満，黒髪短髪，上衣は黒色
のパーカー，下衣は下着のみ
着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生複数が登校中，下着姿の男を目撃しました。

573 － － － － －

《警察庁を装った不審なメールにご注意ください》
警察庁の名称やロゴを使用し，プレゼント等の当選を装って
個人情報の入力を求める不審サイトが認知されているほか，
警察庁情報通信局を騙り，携帯電話やクレジットカードの情報
を保護するなどとしてウェブサイトへ誘導する不審な電子メー
ルが送られているとの情報が寄せられています。
★不審なサイトが表示された場合は，不用意に個人情報やク
レジットカード番号等を入力せず，また，不審な電子メールを
受信された場合は，リンク先をクリックしないよう注意してくだ
さい。

574
2021年11
月12日(金)

午後6時頃 鹿屋市笠之原町 路上

20歳代後半位，身長165cm
位，やせ型，黒色ウインドブ
レーカー着用

《鹿屋市で声掛け事案》
女子中学生が下校中，男から「付き合ってもらえませんか。」
などと声をかけられました。

575
2021年11
月12日(金)

午後8時40分頃 鹿屋市寿5丁目11番先 路上

40歳代位，身長175cm位，や
せ型，黒髪，黒色長袖，黒色
長ズボン着用

《鹿屋市で声掛け事案》
女子高校生が下校中，男から「月が綺麗だね。」などと声をか
けられました。

576
2021年11
月12日(金)

午後4時頃 西之表市西之表 路上

70歳代位，中肉，白髪，薄緑
色作業服上衣，灰色の自動
車使用

《西之表市で声掛け事案》
小学生女児が下校中，車に乗った男から「乗っていく。」と声を
かけられました。

577
2021年11
月12日(金)

午前7時20分頃
鹿児島市伊敷台2丁目7番
付近

路上

20歳代位，やせ型，黒色ニッ
ト帽，黒色ジャージ上下着用，
黒色の自動車使用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子中学生が登校中，車内で下半身を露出している男を目撃
しました。
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578
2021年11
月12日(金)

午後5時15分頃 鹿児島市緑ケ丘町 路上

20～30歳代位，身長170cm
位，やせ型，黒色系サングラ
ス，茶髪交じりの黒髪短髪，
黒色ジャージ上下着用

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

579
2021年11
月12日(金)

午後6時50分頃 霧島市国分中央3丁目 路上

20歳位,やせ型,茶髪,白色のミ
ニバンの助手席に乗車

《霧島市で声掛け事案》
高校生数名が下校中,車の助手席に乗った男から声をかけら
れました。

580
2021年11
月13日(土)

午後1時30分頃 鹿児島市千日町5番付近 路上

50歳代位,身長160cm位,小肥
り,黒色短髪,黒縁眼鏡,明るい
青色系の半袖Tシャツ,黒色の
長ズボン着用,茶色のボディ
バッグ所持

《鹿児島市で声掛け事案》
女子中学生が帰宅中,男から「ねぇ，ねぇ，お茶しない。」などと
声をかけられました。

581
2021年11
月13日(土)

午後零時頃
鹿児島市吉野町　東菖蒲谷
付近

路上

小肥り,白髪交じりの短髪,黒
色キャップ,黒縁眼鏡,茶色の
棒を所持,銀色のバンタイプの
自動車使用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生男児が,車から降りてきた男に追いかけられました。

582
2021年11
月13日(土)

午後2時40分頃
大島郡瀬戸内町大字古仁
屋

路上

40歳代位,身長175cm位,中肉,
黒色キャップ,サングラス,黒色
長袖上衣,黒色長ズボン着用

《瀬戸内町で声掛け事案》
小学生女児複数が,男から「お菓子あげるからこっちにおい
で。」と声をかけられました。

583
2021年11
月13日(土)

午後4時40分頃
西之表市西之表の公共施
設

路上

40～60歳位,中肉,白髪の
ショートボブ,薄い茶色系の自
動車使用

《西之表市で声掛け事案》
男子中学生が帰宅中,車に乗った女から手招きされ「おいでお
いで。」と声をかけられました。

584
2021年11
月14日(日)

午前8時50分頃 鹿児島市西千石町1番付近 路上

60歳代位,中肉,黒色系のニッ
ト帽,黒色ジャンパー着用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児が,男から「名前は何。どこに住んでいるの。歳は
いくつ。」などと声をかけられました。

585
2021年11
月15日(月)

午後4時20分頃 曽於郡大崎町神領 路上

60歳位,眼鏡着用,白色系の自
動車使用

《大崎町で声掛け事案》
女子高校生が帰宅中,車に乗った男から学校名や名前を聞か
れました。

586
2021年11
月15日(月)

午前7時頃 霧島市隼人町住吉 路上

40歳代後半位,自転車(色不
明)使用

《霧島市でちかん事案》
女子高校生が自転車で登校中,自転車乗りの男に体を触られ
ました。

587
2021年11
月15日(月)

午後3時20分頃 日置市吹上町中原 路上

50～60歳代位,身長170cm位,
中肉,黒髪短髪,赤黒色のネク
タイ,灰色の長袖シャツ,黒色
の長ズボン着用,黒色系の自
動車使用

《日置市で声掛け事案》
小学生女児複数が下校中,車に乗った男から,声をかけられ,手
招きされました。

588
2021年11
月17日(水)

午前6時10分頃 薩摩川内市港町 路上

40～50歳代位,身長170cm位,
小肥り,七三分けの髪型,黒色
のロングTシャツ着用

《薩摩川内市で公然わいせつ事案》
女性複数が自転車で走行中,下半身を露出している男を目撃
しました。

589
2021年11
月16日(火)

午後9時40分頃
鹿児島市荒田1丁目42番付
近

路上

30～40歳代位，身長170～
175cm位,小肥り,短髪,白色系
の上衣,白色系の下着（トラン
クス）着用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が帰宅中,下着姿の男を目撃しました。

590
2021年11
月16日(火)

午後10時30分頃
鹿児島市荒田2丁目12番付
近

路上

20歳代位,身長170～175cm
位,小肥り,短髪,黒色系の上衣
着用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が帰宅中,下着姿の男を目撃しました。

591
2021年11
月17日(水)

午後1時40分頃
鹿児島市石谷町
県道小山田谷山線沿いの
店舗

敷地内

30～40歳代位,中肉,パーマの
短髪,眼鏡着用,白色ワイシャ
ツ,スラックス着用,灰色の自動
車使用

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

592
2021年11
月17日(水)

午後5時30分頃
鹿児島市稲荷町の公園付
近

路上

40歳代位,身長170cm位,やせ
型,黒色パーマの頭髪,黒色
ジャケット,白色シャツ,赤色ネ
クタイ,黒色スラックス着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生女児が,男から見つめられ,つきまとわれました。

593
2021年11
月18日(木)

午前6時40分頃
宇宿駅から郡元駅間を走行
中の列車内

列車内

40歳代後半位,身長175cm位,
中肉,白髪交じりの黒髪,灰色
のスーツ上下着用

《列車内で不審者事案》
女子中学生が，男から体を触られました。
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594
2021年11
月12日(金)

午後4時頃 西之表市西之表 － －

《西之表市における声掛け事案の解決》
11/12(金),西之表市西之表の路上で,小学生女児が車に乗っ
た男から「乗っていく。」と声をかけられた事案が発生しました
が,事件性がないことが分かりました。御協力ありがとうござい
ました。

595
2021年11
月16日(火)

午後8時10分頃
薩摩川内市内を走行中の
列車内

列車内

40歳代位,身長170cm位,中肉,
薄い黒髪,黒色ジャンパー,長
ズボン着用

《列車内で声掛け事案》
女子高校生が,男から「どこに帰るんですか。」「制服がかわい
い。」などと声をかけられました。

596
2021年11
月19日(金)

午後4時30分頃 日置市伊集院町下谷口 路上

10歳代後半位,身長160cm位,
中肉,白色フルフェイスヘル
メット,黒色ブレザー,黒色長ズ
ボン着用,スマートフォン所持

《日置市で不審者事案》
小学生女児が下校中,路上に立っていた男から「これ落として
ない？」と物を見せられました。

597
2021年11
月18日(木)

午後10時10分頃 鹿児島市中央町 地下通路

20歳代位,身長170cm位,中肉,
黒色マッシュルームカット風,
黒縁眼鏡,青色トレーナー着
用,スマートフォン所持

《鹿児島市で不審者事案》
女性が上りエスカレーターで移動中,振り向いたところ,男が慌
ててスマートフォンを隠し逃走しました。

598
2021年11
月19日(金)

午後4時頃 鹿児島市武1丁目41番付近 路上

70～80歳位,身長150cm位,小
肥り,チューリップハット,上下
黒とピンク色のジャージを着
用,つえを所持

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が，女から「野球しよう。」などと声をかけられまし
た。

599
2021年11
月20日(土)

午後零時30分頃 鹿児島市山下町 公園

70歳代位,身長160cm位,小肥
り,坊主頭,銀縁眼鏡,茶色
チェック柄ジャケット,灰色長ズ
ボン着用

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

600
2021年11
月21日(日)

午前10時40分頃 薩摩川内市宮崎町 路上

40～50歳位,やせ型,柄物の長
袖Tシャツ,長ズボン着用,白色
系の軽乗用自動車使用

《薩摩川内市で公然わいせつ事案》
女性が,下半身を露出している男を目撃しました。

601
2021年11
月21日(日)

午後9時10分頃 鹿児島市中央町 地下通路

30歳代位,身長175cm位,やせ
型,フレームがシルバーの眼
鏡,紺色か緑色のジャンパー,
長ズボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が上りエスカレーターで移動中,振り返ったところ,後方に
いた男がスマートフォンを隠し,逃走しました。

602
2021年11
月21日(日)

午後9時30分頃 鹿児島市中央町の店舗 敷地内

20歳代位 《鹿児島市で声掛け事案》
女子高校生が，男性グループから連絡先を聞かれるなど声を
かけられました。

603 － － － － －

《フリマアプリ「メルカリ」を装ったメール・SMSに注意!!》
「メルカリ」を装ったメール・SMSについての相談が急増してい
ます。「アカウントの利用が制限されている。」「アカウントで異
常な活動が検出された。」などと利用者の不安をあおる内容
で,偽のWebサイトへ誘導し,個人情報の入力を求めてきます。
送られてきたメール・SMSが本物かどうか判断することは難し
いため,メール・SMSを受信しても記載されたリンク(URL)は開
かず,メルカリアプリやメルカリ公式サイトを確認してください。

604
2021年08
月24日(火)

午前10時20分頃 － － －

《鹿児島市内における不審者事案の解決》
8/24(火),鹿児島市伊敷台の店舗で,女性が男から付きまとわ
れスマートフォンを向けられた事案については,犯人が判明し
解決しました。御協力ありがとうございました。

605
2021年11
月22日(月)

午後3時40分頃
鹿児島市下荒田3丁目30番
付近

路上

性別等不明,白色の自動車使
用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生女児が,車に乗った人物からスマートフォンを向けられ
ました。

606
2021年11
月22日(月)

午後4時20分頃
鹿児島市西陵3丁目21番付
近

路上

10歳代後半位,身長165～
170cm位,やせ型,黒色短髪,青
色の長袖Tシャツ,黒色の
ジャージ下衣着用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子中学生が下校中,下半身を露出している男を目撃しまし
た。

607
2021年11
月23日(火)

午前9時20分頃 鹿児島市松陽台町 路上

20歳代位,身長170cm位,中肉,
黒髪,黒色の上衣の上に黒色
のコート,黒色のズボン着用

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

608
2021年11
月01日(月)

午後3時30分頃 － － －

《鹿児島市におけるつきまとい事案の解決》
11/1(月),鹿児島市小松原1丁目23番付近の路上で,小学生男
女複数が下校中,自転車に乗った男からつきまとわれた事案
がありましたが,その後,相手が判明し,解決しました。御協力あ
りがとうございました。
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609
2021年11
月24日(水)

午前6時50分頃
鹿児島市中山町
県道210号線沿い

敷地内

40～50歳代位,身長180cm位,
肥満,坊主に近い短髪,黒色の
長袖上衣,黒色の長ズボン着
用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生複数が登校中,下着姿の男を目撃しました。

610
2021年11
月24日(水)

午前7時50分頃 出水市上鯖渕 路上

30～50歳位,身長170～180cm
位,やせ型,茶色短髪,青色か
紫色のジャンパー,黒色の長
ズボン着用

《出水市で盗撮事案》
小学生女児複数が登校中,男からスカート内をスマートフォン
で盗撮されました。

611
2021年11
月24日(水)

午後4時30分頃 志布志市志布志町志布志 路上

60～70歳代位,身長160cm位,
中肉,黒色サングラス着用,赤
色ジャンパーと黒色長ズボン
着用,ハンマー様の物を所持,
女性が運転する灰色軽自動
車に同乗

《志布志市でつきまとい事案》
小学生数名が下校中,男からつきまとわれました。

612
2021年11
月24日(水)

午後3時頃
鹿児島市桜ヶ丘8丁目1番
付近

路上

40～50歳位,中肉,黒色短髪,
黒色サングラス着用,黒色上
衣着用,色不明の自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が,車に乗った男から「乗っていかない。」などと声
をかけられました。

613
2021年11
月24日(水)

午後7時頃 鹿屋市下高隈町 路上

30歳代位,黒っぽい上衣,薄茶
色の普通乗用自動車使用

《鹿屋市でつきまとい事案》
女子高校生が帰宅中,車に乗った男からつきまとわれました。

614
2021年11
月25日(木)

午後4時10分頃 鹿児島市明和1丁目の店舗 敷地内

20歳代位,身長170～180cm
位,やせ型,黒色短髪,茶色長
袖上衣,水色長ズボン着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生女児複数が,男から追いかけられました。

615
2021年11
月26日(金)

午前7時40分頃
大島郡瀬戸内町大字古仁
屋

路上

20～30歳代位,小柄,中肉,黒
色頭髪,黒色長袖ジャンパー,
灰色長ズボン着用,自転車使
用

《瀬戸内町でつきまとい事案》
女子中学生複数が登校中,自転車に乗った男からつきまとわ
れました。

616
2021年11
月26日(金)

午前7時30分頃 鹿児島市山田町 路上

性別不明,スマートフォン様の
ものを所持,白色の自動車使
用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生が登校中,車の運転手からスマートフォン様のもの
を向けられました。

617
2021年11
月25日(木)

午後3時20分頃 熊毛郡中種子町野間 路上

50～60歳位,身長160cm位,中
肉,黒色頭髪,黒色ダウン様上
衣,黒色系の長ズボン着用

《中種子町で声掛け事案》
小学生女児複数が下校中,男から「こんにちは。」と声をかけら
れ,デジタルカメラを向けられました。

618
2021年11
月27日(土)

午後3時20分頃 鹿児島市平川町の駅付近 路上

20歳代位,身長175cm位,やせ
型,黒色短髪,白縁の丸眼鏡着
用,黒色のコート,黒色のズボ
ン着用

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

619
2021年11
月26日(金)

午後4時頃 鹿児島市中央町 店舗内

70歳位,身長160cm位,小肥り,
青色パーカー着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が買い物中,男から「メールしているの。彼氏いるの。おじ
ちゃんと付き合わない。」などと声をかけられました。

620
2021年11
月27日(土)

午後3時40分頃
鹿児島市南郡元町
南鹿児島駅電停付近

路上

40歳位,身長180cm位,中肉,黒
色短髪,黒色系のジャージ上
衣,黒色の長ズボン着用

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

621
2021年11
月30日(火)

午前零時30分頃 鹿児島市谷山中央4丁目 路上

30歳代後半位,身長170cm位,
小肥り,カラフルなボクサーパ
ンツ着用

《鹿児島市で不審者事案》
女性が帰宅中,下着姿の男を目撃しました。

622
2021年11
月27日(土)

午後零時30分頃 鹿児島市山下町 公共施設

40～50歳代位,身長160～
170cm位,やせ型,白髪交じり
の短髪,白色シャツの上に黒
色コート着用,黒色長ズボン着
用

《鹿児島市で声掛け事案》
男子高校生が,男から年齢や通っている学校名を聞かれまし
た。

623 - - - - -

《◆外出時の注意情報◆》
県内で女性に対するちかん等のわいせつ犯が出没していま
す。次の点に気を付けて下さい。
特に夜間は被害に遭いやすいので注意してください。
(1)路上では常に周りを警戒しましょう。
(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づき
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携帯しましょう。
★万が一被害に遭った場合には「大声を出す」「防犯ブザーを
鳴らす」などして周囲に助けを求めましょう。また,警察へ早め
に通報してくだい。
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624
2021年12
月01日(水)

午前7時50分頃
鹿児島市東谷山7丁目8番
付近

路上

40～50歳位,身長170㎝位,中
肉,黒髪短髪,黒色系長袖上
位,白色の下着(パンツ)着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生が登校中,下着姿の男を目撃しました。

625 - - - - -

《警察官をかたる不審電話にご注意！》
県内において,警察官を名乗って電話をかけ,口座番号や暗証
番号などを聞き出そうとする不審電話が発生しています。

【注意点】
★警察官が暗証番号を聞いたり,キャッシュカードや通帳を預
かることはありません。
★電話で「キャッシュカード」「口座番号」「暗証番号」など聞か
れたら詐欺を疑って！
★すぐに電話を切って,家族や警察等に相談しましょう。

626
2021年12
月02日(木)

午後6時10分頃 鹿児島市紫原6丁目 集合住宅

性別を含め不詳,スマートフォ
ン所持

《鹿児島市でのぞき事案》
家族が入浴中,窓からスマートフォンを向けられているのに気
付きました。

627
2021年12
月03日(金)

午前7時40分頃
大島郡瀬戸内町大字古仁
屋

路上

60～70歳代位,身長170㎝位,
中肉,青色ジャンパーと紺色長
ズボン着用,青色系の自動車
使用

《瀬戸内町で声掛け事案》
小学生男児が登校中,車から降りてきた男から「名前はなんて
言うの？」と声を掛けられました。

628
2021年12
月03日(金)

午前7時40分頃 鹿児島市春日町12番付近 路上

10歳代位,身長150㎝位,やせ
型,黒髪短髪,黒縁眼鏡着用,
黒色長袖上衣,黒色長ズボン
着用

《鹿児島市でちかん事案》
小学生女児が登校中,男に体を触られました。

629
2021年12
月03日(金)

午後3時40分頃 鹿屋市横山町 路上

50～70歳代位,やせ型,ヘル
メット,灰色のジャンパー着用,
バイク使用

《鹿屋市で声掛け事案》
小学生男児が帰宅中,バイクに乗った男から「送って行こう
か。」と声をかけられました。

630
2021年12
月03日(金)

午後9時40分頃 鹿児島市山之口町 店舗内

40歳代位,身長175㎝位,やせ
型,黒髪短髪,紺色ジャンパー,
黒色スラックス着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性複数が買い物中,男からスマートフォンを向けられ「飲み
に行かないの。」などと声をかけられ,つきまとわれました。

631
2021年12
月03日(金)

午後4時20分頃 出水郡長島町鷹巣 路上

40歳代位,身長170㎝位,やせ
型,ボサボサの黒髪,黒縁眼鏡,
黒色長袖上衣,黒色長ズボン
着用,銀色の自動車使用

《長島町で声掛け事案》
小学生男児が下校中,車の横に立っていた男から「急な用事
ができたから,車に乗っていくよ。」と声を掛けられました。

632
2021年12
月05日(日)

午前1時50分頃
鹿児島市山之口町12番付
近

路上

50歳代位,身長160㎝～165㎝
位,中肉,白髪短髪,黒縁眼鏡,
赤色と黄色のジャンパー,灰色
の長ズボン着用

《鹿児島市で声掛け事案》
女性が,近づいてきた男に意味不明なことを言われました。

633
2021年12
月08日(水)

午後5時頃 伊佐市大口堂崎 路上

50～60歳代位,身長170㎝位,
やせ型,茶系の長袖作業着上
衣,茶系の作業ズボン着用,黒
色安全靴着用

《伊佐市で声掛け事案》
女子中学生が,男から「何年生。家はどこ。」などとしつこく声を
かけられました。

634
2021年12
月07日(火)

午前8時頃
霧島市隼人町小田
県道沿い

路上

30歳代位,やせ型,黒色系服上
下着用,黒色フルフェイスヘル
メット着用,赤色大型バイク使
用

《霧島市で声掛け事案》
小学生男児複数が登校中,バイクに乗った男から「いいところ
行かない。」などと声を掛けられました。

635
2021年12
月08日(水)

午後9時頃 伊佐市大口里 住宅

年齢不明,やせ型,黒色キャッ
プ,白色ジャンパーと白色長ズ
ボン着用

《伊佐市でのぞき事案》
脱衣場にいた女性が男から窓越しにのぞかれました。

636
2021年11
月26日(金)

- - - -

《大島郡瀬戸内町における不審者事案の解決》
11/26（金）,大島郡瀬戸内町大字古仁屋の路上で,登校中の
女子中学生複数名が自転車に乗った男からつきまとわれる事
案が発生しましたが,その後男が判明し,指導しました。ご協力
ありがとうございました。

637
2021年12
月08日(水)

午後4時30分頃
霧島市牧園町宿窪田
国道223号沿い

路上

60歳代位,スキンヘッド,クリー
ム色の軽自動車を使用

《霧島市で声掛け事案》
男子中学生が下校中,車に乗った男から「家はどこ。」などと声
を掛けられました。

638
2021年12
月09日(木)

午後4時10分頃
鹿児島市山田町山田交差
点付近

路上

40歳代位,身長175㎝位,やせ
型,黒色パーカー,黒色長ズボ
ン着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生女児が下校中,男からつきまとわれました。



配信
件数

発生日 発生時間 発生場所 形態 犯人像 概　　　　　　　　　　要

県警あんしんメール配信状況　令和３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。）

639
2021年12
月10日(金)

午前2時20分頃 鹿児島市呉服町5番付近 路上

年齢等不詳,上下緑色っぽい
服を着用

《鹿児島市でちかん事案》
女性が帰宅中,男に体を触られました。

640
2021年12
月09日(木)

午後4時50分頃 いちき串木野市西薩町 路上

40歳位,中肉,黒髪（頭頂部で
まとめる）,袖に白色2本ライン
入りの茶色ジャージ上衣,緑色
のスカート着用,灰色系の自動
車使用

《いちき串木野市で声掛け事案》
小学生男児が,車に乗った男から「ちょっと,そこの君。」などと
声を掛けられました。

641
2021年12
月11日(土)

午後零時30分頃
鹿児島市皇徳寺台5丁目の
公園付近

路上

30～40歳位,身長170㎝位,肥
満,黒色短髪,黒色トレーナー
様上衣,黒色長ズボン着用,黒
色系の軽乗用車使用

《鹿児島市で公然わいせつ事案》
女子中学生が帰宅中,下半身を露出している男を目撃しまし
た。

642
2021年12
月11日(土)

午後2時30分頃
霧島市隼人町見次
県道473号線沿い

路上

30歳代位,身長170～180㎝位,
やせ型,黒髪短髪,灰色フリー
ス様上衣,黒色長ズボン着用

《霧島市でちかん事案》
女子中学生が通行中,男に体を触られました。

643
2021年12
月11日(土)

午前8時10分頃 鹿児島市桜ヶ丘4丁目 路上

60歳代位,身長165㎝位,やせ
型,白髪短髪,上下黒色ジャー
ジを着用,鎌を所持

《鹿児島市で不審者事案》
女性が,草刈り用の鎌を持った男が壁をこすりながら歩いてい
るのを目撃しました。

644
2021年12
月08日(水)

午後3時20分頃
鹿児島市吉野町
吉野いきいき公園付近

路上

年齢は中年位,身長175㎝位,
やせ型,白髪の薄い髪,黒色
ジャンパー,暗色系の長ズボン
着用,白色系の自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生女児複数が,車から降りてきた男に「おいで。」と手招き
されました。

645
2021年12
月10日(金)

午後5時40分頃
鹿児島市紫原6丁目6番付
近

路上

年齢等不詳,黒色サングラス
着用,紫色のキャップ着用,白
色系の自動車使用

《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が,車に乗った男から「乗りませんか。」と声を掛け
られました。

646
2021年12
月10日(金)

午後5時50分頃 奄美市名瀬有屋町 路上

70歳位,薄い髪,黒色系の自転
車使用

《奄美市で声掛け事案》
小学生女児が,男から「どこ小学校,名前は。」などと声をかけら
れました。

647
2021年12
月10日(金)

午後8時30分頃 鹿児島市中央町 地下道

20歳代後半～40歳代位,眼鏡
着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生がエスカレーターで,男から脚を触られました。

648
2021年12
月11日(土)

午前7時30分頃
鹿児島市東谷山7丁目27番
付近

路上

30～50歳代位,身長170㎝～
180㎝位,肥満,黒色短髪,緑色
のパジャマ上衣,黒色の長ズ
ボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
女子中学生複数が登校中,下着姿の男を目撃しました。

649
2021年12
月11日(土)

午後4時頃 霧島市国分野口東 店舗内

30～40歳代位,身長170㎝位,
小肥り,茶色短髪,暗めの赤色
フード付きパーカー着用

《霧島市で声掛け事案》
女子中学生が買い物中,男から「名前は。」などと声をかけら
れ，握手を求められるなどしました。

650
2021年12
月12日(日)

午後3時40分頃
鹿児島市田上8丁目23番付
近

バス停

40～50歳代位,身長170㎝位,
やせ型,黒色短髪,緑色のター
トルネックシャツ,柄物の半ズ
ボン着用,灰色リュックを所持

《鹿児島市で不審者事案》
女子高校生が,男に身体をすり寄せられ,携帯電話の画面を覗
き込まれました。

651
2021年12
月13日(月)

午後2時頃 奄美市名瀬佐大熊町 路上

50歳代位,小肥り,白髪交じり
の短髪,黒色ジャンパー,黒色
ズボン着用

《奄美市で声掛け事案》
小学生男児が,男から「何年生,学校はどこ。」と声をかけられ
ました。

652
2021年12
月14日(火)

午後9時10分頃 奄美市名瀬朝仁新町 住宅

性別を含めて不詳 《奄美市でのぞき事案》
家人が,浴室の窓からスマートフォン様のものを向けられてい
るのに気付きました。

653
2021年12
月14日(火)

午後3時50分頃 霧島市隼人町神宮5丁目 路上

A　30～40歳代位,身長175㎝
位,中肉,黒髪短髪,黒色長袖
パーカー,黒色長ズボン,黒色
サングラス着用
B　40～50歳代位,身長170㎝
位,小太り,黒髪短髪,黒色長袖
ジャージ,黒色スパッツに黒色
短パン着用

《霧島市でつきまとい事案》
小学生女児が下校中,男2人に道を聞かれ,つきまとわれまし
た。

654
2021年12
月16日(木)

午後3時頃 姶良市宮島町 路上

20～30歳代位,身長160㎝位,
中肉,短髪,黒っぽいジャン
パー,黒色長ズボン着用

《姶良市でつきまとい事案》
小学生男女複数が下校中,男に声をかけられ,つきまとわれま
した。
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655
2021年12
月17日(金)

午後零時50分頃
曽於市大隅町岩川
中園集落付近

路上

50～60歳代位,身長165㎝位,
やせ型,頭頂部から額にかけ
て髪がない,緑色ジャンパー,
青色ジーパン着用

《曽於市で声掛け事案》
小学生女児が下校中,男から「やほー。」と声をかけられ,手を
掴まれそうになりました。

656
2021年02
月15日(月)

- - - -

《鹿児島市における行方不明事案について》
令和3年2月20日に県警あんしんメールでお知らせしました,今
年2月15日から行方不明になっていた女性は,発見されまし
た。ご協力ありがとうございました。

657
2021年12
月16日(木)

午後4時30分頃 垂水市中央町付近 路上

50歳位,眼鏡着用,白色の乗用
車使用

《垂水市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,車に乗車した男から「こんにちは。」等と
声をかけられました。

658
2021年12
月18日(土)

午後2時50分頃 鹿児島市浜町の施設 敷地内

40～50歳代位,身長165cm位,
中肉,黒色短髪,黒縁眼鏡,黒
色ダウンジャケット,黒色長ズ
ボン着用

《鹿児島市で不審者事案》
小学生女児複数名が,男からスマートフォンを向けられました。

659
2021年12
月17日(金)

午前7時30分頃
日置市伊集院町妙円寺2丁
目

路上

40歳代位,白色自動車使用 《日置市で不審者事案》
小学生男女複数名が登校中,車に乗った男からスマートフォン
を向けられました。

660
2021年12
月20日(月)

午後零時30分頃 鹿屋市札元1丁目25番付近 路上

20歳代後半位,身長180cm位,
やせ型,短髪のパーマ,上下黒
色ウィンドブレーカー着用

《鹿屋市で声掛け事案》
女子中学生が,男から「何年生。」などとしつこく話しかけられま
した。

661
2021年12
月20日(月)

午後2時40分頃 霧島市国分府中町 路上

20歳代位,黒色短髪 《霧島市で声掛け事案》
小学生男児が下校中,男から「名前は。」と声をかけられまし
た。

662
2021年12
月20日(月)

午後5時頃 鹿児島市天保山町1番付近 路上

50歳代位,上下黒色の服着用 《鹿児島市で声掛け事案》
小学生男児が,男から「何年生？」などと声をかけられました。

663
2021年12
月21日(火)

午後8時頃 霧島市隼人町真孝 住宅

性別含め不詳 《霧島市でのぞき事案》
女性が入浴中,開けられた窓越しに,何かを持った手を目撃し
ました。

664
2021年12
月22日(水)

午後6時30分頃 出水市下鯖町 駅

30～40歳位,身長170cm位,や
せ型,黒髪で坊主が伸びた感
じの短髪,水色長袖上衣,長ズ
ボン着用

《出水市でつきまとい事案》
女子高校生が,男につきまとわれました。

665
2021年12
月22日(水)

午後5時40分頃 鹿児島市中央町 地下通路

30歳代位,やせ型,黒髪,黒縁
眼鏡,ベージュ色のコート着用

《鹿児島市で盗撮事案》
女子高校生がエスカレーターを利用中,男からスマートフォン
で盗撮されました。

666
2021年12
月23日(木)

午後3時20分頃
南さつま市加世田本町
国道270号線沿い

路上

70～80歳代位,身長170cm位,
やせ型,黒色長髪,茶色キャッ
プ,黒縁眼鏡,黒色ウインドブ
レーカー様(中は灰色スウェッ
ト),灰色スウェット下衣着用,黒
色のショルダーバッグ所持,黒
色系の自転車使用

《南さつま市で声掛け事案》
小学生女児複数が,自転車乗りの男から「僕の手袋を一緒に
探してくれない？」などと声をかけられました。

667
2021年12
月23日(木)

午後10時40分頃 鹿児島市紫原5丁目 集合住宅

性別を含め不詳 《鹿児島市でのぞき事案》
女性が入浴中,窓からスマートフォンを向けられているのに気
づきました。

668
2021年12
月24日(金)

午前11時30分頃
鹿児島市紫原2丁目27番付
近

路上

60歳位,身長160～170cm位,
中肉,青色キャップ,青色上着,
グレー色のズボン着用

《鹿児島市でつきまとい事案》
小学生女児が帰宅中,男からつきまとわれました。
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669 - - - - -

《◆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「何時頃まで,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携帯する。
●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。

670
2021年12
月30日(木)

午後10時20分頃
鹿児島市光山2丁目10番付
近

路上

20～30歳代位,身長170cm位,
中肉,黒色短髪,上衣オレンジ
色パーカー,下衣ジーパン着
用

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

671
2021年12
月29日(水)

午前9時40分頃
鹿児島市郡元1丁目13番付
近

路上

30～40歳代位,黒色短髪,眼鏡
着用

《鹿児島市で声掛け事案》
男子中学生が,男から「ちょっと来い。」と声をかけられました。


